
Drawing the road to the future

CORPORATE PROFILE

未　来　へ　の　道　を　描　い　て

㍿田中測量設計事務所



首都高速道路・横浜北トンネル

阪神高速・正蓮寺川

京都駅南口駅前広場整備工事
八条通道路改築工事

御薗橋・ドローン空撮

Total Support Partner
高い技術力と人材力を核に、常に業界の未来を見つめ、
お客様のニーズにお応えします。

l 品質方針l 経営理念

1 先進技術への絶え間ない挑戦

2 正確かつ迅速

3 責任ある仕事による信頼の獲得

4 安全作業の徹底

弊社の提供する技術的サービスにおいて、

これらの事項を徹底し、常に顧客満足度の向上に努めます。

・先進技術への絶え間ない挑戦により、より高い技術を提供します

・真面目に、責任を持って仕事に取組み、信頼を得られる会社を目指します

・多様性を尊重し、個性の発揮できる職場を目指します
・人を大切にします

私たちは、社会基盤整備や開発事業において、

「測量」「調査」の技術的サービスを通じ、

人々の幸せと生活の向上、持続可能な

社会づくりに貢献してまいります。



私たち株式会社田中測量設計事務所は、昭和59年の創業以来、日々測量技術の向上に努め、

トンネル・鉄道・道路といった大型公共事業、マンション・商業ビルなどの民間開発事業等で、

多くの施工測量実績を重ねて参りました。

それらの培われた技術力・経験値を強みに、これからのインフラ維持管理の時代にも対応すべく、

非破壊調査部門も設立。安心・安全・強靭なインフラ構築に、広く貢献してまいりました。

私たちの仕事は、目立たない仕事です。

しかし、『縁の下の力持ち』という言葉があるように、私たちの仕事は無くてはならない仕事です。

これからも、真面目に、真剣に、誠実に、『測る』『調べる』技術の向上に邁進してまいります。

人々の生活が安全で豊かになるよう、微力ながら世の中に貢献してまいります。 田中　慎一
代 表 取 締 役

Total Support Partner
高い技術力と人材力を核に、常に業界の未来を見つめ、

京都アクアリーナ ベトナム・ホーチミン市 地下鉄

桂離宮・樹木調査 交通量調査



Total Support Partner
高い技術力と人材力を核に、常に業界の未来を見つめ、

弊社は、社員教育に積極的に取り組んでおり、熟練技術者からの技術の伝承や日々変化す

る現場での安全に対する意識向上など、あらゆる教育指導を実施。決められた作業規程の

遵守はもちろん、当社が培ってきた技術やノウハウを教育し、安全かつ効率的な作業の実現

につなげています。また、人材派遣事業でも、スタッフ一人ひとりの能力を高め、顧客の様々

なニーズに合わせて信頼のおける人材を派遣しています。人材から人財へ。当社の一番の

資産は、信用をいただいているお客様であるとともに、それに応えるべく日々レベルアッ

プしていく社員(マンパワー)であると考えています。

　

西でいち早く導入し、業界をリードしています。さらに、ジャイロとGNSSを組み合わせた測量

技術を開発。この独自技術により、全長5,000m以上のシールド工事における測量業務の

実績も有しています。

きめ細やかな社員教育を実施し、
ニーズに合った質の高い人材を派遣

国土交通省にて、建設現場の生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指す新しい取組

であるi-Construction（ICTの全面的な活用）に対し、ドローンや３次元レーザースキャナーに

よる現場の現況測量結果を３次元点群化させ、刻々と変化して行く現場の状況を素早く把

握するお手伝いをしています。またドローンでは単なる空撮だけでなく、新しい分野における

新技術や可能性を秘めており、建設現場のみならず、地域社会の発展に貢献してまいります。

i - Constructionへの対応を強化。

-

常に未来を見つめ、地域の発展に貢献。

ジャイロとGNSSを組み合わせた
独自の測量技術
弊社は、目標が見えない地下で威力を発揮するジャイロ真北測量機(オートジャイロ)を関

SIR-EZHR

パーマトール

SIR-3000 アンテナ400

路面空洞探査覆工レーダ



・測量機器

オートジャイロ真北測量機

1級GNSS測量機

2級トータルステーション

1級 レベル

2級 レベル

測量用電算システム

ドローン

DMT GmbH ＆ Co. KG

SOKKIA

TOPCON

SOKKIA/TOPCON

WILD

SOKKIA/TOPCON/LEICA

福井コンピュータ

Pix4D

Agisoft

DJI

DJI

GYROMAT5000

GYROMAT3000

AGP1
(DMT・GYROMAT2000)

2周波

1級 トータルステーション TOPCON GT-1201

マンモス SOKKIA MSAXⅡNET1200 他

3級 レベル SOKKIA/TOPCON/LEICA

TREND-ONE

TREND POINT

EX-TREND 武蔵

Pix4D mapper

Metashape

INSPIRE2

Phantom4 Pro

トータルフィット shot680

種　別 メーカー 形　式

・調査機器

電磁波レーダ

超音波計測機

透気試験機

聴強機

テストハンマー

GSSI

日本無線

fts

東亜エルメス

ｆｔｓ

ｆｔｓ

PROCEQ

SIR3000(本体)

SIR4000(本体)

900Hｚ(アンテナ)

400Hz(アンテナ)

SIR-EZLT

SIR-EZHR

SIR-DF

NJJ-105

NJJ-200

GP8000

GP8800

ESI/P-10・ESI/P-20

Permea-TORR

コンクリート表面吸水試験 丸東製作所 SWAT

CKK-300U

シュミットハンマー

営 業

株式会社 田中測量設計事務所

目種

加 盟 体団

取 扱 種業

ジャイロ測量
GNSS測量

3Dスキャナー

所　　 在　 　地

代　　 表　　 者

設　　　　　　立

資　　 本　　 金

事　　 業　　 所

会社概要 主な保有機械

有資格者

組織図

社　　　　　　名

京都本社:京都府京都市南区久世殿城町220番地1

代表取締役　田中 慎一

昭和60年

3,000万円

京都本社(京都市) 大阪支店(東大阪市)
関東支店(川崎市) 名古屋支店(一宮市)

公共測量
工事測量

動画作成

バーチャルリアリティー

開発申請
施工管理補助

地中探査、トンネル空洞探査

非破壊検査

コンクリート診断

家屋調査、振動騒音、樹木

ドローン

沿革

公益社団法人 日本測量協会
一般社団法人 京都府測量設計業協会
一般社団法人 日本コンクリート診断士会
京滋コンクリート診断士会
一般社団法人 日本インフラ診断技術協会
公益社団法人 土木学会

測量業者登録
第(8)-15981号
労働者派遣事業許可
派26-300506

昭和59年 8月　田中測量設計事務所開設(京都市右京区)

昭和60年 9月　資本金200万円にて会社設立

平成5年  5月　資本金1,000万円に増額

平成13年 5月　大阪支店開設

平成16年 1月　業務拡大のため本社を京都市南区へ移転

平成17年 1月　労働者派遣事業届出(特定派遣事業)

平成18年 9月　関東支店開設

平成20年 7月　ドイツDMT社の協力のもと自社開発の新型

平成24年10月　名古屋支店開設

令和3年 10月　資本金3,000万円に増額

令和3年 12月　取締役会長　田中 達人　就任

　　　　　　　代表取締役　田中 慎一　就任

平成30年 4月　労働者派遣事業許可取得

　　　　　　　 オートジャイロステーションGTS3000完成

平成28年 4月　世界初のLEICA TS60搭載のオートジャイロステーション

　　　　　　　 【GYROMAT5000】世界での第１号機を導入

⦿測量士 ⦿コンクリート診断士

⦿コンクリート主任技士

⦿コンクリート構造診断士

⦿コンクリート技士

⦿JR工事管理者

⦿無線技士

⦿測量士補

⦿一級土木施工管理技士

⦿二級土木施工管理技士

⦿一級造園施工管理技士

⦿一級舗装施工管理技術者

⦿RCCM



㍿田中測量設計事務所

京都本社
〒601-8205 
京都府京都市南区久世殿城町220番地1
TEL.075-933-7772 
FAX.075-933-7725

URL: http://www.tsstanaka.com
E-mail: office@tsstanaka.com

名古屋支店
〒491-0911 
愛知県一宮市野口1丁目2-21
TEL.0586-82-1022
FAX.0586-82-1066

大阪支店
〒577-0831 
大阪府東大阪市俊徳町5丁目4-6
TEL.06-4307-8255 
FAX.06-4307-8265 

関東支店
〒211-0044 
神奈川県川崎市中原区新城5丁目9-7
TEL.044-740-0301
FAX.044-777-0114

ジャイ太郎測るくん ソラ子さん

田中測量のキャラクターです‼ よろしくお願いします‼
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