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都道府県 氏名 修了証明書番号 業種 連絡先名称 連絡先住所 連絡先電話番号 連絡先メールアドレス

北海道 奥山貴夫 H2503084 -
エヌエス環境株式会社
札幌支店

札幌市中央区北1条西16丁目1-12 011-643-1981 -

北海道 齊藤進 H2503097 - 株式会社環境科学開発研究所 札幌市中央区南20条西10丁目4番5号 011-511-8969 jnmgm532（at）ybb.ne.jp

北海道 濱本亮 H2503108 - 株式会社中山組 札幌市東区北19条東1丁目1-1 011-741-8117 -

北海道 古屋英幸 H2603012 - 株式会社西村組 北海道紋別郡湧別町栄町133-1 01586-5-2111 h-furuya(at)nishimura

北海道 角田憲昭 H2612017 - 株式会社環境リサーチ 札幌市豊平区中の島２条９丁目１－１ 011-837-8780 tsunoda（at）kankyoresearch.com

北海道 濱田敏弘 H2612042 建築・建設業
株式会社橋本川島コーポレーショ
ン

北海道旭川市旭町2条7丁目12番地90 0166-23-4706 hamada(at)hkcorp.jp

北海道 河瀬友洋 H2612043 - 環境コンサルタント株式会社 北海道釧路郡釧路町中央6丁目15番地2 0154-40-2331 kawase(at)kankyocon.co.jp

北海道 児玉誠一 H2612044 -
北海道三井化学㈱
分析センター

北海道砂川市豊沼町1番地 0125-52-2384
Seiichi.Kodama（at）mitsui-
chem.co.jp

北海道 宮崎真 H2612045 - 野外科学株式会社 札幌市東区苗穂町12丁目2番39号 011-751-5151 sohmu1（at）yagai.co.jp

北海道 中畑宏司 H2612046 分析業
一般財団法人北海道環境科学技
術センター

北海道札幌市北区北２４条西１４丁目８番５号 011-758-1161 nakahata(at)jupiter.plala.or.jp

北海道 松本尚樹 H2612047 - 環境クリエイト株式会社 札幌市東区北２０条東2丁目２－３２ 011-748-3241
knc_matsumoto（at）
ymail.plala.or.jp

北海道 鷲見奈緒子 H2612048 - 株式会社レアックス 北海道札幌市東区北24条東17丁目1番12号 011-780-2482 asbestos（at）raax.co.jp

北海道 長南博 H2612049 工事業 株式会社イーエス・テクノ工業 札幌市東区北50条東7丁目4番13号 011-711-7181 chohnan(at)es-techno.jp

北海道 政二昇 H2612050 - 株式会社ｱｲ･ﾃﾞｨｰ･ｴﾌ 旭川市東鷹栖4線10号3-14 0166-57-1831 no-masani（at）idf.co.jp

北海道 菅利之 H2612052 - 株式会社ライフニックス 札幌市東区東苗穂13条4丁目4-31 011-522-6021 info（at）lifenics.jp

北海道 齊藤智洋 H2612053 - 鹿島建設株式会社北海道支店
札幌市中央区北三条西3－1－4札幌北三条ビ
ル

011-231-7551 saitotom（at）kajima.com

北海道 寒河江直樹 H2612055 建築・建設業 アイケーディプランテック株式会社 北海道函館市北美原１丁目２－６ 0138-86-9405 sagae（at）ikdp.jp

※（一財）日本環境衛生センター修了者のうち、公開を希望される方の情報のみを掲載しております

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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北海道 佐藤泰生 H2612057 - 日本データーサービス株式会社 北海道札幌市東区北16条東19丁目1-14 011-780-1116 ya-sato（at）ndsinc.co.jp

北海道 渡部輝行 H2612081 建築・建設業 天内工業株式会社 北海道北見市東相内町10番地７ 0157-36-8011 teru.watanabe(at)amanai.co.jp

北海道 檜山昌弘 H2703028 - 日本データーサービス（株） 札幌市東区北16条東19丁目2-7 011-780-1116 m-hiyama(at)ndsinc.co.jp

北海道 本郷潤一朗 H2703040 - エヌ・エス株式会社 札幌市北区新川３条１８丁目２番６ 011-764-1911 ns(at)ns-es.com

北海道 大野茂実 H2708002 - 株式会社大野組 北海道名寄市西4条南9丁目 01654-2-3137 snow（at）naioroputo.com

北海道 服部直彦 H2712001 - 鹿島建設㈱北海道支店 札幌市中央区北2条西4丁目1-3 011-231-7536 hattorna（at）kajima.com

北海道 梅村豊 H2712037 - 株式会社日興ジオテック 北海道旭川市神居2条18丁目2-12 0166-61-3491 umemura-y（at）nikko-inc.co.jp

北海道 大谷昌嗣 H2712038 廃棄物処理業
株式会社公清企業廃石膏ボードリ
サイクル施設

北海道札幌市東区中沼町４５番地５７ 011-791-1130 m_ootani(at)kosei-kigyo.co.jp

北海道 佐藤潤 H2712040 -
株式会社環境管理センター北海道
支店

札幌市東区北7条東3丁目28番32号井門札幌
東ビル7F

011-751-0225 jsatou（at）kankyo-kanri.co.jp

北海道 福岡浩尚 H2712041 - 環境クリエイト株式会社 札幌市東区北20条東2丁目2-32 011-748-3241 knc_fukuoka（at）ymail.plala.or.jp

北海道 井関浩 H2712042 - 環境コンサルタント株式会社 北海道北見市北上25番地91 0157-38-2888 iseki（at）kankyocon.co.jp

北海道 小川岳洋 H2712043
解体工事業・
廃棄物処理業

株式会社ネオリサイクル 北海道留萌市春日町2丁目44-10 0164-43-5401 ogawa(at)neo-recycle.com

北海道 五十公野健二 H2712076 - 合同会社いずみの 北海道帯広市西17条南4丁目19-3 090-9529-2611 -

北海道 中橋正行 H2803080 分析業 株式会社環境科学研究所 北海道函館市西桔梗町28番地の1 0138-48-6211 nakahashi(at)leskk.co.jp

北海道 石川生偉 H2803083 工事業 株式会社鉄建釧路営業所 北海道釧路市松浦町10番23号 0154-24-5383 tk-ishikawa(at)tekken-pro.co.jp

北海道 沢谷誠一 H2803102 建築・建設業
前田建設工業株式会社北海道支
店

北海道札幌市中央区大通西7丁目1番地1 011-252-7351 sawaya.s(at)jcity.maeda.co.jp

北海道 田中英司 H2803113 建築・建設業 株式会社シーエス・エス 北海道北見市高栄西町3丁目5番7号 0157-33-1133
css-eiji-tanaka
(at)ec7.technowave.ne.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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北海道 松谷昭秋 H2810013 - エヌ・エス株式会社旭川支店 旭川市忠和5条7丁目3番18号 0166-62-1911 ns-asahikawa(at)ns-es.com

北海道 山口良司 H2810062 コンサル ㈱三共コンサルタント札幌支店 札幌市北区北10条西2丁目13番2ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙ4F 011-757-1220 yamaguchi(at)sankyou-s.co.jp

北海道 木川元博 H2903012 コンサル 株式会社イーエス総合研究所 札幌市東区中沼西5条1丁目8番1号 011-791-1947 -

北海道 川瀬智久 H2911035 コンサル 株式会社ズコーシャ 北海道帯広市西18条北1丁目17番地 0155-33-4916 -

北海道 佐藤大介 H2911069 分析業 エヌエス環境株式会社 北海道札幌市中央区北1条西16丁目1-12 011-643-1981 -

北海道 斉藤輝 H3007017 -
日鉄住金テクノロジー株式会社室
蘭事業所

北海道室蘭市仲町12番地 0143-47-2359 -

北海道 相澤賢紀 H3007065 分析業
株式会社環境管理センター北海道
支店

札幌市東区北7条東3丁目28番32号 011-751-0225 -

北海道 髙橋龍之進 19072018 - 株式会社 環境リサーチ 札幌市豊平区中の島２条９丁目１番１号 011-837-8780 takahashi(at)kankyoresearch.com

北海道 飯塚記一 19072054 分析業 株式会社公清企業 札幌市西区発寒17条14丁目3-35 011-668-5310 -

北海道 澤和利 19122042 分析業 株式会社　福田水文センター 札幌市北区北24条西15丁目2-5 011-736-2371 k-sawa(at)f-suimon.co.jp

北海道 嶋田勝 19122058 -
環境コンサルタント株式会社北網
支店

北海道北見市北上25番地91 0157-38-2888 shimada(at)kankyocon.co.jp

青森県 藤林秀樹 H2503005 - 株式会社藤林商会 南津軽郡藤崎町大字久井名舘字早稲田295-2 0172-65-2002 info(at)fujibayashi.co.jp

青森県 細川弘美 H2503022 - 株式会社藤林商会 南津軽郡藤崎町大字久井名舘字早稲田295-2 0172-65-2002 info(at)fujibayashi.co.jp

青森県 藤林貢司 H2503103 - ｴﾇｴｽ環境(株)青森支店 青森市大字浜田字玉川347 017-739-0451 -

青森県 三浦裕子 H2503110 - 株式会社コサカ技研 - 0178-27-3444 -

青森県 舟生ひろ子 H2603024 - - 青森県弘前市松原西1-12-34 090-3813-6908 hiroko.f（at）oyokyo.jp

青森県 石澤龍一 H2612012 - 環境保全株式会社 青森県平川市松崎西田41-10 0172-43-1100 ishizawa(at)kankyou-hozen.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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青森県 工藤正人 H2703023 - ｴﾑｱｰﾙｼｰﾕﾆﾃｯｸ(株) 青森県八戸市江陽３丁目1-109 0178-44-1113 kudou_ma.muc(at)mrg.mrc.co.jp

青森県 中村聖 H2703034 - 株式会社東通運輸 青森県むつ市大曲3-13-8 0175-22-3911 hu223911(at)beach.ocn.ne.jp

青森県 白戸秀規 H2708055 -
株式会社産業公害・医学研究所八
戸分室

青森県八戸市河原木字浜名谷地76 0178-28-9424 -

青森県 田口陽介 H2712002 - 大矢建設工業株式会社 青森県青森市大字荒川字品川126-1 017-739-5205 yousuke-t（at）ooyaken.co.jp

青森県 太田昌寿 19122048 コンサル・解体業 株式会社青森エコプラン １３番地４　三栄商会ビル２階 0172-55-8630 eko(at)keiyuu.jp

岩手県 千葉俊介 H2503052 分析業
株式会社大東環境科学総合技術
センター

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265 019-698-2671 s.chiba(at)daitou-e.com

岩手県 竹田良成 H2603009 分析業 エヌエス環境株式会社盛岡支店 岩手県盛岡市みたけ4丁目3-33 019-643-8911 takeda-y(at)ns-kankyo.co.jp

岩手県 阿部晃一 H2603042 建築・建設業 株式会社ア・ベスト 岩手県花巻市中根子字駒込5-24 0198-41-4170 abest(at)trad.ocn.ne.jp

岩手県 高橋俊一 H2612002 コンサル 高橋環境調査事務所 岩手県盛岡市長橋町20-36 019-618-5921 takahashi.oer(at)gb3.so-net.ne.jp

岩手県 生内一晶 H2703084 廃棄物処理業 株式会社東北ターボ工業 岩手県盛岡市下太田田中一番地二 019-673-8211 obonai(at)t-turbo.co.jp

岩手県 太野良行 H2708017 建築・建設業 有限会社　古川重機 岩手県盛岡市渋民字狐沢３４－８ 019-683-1701 furukawa(at)f-jyuki.jp

岩手県 田中大喜 H2803039 分析業 エヌエス環境株式会社盛岡支店 岩手県盛岡市みたけ4-3-33 019-643-8911 tanaka-d(at)ns-kankyo.co.jp

岩手県 川村龍生 H2803100 分析業
株式会社大東環境科学総合技術
センター

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265 019-698-2671 t.kawamura(at)daitou-e.com

岩手県 大久保浩二 H2810015 建築・建設業 株式会社大久保建設 岩手県花巻市東和町2区11番地 0198-42-4000 koji(at)okubo-iwate.co.jp

岩手県 坂本寛幸 H3007040 廃棄物処理業 株式会社東北ターボ工業 岩手県盛岡市下太田田中一番地二 019-658-1113 n_sakamoto（at)t-turbo.co.jp

宮城県 佐々木一弘 H2503056 - 株式会社ＡＳＮ
仙台市泉区高森2-1-40-21世紀プラザ研究セ
ンター104号室

022-342-5682 sasaki(at)asn-e.co.jp

宮城県 野田禎二 H2503058 その他
宮城仙台アスベスト安全対策を考
える会

仙台市太白区八木山弥生町14-7-207 090-2927-1441 asa2016noda(at)yahoo.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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宮城県 山田雅俊 H2503078 - 有限会社山田建設 名取市増田５丁目17-27 022-384-5802 ｒｙ2ｙｊ7(at)bma.biglobe.ne.jp

宮城県 中城大輔 H2503107 - 株式会社ＡＳＮ
仙台市泉区高森二丁目1番地の40-21世紀プラ
ザ研究センター104号室

022-342-5682 nakajo(at)asn-e.co.jp

宮城県 小林義信 H2503109 分析業 エヌエス環境株式会社東北支社 仙台市宮城野区中野二丁目３番地の２ 022-254-4561 kobayashi-y(at)ns-kankyo.co.jp

宮城県 五十嵐義貴 H2603017 分析業
東北緑化環境保全株式会社環境
分析センター

宮城県多賀城市桜木3-8-22 022-799-2600 ikarashi-y（at)tohoku-aep.co.jp

宮城県 髙野玄 H2603019 -
公益財団法人
宮城県公害衛生検査センター

宮城県仙台市青葉区落合二丁目15番24号 022-391-1133 info(at)miyagikougai.or.jp

宮城県 小島貴博 H2603023 建築・建設業 株式会社アスト
宮城県仙台市若林区伊在3丁目4-1　ディオホ
リⅡ号棟１０３号室

080-4518-3316 ast.ojima(at)ast-dw.com

宮城県 下条重人 H2603025 - セキスイハイム東北株式会社 仙台市青葉区本町三丁目4番18号 022-264-0211 shimojou001(at)sekisui.com

宮城県 甘木広志 H2603026 - 株式会社昭和羽前建設工業 仙台市青葉区昭和町2-27 022-274-0553 info(at)syo-wauzen.co.jp

宮城県 丹羽昌義 H2603027 - 株式会社タケエイ東北支店 宮城県岩沼市早俣川前1-21 0223-23-1875 niwa-masayoshi(at)takeei.co.jp

宮城県 須藤良一 H2603028 -
鹿島建物総合管理株式会社東北
支社工事部

- 022-266-8211 r-sutoh(at)kajima-tatemono.com

宮城県 石山仁 H2608004 - エヌエス環境株式会社東北支社 仙台市宮城野区中野二丁目３番地の2 022-254-4561 ishiyama-z(at)ns-kankyo.co.jp

宮城県 泉田祐夫 H2608040 - エヌエス環境株式会社東北支社 宮城県仙台市宮城野区中野二丁目3番地の2 022-254-4561 -

宮城県 飯沼晴一郎 H2703071 - 清水建設(株)東北支店 宮城県仙台市青葉区木町通1-4-7 022-267-9105 s.iinuma(at)shimz.co.jp

宮城県 會津正英 H2708008 解体工事業 株式会社光 宮城県太白区長町南2丁目11-1 022-304-5889 aizu(at)hikari55.jp

宮城県 森広和 H2708010 解体工事業 陸前総合開発株式会社 宮城県仙台市宮城野区港三丁目８番９ 022-786-1581 info(at)rikuzen.co.jp

宮城県 大久保寛 H2708011 -
国際航業株式会社
東北技術部

- - hiroshi_okubo（at）kk-grp.jp

宮城県 今野尚史 H2708013 - 株式会社プライム 仙台市青葉区高野原四丁目1番26号 022-302-4671 prime2（at）athena.ocn.ne.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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宮城県 菅原博 H2708025 解体工事業 東北黒沢建設工業㈱ 宮城県仙台市若林区卸町東4丁目4-28 022-288-5996
h-sugawara(at)kurosawa-
kaitai.com

宮城県 那須誠一 H2712067 - 前田建設工業㈱東北支店 宮城県仙台市青葉区二日町4-11 022-225-8804 nasu.s（at）jcity.maeda.co.jp

宮城県 阿部義裕 H2712068 -
東北緑化環境保全株式会社環境
分析センター

宮城県多賀城市桜木三丁目8-22 022-799-2600 -

宮城県 横山雄二 H2712079 - 鹿島建設株式会社東北支店 仙台市青葉区二日町1-27 022-261-7449 y-yokoyama（at）kajima.com

宮城県 髙橋将文 H2712082 - 髙橋屋根工業株式会社 宮城県石巻市中野字牧野巣山43 0225-62-2173 masafumi（at）t-roof.com

宮城県 渡辺恭成 H2712083 - LLC宮城県SS管理委員会 宮城県石巻市蛇田字北経塚12-11 0225-22-8682 watanabe（at）t-roof.com

宮城県 今村竜司 H2803009 建築・建設業 株式会社東北ターボ工業仙台支社 宮城県富谷市日吉台２丁目24-7 022-358-1355 turbo.se(at)athena.ocn.ne.jp

宮城県 吉野秀明 H2803036 分析業 株式会社環境技術ソリューション 宮城県仙台市泉区住吉台西2丁目15番5号 022-379-3105 envtech(at)jcom.home.ne.jp

宮城県 勾坂宙 H2803037 -
東北緑化環境保全株式会社環境
分析センター

宮城県多賀城市桜木三丁目8-22 022-799-2600 sagisaka-h(at)tohoku-aep.co.jp

宮城県 今野信博 H2803040 建築・建設業 鹿島建設株式会社 宮城県仙台市青葉区二日町1-27 022-261-9604 imano(at)kajima.com

宮城県 坂田桂一 H2903041 建築・建設業 株式会社共友工業 宮城県仙台市宮城野区萩野町2丁目22-3 022-290-5221 kyoyu-s(at)nifty.com

宮城県 三野宮進 H2911008 建築・建設業 清水建設株式会社東北支店 宮城県仙台市青葉区木町通1-4-7 022-267-9166 sannomiya（at）shimz.co.jp

宮城県 工藤将 H2911068 分析業 環境保全株式会社仙台支店 宮城県仙台市若林区卸町東1-3-12 022-781-5404
masaru-kudou（at）kankyou-
hozen.jp

宮城県 笹川成章 H3007030 -
東北緑化環境保全株式会社環境
分析センター

宮城県多賀城市桜木三丁目8-22 022-799-2600 sasagawa-n（at)tohoku-aep.co.jp

宮城県 平田幸男 H3007057 建築・建設業 清水建設株式会社東北支店 宮城県仙台市青葉区木町通一丁目4-7 022-267-9166 s.hirata（at)shimz.co.jp

宮城県 平野拓 19072035 建築・建設業 ㈱東北ターボ工業　仙台支社 宮城県富谷市日吉台2-24-7 022-358-1355 turbo.se(at)athena.ocn.ne.jp

秋田県 阿部克日呼 H2503021 - 秋田環境測定センター株式会社 秋田市川尻御休町11-14 018-864-1281 abe(at)aksc.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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秋田県 和田直大 H2603020 - 株式会社現代 秋田県鹿角郡小坂町荒谷字手紙沢54番地63 0186-29-3745 info（at）gendai-group.com

秋田県 森浩 H2608025 - 秋田環境測定センター(株) 秋田県秋田市川尻御休町11-14 018-864-1281 yutaka(at)aksc.co.jp

秋田県 中村定和 H2608026 - 秋田環境測定センター株式会社 秋田県秋田市川尻御休町11-14 018-864-1281 nakamura(at)aksc.co.jp

秋田県 佐藤正己 H2608057 - エヌエス環境株式会社秋田支店 秋田市川尻総社町8-13 018-865-1331 sato-masami(at)ns-kankyo.co.jp

秋田県 伊藤陽平 H2803034 - 秋田環境測定センター株式会社 秋田県秋田市川尻御休町11－14 018-864-1281 ito(at)aksc.co.jp

秋田県 二部信子 H3007009 分析業 株式会社秋田分析コンサルタント 秋田県秋田市保戸野鉄砲町10-11 018-896-7032 bunseki（at)aac-consul.jp

秋田県 菅原麻美 H3007010 分析業 株式会社秋田分析コンサルタント 秋田県秋田市保戸野鉄砲町10-11 018-896-7032 bunseki（at)aac-consul.jp

秋田県 杉澤崇人 19122033 -
東北緑化環境保全株式会社　能代
支社

秋田県能代市字大森山１－６ 0185-53-5584 sugisawa-t(at)tohoku-aep.co.jp

山形県 本間直人 H2503046 - 株式会社テトラス 山形市大字志戸田550 023-643-3226 info(at)tetlas.co.jp

山形県 下總大 H2503087 - エヌエス環境株式会社山形支店 山形県山形市東山形2-7-1 023-631-6481 simofusa-d（at）ns-kankyo.co.jp

山形県 佐藤明 H2903036 分析業 エヌエス環境株式会社山形支店 山形県山形市東山形二丁目7番1号 023-631-6481 sato-ak(at)ns-kankyo.co.jp

山形県 矢口亮 19022045 解体工事業 井上工業株式会社 山形県寒河江市大字松川１２０ 0237-83-4050 -

福島県 加藤正直 H2503002 - 東日本ﾕﾆｯﾄｻｰﾋﾞｽ株式会社 福島市立子山字甚念坊山9-42 090-7061-0482 kto(at)plum.ocn.ne.jp

福島県 八島章 H2603001 - 東日本ﾕﾆｯﾄｻｰﾋﾞｽ株式会社 福島県福島市立子山字甚念坊山9-42 024-597-2808 -

福島県 伊藤信也 H2603021 - 東北ビルハード株式会社 福島県郡山市冨久山町久保田字我妻84-7 024-921-6333 ito(at)tbhkk.co.jp

福島県 加藤大輔 H2608005 - 東北ビルハード株式会社 福島県郡山市富久山町久保田字我妻84-7 024-921-6333 info(at)tbhkk.co.jp

福島県 佐藤正路 H2608021 - エヌエス環境株式会社東京支社 埼玉県さいたま市西区宮前町1629-1 048-614-8970 sato-mas(at)ns-kankyo.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。



特定建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2020年2月20日現在

※（at）は@に置き換えて下さい

都道府県 氏名 修了証明書番号 業種 連絡先名称 連絡先住所 連絡先電話番号 連絡先メールアドレス

※（一財）日本環境衛生センター修了者のうち、公開を希望される方の情報のみを掲載しております

福島県 菊地毅之 H2608070 - 東北ビルハード株式会社 福島県郡山市富久山町久保田字我妻84-7 024-921-6333 info(at)tbhkk.co.jp

福島県 三文字由行 H2612016 - エヌエス環境㈱福島支店 福島県郡山市富田町字音路1番地109 024-952-8560 sanmonji-y（at）ns-kankyo.co.jp

福島県 三瓶光彦 H2612041 - 東北ビルハード株式会社 福島県郡山市富久山町久保田字我妻84-7 024-921-6333 info（at）tbhkk.co.jp

福島県 栁沼信彦 H2703076 - 東北ビルハード株式会社 福島県郡山市冨久山町久保田字我妻84-7 024-921-6333 info(at)tbhkk.co.jp

福島県 寺島修 H2703077 - 東北ビルハード株式会社 福島県郡山市冨久山町久保田字我妻84-7 024-921-6333 info(at)tbhkk.co.jp

福島県 小野康文 H2703078 - 東北ビルハード株式会社 福島県郡山市冨久山町久保田字我妻84-7 024-921-6333 ono(at)tbhkk.co.jp

福島県 吉田和也 H2708009 - 株式会社テコム 福島県郡山市片平町字新蟻塚４５番地の１ 024-961-9987 tecom（at）smile.ocn.ne.jp

福島県 佐藤大兒 H2810010 建築・建設業 三協興産株式会社東北支店 福島県福島市置賜町7-3第一佐勝ビル602 024-563-5881 d-satou(at)skk-web.co.jp

福島県 根本昌明 H2810011 - 東北ビルハード株式会社 福島県郡山市富久山町久保田字我妻84-7 024-921-6333 info(at)tbhkk.co.jp

福島県 東海林繁 H3007023
金属リサイクル

業・解体業
北東物産株式会社 福島県福島市三河町19番7号 024-536-2666 hokuto-s（at)dream.ocn.ne.jp

福島県 松田至功 19072051 工事業 有限会社サクセス21 福島県福島市田沢字木曽内15-1 090-7522-2330 successmatsuda(at)gmail.com

茨城県 丸谷猛 H2608074 -
鹿島建設（株）関東支店
茨城建築事務所

- 029-232-9007 marutani-takeshi(at)kajima.com

茨城県 飯塚揚 H2703025 - 株式会社飯塚工務店 茨城県鉾田市安房1670-33 0291-33-6283 iitsuka(at)f8.dion.ne.jp

茨城県 鈴木義行 H2703026 - 超高圧関東株式会社 茨城県神栖市奥野谷6293-1 0299-96-2234 info(at)uhpkanto.co.jp

茨城県 木村寿昭 H2708057 -
株式会社日立パワーソリューション
ズ分析技術グループ

茨城県ひたちなか市堀口８３２-２ 050-3138-9738 toshiaki.kimura.hd（at）hitachi.com

茨城県 園田昭和 H2708067 - 超高圧関東株式会社 茨城県神栖市奥野谷6293-1 0299-96-2234 info（at）uhpkanto.co.jp

茨城県 北嶋直樹 H2803003 建築・建設業 株式会社フルヤ建商 茨城県常総市中妻町579番地3 0297-22-2855 mail(at)furuya-kensho.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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茨城県 鎌形政則 H2803011 建築・建設業 超高圧関東株式会社 茨城県神栖市奥野谷6293-1 0299-96-2234 info(at)uhpkanto.co.jp

茨城県 稲田忠彌 H2803020 建築・建設業
鹿島建設（株）関東支店茨城建築
工事事務所

茨城県水戸市桜川２－４－３２ 029-232-9007 inada(at)kajima.com

茨城県 阿部清隆 H2803065 建築・建設業 超高圧関東株式会社 茨城県神栖市奥野谷6293-1 0299-96-2234 info(at)uhpkanto.co.jp

茨城県 小澤実 H2803066 建築・建設業 超高圧関東株式会社 茨城県神栖市奥野谷6293-1 0299-96-2234 info(at)uhpkanto.co.jp

茨城県 石田光 H2911029 分析業
株式会社日立パワーソリューション
ズ分析エンジニアリング部分析技
術グループ

茨城県ひたちなか市堀口832-2 029-276-9532 hikaru.ishida.br（at）hitachi.com

栃木県 鷹觜勝彦 H2608058 - 平成理研株式会社 栃木県宇都宮市石井町2856番地３ 028-660-1700 gijyutsu(at)heiseiriken.co.jp

栃木県 穴山雅敏 H2712008 -
鹿島建設株式会社関東支店
栃木建築工事事務所

栃木県宇都宮市京町１１－１２ 028-636-2611 anayama（at）kajima.com

栃木県 長坂卓 H2712029 - 株式会社那須環境技術センター 栃木県那須塩原市青木22番地152 0287-63-0233 kankyoucyousa（at）nasukan.co.jp

栃木県 岡本崇 H2712080 分析業 株式会社環境管理研究所 栃木県宇都宮市野沢町602-9 028-665-3153 t_okamoto(at)kankanken.com

栃木県 小室直也 H2712084 - 株式会社環境管理研究所 栃木県宇都宮市野沢町602-9 028-665-3153 n_komuro（at）kankanken.com

栃木県 菅野武 H2803090 建築・建設業 有限会社レーベンデザイン
栃木県宇都宮市東宿郷6-1-21東パークハイツ
２階

028-902-5227 somu(at)i-leben.com

栃木県 矢野博之 19072036 - 株式会社那須環境技術センター 栃木県那須塩原市青木22番地152 0287-63-0233 h.yano(at)nasukan.co.jp

栃木県 山口英子 19072039 分析業 株式会社環境ラボ 栃木県佐野市宮下町7-10 0283-84-1131 takeda(at)kankyolabo.co.jp

群馬県 佐伯一 H2603033 - 上毛資源株式会社 群馬県前橋市高井町1-13-4 027-251-7395 info(at)j-shigen.co.jp

群馬県 武藤国浩 H2603081 - プロファ設計株式会社 群馬県伊勢崎市下触町629-1 0270-62-2111 mto9216(at)propha.co.jp

群馬県 松村諭彦 H2612080 - 株式会社環境技研 群馬県高崎市金古町1709-1 027-372-5111 tec2-44（at）get-c.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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群馬県 小林清恵 H2712031 建築・建設業
鹿島建設株式会社関東支店群馬
営業所

群馬県前橋市表町2-23-13 027-223-6262 -

群馬県 吉田雅也 H2810016 解体工事業 大和建設株式会社 群馬県高崎市寺尾町1777 027-325-5575
m-
yoshida(at)yamatokensetu.co.jp

群馬県 尾内貴志 H2810058 分析業
一般社団法人群馬県薬剤師会環
境衛生試験センター

群馬県前橋市西片貝町五丁目２３番地の１０ 027-223-6355 onai(at)gpa-kankyo.com

群馬県 齋藤勝行 H2810072 分析業 株式会社環境技研 群馬県高崎市金古町1709-1 027-372-5111 saitou(at)get-c.co.jp

群馬県 新井暢 H2911074 建築・建設業 佐田建設株式会社 群馬県前橋市元総社町1-1-7 027-290-1650 mitsuru_arai(at)satakensetsu.co.jp

群馬県 工藤敏彰 H3007015 分析業 (有)環境エンジ 群馬県高崎市八幡町445-7 027-344-0952 kepura(at)ae.auone-net.jp

群馬県 関野仁 H3007037 - - - - sekino.hi(at)gmail.com

群馬県 秋場弘之 H3007043 分析業
一般社団法人群馬県薬剤師会環
境衛生試験センター

群馬県前橋市西片貝町５－２３－１０ 027-223-6355 akiba（at)gpa-kankyo.com

群馬県 吉田将彦 19072020 分析業 株式会社環境技研 群馬県高崎市金古町1709-1 027-372-5111 yoshida(at)get-c.co.jp

群馬県 三井伸悟 19072041 分析業
ユーロフィン日本総研株式会社　群
馬事業所

群馬県藤岡市下栗須387-2 0274-35-9003 shingomitsui(at)eurofins.com

埼玉県 川嵜幹生 H2503006 - 埼玉県環境科学国際センター 埼玉県加須市上種足914 0480-73-8354 -

埼玉県 柴原史和 H2503032 - 株式会社川野 東京都江東区東陽３－６－２ 03-3640-5271 shiba（at）kw-n.co.jp

埼玉県 伊藤俊郎 H2603029 -
株式会社環境管理センター北関東
支社

埼玉県さいたま市中央区本町東3-15-12 048-840-1100 tito(at)kankyo-kanri.co.jp

埼玉県 金田朋佳 H2603066 -
鹿島建設株式会社
関東支店

埼玉県さいたま市大宮区
下町2-1-1ﾌﾟﾗｲﾑ･ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ5Ｆ

048-658-7620 t-kaneda(at)kajima.com

埼玉県 鈴木信廣 H2603074 - 東邦化研株式会社 埼玉県越谷市流通団地3-3-8 048-961-6163 n-suzuki(at)tohokaken.co.jp

埼玉県 坪井忠 H2603083 分析業
株式会社環境管理センター北関東
技術センター

埼玉県さいたま市中央区本町東3-15-12 048-840-1100 ttsuboi(at)kankyo-kanri.co.jp

埼玉県 磯貝宜宏 H2608018 - 内藤環境管理株式会社
埼玉県さいたま市南区大字太田窪２０５１番地
２

048-887-2590 yoshihiro_isogai（at）knights.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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埼玉県 寺山雄一 H2608046 - 株式会社環境総合研究所 埼玉県川越市鴨田592-3 049-225-7264 terayama(at)kansouken.co.jp

埼玉県 志村正人 H2608061 - 鹿島建設㈱関東支店 埼玉県さいたま市大宮区下町2-1-1 048-658-7534 shimuram(at)kajima.com

埼玉県 大谷寿昌 H2608062 - ㈱環境テクノ 埼玉県東松山市大谷3068-70 0493-39-5181 kanyou(at)kankyoutekuno.co.jp

埼玉県 奥田真司 H2612037 その他 西華産業株式会社
東京都千代田区丸の内３－３－１-新東京ビル
３Ｆ

03-5221-7109 masashi_o_24(at)polka.plala.or.jp

埼玉県 髙橋毅光 H2612040 工事業 ベクトル株式会社 埼玉県入間市上藤沢625-3 042-937-7928 t-vector(at)if-n.ne.jp

埼玉県 藤井昭喜 H2612066 - 鹿島建設（株）関東支店 - - fujiia（at）kajima.com

埼玉県 根岸順治 H2703036 - 山根技研㈱ 埼玉県児玉郡美里町中里２番地 0495-76-2232 info(at)yamane-eng.co.jp

埼玉県 中林慎之介 H2703091 - 株式会社内山商事 埼玉県川口市弥平3-7-17 048-223-2861 -

埼玉県 佐々木正吉 H2703092 - 株式会社内山商事 埼玉県川口市弥平3-7-17 048-223-2861 -

埼玉県 齋藤浩幸 H2708058 - 東邦化研株式会社 埼玉県越谷市流通団地3-3-8 048-961-6163 h-saitoh（at）tohokaken.co.jp

埼玉県 大川雅寛 H2712027 - 鹿島建設㈱関東支店
埼玉県さいたま市大宮区下町2-1-1大宮プライ
ムイースト5階

048-658-7873 big-river（at）kajima.com

埼玉県 丹治悦夫 H2803018 解体工事業 株式会社クワバラ・パンぷキン 埼玉県さいたま市中央区本町西４－１１－１０ 048-852-7496 tanji-e(at)k-pumpkin.co.jp

埼玉県 守屋貴志 H2803057 分析業 内藤環境管理株式会社 埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051-2 048-887-2590 takashi_moriya(at)knights.co.jp

埼玉県 三浦雅信 H2803070 分析業 川口解体工業株式会社 埼玉県川口市江戸袋1-8-5 048-280-1620 miura(at)kawakai.com

埼玉県 藤瀬健太郎 H2803078 建築・建設業 西松建設株式会社関東建築支社 東京都港区新橋 - kentaro_fujise(at)nishimatsu.co.jp

埼玉県 中村良和 H2803097 建築・建設業 - 埼玉県熊谷市星川1-35-NⅢビル2階 048-501-5764 nakamura(at)asbex.co.jp

埼玉県 砂坂芳朗 H2810047 - ベクトル株式会社 埼玉県入間市上藤沢625-3 04-2937-7927 t-vector(at)if-n.ne.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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埼玉県 安藤太郎 H2810052 分析業 株式会社日本公害管理センター 東京都小金井市緑町４－６－３２ 042-384-6200 tokyo(at)nkkc.co.jp

埼玉県 中村威雄 H2810066 コンサル 株式会社エコサイエンス 埼玉県戸田市氷川町1-5-7-1Ｆ 048-299-7973 e-science(at)jewel.ocn.ne.jp

埼玉県 鈴木敏純 H2911020 分析業 内藤環境管理株式会社 埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051-2 048-887-2590 -

埼玉県 大浦美妃 H2911027 建築・建設業 鹿島建設株式会社関東支店 埼玉県さいたま市大宮区下町2-1-1 048-658-7544 -

埼玉県 山下隆 H2911038 分析業 株式会社環境テクノ 埼玉県東松山市大谷3068-70 0493-39-5181 kankyou（at）kankyoutekuno.co.jp

埼玉県 伊藤智 H2911041 分析業 内藤環境管理株式会社 埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051-2 048-887-2590 satoshi_ito(at)knights.co.jp

埼玉県 児嶋信康 H2911060 建築・建設業
前田建設工業株式会社関東支店
安全環境部

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-75-1太陽生
命大宮吉敷町ビル

048-649-1607 kojima.n（at）jcity.maeda.co.jp

埼玉県 市橋美博 H2911079 分析業
一般社団法人埼玉県環境検査研
究協会

さいたま市大宮区上小町1450-11 048-649-5499
y.ichihashi（at）saitama-
kankyo.or.jp

埼玉県 山川篤 H2911080 分析業
一般社団法人埼玉県環境検査研
究協会

埼玉県さいたま市大宮区上小町1450番地11 048-649-5499 -

埼玉県 東山晃明 H3007048 コンサル 株式会社オーガニック国土計画 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7丁目43番地4 048-689-0131 info（at)organic-nlp.com

埼玉県 東山晃明 H3007048 コンサル 株式会社オーガニック国土計画 埼玉県さいたま市見沼区東大宮７－４３－４ 048-689-0131 info(at)organic-nlp.com

埼玉県 青木誠一郎 19022005 解体工事業 有限会社誠和 埼玉県久喜市鷲宮199-28 0480-48-5041 -

埼玉県 池田簡己 19022006 解体工事業 有限会社誠和鷲宮本店 埼玉県久喜市西大輪3丁目3-16-101 0480-48-5042 seiwa2003(at)outlook.jp

埼玉県 繁本大輔 19022011 建築・建設業 前田建設工業株式会社関東支店
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-75-1太陽生
命大宮吉敷町ビル

048-649-1607 -

千葉県 森本光政 H2503042 -
中外テクノス㈱
関東環境技術センター

千葉市緑区大野台2-2-16 043-295-1101 -

千葉県 猪原洋暁 H2503047 分析業
株式会社三井E&Sテクニカルリ
サーチ東部事業所

千葉県市原市八幡海岸通1番地 0436-43-8931 h.ihara(at)mes.co.jp

千葉県 高田雄一郎 H2503093 -
中外テクノス株式会社
関東環境技術センター

千葉市緑区大野台2-2-16 043-295-1101 -

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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千葉県 隈元昭彦 H2503094 - 中外テクノス㈱ 千葉市緑区大野台２－２－１６ 043-295-1101 -

千葉県 酒井恵三 H2503104 - 株式会社上総環境調査センター 千葉県木更津市潮見4-16-2 0438-36-5001 keisoku(at)kazusakankyo.co.jp

千葉県 吉田徹 H2503105 - 株式会社アイ・エヌ・ジー 野田市中野台鹿島町11-26 04-7125-7471 ing(at)wjb.co.jp

千葉県 落合伸行 H2600001 - - 千葉県市原市潤井戸1954-68 0436-63-3190 nob-kkhshtk（at）domo.ne.jp

千葉県 田邉善昭 H2603060 分析業
株式会社三井E&Sテクニカルリ
サーチ東部事業所

千葉県市原市八幡海岸通1番地 0436-43-8931 tanabey(at)mes.co.jp

千葉県 土本裕 H2608014 コンサル
TEEMエネルギー・環境マネジメント
事務所

千葉県市川市中山3-14-22 050-7535-6962 tsuchi24(at)bc4.so-net.ne.jp

千葉県 井深聡 H2608073
調査・分析・コン

サル業
株式会社環境管理センター東関東
技術センター

千葉県千葉市緑区おゆみ野５－４４－３ 043-300-3300 aibuka(at)kankyo-kanri.co.jp

千葉県 土橋哲弥 H2703085 - エスケー化研㈱千葉支店 千葉市稲毛区小深町122-1 043-304-0411 blue(at)sk-kaken.jp

千葉県 林崎郁夫 H2708062 - 株式会社海成 千葉県山武郡横芝光町坂田池218-1 0479-82-3540 hayashizaki（at）k-kaisei.co.jp

千葉県 齋藤浩一 19072007 分析業 株式会社上総環境調査センター 木更津市潮見2-12 0438-36-5001 keisoku(at)kazusakankyo.co.jp

千葉県 足立元春 19072030 廃棄物処理業 株式会社ノスヴァモス 千葉県市川市二俣新町21 047-712-5371 -

千葉県 藤本龍 19072031 廃棄物処理業 株式会社ノスヴァモス 千葉県市川市二俣新町21 047-712-5371 -

千葉県 福原貢 19122005 建築・建設業 有限会社　Ｉｕｃｈｉ 千葉県佐倉市生谷1568-80 042-519-6846 f.mitsu(at)yugen-iuchi.jp

東京都 北澤達夫 H2503001 - 株式会社テクネット 中央区日本橋兜町8番8号中島ビル7階 03-5643-8500 -

東京都 乙津秀樹 H2503003 - 環境リサーチ株式会社 八王子市小門町104 042-655-2501 info(at)kankyo-research.co.jp

東京都 外山尚紀 H2503004 -
特定非営利活動法人東京労働安
全衛生センター

江東区亀戸7-10-1 03-3683-9765 toyama(at)toshc.org

東京都 亀元宏宣 H2503007 -
株式会社EFAラボラトリーズ／
EAインターナショナル合同会社

千代田区神田神保町2-2-31 03-3263-6051 kamemoto(at)efa.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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東京都 辻谷薫 H2503008 建築・建設業 大成建設株式会社 新宿区西新宿1-25-1 03-5381-5504 tsujiya(at)bcd.taisei.co.jp

東京都 信田直裕 H2503009 建築・建設業 鹿島建設株式会社東京建築支店 港区元赤坂1-3-8 03-6838-0341 shinodan(at)kajima.com

東京都 小島邦夫 H2503010 - 株式会社日新環境調査センター 足立区本木２－１８－２９ 03-3886-2105 k-kojima(at)nisshinbo.co.jp

東京都 宮崎明栄 H2503011 - 株式会社川野 東京都江東区東陽３－６－２ 03-3640-5271 miyazaki(at)kw-n.co.jp

東京都 飯迫哲夫 H2503013 - 日土地建設株式会社 千代田区霞が関1-4-1 03-3593-4056 iizako(at)nittochi.co.jp

東京都 土屋浩 H2503015 建築・建設業 株式会社ニチアスセムクリート 東京都中央区入船２－１－１ 03-4413-1232 tsuchiya-h(at)nichias.co.jp

東京都 伊藤弘大 H2503016 -
株式会社藤木工務店
東京支店

新宿区四谷４－１６－３
新宿御苑前ビル

03-3357-1613 h-itoh(at)fujiki.co.jp

東京都 日置健太郎 H2503017 - 株式会社アースアプレイザル 千代田区神田淡路町2-4-6 03-5298-2151 -

東京都 亀崎昌克 H2503018 - 環境リサーチ株式会社 八王子市小門町104 042-655-2501 info(at)kankyo-research.co.jp

東京都 小出信幸 H2503019 業界団体
一般社団法人 建築物石綿含有建
材調査者協会

東京都千代田区神田神保町2-2-31 4F 03-6272-8745 nkoide(at)asa-japan.or.jp

東京都 牧田信男 H2503020 建築・建設業 株式会社樫野東京支店 東京都江戸川区松江7－15－3樫野ビル3F 03-6826-3811 makita(at)kashino-tokyo.jp

東京都 笠井賢一 H2503023 - 株式会社竹中工務店 江東区新砂１丁目１－１ 03-6810-5189 -

東京都 山崎大輔 H2503025 -
鹿島建設株式会社
建築管理本部

港区赤坂6-5-11 03-5544-0293 -

東京都 石井雅人 H2503027 建築・建設業
大成建設株式会社安全本部環境
部

東京都新宿区西新宿１-２５-１ 03-5381-5300 m-ishii(at)bcd.taisei.co.jp

東京都 山田英介 H2503029 - 大成建設株式会社東京支店 東京都新宿区西新宿6-8-1 03-5381-5552 yamada(at)house.taisei.co.jp

東京都 高瀬雄二郎 H2503030 -
ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント
株式会社

東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビ
ル27Ｆ

03-3349-4320 ytakase57(at)sompo-rc.co.jp

東京都 佐々木健二 H2503031 - 株式会社日新環境調査センター 足立区本木２－１８－２９ 03-3886-2105 k-sasaki(at)nisshinbo.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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東京都 丹羽裕幸 H2503035 - 株式会社エコ・エー 杉並区天沼3-2-2 03-5347-9411 h.niwa(at)eco-a.info

東京都 山口一士 H2503036 - 株式会社エコ･エー 東京都杉並区天沼3-2-2荻窪勧業ビル3階 03-5347-9411 k.yamaguchi(at)eco-a.info

東京都 伊藤啓 H2503038 - 株式会社エコ･エー 東京都杉並区天沼3-2-2荻窪勧業ビル3階 03-5347-9411 k.ito(at)eco-a.info

東京都 衛藤正二 H2503039 - 国際環境ソリューションズ株式会社 - - -

東京都 梶原太志 H2503041 - 株式会社伊藤公害調査研究所 大田区大森北１－２６－８ 03-3761-0431 eigyo(at)itoh-kohgai.co.jp

東京都 西村徹彦 H2503048 - 日本トリート株式会社
東京都世田谷区上馬3-7-8
トーヨービル3階

03-3424-2020 nishimura(at)treat.co.jp

東京都 舟田南海 H2503049 分析業
株式会社分析センター第一技術研
究所

墨田区東向島1-12-2 03-3616-1631 n-funada(at)analysis.co.jp

東京都 宇都健太郎 H2503050 - 日本トリート株式会社
東京都世田谷区上馬3-7-8
トーヨービル3階

03-3424-2020 uto(at)treat.co.jp

東京都 安藤良太郎 H2503054 - ㈱アイテックリサーチ東京支店 東京都足立区扇2-20-12 03-5856-9950 r.ando（at）i-techresearch.com

東京都 齋藤順 H2503055 分析業
株式会社環境管理センターアスベ
スト対策部

東京都八王子市下恩方323-1 042-650-7200 jsaitou(at)kankyo-kanri.co.jp

東京都 小林久晃 H2503085 - 環境保全㈱東京支店
東京都港区芝公園2-4-1
芝ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙA10F

03-6361-6854 kobayashi-h(at)takeei.co.jp

東京都 植松大輔 H2503095 - 環境リサーチ株式会社 八王子市小門町104 042-655-2501 info(at)kankyo-research.co.jp

東京都 高木敦史 H2503098 - 株式会社タケエイ 港区芝公園2-4-1芝パークビルA10F 03-6361-6840 takagi-atsushi(at)takeei.co.jp

東京都 中川弥之 H2503099 - 株式会社アースアプレイザル
東京都千代田区神田淡路町2-4-6F&Fロイヤ
ルビル4F

03-5298-2151 nakagawa(at)earth-app.co.jp

東京都 志村晃 H2503106 - 新和環境株式会社 新宿区西早稲田2-21-12 03-5287-5930 a.shimura(at)shinwa-eco.com

東京都 永倉冬史 H2503111 - 中皮腫・じん肺・アスベストセンター 江東区亀戸７－１０－１Zビル５F 03-5627-6007 info(at)asbestos-center.jp

東京都 田中和英 H2503112 - 株式会社ハイ国際コンサルタント 港区高輪２－１９－１７高輪交陽ハイツ５０７ 03-3446-6432 hi-inter(at)tkf.att.ne.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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東京都 川口正人 H2600002 建築・建設業 清水建設（株）技術研究所 東京都江東区越中島3-4-17 03-3820-8456 m.kawa(at)shimz.co.jp

東京都 飯沼勘治郎 H2600006 -
大成建設株式会社
環境本部

東京都新宿区西新宿1-25-1 03-5381-5185 iinuma（at）eng.taisei.co.jp

東京都 布施幸則 H2600007 - 清水建設㈱技術研究所 東京都江東区越中島3-4-17 - yukinori.fuse(at)shimz.co.jp

東京都 原田亮二 H2603008 コンサル 株式会社オオバ東京支店
東京都千代田区神田錦町3丁目7-1興和一橋
ビル

03-5931-5850 ryoji_harada(at)k-ohba.co.jp

東京都 廣岡昭造 H2603013 - 株式会社廣岡工務店 東京都西東京市向台町1－16－16 042-462-5388 hirooka(at)joy.ocn.ne.jp

東京都 伊藤俊郎 H2603029 コンサル 株式会社環境管理センター
東京都千代田区内神田2－14－4内神田ビル
ディング2階

03-6206-4300 tito(at)kankyo-kanri.co.jp

東京都 生川恒一 H2603062 - 株式会社アースアプレイザル 東京都千代田区神田淡路町2-4-6 03-5298-2151 narukawa(at)earth-app.co.jp

東京都 阪田裕次 H2603064 - 株式会社テクノエコ 東京都世田谷区尾山台1-17-16 03-3705-6160 sakata(at)t-eco.com

東京都 野田大雅 H2603067 - 株式会社エヌワン環境サービス 東京都八王子市泉町1309-7 042-641-4317 noda(at)n-one-es.co.jp

東京都 小山勇樹 H2603068 工事業 新生環境株式会社 東京都千代田区飯田橋2-9-4 03-6261-6883 koyama（at)shinseikankyo.co.jp

東京都 飯塚宏行 H2603069 -
株式会社奥村組東日本支社安全
環境部品質環境管理課

108-8381東京都港区芝5-6-1 03-5427-8954 hiroyuki.iizuka(at)okumuragumi.jp

東京都 長谷川浩之 H2603071 - 環境ﾘｻｰﾁ株式会社 東京都八王子市小門町104 042-655-2501 info(at)kankyo-research.co.jp

東京都 長浜守人 H2603073 - 環境リサーチ株式会社 東京都八王子市小門町104 042-655-2501 -

東京都 堀健太郎 H2603076 - アスベックス株式会社 東京都町田市旭町2-7-8 042-726-0744 hori(at)asbex.co.jp

東京都 田中一生 H2608002 - 東京トリムテック株式会社 東京都品川区西五反田1-25-1 03-3492-3430 a-gyo(at)trimtec.co.jp

東京都 江川裕 H2608003 - 大成建設株式会社 新宿区西新宿１-２５-１ 03-3348-1111 h-egawa(at)bcd.taisei.co.jp

東京都 渡邉貞治 H2608007 - 日本トリート株式会社 世田谷区上馬3-7-8 03-3424-2020 watanabe(at)treat.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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東京都 糸山克平 H2608012 - 日本管財株式会社 - - prm(at)nkanzai.co.jp

東京都 古瀬昭広 H2608013 - 東亜建設工業株式会社
東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワー３１Ｆ

03-6757-3861 a_furuse(at)toa-const.co.jp

東京都 大和久崇 H2608016 分析業
株式会社EFAラボラトリーズ/EAI株
式会社

東京都千代田区神田神保町2-2-31ヒューリッ
ク神保町ビル3階

03-3263-6055 towaku.(at)efa.co.jp

東京都 山本智 H2608017 - 東京テクニカル・サービス㈱ 東京都江戸川区西葛西8-20-20 03-3688-3284 tokyo(at)tts-4u.co.jp

東京都 朝野宏章 H2608024 分析業
株式会社環境管理センターアスベ
スト対策部

東京都八王子市下恩方町323-1 042-650-7200 hasano(at)kankyo-kanri.co.jp

東京都 大越淳 H2608056 工事業 株式会社K2Corporation 東京都江東区東陽6-3-25-101 03-6659-8327 ohkoshi(at)k2-corporation.jp

東京都 青木秀樹 H2608064 -
株式会社パスコ中央事業部技術セ
ンターファシリティマネジメント室

東京都目黒区東山2-13-5 03-6863-5525 hiikde3702(at)pasco.co.jp

東京都 渡邊紳也 H2608068 - 株式会社大槻ホーム 東京都世田谷区成城3-2-12 03-3417-1345 watassh(at)gmail.com

東京都 栗原信行 H2608069 - 株式会社エコ・エー 東京都杉並区天沼3-2-2荻窪勧業ビル３階 090-1467-9529 n.kurihara(at)eco-a.info

東京都 吉田晋司 H2608071 -
株式会社アイテックリサーチ
東京支店

東京都足立区扇2-20-12 03-5856-9950 s.yoshida(at)i-techresearch.com

東京都 望月寛 H2612001 建築・建設業 佐藤工業株式会社建築事業本部 東京都中央区日本橋本町4-12-19 03-3661-7342 Mochiduki（at）satokogyo.co.jp

東京都 高宮幹夫 H2612038 - 鹿島建設株式会社東京建築支店 東京都港区赤坂2-14-27 03-6838-0540 takamiyam（at）kajima.com

東京都 長友達也 H2612039 - 株式会社エコ・エー 東京都杉並区天沼3-2-2荻窪勧業ビル3階 03-5347-9411 t.nagatomo（at）eco-a.info

東京都 望月文人 H2612059 - 株式会社ﾆﾁｱｽｾﾑｸﾘｰﾄ
東京都中央区入船2丁目1番1号
住友入船ﾋﾞﾙ3階

03-4413-1232 -

東京都 廣岡佳世子 H2612060 - 株式会社廣岡工務店 東京都西東京市向台町1－16－16 042-462-5388 hirooka(at)joy.ocn.ne.jp

東京都 矢嶋佳一 H2612065 -
東京都環境局環境改善部大気保
全課大気係

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 03-5321-1111
yoshikazu_yajima（at）
member.metso.tokyo.jp

東京都 松本祐二 H2612072 - 松本祐二 東京都豊島区上池袋3-1-25 090-1996-6207 matsumoto.yuji（at）outlook.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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東京都 清水英雄 H2612074 - 株式会社ﾆﾁｱｽｾﾑｸﾘｰﾄ
東京都中央区入船2丁目1番1号
住友入船ﾋﾞﾙ3階

03-4413-1232 -

東京都 井上博喜 H2612076 - 株式会社環境管理センター
東京都千代田区内神田2-14-4
内神田ビルディング2階

03-6206-4300 hinoue（at）kankyo-kanri.co.jp

東京都 宮崎賢治 H2612078 - 明星工業株式会社 東京都中央区湊1丁目8番15号 03-3206-7954
Miyazaki.Kenji（at）meisei-
kogyo.co.jp

東京都 村田智範 H2612079 - 明星工業株式会社東京環境 東京都中央区湊1-8-15 03-3206-7954
Murata.Tomonori（at）meisei-
kogyo.co.jp

東京都 名取雄司 H2700001 - 中皮腫・じん肺・アスベストセンター 東京都江東区亀戸7-10-１ 03-5627-6007 info(at)asbestos-ｃｅｎｔｅｒ．jp

東京都 藤井薫 H2703002 - 五洋建設株式会社 東京都文京区後楽2-2-8 - -

東京都 奥山芳徳 H2703003 分析業 環境保全株式会社 東京都八王子市大和田町1-18-13 042-660-5979 okuyama_y(at)kankyouhozen.co.jp

東京都 田嶋征夫 H2703072 - 株式会社大林組 東京都港区港南 - tajima.yukio(at)obayashi.co.jp

東京都 加瀬隆雄 H2703079 - 株式会社シミズ・ビルライフケア 東京都中央区京橋-２－１０－２ 03-6228-7862 k.kase(at)sblc.co.jp

東京都 涌井健 H2703082 - 鹿島建設株式会社建築管理本部 港区赤坂6-5-11 03-5544-0334 wakuit(at)kajima.com

東京都 鈴木新一 H2703088 - 株式会社クリーン静岡東京事務所 東京都墨田区亀沢１－３－４－３０５ 03-5637-7949
cleanshizuoka.tokyo(at)song.ocn.
ne.jp

東京都 福冨敦志 H2703089 - グリーンブルー株式会社 東京都大田区東糀谷5－4－11 03-3745-1411 a-fukutomi(at)greenblue.co.jp

東京都 松尾勝成 H2703090 - 株式会社大洋 東京都中央区新川2-28-1新川スクエア3F 06-6228-3777 matsuo(at)jp-taiyo.com

東京都 有薗祐介 H2703093 - 株式会社大林組 東京都港区港南 - arisono.yusuke(at)obayashi.co.jp

東京都 高野雅彦 H2703094 -
株式会社環境管理センター
エンジニアリング部

東京都千代田区内神田2-14-4
内神田ビルディング2階

03-6206-4300 matakano(at)kankyo-kanri.co.jp

東京都 宮良興平 H2703095 工事業 株式会社やいま 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 03-5838-0575 miyara(at)yaima-asbest.com

東京都 市川志門 H2708015 - 株式会社ブレスト 東京都新宿区天神町14神楽坂藤井ビル 03-5225-0241 ichikawa（at）kk-blest.com

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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東京都 青木一平 H2708019 - ソーア青木株式会社 東京都北区堀船１－１５－１０ 03-5390-0770 i.aoki（at）jplaurel.com

東京都 志垣龍三 H2708020 分析業 株式会社EFAラボラトリーズ
東京都千代田区神田神保町2-2-31ヒューリッ
ク神保町ビル3階

03-3256-6055 -

東京都 村竹浩司 H2708054 - 株式会社エコワス 東京都立川市柴崎町3-13-19 042-525-1911 postmaster（at）ecowas.co.jp

東京都 平睦彦 H2708060 - 株式会社大本組東京本社 東京都港区南青山5-9-15青山OHMOTOビル 03-6752-7023 tairamt(at)gw.ohmoto.co.jp

東京都 松井晋一 H2708063 - ショーワテック株式会社 東京都町田市鶴川４－７－２ 042-810-1650 sh-tech(at)jcom.home.ne.jp

東京都 大谷茂人 H2708070 - 株式会社東京環境測定センター 東京都荒川区東尾久8-3-18-2F 03-3895-1141
shigeto-otani（at）
toukansoku.co.jp

東京都 奥島直輝 H2708073 - 株式会社髙山工業 東京都北区赤羽2-46-8 03-3902-0211 info（at）takayama-kogyo.co.jp

東京都 岡村誠二 H2712009 建築・建設業 株式会社日建設計 東京都千代田区飯田橋2-18-3 080-6737-9094 okamuras(at)nikken.jp

東京都 泉明 H2712018 - 清水建設㈱生産技術本部 東京都中央区京橋2-16-1 03-3561-4031 aizumi（at）shimz.co.jp

東京都 相澤隆次 H2712036 - 株式会社ＡＧＵＡＪＡＰＡＮ 東京都港区西新橋1-22-5-新橋ＴＳビル3Ｆ 03-3504-1965 info（at）aguajapan.co.jp

東京都 小屋原勉 H2712052 - 株式会社ミヤデラ断熱 品川区南品川５－３－１０ 03-3474-3620 ar(at)miyadera.co.jp

東京都 御前宣雄 H2712070 - 有限会社御幸工業 東京都府中市分梅町４－１８－２９ 042-354-0257 miyuki-misaki（at）samba.ocn.ne.jp

東京都 宮本博之 H2712071 - 株式会社大洋 東京都中央区新川2-28-1新川スクエア3Ｆ 03-6228-3777 miyamoto（at）jp-taiyo.com

東京都 中山智敦 H2712073 分析業 環境保全株式会社東京支社 東京都八王子市大和田町1-18-13 042-660-5979
nakayama_t(at)kankyouhozen.co.j
p

東京都 正田広行 H2712074 - 株式会社東京環境測定センター 東京都荒川区東尾久8-3-18-2Ｆ 03-3895-1141 shouda（at）toukansoku.co.jp

東京都 藤井里師 H2712075 分析業 株式会社ＥＧＧ環境 東京都昭島市武蔵野3-6-9 042-843-7321 s.fujii(at)egg-kankyo.co.jp

東京都 高橋一聡 H2803012 建築・建設業 株式会社テクネット 東京都中央区日本橋兜町8-8-中島ビル7階 03-5643-8500 takahashi(at)tecnet.ne.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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東京都 瀧口隆司 H2803022 解体工事業 株式会社侑和 東京都板橋区西台2-28-17 03-5922-4577 takiguchi(at)youwa1048.com

東京都 宇賀神和夫 H2803062 建築・建設業 環境メンテナンス株式会社 東京都北区東十条4-14-1 03-6325-9149 ugajin(at)kankyo-mnt.co.jp

東京都 平林亮 H2803068 分析業 環境保全株式会社 東京都八王子市大和田町2-4-14 042-659-0868 -

東京都 宮林幸弘 H2803069 建築・建設業 株式会社大林組東京本店
東京都港区港南２－１５－２品川インターシティ
Ｂ棟

070-2676-1582 -

東京都 佐々木信廣 H2803077 分析業 環境リサーチ株式会社 東京都八王子市小門町6-22 042-627-2810
n-sasaki(at)kankyo-
research.co.jp

東京都 宮内祐介 H2803086 工事業 株式会社Ｋ2Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 東京都江東区東陽6-3-25-101 03-6659-8327 miyauchi(at)k2-corporation.jp

東京都 小堤正志 H2803093 コンサル 株式会社環境ワークス 東京都練馬区 090-3502-9920 ozuma88(at)ybb.ne.jp

東京都 小坂智 H2803094
地方公共団体職

員
港区環境課環境指導・環境アセス
メント担当

港区芝公園1-5-25 - s-kosaka(at)city.minato.tokyo.jp

東京都 丸山憲繁 H2803101 建築・建設業
東鉄工業株式会社建築本部建築
環境リニューアル部

東京都新宿区信濃町34-JR信濃町ビル4階 03-5369-7622 norisigemaruyama(at)totetsu.jp

東京都 鈴木悠介 H2803107 分析業
株式会社環境管理センター営業本
部

東京都千代田区内神田2-14-4内神田ビルディ
ング3階

03-6206-4321 ysuzuki(at)kankyo-kanri.co.jp

東京都 佐久間崇 H2803108 分析業
株式会社環境管理センター営業本
部

東京都千代田区内神田2-14-4内神田ビルディ
ング3階

03-6206-4321 tsakuma(at)kankyo-kanri.co.jp

東京都 岡本直希 H2803109 分析業
株式会社環境管理センター営業本
部

東京都千代田区内神田2-14-4内神田ビルディ
ング3階

03-6206-4321 nokamoto(at)kankyo-kanri.co.jp

東京都 坂本光 H2810048 建築・建設業 株式会社矢澤 東京都渋谷区神宮前2-3-30 03-6383-0056 yazawa-hikaru(at)aurora.ocn.ne.jp

東京都 阿部由紀 H2810049 建築・建設業 大光株式会社 東京都足立区千住仲町18-10田中ビル3F 03-3888-7701 eigyou(at)daikou-as.jp

東京都 進藤明彦 H2810051 解体工事業 東京解体土木興業株式会社 東京都荒川区南千住7-21-7 03-3805-8670 akihik.shindou(at)tokyokaitai.com

東京都 三芳正之 H2810053 建築・建設業
前田建設工業株式会社東京建築
支店

- - miyoshi.ma(at)jcity.maeda.co.jp

東京都 西島潔 H2810056 建築・建設業 株式会社大林組東京本店
東京都港区港南2-15-2-品川インターシテイＢ
棟

03-5769-1390 nishijima.kiyoshi(at)obayashi.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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東京都 富田義盛 H2810057 コンサル
株式会社建設環境コンサルティン
グ東京支店

東京都品川区北品川1-8-11Daiwa品川Northビ
ル5階

03-3450-2881
tomita-yoshimori(at)cons-
hd.co.jp

東京都 藤田秀寿 H2810065 - 株式会社エコ・エー 東京都杉並区天沼3-2-2荻窪勧業ビル3階 03-5347-9411 h.fujita(at)eco-a.info

東京都 佐藤宏正 H2810068 解体工事業 株式会社香椎 東京都杉並区永福4-25-12 03-3327-3366 h.sato(at)kashii.biz

東京都 矢原康二 H2810069 解体工事業 株式会社香椎 東京都杉並区永福4-25-12 03-3327-3366 k.yahara(at)kashii.biz

東京都 越智一希 H2810071 コンサル 大和不動産鑑定株式会社
東京都千代田区一ツ橋1-1-1-パレスサイドビ
ル3F

03-5219-3214 kazuki.ochi(at)daiwakantei.co.jp

東京都 滝口修一 H2810077 建築・建設業 株式会社竹中工務店東京本店 東京都江東区新砂1-1-1 03-6810-5114
takiguchi.shuuichi(at)takenaka.co.
jp

東京都 宮本江梨子 H2810078 不動産業 大和不動産鑑定株式会社
東京都千代田区一ツ橋1-1-1-パレスサイドビ
ル3F

03-5219-3214
eriko.miyamoto(at)daiwakantei.co.
jp

東京都 佐伯実 H2903034 分析業 株式会社環境技研分析センター 東京都武蔵村山市学園4-39-3 042-565-4483 saeki（at）kankyo-gkn.com

東京都 石津朋久 H2911003 - 株式会社大洋 東京都中央区新川2-28-1-新川スクエア3階 03-6228-3777 ishitsu（at）jp-taiyo.com

東京都 新海翔太 H2911013 分析業 日本環境分析センター株式会社 東京都大田区蒲田４－４０－５ 080-1502-3375 info-tokyo（at）j-kan.co.jp

東京都 柿沼瑛 H2911021 解体工事業 株式会社キンジ・ワークス 東京都板橋区常盤台4-31-5 03-6906-4761 a.kakinuma(at)kinjiworks.co.jp

東京都 兼平順一 H2911022 建築・建設業 積和建設西東京株式会社 東京都町田市下小山田町2720-4 042-798-0171
jun-kane（at）
drc.sekisuihouse.co.jp

東京都 飯田修次 H2911036 建築・建設業
積和建設東東京株式会社ハウジン
グ事業部

中野区本町2-2-2-YSビル6F 03-5352-3821 s-iida（at）drc.sekisuihouse.co.jp

東京都 嶋村進 H2911037 解体工事業 株式会社ノブハラ興業 東京都新宿区西早稲田2-9-18 03-5272-1925 nobuhara-kougyou(at)nifty.com

東京都 河合成泰 H2911044 工事業 日本トリート株式会社 東京都世田谷区上馬3-7-8 03-3424-2020 kawai（at）treat.co.jp

東京都 神保恵子 H2911051 分析業 環境保全株式会社 東京都八王子市大和田町2-4-14 042-659-0868 -

東京都 伊藤辰樹 H2911052 - 株式会社EGG環境 東京都昭島市武蔵野3-6-9 042-843-7321 t.ito(at)egg-kankyo.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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東京都 岩岸岳志 H2911053 工事業 株式会社岩岸組 東京都練馬区関町南１－７－１２－２０４ 03-6337-4818 gangan128（at）mail.goo.ne.jp

東京都 駒崎光俊 H2911067 分析業
株式会社環境管理センター営業本
部

東京都千代田区内神田2-14-4内神田ビルディ
ング3階

03-6206-4321 mkomasaki(at)kankyo-kanri.co.jp

東京都 高梨樹一 H2911075 その他 株式会社ケーズブレインズ 東京都国立市西1-4-2 042-512-8405 s.takanashi（at）ks-brains.co.jp

東京都 小松保 H2911081 建築・建設業 ㈱竹中工務店東京本店 東京都江東区新砂1-1-1 03-6810-5114
komatsu.tamotsu（at）
takenaka.co.jp

東京都 松岡輝樹 H3007001 分析業 株式会社環境管理センター 東京都八王子市下恩方町323-1 042-652-0800 tmatsuoka(at)kankyo-kanri.co.jp

東京都 千葉紀一郎 H3007006 建築・建設業
建装工業株式会社首都圏マンショ
ンリニューアル事業部

港区西新橋3-11-1 03-3433-0504 k.chiba（at)kenso.co.jp

東京都 赤野昌史 H3007007
塗膜剥離
剤製造業

三彩化工株式会社東京営業所 東京都新宿区西新宿8-7-204F 03-3371-3681 akano（at)sansai.com

東京都 徳田瞬 H3007008
塗膜剥離
剤製造業

三彩化工株式会社 東京都新宿区西新宿8-7-20第7NKビル4F 03-3371-3681 syun.tokuda（at)sansai.com

東京都 千葉和也 H3007011 - 株式会社みつば産業 東京都新宿区高田馬場1-33-15後楽園ビル4F 03-5155-2840 kazuyachiba1031（at)gmail.com

東京都 臼井英樹 H3007014 解体工事業 日本トリート株式会社 東京都世田谷区上馬3-7-8 03-3424-2020 info（at)treat.co.jp

東京都 松川秀一郎 H3007019 解体工事業 株式会社シューテック 東京都新宿区若葉1-6-1 03-5366-4747 -

東京都 小出裕之 H3007020 その他 株式会社ケーズブレインズ 東京都国立市西1-4-2 042-512-8405 h.koide（at)ks-brains.co.jp

東京都 山下裕樹 H3007034 解体工事業 富士セラ株式会社 東京都港区芝浦1-9-7OMODAKABLDG6階 03-6435-1247 y-yamashita（at)fuji-fk.co.jp

東京都 斉藤正仁 H3007038 その他 株式会社ＥＲＩソリューション 東京都港区南青山3-1-31 03-5775-2438 -

東京都 斉藤正仁 H3007038 建物調査
株式会社ERIソリューション　総合調
査部

東京都港区南青山3-1-31　NBF南青山ビル2
階

03-5775-2438 m_saitou(at)j-eri.jp

東京都 吉井尉介 H3007042 建築・建設業 株式会社エコ・２４ 東京都港区新橋５－３４－３栄進開発ビル４階 03-3433-8378 info（at)eco24.jp

東京都 具志堅雅夫 H3007055 建築・建設業 ニッシン･ジャパン株式会社 東京都大田区池上4-3-11 090-3137-9393 -

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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東京都 岩澤寿男 19022002 分析業
株式会社環境管理センターアスベ
スト対策部

東京都八王子市下恩方町３２３－１ - -

東京都 長尾大樹 19022008 解体工事業 株式会社シューテック 東京都新宿区若葉1-6-1 03-5366-4747 -

東京都 佐藤智行 19022026 分析業
東北緑化環境保全株式会社東京
支社

東京都中央区日本橋小舟町13-3 03-5614-0515 sato-tom(at)tohoku-aep.co.jp

東京都 太田浩平 19072021 分析業 - - - -

東京都 山崎翔 19072024 - 環境リサーチ株式会社 東京都八王子市小門町104 042-655-2501
s-yamazaki(at)kankyo-
research.co.jp

東京都 加藤泰啓 19072025 解体工事業 株式会社ナベカヰ 東京都江東区亀戸2-3-21 03-3684-5848 -

東京都 岩間康 19072026 解体工事業 株式会社ナベカヰ 東京都江東区亀戸2-3-21 03-3684-5848 -

東京都 高橋副武 19072027 解体工事業 株式会社ナベカヰ 東京都江東区亀戸2-3-21 03-3684-5848 -

東京都 小倉健太 19072028 解体工事業 株式会社ナベカヰ 東京都江東区亀戸2-3-21 03-3684-5848 -

東京都 横山大地 19072029 解体工事業 株式会社ナベカヰ 東京都江東区亀戸2-3-21 03-3684-5848 -

東京都 碇裕貴 19072038 分析業 シグマジオテック株式会社 東京都大田区城南島3-2-8 03-5755-9865 ikari(at)geotec.tokyo

東京都 八木裕人 19072042 コンサル
株式会社EFAラボラトリーズ / EAI
株式会社

東京都千代田区神田神保町2-2-31ヒューリッ
ク神保町ビル3F

03-3263-6055 hyagi(at)efa.co.jp

東京都 鳥塚政倫 19072043 調査・分析業
株式会社EFAラボラトリーズ／EAI
株式会社

東京都千代田区神田神保町2-2-31 ヒューリッ
ク神保町ビル3階

03-3263-6055 mtorizuka(at)efa.co.jp

東京都 川元泰弘 19072048 分析業 株式会社　伊藤公害調査研究所 東京都大田区大森北1-26-8 03-3761-0431 -

東京都 福本豊 19072052 調査・分析業
株式会社エヌ・イーサポート東京支
社

東京都江戸川区松島1-43-15 03-5661-5901 y.hukumoto(at)nesupport.co.jp

東京都 植田力康 19122010 解体工事業 株式会社　植田建設　東京支店
東京都品川区北品川1丁目30番23号北村ビル
201

03-6712-1042 -

東京都 野房政良 19122020 分析業
帝人エコ・サイエンス株式会社　東
京事務所

東京都武蔵村山市伊奈平１－５３－１ 042-846-9330 -

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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神奈川県 加藤雅信 H2503014 - 株式会社オオスミ本社 横浜市瀬谷区五貫目町20-17 045-924-1058 m.kato(at)o-smi.co.jp

神奈川県 小野田和史 H2503044 -
三協興産株式会社
ソリューション事業部

川崎市川崎区扇町12-3 044-355-8883 sankyo(at)skk-web.co.jp

神奈川県 大山能永 H2600003 - 大成建設株式会社技術センター 横浜市戸塚区名瀬町３４４－１ 045-814-7258
yoshie.ooyama（at）
sakura.taisei.co.jp

神奈川県 芳賀信広 H2603063 - 有限会社エンダー 神奈川県相模原市南区相模大野３－１３－６ 042-767-5232 haga（at）ender-dt.co.jp

神奈川県 齊藤潤 H2603065 - 環境リサーチ株式会社 東京都八王子市小門町104 090-5573-1612 j-saito（at）kankyo-research.co.jp

神奈川県 山田幹之 H2603086 分析業 株式会社近畿分析センター 川崎市中原区下沼部1753 044-435-1087 m-yamada(at)kbc-em.co.jp

神奈川県 宮舘卓 H2608001 - 株式会社横浜オペレーション 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町15-3 045-342-0661 info(at)y-o-s.com

神奈川県 原淳一郎 H2608050 - 株式会社ダイワ 神奈川県平塚市東豊田369 0463-53-2222 asbestos(at)daiwa-eco.com

神奈川県 智田岩雄 H2608072 - 東芝環境ソリューション株式会社 神奈川県横浜市鶴見区寛政町20-1 045-523-4091 iwao.chida（at）toshiba.co.jp

神奈川県 芦田健介 H2612062 - 株式会社エヌエスコーポレーション 横浜市金沢区鳥浜町6-4 045-374-3001 ashida（at）kk-nsc.jp

神奈川県 山根建 H2612068 - 株式会社横浜オペレーション 神奈川県横浜市保土ヶ谷区15-3 045-342-0661 yamane（at）y-o-s.com

神奈川県 小澤忠 H2612071 - 株式会社環境計測 厚木市船子1278-1 046-270-6110 emac（at）wa3.so-net.ne.jp

神奈川県 山邊拓也 H2703009 - ユーロフィン日本環境㈱ - 080-1254-8831 t-yamabe(at)n-kankyo.com

神奈川県 宮島晴久 H2703010 - 株式会社エコ・アシスト 相模原市緑区下九沢３９７－１－１０３ 042-763-3266 miyajima(at)ecoassist.co.jp

神奈川県 大木俊嗣 H2703075 分析業 株式会社オオスミ 横浜市瀬谷区五貫目町20-17 045-924-1058 t.oki(at)o-smi.co.jp

神奈川県 田中康伸 H2703086 - 横浜エンジニアリング株式会社 神奈川県横浜市中区万代町1丁目2番12号 045-664-3414 eigyoubu(at)e-yec.jp

神奈川県 近藤久王 H2703087 - 横浜エンジニアリング株式会社 神奈川県横浜市中区万代町1丁目2番12号 045-664-3414 eigyoubu(at)e-yec.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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神奈川県 井ノ川学 H2712003 - 有限会社ビックサン 横浜市戸塚区平戸3-39-13-207 045-825-2038 manabu（at）big-sun.info

神奈川県 井ノ川恭央 H2712004 - 有限会社ビックサン 横浜市戸塚区平戸3-39-13-207 045-825-2038 yasuo（at）big-sun.info

神奈川県 濱舘厚 H2712021 - 小田原鉱石株式会社 〒250-0024神奈川県小田原市根府川560-8 0465-33-6612
odako.rep（at）
odawarakoseki.co.jp

神奈川県 加藤徹 H2712072 - ミヤマ建設株式会社 神奈川県藤沢市大庭5221-13 0466-87-1443 toorukato1443（at）gmail.com

神奈川県 髙橋伸行 H2803008 分析業
ユーロフィン日本総研株式会社　京
浜事務所

神奈川県横浜市金沢区幸浦2-1-13 045-330-7237 -

神奈川県 平竜次郎 H2803010 - 横浜エンジニアリング株式会社 神奈川県横浜市中区万代町1丁目2番12号 045-664-3414 eigyoubu(at)e-yec.jp

神奈川県 満塩俊一 H2803023 建築・建設業 株式会社ファーストビルト 横浜市鶴見区豊岡町29-5 045-581-0600 mitsushio(at)firstb.co.jp

神奈川県 出口雅一 H2803105 分析業
東芝環境ソリューション株式会社分
析エンジニアリング部

神奈川県横浜市鶴見区寛政町20－1 045-523-4089
masakazu1.deguchi(at)glb.toshiba.
co.jp

神奈川県 星野史隆 H2810082 工事業 株式会社ThreePeace 神奈川県川崎市川崎区浅野町2-1 044-223-7560 info(at)three-peace.jp

神奈川県 野地明彦 H2911043 建築・建設業 鹿島建設株式会社横浜支店 横浜市中区太田町4-51 045-641-8742 -

神奈川県 坂本将平 H2911047 工事業 株式会社ThreePeace 神奈川県川崎市川崎区浅野町2-1 044-223-7560 info（at）three-peace.jp

神奈川県 岩﨑伸治 H2911066 - 株式会社オオスミ 横浜市瀬谷区五貫目町20-17. 045-924-1058 s.iwasaki(at)o-smi.co.jp

神奈川県 伊藤由樹 H2911070 解体工事業 株式会社相模工業 神奈川県相模原市中央区由野台１－３－１２ 042-754-0260 k-sagami（at）basil.ocn.ne.jp

神奈川県 高松朋弘 H2911072 分析業
住友重機械エンバイロメント株式会
社環境技術センター

神奈川県横須賀市夏島町19番地 046-869-2430
tomohiro.takamatsu（at）shi-
g.com

神奈川県 宮本克典 H3007002 解体工事業 日本トリート株式会社 東京都世田谷区上馬3-7-8 03-3424-2020 info(at)treat.co.jp

神奈川県 小林淳 H3007027 解体工事業 株式会社金沢工業
神奈川県藤沢市湘南台4-10-25アース湘南台
ビル

0466-42-6550 -

神奈川県 近郷淳 H3007039 建築・建設業 有限会社イースト・コーポレーション 川崎市川崎区日進町18-9-203 044-223-4052 -

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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神奈川県 星野健二 H3007064 -
JFEテクノリサーチ株式会社分析ソ
リューション本部

神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1 045-505-8979 k-hoshino（at)jfe-tec.co.jp

神奈川県 橋口浩幸 19022038 解体工事業 東芝環境ソリューション株式会社 神奈川県横浜市鶴見区寛政町２０番１号 045-777-1077 -

神奈川県 佐藤修 19072010 工事業 株式会社 Three Peace 神奈川県川崎市川崎区浅野町2-1 044-223-7560 info(at)three-peace.jp

神奈川県 江崎博嗣 19072011 分析業
株式会社日立アーバンインベストメ
ント　環境CSRグループ

神奈川県横浜市戸塚区吉田町２９２　日立製作
所　横研内

080-6546-8284
hiroshi.esaki(at)hitachi-
urban.co.jp

神奈川県 浦山裕功 19072049 解体工事業 株式会社　浦山工務店 神奈川県横浜市港南区日野１－９－３ 045-844-1134 -

神奈川県 長谷川寛雄 19072055 建築・建設業 有限会社イースト・コーポレーション 神奈川県川崎市川崎区日進町18-9-203 044-223-4052 -

新潟県 東海林貴之 H2603011 - 村上建設資材株式会社 - - -

新潟県 貝沼栄 H2603022 - 朝日サプライ 新潟県村上市大場沢１６９７番地 0254-72-1983 post21(at)nifty.com

新潟県 藤井浩幸 H2603059 - 株式会社エコシステム 新潟県上越市大字朝日610番地1 025-523-5048 eco(at)ecosystem.ne.jp

新潟県 小島正幸 H2608023 分析業 株式会社ＮＳＳ 新潟県燕市吉田東栄町8番11号 0256-78-7611 gijyutsu(at)nss-lab.co.jp

新潟県 加藤正博 H2608053 分析業 - - - info(at)jo-kan.or.jp

新潟県 富永充 H2608060 - 鹿島建設株式会社北陸支店 新潟市中央区万代1-3-4 025-243-3767 tomi(at)kajima.com

新潟県 加藤衛 H2703037 建築・建設業 ケイジートラスト 新潟県燕市杣木803-2 0256-64-2519 kgtrust(at)bi.wakwak.com

新潟県 佐藤靖道 H2703069 分析業
一般財団法人上越環境科学セン
ター

新潟県上越市下門前1666番地 025-543-7664 y-sato(at)jo-kan.or.jp

新潟県 松澤輝久 H2703080 -
一般財団法人新潟県環境分析セン
ター

新潟県新潟市江南区祖父興野53-1 025-284-6500 nkb-4ka(at)nkbc.jp

新潟県 近藤正明 H2703083 - 株式会社新潟ヂーゼル工業 新潟県長岡市上前島町８６０－１ 0258-23-2527 kondou(at)n-jizeru.co.jp

新潟県 倉嶌康文 H2708021 - 株式会社マキタ創建 新潟県上越市福橋625番地 025-543-4293 makitaku（at）triton.ocn.ne.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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新潟県 中屋健 H2712022 - 株式会社日本建機 新潟県村上市佐々木868-1 0254-62-4044 doboku（at）nkenki.co.jp

新潟県 髙塩範幸 H2803007 解体工事業 かぜん 新潟県小千谷市真人町乙６０４ 0258-86-2680 norisio45330(at)gmail.com

新潟県 大竹智雄 H2803027 分析業
一般財団法人上越環境科学セン
ター

新潟県上越市下門前1666番地 025-543-7664 otake(at)jo-kan.or.jp

新潟県 髙堂清治 H2803038 解体工事業 大三工業株式会社 新潟市江南区大淵1177番地 025-277-3383
daisankougyou(at)mva.biglobe.ne.j
p

新潟県 市野瀬儀行 H2803110 廃棄物処理業 トーシンエンジニアリング株式会社 新潟県新潟市東区寺山1-17-5 025-270-7067 toshin(at)tulip.ocn.ne.jp

新潟県 下野良二 H2810012 建築・建設業 コープエンジニアリング株式会社 新潟県新潟市北区太郎代1448番地3 025-257-4851 shimono(at)coop-eng.co.jp

新潟県 柳勇也 H2810050 分析業 株式会社ＮＳＳ 新潟県燕市吉田東栄町8番11号 0256-78-7622 gijyutsu(at)nss-lab.co.jp

新潟県 星野孝 H2810076 建築・建設業 中越環境開発株式会社 新潟県長岡市喜多町1078-1 0258-28-1510 takashi.hoshino(at)ckankyo.co.jp

新潟県 丸山祐一 H2903002 廃棄物処理業 新潟メスキュード株式会社 新潟市西区寺尾東1-19-19 025-269-5701 y-maruyama(at)syd.ne.jp

新潟県 星野純也 H2911058 解体工事業 株式会社晴耕舎 新潟県長岡市宮本町１丁目８３１番地 0258-46-5915 info（at）seikohsha.com

新潟県 小原充也 H2911059 解体工事業 株式会社晴耕舎 新潟県長岡市宮本町１丁目８３１番地 0258-46-5915 info（at）seikohsha.com

新潟県 大嶋端将 H2911077 分析業
一般財団法人新潟県環境分析セン
ター

新潟県新潟市江南区祖父興野５３－１ 025-284-6500 nkbc-4ka（at）nkbc.jp

富山県 多胡雅司 H2603049 - 大和ハウス工業株式会社金沢支社 金沢市鞍月５丁目５７番地 080-2455-6802 tago(at)daiwahouse.jp

富山県 谷剛 H2608015 - 株式会社谷作運輸建設工機 富山県富山市七軒町１番１号 076-432-4545 info(at)tanisaku.biz

富山県 山田一智 H2608054 分析業 ㈱安全性研究センター高岡 富山県高岡市昭和町1-4-1 0766-25-0185 analysis(at)anken.net

富山県 松岡摂郎 H2703019 - 日重環境株式会社 富山県高岡市吉久1-1-145 0766-21-0603 matsuokas(at)jmc.co.jp

富山県 松田剛 H2708012 -
ダイヤモンドエンジニアリング株式
会社分析事業所

富山県魚津市本新７５１番地 0765-24-3521 tmatsuda（at）diamond-eng.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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富山県 岩間真治 H2708056 分析業 アースコンサル株式会社 富山県射水市戸破8-17 0766-56-1180 iwamas(at)e-consul.co.jp

富山県 金井優司 H2712030 分析業
日本海環境サービス株式会社営業
部

富山県富山市久方町2番54号 076-444-6800 ykanai(at)nes-env.co.jp

富山県 井澤憲明 H2803024 解体工事業 株式会社砂原組 富山県富山市山室176番地 076-423-1358 izawa(at)sunaharagumi.com

富山県 上谷一樹 H2803026 分析業 アスベストサービス 富山県射水市青井谷1861 090-8704-9109 as97135(at)i.softbank.jp

富山県 奥山雅敬 H2810086 分析業 環境保全株式会社北陸支社 富山県富山市田中町5-4-56 076-493-1601 -

富山県 田代慎太郎 19022027 分析業
日本海環境サービス株式会社分析
事業部

富山県富山市久方町2番54号 076-433-3038 stashiro(at)nes-env.co.jp

富山県 長束要祐 19022034 分析業 アースコンサル株式会社 富山県射水市戸破８－１７ 0766-56-1180 nagatsukay(at)e-consul.co.jp

石川県 大門忠司 H2608031 分析業 太陽テクノリサーチ株式会社 石川県白山市鹿島平11番地110 076-213-6336 daimon(at)taiyo.vc

石川県 米田直弘 H2608059 - 株式会社大和環境分析センター 石川県能美郡川北町三反田273番地 076-277-3733 info(at)yamatokankyo.co.jp

石川県 島畑米造 H2612019 - 大松商事株式会社 石川県小松市草野町ニ13 0761-20-2326 daimatsu（at）minos.ocn.ne.jp

石川県 八島和人 H2612024 - 有限会社八島建装工事 石川県金沢市西念４丁目４番２号 076-263-0884 yashima-k（at）indigo.plala.or.jp

石川県 上田伸一 H2612036 - 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪1-19-4 076-238-9685 ueda（at）chika.co.jp

石川県 松本克輝 H2703035 - 株式会社松本解体工業 石川県金沢市湊二丁目１２０番地１ 076-238-6611 office(at)matumoto-kaitai.jp

石川県 柳田耕平 H2712051 - ㈱ミヤデラ断熱北陸支店 石川県金沢市新保本3-44 076-259-0180 yanagida(at)miyadera.co.jp

石川県 中佐寛喜 H2803032 分析業 株式会社環境公害研究センター 金沢市金石北3-13-17 076-268-5330 nakasa(at)nsknet.or.jp

石川県 堀留健太郎 19022031 コンサル エヌエス環境株式会社北陸支店 石川県金沢市新保本4丁目4番 076-240-3943 horidome-k(at)ns-kankyo.co.jp

石川県 山下修 19072040 - 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 076-238-9685 osamu-yamashita(at)chika.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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石川県 河尻速人 19122028 解体工事業 有限会社　川商 石川県金沢市神野町東98番地 076-214-3003 as.kawasho(at)w3.dion.ne.jp

福井県 小林鉄也 H2608029 - 株式会社野村塗装店 福井市学園2丁目6-10 0776-22-1788 kobayashi(at)nomura-t.jp

福井県 姉﨑祐司 H2612109 解体工事業 株式会社吉勝重建　丸岡本店 福井県坂井市丸岡町長畝第75号18番地1 0776-66-6868 anezaki(at)kitisyo.co.jp

福井県 森住豊誠 H2612110 - サンソン建設株式会社 福井県吉田郡永平寺町花谷12-8-2 0776-63-2003 sanson_pblic（at）gamma.ocn.ne.jp

福井県 吉川浩史 H2612113 - 福井県環境保全協業組合 福井県福井市角折町第8号3番地 0776-35-4322
h-yoshikawa（at）
kankyohozen.or.jp

福井県 宗京則幸 H2703057 - 株式会社 北陸環境科学研究所 福井県福井市光陽4丁目4-27 0776-22-2771 munekyo(at)hokukanken.jp

福井県 赤川輝彦 H2708007 - 株式会社吉勝重建 福井県坂井市丸岡町長畝第75号18番地1 0776-66-6868 akagawa（at）kitisyo.co.jp

福井県 竹本一郎 H2803025 - 株式会社柳原興業 福井県福井市丸山町42-2 0776-54-9677 -

福井県 山本吉昭 H2810023 分析業 株式会社福井環境分析センター 福井県越前市北府二丁目１番５号 0778-21-0075 y.y.yossan(at)shinetsu.jp

福井県 吉川和宏 H2810031 分析業 福井県環境保全協業組合 福井県福井市角折町第８号３番地 0776-35-4322 k-yosikawa(at)kankyohozen.or.jp

福井県 本夛貴 19022042 分析業 福井県環境保全協業組合 福井県福井市角折町第８号３番地 0776-35-4322
sokutei-
bunseki(at)kankyohozen.or.jp

山梨県 横山健 H2603084 -
環境未来株式会社
山梨検査センター

山梨県中央市流通団地1-6-1 055-274-0788 yokoyama(at)kankyomirai.co.jp

山梨県 渡邉治 H2603085 - 有限会社東風工房建築事務所 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3462-11 0555-83-3301 tofu(at)opal.plala.or.jp

山梨県 山縣正道 H2608027 工事業 有限会社山縣塗装店 甲府市和戸町１４７番地３ 055-232-2284 otoiawase(at)yamagata-p.com

山梨県 長田喜一 H2612075 分析業 有限会社三井シーズテック 山梨県甲斐市篠原2741 080-5923-6064 y_osada(at)m-seedstec.jp

山梨県 三井亮 H2712078 分析業 有限会社三井シーズテック 山梨県甲斐市篠原２７４１ 055-207-9805 r.mitsui(at)m-seedstec.jp

山梨県 中村伸二 H2810075 分析業
株式会社環境計量センター山梨検
査所

山梨県南アルプス市宮沢129-1 055-284-8131 kkc-alps.ei(at)aria.ocn.ne.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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山梨県 堀内昌治 H3007047 工事業 株式会社土手影建設 山梨県南都留郡忍野村内野696 0555-84-2044 s-horiuchi(at)dotekage.jp

長野県 瀧沢秀一 H2503024 -
一般社団法人長野県労働基準協
会連合会

長野市アークス２番３号 026-223-0280 takizawa(at)naganoroukiren.or.jp

長野県 安土直幸 H2503040 -
一般社団法人
長野県労働基準協会連合会

東御市県字保利田548-1 0268-64-1151 ando(at)naganoroukiren.or.jp

長野県 丹羽昌義 H2603027 廃棄物処理業 株式会社信州タケエイ 長野県諏訪市上諏訪1749 0266-58-0022 niwa-masayoshi(at)takeei.co.jp

長野県 早野雄一 H2603048 - 株式会社科学技術開発センター 長野県長野市北長池字南長池境2058-3 026-263-2010 haya-kgk(at)mx1.avis.ne.jp

長野県 堀籠道明 H2603050 - 株式会社信濃公害研究所 長野県北佐久郡立科町芦田1835-1 0267-56-2189 horigome(at)eco-skk.com

長野県 栂井龍一 H2603052 -
株式会社
土木管理総合試験所

長野県長野市篠ノ井御幣川877-1 026-462-0414 -

長野県 鈴木陽 H2603053 - 直富商事株式会社 長野県長野市大豆島3397番地６ 026-266-6272 suzuki.akira（at）naotomi.co.jp

長野県 橋爪直樹 H2603054 - 株式会社信濃環境整備 長野県茅野市金沢下原山2939-233 0266-79-6344 n.hasidume(at)jmsks.co.jp

長野県 市川浩 H2603055 - 株式会社伊藤建築設計事務所 長野県松本市城西1-8-19 0263-32-8200 office(at)ito-sekkei.co.jp

長野県 堀内信男 H2603056 - 北野建設株式会社 長野市県町５２４番地 026-233-5111 n-horiuchi(at)kitano.co.jp

長野県 宮澤貴幸 H2603058 - 有限会社T・K・S 長野県上田市大屋106-2 0268-34-7878 miyazawa(at)tks2003.com

長野県 福澤覚志 H2608036 - 南信環境管理センター株式会社 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪12253 0265-79-1871 info(at)nanshin-kkc.co.jp

長野県 大羽永朗 H2608037 分析業 株式会社環境技術センター 長野県松本市大字笹賀5652-166 0263-27-1606 fujita.g(at)kgcenter.co.jp

長野県 市岡孝一郎 H2608039 - ミヤマ株式会社 - 026-284-5114 ichioka(at)miyama.net

長野県 松本克浩 H2608047 -
株式会社
科学技術開発センター

長野県長野市北長池字南長池境2058-3 026-263-2010 kgk-g(at)mx2.avis.ne.jp

長野県 有賀正明 H2608052 - 株式会社コーエキ 長野県岡谷市田中町三丁目３番２４号 0266-23-2155 aruga(at)e-koeki.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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長野県 竹村仁志 H2612029 -
ミヤマ株式会社
環境検査計測事業部

長野県長野市青木島3-2-1 026-284-5114 kensa（at）miyama.net

長野県 東方元典 H2703011 - 株式会社公害技術センター 長野市若里４－１７－２０ 026-227-4188 toho(at)kotec.jp

長野県 新井典夫 H2703013 コンサル (有)A&A構造研究所 長野県松本市白板2-3-40 0263-33-7769 arai(at)aanda.ne.jp

長野県 山谷良登 H2703070 - 株式会社土木管理総合試験所 長野市篠ノ井御幣川877-1 026-462-0414 dkss03023(at)dksiken.co.jp

長野県 豊岡学 H2703073 解体工事業 解体興業株式会社 長野県岡谷市大栄町1-7-11 0266-24-1102 toyooka(at)miyasaka-group.co.jp

長野県 中村雅人 H2708022 - 株式会社環境技術センター 長野県松本市大字笹賀5652-166 0263-27-1606 info（at）kgcenter.co.jp

長野県 中嶋健蔵 H2708023 - 株式会社オフィスＫ 長野県松本市笹賀7224-1 0263-88-3331 nakajima（at）officek-inc.com

長野県 山﨑公郁 H2708061 解体工事業 株式会社みすず建設 長野県松本市高宮東３番３５号 0263-25-9201 misuzu(at)po.mcci.or.jp

長野県 松橋洋一 H2712006 - 株式会社北部建設 長野県上水内郡飯綱町普光寺821 026-253-2733 -

長野県 三尾正喜 H2712007 - 有限会社アラックス 長野県塩尻市広丘堅石2146-504 0263-51-0257
alax-kusu.m.m（at）
ec6.technowave.ne.jp

長野県 永井政幸 H2712025 - 株式会社永井本店 長野県中野市大字安源寺577-2 0269-22-3168 -

長野県 前島健 H2712069 - 株式会社みすゞ工務店 長野県上田市舞田756-1 0268-38-7090 maejima（at）misuzunet.co.jp

長野県 高橋宗一 H2810079 コンサル 株式会社宗和建築設計 長野県茅野市ちの243-3 0266-72-6594 sowasekkei(at)cosmos.ocn.ne.jp

長野県 漆畑智 H2911015 分析業 株式会社　土木管理総合試験所 長野県長野市篠ノ井御幣川877-1 026-462-0414 s-urushibata(at)dksiken.co.jp

長野県 浦野洋一 H2911063 解体工事業 株式会社美整社 長野県長野市中御所3-9-14 026-224-0144 -

長野県 公地規弥 H3007036 その他 株式会社土木管理総合試験所 長野県長野市篠ノ井御幣川877-1 026-462-0414 n-kouchi（at)dksiken.co.jp

長野県 中山佑希 19072006 コンサル 株式会社信濃公害研究所
〒384-2305 長野県北佐久郡立科町芦田
1835-1

0267-56-2189 nakayama(at)eco-skk.com

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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長野県 大山健太 19072008 コンサル
株式会社　土木管理総合試験所
環境部

長野市篠ノ井御幣川877-1 026-462-0414 kn-ooyama(at)dksiken.co.jp

岐阜県 戸谷常彦 H2603031 - 株式会社岐阜県環境研究所 岐阜県関市山田1539-3 0575-27-3060 totani_gikanken(at)yahoo.co.jp

岐阜県 吉田稔 H2603035 -
（一財）岐阜県公衆衛生検査セン
ター

岐阜市曙町４－６ 058-247-1300 yoshida(at)koeiken.or.jp

岐阜県 池野豊 H2603038 - 株式会社富士清空工業所 岐阜市加納本町6丁目18番地 058-271-8727 fujis-mailhost(at)fujiseiku.co.jp

岐阜県 割山隆昭 H2608045 - 株式会社名神 岐阜県岐阜市六条南2丁目12番20 058-271-7459 info(at)meishin-gifu.co.jp

岐阜県 宮田翼 H2911042 - 株式会社岐阜県環境研究所 岐阜県関市山田1539-3 0575-27-3060 t-miyata（at）gikanken.com

岐阜県 岸田誠司 H3007016 解体工事業 北村組有限会社 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴414-2 058-392-4779 info(at)kitamuragumi-group.com

岐阜県 井藤恭久 19072032 建築・建設業 株式会社ティーシージャパン 岐阜県美濃加茂市加茂川町3-11-5 0574-42-6558 ito(at)tc-japan.net

岐阜県 谷正史 19122029 分析業
一般財団法人岐阜県公衆衛生検
査センター

岐阜県岐阜市曙町4-6 058-247-1300 m-tani(at)koeiken.or.jp

静岡県 渡瀬元治 H2603034 - 中野町産業株式会社 静岡県浜松市西区伊左地町3007-1 053-485-2236 kouji(at)n-sangyou.co.jp

静岡県 利部義徳 H2603037 分析業 ユーロフィン日本総研株式会社 静岡県浜松市南区西島町1622 053-425-7531
kagabu_yoshinori(at)nihonsoken.bi
z

静岡県 楠貢 H2608022 分析業
一般社団法人静岡県産業環境セン
ター

静岡県浜松市北区新都田1-4-6 053-428-3430 kusunoki(at)sankan.or.jp

静岡県 茂木隼嗣 H2608038 分析業
一般社団法人静岡県産業環境セン
ター

静岡県浜松市北区新都田1-4-6 053-428-3430 moteki(at)sankan.or.jp

静岡県 大石亜衣 H2612008 - ユーロフィン日本総研株式会社 静岡県浜松市南区西島町1622 053-425-7531 ohishi_ai(at)nihonsoken.biz

静岡県 片岡正宏 H2612013 - ユーロフィン日本総研株式会社 静岡県浜松市南区西島町1622 053-425-7531 eigyo（at）nihonsoken.co.jp

静岡県 鳥居豊 H2703029 - 丸友開発株式会社 静岡県浜松市南区東若林町568番地の2 053-454-8118 torii_ka(at)maruyou.com

静岡県 太田直興 H2703030 - 丸友開発株式会社
〒432‐8052静岡県浜松市南区
東若林町568－2

053‐454‐8118 n.oota(at)maruyou.com

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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静岡県 廣瀬崇史 H2703081 分析業 立華株式会社 静岡県富士市本市場422-1 0545-61-8402 info(at)rikka.co.jp

静岡県 大池喜和 H2708064 - 株式会社オオイケ 静岡県菊川市高橋936 0537-73-2532 kk.ooike（at）giga.ocn.ne.jp

静岡県 杉山穰 H2712023 建築・建設業 株式会社建装 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ6番2号 054-297-0922 yutaka(at)kensou110.jp

静岡県 稲垣直彦 H2712045 - 株式会社サンコー分析センター 静岡県浜松市南区下江町604-1 053-426-0731 tec2（at）sankobunseki.co.jp

静岡県 戸田晶仁 H2712046 - 丸友開発株式会社 静岡県浜松市南区東若林町５６８番地の２ 053-454-8118 m.toda（at）maruyou.com

静岡県 石塚健博 H2712054 - ユーロフィン日本総研株式会社 静岡県浜松市南区西島町1622 053-425-7531
ishizuka_takehiro(at)nihonsoken.bi
z

静岡県 新田仁也 H2803059 解体工事業 株式会社美興 静岡県浜松市中区高丘東一丁目５番１９号 053-437-7535 bikoh(at)vanilla.ocn.ne.jp

静岡県 中田光則 H2803073 - ユーロフィン日本総研株式会社 静岡県浜松市南区西島町1622 053-425-7531 nakada_mitunori(at)nihonsoken.biz

静岡県 杉浦正美 H2803084 - ユーロフィン日本総研株式会社 静岡県浜松市南区西島町1622 053-425-7531 sugiura_masami(at)nihonsoken.biz

静岡県 救仁郷豊 H2803089 建築・建設業 山吉建設株式会社 静岡県浜松市南区米津町2266-1 053-448-0061 y_kunigou(at)yamayoshi.jp

静岡県 石川彬 H2803099 - 安藤紙業株式会社 静岡県富士市中之郷1039 070-2234-5045 a-ishikawa(at)andoshigyo.com

静岡県 坂茂樹 H2803114 その他 ユーロフィン日本総研株式会社 静岡県浜松市南区西島町1622 053-425-7531 saka_sigeki(at)nihonsoken.biz

静岡県 小田栄一 H2810005 解体工事業 株式会社ダイケン 静岡県伊豆の国市天野186-1 055-947-5955 mail(at)daiken-inc.jp

静岡県 原弘 H2903023 分析業 株式会社静環検査センター 静岡県藤枝市高柳2310 054-634-1000 -

静岡県 藤田慶太郎 H2911045 分析業
一般社団法人静岡県産業環境セン
ター

静岡県浜松市北区新都田1-4-6 053-428-3430 -

静岡県 熊谷東彦 H2911057 分析業 ユーロフィン日本総研株式会社 静岡県浜松市南区西島町1622 053-425-7531
HaruhikoKumagai（at）
eurofins.com

静岡県 土屋毅 H3007075 分析業 環境フロンティア株式会社 静岡県静岡市清水区宍原 628-7 054-394-0491 tuchiya(at)kankyo-f.com

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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静岡県 野崎健児 19022003 解体工事業 有限会社鷹健工業 静岡県静岡市葵区千代２丁目１４－５ 054-276-0900 -

静岡県 飯田裕介 19022025 分析業 株式会社サンコー分析センター 浜松市南区下江町604-1 053-426-0731 tec2(at)sankobunseki.co.jp

静岡県 望月理 19072004 分析業
株式会社　静環検査センター　環境
部

静岡県藤枝市高柳2310番地 054-634-1000 gyoumu(at)seikankensa.co.jp

静岡県 佐野章人 19072005 分析業 株式会社静環検査センター 静岡県藤枝市高柳2310 054-634-1000 gyoumu(at)seikankensa.co.jp

静岡県 菅谷周作 19072009 建築・建設業 株式会社　クリーン静岡 静岡県富士市森島177番地の6 0545-63-7775 info(at)cleanshizuoka.jp

静岡県 樋口健治 19072019 解体工事業 株式会社ダイケン 静岡県伊豆の国市天野186-1 055-947-5955 mail(at)daiken-inc.jp

愛知県 神谷圭吾 H2503037 - 株式会社アイテックリサーチ 小牧市大字小松寺字上仲田634-1 0568-41-6226 k.kamiya(at)i-techresearch.com

愛知県 林雅文 H2503069 -
株式会社ニチアスセムクリート
西日本営業部・名古屋営業所

名古屋市南区東又兵衛町2-30 052-611-9217 hayashi-m(at)nichias.co.jp

愛知県 梛野康治 H2503081 分析業 (一財)東海技術センター 名古屋市名東区猪子石二丁目710番地 052-771-5161 yasuharu_nagino(at)zttc.or.jp

愛知県 兼田道男 H2603005 - 株式会社環境調査センター 愛知県丹羽郡扶桑町南山名岩石66 0587-50-8887 nursing-net(at)onyx.ocn.ne.jp

愛知県 伊佐治博久 H2603030 -
株式会社コスモ環境衛生コンサル
タント

名古屋市西区城北町三丁目129-2 052-529-2656 cosmo.isaji(at)gmail.com

愛知県 安野敏広 H2603036 - - - - -

愛知県 吉村亮 H2603039 - 有限会社高野組 愛知県豊橋市賀茂町字石城寺4-2 0532-88-0490
toyohashitakanogumi(at)gmail.co
m

愛知県 岩田孝明 H2603040 - 株式会社日本環境技術センター 愛知県一宮市貴船町三丁目５番地2 0586-73-1512 k-iwata(at)ｊｅｔ-nihonkankyo.co.ｊｐ

愛知県 坂本崇 H2608041 - 赤門ウイレックス株式会社 愛知県長久手市戸田谷1323番地 0561-63-8428 t.sakamoto(at)a-willex.com

愛知県 川野弘樹 H2608042 - 赤門ウイレックス株式会社 愛知県刈谷市末広町2-10-10 0566-22-5115 h.kawano(at)a-willex.com

愛知県 牛古誠 H2608043 - 株式会社環境公害センター 名古屋市守山区花咲台2-201 052-739-1350 ushiko(at)kankyoukougai.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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愛知県 櫻井浩 H2608044 - 株式会社環境公害ｾﾝﾀｰ 愛知県名古屋市守山区花咲台二丁目201番地 052-739-1350 sakurai(at)kankyoukougai.jp

愛知県 安東毅 H2612030 - 矢作建設工業株式会社 名古屋市東区葵３－１９－７ 052-935-2382 tsu-ando（at）yahagi.co.jp

愛知県 古橋守 H2612031 - 株式会社ケイテック 愛知県名古屋市中区富士見町17-11 052-324-6014 keitec（at）yk.commufa.jp

愛知県 岡﨑正憲 H2703031 - 一般財団法人東海技術センター
愛知県名古屋市名東区猪子石二丁目７１０番
地

052-771-5161 m_okazaki(at)zttc.or.jp

愛知県 竹内由幸 H2703043 - 倖進建設株式会社 愛知県蒲郡市三谷北通２丁目１８２ 0533-67-8939 takeuchi_kenzai(at)yahoo.co.jp

愛知県 牧原大 H2703056 - 株式会社環境科学研究所 愛知県名古屋市北区若鶴町152 052-902-4456 makihara(at)kankyokagaku.com

愛知県 藤井啓輔 H2712016 工事業
天龍ファイアペック株式会社東海営
業所

愛知県尾張旭市井田町前の上1706 0561-55-6568 fujii(at)tenryufp.co.jp

愛知県 秋山賢二 H2712044 - 株式会社フジタ国際支社 愛知県名古屋市中区千代田４－２３－２２ 080-90972810 keakiyama（at）fujita.co.jp

愛知県 江藤隆浩 H2712047 - 株式会社ユニケミー 愛知県名古屋市熱田区伝馬1-11-1 052-682-5069 teto（at）unichemy.co.jp

愛知県 小倉博隆 H2712048 - 朝倉工業株式会社 愛知県豊橋市西小鷹野4-2-15 0532-62-6151 asakura（at）crux.ocn.ne.jp

愛知県 島田慎司 H2712050 - ㈱ミヤデラ断熱名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内2-6-25 052-201-3551 shimada（at）miyadera.co.jp

愛知県 内藤幹裕 H2712055 - 矢作建設工業株式会社 - 052-935-2382 m-naito（at）yahagi.co.jp

愛知県 澤田和光 H2803013 建築・建設業 株式会社共立 名古屋市中川区中郷二丁目160番地 052-354-7477 kyourituco(at)yahoo.co.jp

愛知県 向野高明 H2803015 分析業 株式会社愛研 名古屋市守山区天子田2-710 052-771-2717 t-mukaino(at)ai-ken.co.jp

愛知県 杉浦敦文 H2803112 分析業 株式会社東海分析化学研究所 愛知県豊川市御津町赤根下川50番地 0533-65-3571 bunseki(at)tb-labo.co.jp

愛知県 三宅淳史 H2810018 コンサル エヌエス環境株式会社名古屋支店 愛知県名古屋市守山区瀬古東2-907 052-795-1180 miyake-a(at)ns-kankyo.co.jp

愛知県 天野大助 H2810020 廃棄物処理業 株式会社寿美屋 愛知県東海市荒尾町南奥山7番地の73 052-603-3928 info(at)e-sumiya.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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愛知県 前田栄一 H2810021 建築・建設業 清水建設株式会社 - - e.maeda(at)shimz.co.jp

愛知県 齊藤親亮 H2810059 建築・建設業 大和ハウス工業株式会社 - 080-3125-8071 m261894(at)daiwahouse.jp

愛知県 納富耕太 H2810084 分析業
日本環境分析センター株式会社名
古屋分室

愛知県名古屋市北区敷島町３７ 052-912-9910 jk7fc9(at)bma.biglobe.ne.jp

愛知県 河合輝也 H2810087 分析業 太平産業株式会社
愛知県名古屋市中区栄1丁目29-19ヤスイビル
6F

052-223-2300
teruya.kawai(at)taihei-
sangyo.com

愛知県 安藤利樹 H2903017 解体工事業 株式会社安藤建商 名古屋市港区当知三丁目2111番地 052-384-5010 andoukensyou(at)pop16.odn.ne.jp

愛知県 正木浩貴 H2903021 分析業 株式会社愛研 愛知県名古屋市守山区天子田二丁目710番地 052-771-2717 h-masaki(at)ai-ken.co.jp

愛知県 塚田竜行 H2903027 分析業
株式会社静環検査センター名古屋
支店

愛知県名古屋市西区中小田井4-478 052-506-5081 nagoya(at)seikankensa.co.jp

愛知県 井上圭二 H2903035 建築・建設業 前田建設工業株式会社中部支店 名古屋市中区栄5-25-25 052-251-6251 -

愛知県 大羽芳樹 H2911001 解体工事業 株式会社カイテック 愛知県豊橋市西幸町字東脇２１１番地の１ 0532-46-8196 kaitai（at）kaitec.tv

愛知県 根間慎太郎 H2911055 分析業 株式会社日本環境アセス
愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2266-
22クリエイションコア名古屋105

052-736-4111 -

愛知県 森田直樹 H2911064 分析業 東海ジオテック株式会社 愛知県豊橋市明海町33-9 0532-25-7766 -

愛知県 高見剛 H3007012 建築・建設業 矢作建設工業株式会社 愛知県名古屋市東区葵３－１９－４ 052-935-2382 -

愛知県 桐山弘資 H3007035 - 赤門ウイレックス株式会社 愛知県長久手市戸田谷1323番地 0561-63-8428 k.kiriyama（at)a-willex.com

愛知県 鈴木大地 H3007052 分析業 サンエイ株式会社環境事業部 愛知県刈谷市泉田町西沖ノ河原1 0566-22-5948 -

愛知県 杉野宣幸 19022007 計量証明事業 株式会社イズミテック 愛知県豊橋市高師町北新切265番地5 0532-46-8521 sugino(at)izumitec.co.jp

愛知県 岡田崇 19022009 分析業 株式会社アイテックリサーチ 愛知県小牧市小松寺三丁目１５３番地 0568-41-6226 t.okada(at)i-techresearch.com

愛知県 前田裕武 19022015 分析業
株式会社環境総合リサーチ中部事
業所

愛知県岡崎市栄町4丁目1番地 0564-47-7525 y-maeda(at)ctiers.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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愛知県 後藤明成 19022024 分析業 日本環境分析センター株式会社 愛知県名古屋市北区西志賀町1-48 052-912-9910 info-nagoya(at)j-kan.co.jp

愛知県 松野博行 19022050 解体工事業 株式会社カイテック 愛知県豊橋市西幸町字東脇211-1 0532-46-8196 matsuno(at)kaitec.tv

三重県 藤原靖将 H2503045 分析業
株式会社東海テクノ松阪分析セン
ター

三重県松阪市若葉町92-1 0598-51-9490 y-fujiwara(at)tokai-techno.co.jp

三重県 堤慎一郎 H2503063 -
株式会社東海テクノ
四日市分析センター

三重県四日市市午起1丁目2番15号 059-340-7767 s-tsutsumi（at）tokai-techno.co.jp

三重県 佐々木充 H2603006 - オノケンエコシス株式会社 三重県鈴鹿市石薬師町字蟹起2906-6 059-373-1570 m.sasaki(at)onoken-eco.co.jp

三重県 田中敬明 H2603007 解体工事業 オノケンエコシス株式会社 三重県鈴鹿市石薬師町字蟹起2906-6 059-373-1750 tanaka(at)onoken-eco.co.jp

三重県 池部隆幸 H2712053 -
株式会社東海テクノ松阪分析セン
ター

三重県松阪市若葉町92-1 0598-51-9490 t-ikebe（at）tokai-techno.co.jp

三重県 宇山義隆 H2712056
解体工事業、廃

棄物処理業
株式会社高野　本社 三重県桑名市長島町葭ヶ須243-1 0594-42-3305 y.uyama(at)takano-group.jp

三重県 京谷健一郎 H2803014 建築・建設業 株式会社エヌエステック 三重県桑名市下深谷部３４５－１ 0594-29-1087 kenkyoya（at）hotmail.com

三重県 奥田栄久 H2810002 解体工事業 村田興業 三重県松阪市田村町1159番地27 0598-67-9840 mkougyou(at)mctv.ne.jp

三重県 片桐睦泰 H2911002 建築・建設業 株式会社エヌエステック 三重県桑名市下深谷部345-11 0594-29-1087 y-katagiri（at）nstech.jp

三重県 和田俊介 H3007003 分析業
株式会社東海テクノ松阪分析セン
ター

三重県松阪市若葉町92-1 0598-51-9490 s-wada（at)tokai-techno.co.jp

滋賀県 藤野敬太 H2708026 分析業 藤野石綿調査事務所 滋賀県彦根市後三条町629-6 0749-47-6456 fujino(at)fujino-as.com

滋賀県 岡本昌士 H2708045 - 岡本開発株式会社 滋賀県彦根市野田山町834-2 0749-21-3656 ok-okamoto（at）themis.ocn.ne.jp

滋賀県 衣斐稔 H2810067 解体工事業 ㈱吉勝重建滋賀支店 滋賀県長浜市西上坂町147-4 0749-64-1768 shiga(at)kitisyo.co.jp

滋賀県 村上彰 H2903031 分析業 株式会社日吉 滋賀県近江八幡市北之庄丁908番地 0748-32-5111 -

滋賀県 橋本拓也 H2903032 分析業 株式会社日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地 0748-32-5001 t.hashimoto(at)hiyoshi-es.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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京都府 中垣健 H2612009 - 株式会社近畿環境開発 京都府福知山市土師宮町1丁目17番地 0773-20-2020 info（at）kinki-eco.co.jp

京都府 香西健二 H2612063 - 株式会社ジェネス 京都市南区上鳥羽卯の花68-3 075-682-3400 kaitai（at）kk-jns.com

京都府 濱﨑耕平 H2612064 - 株式会社ジェネス 京都市南区上鳥羽卯の花68-3 075-682-3400 kaitai（at）kk-jns.com

京都府 大田英樹 H2612087 - 株式会社ジェネス 京都市南区上鳥羽卯の花68-3 075-682-3400 kaitai（at）kk-jns.com

京都府 桑山慎吾 H2612101 解体工事業 株式会社安田 京都府京都市南区吉祥院中河原里西町1-1 075-313-3270 office(at)ya-su-da.co.jp

京都府 吉村鉄守 H2612112 解体工事業 株式会社大雄工業 舞鶴市行永東町16番地の2 0773-63-6684 daiyuyoshimura(at)ybb.ne.jp

京都府 浜田孝二 H2703015 - 株式会社マルトク産業 京都市南区東九条柳下町22番地 075-672-0353 info(at)marutokusangyou.com

京都府 岩﨑勇市 H2703018 建築・建設業 甍建設株式会社 京都市山科区西野山桜ノ馬場町207番地12 075-592-3788 asb.survey.kyoto（at）gmail.com

京都府 宮崎順巳 H2703053 - 株式会社凜工業 京都市伏見区下鳥羽南三町47 075-605-0033 rinkougyou(at)dune.ocn.ne.jp

京都府 光田克吉 H2703068 - 新和環境株式会社大阪支店 大阪市福島区福島3-5-23 06-4795-5660 k.kouda(at)shinwa-eco.com

京都府 桃井康行 H2708030 建築・建設業 桃井家一級建築士事務所 京都市山科区西野櫃川町26-11 - momoie.kyoto(at)gmail.com

京都府 崎山禎英 H2810008 - 崎山禎英 京都府相楽郡精華町桜が丘１丁目５番地１０ 080-6127-5097 yoshi-saki1118(at)i.softbank.jp

京都府 廣兼宣夫 H2810009 - 株式会社凜工業 京都市伏見区下鳥羽南三町47 075-605-0033 rinkougyou(at)dune.ocn.ne.jp

京都府 村山学 H2810034 - 株式会社凜工業 京都市伏見区下鳥羽南三町47 075-605-0033 rinkougyou(at)dune.ocn.ne.jp

京都府 佐々木浩二 H2810042 建築・建設業 株式会社野村塗装店京都営業所
京都府京都市中京区壬生坊城町24番地の1-
古川勘ビル2Ｆ

075-801-7743 kyoto(at)nomura-t.jp

京都府 坂元大 H2810070 建築・建設業 有限会社ＭＩＫＡＴＡ
京都府京都市下京区西洞院通六条下ル東側
町523番地

075-353-7885 sakamoto(at)mikata-corp.jp

京都府 岡村誠志 H3007061 解体工事業 株式会社長田工業 京都府京都市伏見区中島秋ノ山町１３３－２ 075-611-6777 nagata6777（at)yahoo.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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京都府 市川文彦 H3007062 分析業 株式会社ジーエス環境科学研究所 京都市南区吉祥院新田壱ノ段町5番地 075-313-6791
fumihiko.ichikawa（at)jp.gs-
yuasa.com

京都府 野村修生 H3007067 - ダンナイ 京都市西京区嵐山内田町５０－２ 075-366-8012 dan_nigh(at)yahoo.co.jp

京都府 矢野幸治 H3007073 分析業 株式会社ジーエス環境科学研究所 京都府京都市南区吉祥院新田壱ノ段町5 075-313-6791 koji.yano(at)jp.gs-yuasa.com

大阪府 中元章博 H2503012 分析業 日本環境分析センター㈱ 大阪府摂津市千里丘5丁目16番21号 06-6380-6660 info(at)j-kan.co.jp

大阪府 三木俊和 H2503059 - 株式会社アースアプレイザルＧＦ 大阪市西区新町1-32-16 06-6537-4362 all(at)gfea.co.jp

大阪府 山本王明 H2503060 - 株式会社エルエフ関西 摂津市庄屋1-8-11 06-6170-9875 lfka（at）pony.ocn.ne.jp

大阪府 鎌田直樹 H2503062 - 株式会社エスポワール 東大阪市高井田元町2-8-5 06-6784-7200 naoki.kamada(at)espoir.co.jp

大阪府 広瀬清豪 H2503064 建築・建設業 株式会社イケウチ 大阪市淀川区三津屋南3-2-25 06-6300-1055 -

大阪府 中川英人 H2503068 -
株式会社ニチアスセムクリート
西日本営業部

大阪市中央区南船場４丁目１１-１０ 06-6252-3078 nakagawa-hd(at)nichias.co.jp

大阪府 紀平礼司 H2503070 建築・建設業 株式会社日研 大阪府堺市堺区出島町3-13-8 072-243-2151 nikken(at)nikken-web.co.jp

大阪府 東羊一 H2503071 - 日本水処理工業株式会社 大阪市北区菅原町8-14 06-6363-6370 -

大阪府 東口計 H2503074 団体職員
大阪市住宅供給公社　梅田住宅管
理センター

大阪市北区梅田１丁目2-2-700 - -

大阪府 田中光明 H2503075 - 日本水処理工業株式会社 大阪市北区菅原町8-14 06-6363-6330 tanaka.m(at)mizu-shori.com

大阪府 輪田勇久 H2503076 - 高成産業株式会社 大阪市中央区南本町３－６－１４ 06-6245-5002 i.wada(at)kosei-s.com

大阪府 田中義記 H2503088 - 株式会社ｾﾞﾈﾗﾙﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 大阪市西区北堀江1-2-27-906号 06-6531-3727 gentra-osaka(at)gol.com

大阪府 山口清 H2503089 - 株式会社ｾﾞﾈﾗﾙﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 大阪市西区北堀江1-2-27-906号 06-6531-3727 gentra-osaka(at)gol.com

大阪府 井坂典正 H2608028 - 株式会社エスポワール 東大阪市高井田元町2-8-5 06-6784-7200 tensho.isaka(at)espoir.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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大阪府 冨田知靖 H2608030 - アスカ技研株式会社 大阪府吹田市垂水町-1-29-1 06-6155-6346 -

大阪府 小西孝幸 H2608033 - 中外テクノス㈱関西支社 大阪市北区中崎西4-3-27 06-6359-5111 t.konishi(at)chugai-tec.co.jp

大阪府 蔵前武志 H2608035 -
エヌエス環境株式会社
西日本支社

大阪府吹田市垂水町2-36-27 06-6310-6222 -

大阪府 片山恭宏 H2612007 - 株式会社イケウチ 大阪市淀川区三津屋南３－２－２５ 06-6300-1021 katayama（at）ikeuchi.cc

大阪府 山田正明 H2612020 - 永大産業株式会社工事管理部 大阪市住之江区平林南2-10-60 06-6684-3025 -

大阪府 黒田浩揮 H2612023 分析業
株式会社日本保健衛生協会大阪
本社

大阪府吹田市寿町2丁目17番2号 06-6381-4381 kuroda(at)sanipro.co.jp

大阪府 松枝満佐志 H2612026 - 株式会社鴻友建設 大阪府東大阪市新池島町3-9-8 072-988-2157 info(at)koyu-k.co.jp

大阪府 昇真吾 H2612027 - 株式会社ネクサス分析センター 大阪府守口市金田町1丁目18-21 06-7171-3110 shingo-n-nexus（at）pc.zaq.jp

大阪府 徳山賢宏 H2612100 - 小倉商事株式会社 大阪市西淀川区大和田1-2-7 06-6472-4561 -

大阪府 青野顕司 H2612103 - 株式会社大林組大阪本店 大阪市北区中之島3-6-32ダイビル本館 06-6456-7158 aono.kenji（at）obayashi.co.jp

大阪府 山﨑武 H2612104 - 株式会社エスポワール 東大阪市高井田元町2-8-5 06-6784-7200 takeshi.yamasaki（at）espoir.co.jp

大阪府 武村俊二 H2612105 - 明星工業株式会社 大阪市西区京町堀1-8-5 06-6448-0455
Takemura.Shunji（at）meisei-
kogyo.co.jp

大阪府 髙瀨雅行 H2612106 -
明星工業株式会社
環境事業統括部環境部

大阪市西区京町堀１丁目８番５号 06-6448-0455
Takase.Masayuki（at）meisei-
kogyo.co.jp

大阪府 瀬野雅之 H2612107 -
一般財団法人関西環境管理技術
センター

大阪市西区川口2-9-10 06-6583-3262 -

大阪府 妹尾和江 H2612111 - リジュネビルド株式会社 大阪府枚方市堂山１丁目１３番１０号 072-847-2712 kazue_senoo（at）kida-kensetsu.jp

大阪府 長澤哲 H2612115 - 株式会社空間デザイン 大阪府吹田市垂水町3-29-2-406 06-6192-8751 nagasawa（at）sd-arc.jp

大阪府 福田賢司 H2612116 分析業 株式会社サン・テクノス 大阪府大阪市都島区善源寺町2-3-16 06-6922-0211 info(at)sunteqnos.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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大阪府 田畑晃一 H2703020 - 株式会社ALINE 堺市北区南花田町52-1 072-245-9960 tabata(at)a-line2012.com

大阪府 難波正義 H2703051 解体工事業 昇英建設株式会社 大阪府豊中市庄内西町3-5-3 06-6398-9533 -

大阪府 元田智公 H2703055 - 西松建設株式会社西日本支社 大阪市中央区釣鐘町２丁目４番７号 06-6942-9353 -

大阪府 平本雅寛 H2703058 - 株式会社大林組大阪本店 大阪市北区中之島3-6-32ダイビル本館 06-6456-7059
hiramoto.masahiro(at)obayashi.co
.jp

大阪府 國貞純一 H2703065 - 新和環境株式会社 大阪市福島区福島3-5-23 06-4795-5660 j.kunisada(at)shinwa-eco.com

大阪府 橋本直樹 H2708006 -
株式会社環境技術センター大阪支
店

大阪市浪速区幸町2-7-3
りそな・アルテ桜川ビル２階

06-6561-6336 hashimoto（at）i-kankyo.com

大阪府 福本智 H2708027 建築・建設業 株式会社建組 大阪府箕面市粟生間谷西７丁目３４番１７号 072-743-2266 s-fukumoto(at)tategumi.jp

大阪府 松木祥人 H2708032 - アスカ技研株式会社 大阪府吹田市垂水町1丁目29－1 06-6155-6346 matsuki-aska(at)kfz.biglobe.ne.jp

大阪府 佐々木好則 H2708035 - 株式会社エスポワール 東大阪市高井田元町2-8-5 06-6784-7200 sasaki（at）espoir.co.jp

大阪府 河端和也 H2712012 - 八聖株式会社 堺市堺区向陵東町3-2-1 072-276-4491 kawabata（at）hassei.co.jp

大阪府 福見節男 H2803076 建築・建設業 株式会社ソニックブーム
大阪府堺市堺区綾之町1丁1-3
永木ビルⅡ2Ｆ

072-233-2818 info(at)sonicboom-co.jp

大阪府 木野功次郎 H2803091
地方公共
団体職員

大阪府住宅まちづくり部建築指導
室審査指導課

大阪府大阪市住之江区南港北１－１４－１６ - -

大阪府 金森敬司 H2810007 廃棄物処理業 株式会社コスモ 大阪府羽曳野市郡戸50-1 072-952-8310 kanamori(at)cosmok.com

大阪府 河本永二 H2810029 建築・建設業 株式会社アムテック 大阪府堺市堺区文珠橋通１－３ 072-226-0030 amtec.co.ltd(at)kind.ocn.ne.jp

大阪府 井原久賀 H2810030 分析業 株式会社住化分析センター 大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号 06-6202-1000 hisayoshi.ihara(at)scas.co.jp

大阪府 末永浩二 H2810032 建築・建設業 株式会社大林組大阪本店 大阪市北区中之島3-6-32 06-6456-7157 suenaga.koji(at)obayashi.co.jp

大阪府 東大和 H2810033 建築・建設業 株式会社ALINE 大阪府堺市北区南花田52-1 072-245-9960 higashi(at)a-line2012.com

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。



特定建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2020年2月20日現在

※（at）は@に置き換えて下さい

都道府県 氏名 修了証明書番号 業種 連絡先名称 連絡先住所 連絡先電話番号 連絡先メールアドレス

※（一財）日本環境衛生センター修了者のうち、公開を希望される方の情報のみを掲載しております

大阪府 岡部敏男 H2810036 - ユーロフィン日本環境株式会社 大阪府吹田市広芝町15-34 06-6192-7500 toshiookabe(at)eurofins.com

大阪府 永富清高 H2810044 建築・建設業 株式会社大林組大阪本店 大阪府大阪市北区中之島3-6-32ダイビル本館 06-6456-7160
nagatomi.kiyotaka(at)obayashi.co.
jp

大阪府 櫻井勇輔 H2810046 建築・建設業 株式会社大林組大阪本店 大阪府大阪市北区中之島3-6-32ダイビル本館 06-6456-7119 sakurai.yusuke(at)obayashi.co.jp

大阪府 久保尋喜 H2810081 解体工事業 漢那商事株式会社 大阪市西淀川区中島2丁目9-47 06-6195-1272 kubo(at)kanna-shoji.jp

大阪府 加藤睦人 H2903013 解体工事業 株式会社大和産業開発 大阪府八尾市都塚202番地 072-924-3544 kato(at)daiwasangyo.net

大阪府 居川知世 H2903019 分析業 日本環境分析センター㈱ 大阪府摂津市千里丘5丁目16番21号 06-6380-6660 -

大阪府 田所裕樹 H2903054 分析業 株式会社日本保健衛生協会 大阪府吹田市寿町2丁目17番2号 06-6381-4381 tadokoro(at)sanipro.co.jp

大阪府 松井弘 H2903059 建築・建設業 株式会社大林組大阪本店 大阪府大阪市北区中之島3-6-32ダイビル本館 06-6456-7130 -

大阪府 林伸幸 H2911028 分析業 株式会社ネクサス分析センター 大阪府守口市大久保町3丁目34番10号 06-6916-8555 nas（at）n-nexus.co.jp

大阪府 新城匡司 19022043 解体工事業 株式会社大松土建 大阪府大阪市北区本庄東2-10-15 06-6371-2863 info(at)daimatu.co.jp

大阪府 山本雅也 19022049 分析業 株式会社エルエフ関西 大阪府摂津市庄屋1丁目8番11号 06-6170-9875 lfka(at)pony.ocn.ne.jp

大阪府 﨑治彦 19022059 分析業 大阪環境保全株式会社 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目6番17号 06-6609-5381 bunseki(at)osaka-env.co.jp

大阪府 香川誠子 19022061 建築・建設業 新和環境株式会社 大阪市福島区福島3-5-23 06-4795-5660 s.kagawa(at)shinwa-eco.com

大阪府 山田敬介 19022063 分析業 株式会社総合水研究所 大阪府堺市堺区神南辺町1-4-6 072-224-3532 yamada(at)mizuken.com

大阪府 本間秀典 19122007 工事業 秀工業株式会社 大阪市住之江区平林南2-2-28 080-6399-2309 hide-kougyou(at)hotmail.com

大阪府 松浦任宏 19122035 分析業 株式会社サン・テクノス 大阪府大阪市都島区善源寺町2-3-16 06-6922-0211 info(at)sunteqnos.co.jp

大阪府 田渕雅弘 19122060 分析業 株式会社サン・テクノス 大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号 06-6922-0211 info(at)sunteqnos.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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兵庫県 林弘行 H2503061 建築・建設業
株式会社オイコスジャパン一級建
築士事務所

兵庫県加東市社796番地の3 0795-38-7021 oikosujp-hh(at)crocus.ocn.ne.jp

兵庫県 繁田耕一 H2503065 - 伊藤硝子産業株式会社 神戸市兵庫区大開通10丁目1-8 078-576-6465 skykou24(at)gmail.com

兵庫県 山本薫 H2503067 - 株式会社兵庫確認検査機構 兵庫県姫路市南条434番地（大翔ビル） 079-289-3558 k-yamamoto(at)kakunin.co.jp

兵庫県 小林大記 H2608009 - （株）アスベスト調査センター - - -

兵庫県 小谷忠弘 H2608034 - 伊藤硝子産業株式会社 兵庫県神戸市兵庫区大開通10-1-8 078-576-6465 gonta-iwa(at)castle.ocn.ne.jp

兵庫県 永万泰 H2612005 -
株式会社兵庫確認検査機構
神戸支店

兵庫県神戸市中央区東町113番地1大神ビル５
階502

078-392-6660 naga（at）kakunin.co.jp

兵庫県 戸澤光弘 H2612006 - 株式会社兵庫確認検査機構 兵庫県姫路市南条４３４番地 079-289-3002 tozawa（at）kakunin.co.jp

兵庫県 友田貴士 H2612021 - 豊友工業有限会社 兵庫県豊岡市加陽1770番地の1 0796-52-5028 t.hoyukogyo(at)gmail.com

兵庫県 梶川茂 H2612025 分析業
中外テクノス株式会社関西技術セ
ンター

神戸市西区井吹台東町7-3-7 078-997-8000 s.kajikawa(at)chugai-tec.co.jp

兵庫県 風巻良平 H2612028 - ＤＫマテリアル株式会社 兵庫県尼崎市七松町1丁目20-17 06-6430-5885 ｄｋ_kazamaki（at）yahoo.cp.jp

兵庫県 坂本修一 H2612099 - 朝日建設 西宮市津門呉羽町７番１４号 090-3269-0875 s.s.asahi（at）nifty.com

兵庫県 澤田圭 H2612102 -
株式会社MCエバテック尼崎分析セ
ンター

兵庫県尼崎市大浜町2丁目30番地 06-6417-7775 sawada.kei(at)ma.tkcc.co.jp

兵庫県 北林義則 H2703016 - 立建設株式会社 兵庫県姫路市西延末269-6 079-297-2130 kitabayashi(at)ryukensetsu.co.jp

兵庫県 山田正和 H2703038 - 株式会社伊藤テック 尼崎市武庫元町1-29-3 06-6431-1104 m-yamada(at)itopen.co.jp

兵庫県 村上博通 H2703048 - 株式会社村上建築設計室 兵庫県姫路市元塩町120番地 079-288-8828 m55729(at)mura-ao.co.jp

兵庫県 小林徹 H2703049 解体工事業 株式会社シマブンコーポレーション 兵庫県神戸市灘区岩屋中町4丁目2番7号 078-802-9301 toru_kobayashi(at)shimabun.co.jp

兵庫県 松元将太 H2703059 - 伊藤硝子産業株式会社 神戸市兵庫区大開通10-1-8 078-576-6465
syouta_matsumoto(at)itoh-
glass.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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兵庫県 稲山友紀 H2703061 - エージ―ディーピー株式会社 兵庫県姫路市京口町１３ 079-280-3646 tomoki(at)agdp.jp

兵庫県 市原直尚 H2708028 -
NPO法人ひょうご労働安全衛生セ
ンター

神戸市中央区古湊通1丁目2－5-3F 078-382-2118 npo-hoshc（at）amail.plala.or.jp

兵庫県 上田裕司 H2708031 - 株式会社環境ソルテック 兵庫県高砂市荒井町新浜１－２－１ 079-443-6508 y_ueda（at）k-soltech.co.jp

兵庫県 岡田弥 H2708033 分析業
（公財）ひょうご環境創造協会環境
技術事業本部業務サービス課兼分
析技術課

兵庫県神戸市須磨区行平町3-1-18 078-735-2772 w-okada(at)eco-hyogo.jp

兵庫県 巴貞行 H2708034 - 尼崎市 - -
tomoe-sadayuki（at）
city.amagasaki.hyogo.jp

兵庫県 北原誠 H2810027
地方公共
団体職員

西宮市役所 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号 0798-35-3802 makohara(at)nishi.or.jp

兵庫県 宮森忠則 H2810041 コンサル 合同会社メゾワークス 兵庫県明石市西明石西町１－１４－１０－２０４ 090-5973-4103 miyamori(at)mezzo-works.jp

兵庫県 高橋正旭 H2810045 - 株式会社パックサービス 尼崎市塚口町2-1-1 06-6421-1515
mtakahashi(at)myhome-
check.com

兵庫県 林山祐子 H2903005 建築・建設業 株式会社オイコスジャパン 兵庫県加東市社796番地の3 0795-38-7021 -

兵庫県 西岡敏夫 H2903006 建築・建設業 株式会社オイコスジャパン 兵庫県加東市社796番地の3 0795-38-7021 -

兵庫県 喬橋佳 H3007050 分析業 中外テクノス(株)関西技術センター 兵庫県神戸市西区井吹台東町7丁目3-7 078-997-8000 -

兵庫県 髙橋宏知 19022033 分析業 株式会社兵庫分析センター 兵庫県姫路市広畑区正門通4丁目10-8 079-236-9446 hac(at)hyobun.co.jp

兵庫県 大西秀和 19022052 建築・建設業 えびす建築工房株式会社 兵庫県西宮市津門稲荷町２－２１ 090-8983-7371 info(at)ebis-kk.com

兵庫県 八木洋行 19022055 分析業 株式会社環境ソルテック 兵庫県高砂市荒井町新浜1-2-1 079-443-6508 yagi(at)k-soltech.co.jp

兵庫県 木村正歩 19122026 建築・建設業 伊藤硝子産業株式会社 神戸市兵庫区大開通10丁目1-8 078-576-6465 masaho_kimura(at)itoh-glass.co.jp

兵庫県 稲岡順一 19122045 分析業
公益財団法人ひょうご環境創造協
会

兵庫県神戸市行平町3丁目1-18 078-735-2772 -

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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兵庫県 前田ひかる 19122056 コンサル
アサヒコンサルタント株式会社　兵
庫支社

兵庫県姫路市三左衛門堀西の町66番地 079-287-6660 maeda(at)asahic.co.jp

奈良県 井窪定之 H2703047 -
野村興産株式会社ヤマト環境セン
ター

奈良県宇陀市菟田野大澤55番地 0745-84-2822 s.ikubo(at)nomurakohsan.co.jp

奈良県 椋本玲子 H2708039 - 株式会社椋本工務店 奈良県五條市岡町2392番地 0747-24-2568 muku-01（at）m4.kcn.ne.jp

奈良県 松井誠 H2712010 分析業 有限会社奈良環境調和研究所 奈良県桜井市粟殿１００７－６ 0744-49-3744 matsui(at)narakankyo.co.jp

奈良県 椋本純央 H2712011 - 株式会社椋本工務店 奈良県五條市岡町２３９２番地 0747-24-2568 muku-01（at）m4.kcn.ne.jp

奈良県 橋本和宜 H2810064 その他
株式会社コンクリート診断センター
大阪支店

大阪府大阪市中央区北浜東4-33-北浜ネクス
ビル

06-4791-3151
hashimoto-kazuyoshi(at)cons-
hd.co.jp

奈良県 川上竜佑 H2903007
地方公共
団体職員

奈良県庁 奈良県大和郡山市満願寺町60-1 0743-51-0209 -

和歌山県 小林和男 H2603002 - 小林ＧＣＯ 和歌山県岩出市赤垣内１７－５ 0736-62-0227 yabachan(at)gamma.ocn.ne.jp

和歌山県 桐谷宣廣 H2703050 - 株式会社永勝商会 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅1671-1 0737-63-0028 eisho(at)silk.plala.or.jp

和歌山県 橋爪政裕 H2708029 - 株式会社永楽 和歌山市善明寺727-29 073-412-7222 eiraku（at）wakayama.zaq.jp

和歌山県 東出泰明 H2708046 - 有限会社三明建設 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬3522番地 090-7097-2541 miraitrain-hyper（at）za.ztv.ne.jp

和歌山県 和田譲治 H2708047 - 和建技術株式会社 和歌山県和歌山市紀三井寺532番地の2 073-447-1853 j-wada(at)waken-eng.com

鳥取県 桑本功一 H2603016 コンサル 株式会社　あおい総合設計 鳥取県米子市皆生６丁目１番２５号 0859-34-5811 k.kuwamoto2(at)aoi-a.jp

鳥取県 清水淳子 H2703032 -
一般社団法人
鳥取県産業環境協会

鳥取県鳥取市南安長2丁目85番地 0857-29-1154
gc-sangyo-
kankyo(at)water.ocn.ne.jp

鳥取県 青木衆治 H2703052 - 株式会社ミテック 鳥取県米子市吉谷217 0859-26-5200 s.aoki(at)mitec-yonago.co.jp

鳥取県 佐野琢也 H2703067 -
サンイン技術コンサルタント株式会
社

鳥取県米子市昭和町25番地1 0859-32-3308 t.sano(at)sanin-gc.co.jp

鳥取県 重森貴志 H2712061 -
サンイン技術コンサルタント株式会
社

鳥取県米子市昭和町25番地1 0859-32-3308 t.shigemori（at）sanin-gc.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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鳥取県 米田明真 H2712062 -
一般社団法人
鳥取県産業環境協会

鳥取県鳥取市南安長2丁目85番地 0857-29-1154
gc-sangyo-
kankyo(at)water.ocn.ne.jp

鳥取県 原田暁博 H2903044 分析業
エヌエス環境株式会社中四国支店
鳥取営業所

鳥取県鳥取市南安長2-11 0857-39-1510 -

鳥取県 船川八栄乃 19022047 コンサル
アサヒコンサルタント株式会社米子
支社

鳥取県米子市熊党80-2 0859-27-6667 -

島根県 友重善博 H2612098 - 高橋建設（株） 島根県益田市遠田3815-1 0856-23-2344
ｙ_tomoshige（at）takahashi-
kensetu.com

島根県 岩佐陽二 H2703062 - 株式会社ノリコー 島根県松江市東出雲町意宇南2-5-2 0852-61-1777 iwasa(at)noricoh.jp

島根県 中田武 H2712060 分析業
公益財団法人島根県環境保健公
社

島根県松江市古志原1丁目4番6号 0852-24-0031 t-nakata(at)kanhokou.or.jp

島根県 佐藤康一 H2911016 解体工事業 株式会社宏田屋 島根県松江市西嫁島三丁目3番22号 0852-24-3735 info(at)eco-hirotaya.jp

島根県 内田功一 H2911018 解体工事業 株式会社丸共 島根県仁多郡奥出雲町馬馳９７－２ 0854-54-1701 mail(at)0kyo.jp

島根県 三島洋平 19072012 分析業
公益財団法人島根県環境保健公
社

島根県松江市古志原1丁目4番6号 0852-24-0031 y-mishima(at)kanhokou.or.jp

島根県 井口智幸 19122032 建築・建設業 有限会社山﨑組 島根県大田市久手町刺鹿2290-5 0854-82-8253 info(at)ecoyamasaki.co.jp

岡山県 三宅啓介 H2503051 -
㈱三造試験センター
（ｻﾝｿﾞｳｼｹﾝｾﾝﾀｰ)

岡山県玉野市玉３－１－１ 0863-23-2620 keisuke(at)mes.co.jp

岡山県 山下庸介 H2503072 -
一般財団法人淳風会
環境管理課

岡山県岡山市南区古新田1112 086-281-5050 sokutei(at)junpukai.or.jp

岡山県 原田康裕 H2608032 -
大建工業株式会社
環境測定分析センター

岡山県岡山市南区海岸通2-5-8 086-262-1427 p4641(at)dmail.daiken.co.jp

岡山県 赤木亮介 H2612095 - 株式会社サンキョウ‐エンビックス 岡山県岡山市南区米倉66-2 086-242-1035 kikaku（at）sankyo-ltd.co.jp

岡山県 石川宣文 H2708050 - 株式会社大本組 岡山県岡山市北区内山下１－１－１３ 086-227-5159 ishikawan（at）gw.ohmoto.co.jp

岡山県 千田利幸 H2712017 - 株式会社アステック 岡山県岡山市南区三浜町1丁目3番25号 086-239-6865 astec.68（at）royal.ocn.ne.jp

岡山県 尾﨑友勇 H2810028 建築・建設業 株式会社ディアテック 岡山県岡山市南区西市６４５－１ 086-805-8588 dirtec(at)orion.ocn.ne.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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岡山県 筑摩道隆 H2810074 建築・建設業 株式会社アクティー 岡山県岡山市中区海吉2000-14 086-274-8808 chikuma(at)acty-okayama.co.jp

岡山県 永山一 H2903014 建築・建設業 株式会社ディアテック 岡山県岡山市南区西市６４５－１ 086-805-8588 dirtec(at)orion.ocn.ne.jp

岡山県 樋口大輔 H2903015 建築・建設業 株式会社ディアテック 岡山県岡山市南区西市６４５－１ 086-805-8588 dirtec(at)orion.ocn.ne.jp

岡山県 島崎潤 19122004 建築・建設業 株式会社　大本組 岡山県岡山市北区内山下1-1-13 086-227-5159 shimazaki(at)gw.ohmoto.co.jp

広島県 三谷勇義 H2503043 - 株式会社アサヒテクノリサーチ 広島県大竹市晴海2丁目10番22号 0827-59-1800 mitani.i(at)asahigrp.co.jp

広島県 伴丈修 H2503077 - 株式会社アサヒテクノリサーチ 広島県大竹市晴海2丁目10番22号 0827-59-1800 banjo(at)asahigrp.co.jp

広島県 土本英記 H2503080 -
中外テクノス㈱本部環境技術セン
ター

広島県広島市西区横川新町9-12 082-295-2343 h.tsuchimoto(at)chugai-tec.co.jp

広島県 木村真二 H2612088 分析業 富士企業株式会社環境技術部 広島県広島市佐伯区楽々園四丁目６－１９ 082-923-9957 s.kimura(at)fuji-nt.co.jp

広島県 関野仁 H2612096 - 株式会社アサヒテクノリサーチ 広島県大竹市晴海2丁目10番22号 0827-59-1800 sekino（at）asahigrp.co.jp

広島県 古田敦美 H2612097 - ラボテック株式会社
広島県広島市佐伯区
五日市中央6-9-25

082-921-5531 koda（at）labotec.co.jp

広島県 畠迫剛信 H2712058 - （一財）広島県環境保健協会 広島県広島市中区広瀬北町9番1号 082-293-1511
takanobu.hatasako(at)kanhokyo.o
r.jp

広島県 船崎尊春 H2712059 コンサル 「尊」デザイン＆ドクターオフィス 広島県広島市中区江波南２丁目 082-294-0966 takabou(at)bird.ocn.ne.jp

広島県 木村宣仁 H2712063 - 株式会社アサヒテクノリサーチ 広島県大竹市晴海2丁目10-22 0827-59-1800 kimura_n（at）asahigrp.co.jp

広島県 竹田敦子 H2712064 - 鹿島建設株式会社中国支店
広島県広島市南区段原南1-3-53
広島イーストビル

082-553-7930 -

広島県 馬本宣典 H2712065 - 鹿島建設株式会社中国支店
広島県広島市南区段原南1-3-53
広島イーストビル

082-553-7930 -

広島県 尾崎貴英 H2803048 - 株式会社アサヒテクノリサーチ 広島県大竹市晴海2丁目10-22 0827-59-1800 osaki(at)asahigrp.co.jp

広島県 山本陽祐 H2803049 - 株式会社アサヒテクノリサーチ 広島県大竹市晴海2丁目10-22 0827-59-1800 yamamoto_y(at)asahigrp.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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広島県 大本拓史 H2803075 分析業 株式会社日本総合科学 広島県福山市箕島町南丘399番地46 084-981-0181 -

広島県 砂田淳一 H2803087 建築・建設業 株式会社TES 広島県安芸郡坂町横浜西二丁目4番32号 082-516-4300 j.sunada(at)kktes.jp

広島県 水本真太郎 H2810025 コンサル 中外テクノス株式会社 広島県広島市西区横川新町9-12 082-295-2343 s.mizumoto(at)chugai-tec.co.jp

広島県 脇坂大輔 H2810037 建築・建設業 鹿島建設株式会社中国支店
広島県広島市南区段原南1-3-53広島イースト
ビル

082-553-7931 -

広島県 末本友幸 H2903040 解体工事業 有限会社浜井興業 広島県広島市東区上温品2丁目11－14 082-847-2706 hamaikougyou(at)nifty.com

広島県 柳迫武治 H2903042 建築・建設業 株式会社増岡組 広島県広島市中区鶴見町4-25（増栄ビル内） - -

広島県 岩田昌仙 H3007054 分析業
中外テクノス株式会社本部環境技
術センター

広島県広島市西区横川新町9-12 082-295-2263 m.iwata（at)chugai-tec.co.jp

広島県 井手本精 19022014 分析業
中外テクノス株式会社環境事業本
部

広島県広島市西区横川新町9-12 082-295-2263 s.idemoto(at)chugai-tec.co.jp

広島県 池上寛記 19122006 - - - - -

山口県 清水恵二 H2712033 -
株式会社太平洋コンサルタント西
日本技術部

山口県山陽小野田市大字小野田6276 0836-83-3358 Keiji_Shimizu(at)taiheiyo-c.co.jp

山口県 藤井康史 H2803004 建築・建設業 有限会社藤井商会 山口県下関市長府印内町９番１８号 083-245-0196 tetunarifujii(at)nifty.com

山口県 末廣征士 H2803006 建築・建設業 （有）岩国コレクトサービス 山口県岩国市山手町４丁目4-20 0827-23-2323 yoneda-k(at)ms5.megaegg.ne.jp

山口県 兼重晋 H2810003 建築・建設業 株式会社トップアスリート 山口県周南市野村3丁目1番1号 0834-64-8033 topathelete(at)gmail.com

山口県 藏重智也 H2810006 建築・建設業 有限会社岩国コレクトサービス 山口県岩国市山手町4丁目４－２０ 0827-23-2323 yoneda-K（at)ms5.megaegg.ne.jp

徳島県 古屋伸明 H2612118 - 鹿島建設㈱四国支店 徳島県徳島市川内町加賀須野463-1 088-665-1706 -

徳島県 木村貴志 H2703022 - 株式会社環境防災 徳島県徳島市鮎喰町一丁目57番地 088-632-0190 t-kimura(at)kan-bou.jp

徳島県 森川悌 H2708005 - ㈱環境防災 徳島市鮎喰町1-57 088-632-0190 -

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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徳島県 末松知也 H2708049 - 株式会社環境防災 徳島県徳島市鮎喰町一丁目57番地 088-632-0190 t-suematsu(at)kan-bou.jp

徳島県 工藤誠一郎 19022040 コンサル 工藤誠一郎建築地域研究所 徳島市南佐古一番町４－１４ 088-625-6346 kudo(at)mb.tcn.ne.jp

香川県 谷博士 H2608049 - 株式会社環境技術研究所 香川県高松市成合町823-1 087-886-5156 kankyou(at)clock.ocn.ne.jp

香川県 井上勇朝 H2708051 - 四国計測工業株式会社
香川県仲多度郡多度津町
南鴨200番地1

050-8802-3745 inoueh1173(at)yonkei.co.jp

香川県 小善勇夫 H2708052 - 西松建設㈱四国支店 香川県高松市番町3-8-11 087-831-1431 -

香川県 新池谷智也 H2708053 - バンドーレテック(株) 高松市鶴市町１番地 087-882-8186 shiniketani（at）bando-retec.com

愛媛県 深川直美 H2712035 - 株式会社伊藤開発 愛媛県新居浜市船木甲4193 0897-41-7789 itokawarafunaki（at）yahoo.co.jp

愛媛県 玉井昌宏 H2911046 分析業
帝人エコ・サイエンス株式会社松山
事業所

愛媛県松山市西垣生町2345番地-帝人㈱松山
事業所内

089-971-5818 m.tamai（at）teijin.co.jp

愛媛県 小川隆行 19122050 分析業 株式会社しまなみ環境計測 愛媛県今治市片山２丁目９番１３号 0898-25-4131 ta-ogawa(at)soukikaku.co.jp

高知県 二川博太 H2708048 - 株式会社二川設計 高知県高知市重倉1477-1 088-845-6611 info（at）futagawa-sekkei.co.jp

高知県 上田晃大 H2712013 - 株式会社ﾚﾎﾞﾃｯｸ・ｸﾘｰﾝ 高知県高知市春野町西分1794番地2 088-894-6840 akihiro-u(at)rebokuri.co.jp

高知県 山崎誉志 H2810024 分析業 株式会社東洋電化テクノリサーチ 高知県高知市萩町二丁目2番25号 088-834-4836
takashi-
yamasaki(at)tdtechno.co.jp

高知県 影山昭広 19022018 分析業
株式会社東洋技研環境技術セン
ター

高知県南国市十市4465-19 088-837-6690
toyo2-sample(at)toyogiken-
kochi.co.jp

福岡県 小栁祐輔 H2503026 - 有限会社アース・クリーン 荒尾市万田1578番地の10 0968-64-1567 earthclean(at)diary.ocn.ne.jp

福岡県 撫尾昭 H2603015 -
公益財団法人福岡県すこやか健康
事業団環境科学センター

- 0942-44-5000 a-utsuo(at)sukoken.or.jp

福岡県 服部伸児 H2612010 建築・建設業 株式会社ハットリ 福岡市博多区東那珂2-2-11 092-432-4780 info(at)yamakasa.co.jp

福岡県 秋野健一 H2612085 -
一般財団法人西日本産業衛生会
環境測定センター北九州事業部

福岡県北九州市八幡東区山王1-11-1 093-671-3575 n4k.akino（at）kitakyu-hp.or.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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福岡県 古謝貴之 H2612091 - 鹿島建設(株)九州支店 福岡市博多区博多駅前3-12-10 092-481-8037 -

福岡県 三木孝司 H2612092 - 九電産業株式会社環境部 福岡県福岡市東区名島2丁目１８－２０ 092-671-2998 kouji_miki（at）kyudensangyo.co.jp

福岡県 長和幸 H2703041 建築・建設業 株式会社ニシムラ 福岡市南区柏原4丁目27－5 092-212-4010 -

福岡県 小島愛 H2703046 - 株式会社アースアプレイザル九州
福岡市博多区博多駅東2丁目5-19
サンライフ第3ビル3階

092-474-2005 ai-kojima(at)ea-q.co.jp

福岡県 大島辰治 H2708074 - 株式会社アースフィールド・プロ 福岡県古賀市今の庄1丁目8-3-1F 092-943-4225 oshima（at）earthfieldpro.com

福岡県 松本憲一良 H2803005 分析業
日鉄テクノロジー株式会社八幡事
業所

福岡県北九州市戸畑区飛幡町2番1号 093-872-5401
matsumoto.kenichiro.4pd(at)nste
c.nipponsteel.com

福岡県 尾川俊也 H2803045 分析業 九電産業株式会社環境部 福岡市東区名島2丁目18-20 092-671-2998
toshiya_ogawa(at)kyudensangyo.c
o.jp

福岡県 松元秀樹 H2803051 建築・建設業 鹿島建設（株）九州支店 福岡市博多区博多駅前三丁目12番10号 092-481-8037 mhide(at)kajima.com

福岡県 平松孝文 H2803053 コンサル
株式会社建設環境コンサルティン
グ福岡支店

福岡市博多区博多駅前１－２１－２８ 092-434-9055
hiramatsu-takafumi(at)cons-
hd.co.jp

福岡県 竹内佳樹 H2810026 コンサル エヌエス環境株式会社福岡営業所 福岡県福岡市南区井尻2丁目21-36 092-574-9390 takeuchi-y(at)ns-kankyo.co.jp

福岡県 吉田祐一郎 H2810040 分析業
一般財団法人西日本産業衛生会
環境測定センター北九州事業部

北九州市八幡東区東田1－4－8 093-671-3575 n4y.yoshida(at)kitakyu-hp.or.jp

福岡県 河野博之 H2903028 分析業 環境テクノス株式会社 北九州市戸畑区中原新町２－４ 093-883-0150 kawano(at)kan-tec.co.jp

福岡県 篠田晃 H2903043 分析業 株式会社E-SYSTEM分析センター 福岡県福岡市東区松島4-6-14 092-627-3222 shinoda(at)esys1996.com

福岡県 元村充希 H2903056 分析業 一般財団法人九州環境管理協会 福岡県福岡市東区松香台1-10-1 092-662-0410 -

福岡県 野添大輔 H2903058 分析業
日鉄住金テクノロジー株式会社八
幡事業所

福岡県北九州市戸畑区飛幡町2番1号 093-872-5418 nozoe-daisuke(at)nsst.jp

福岡県 今給黎佳仁 H2911033 - 株式会社大林組九州支店 福岡市博多区下川端町9-12-福岡武田ビル 092-271-3811 -

福岡県 北野満誉 H3007044 分析業 中外テクノス株式会社九州支店 福岡県福岡市博多区東那珂2丁目20番35号 092-778-1122 m.kitano（at)chugai-tec.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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福岡県 有田佑介 H3007046 分析業 中外テクノス株式会社九州支店 福岡市博多区東那珂2丁目20番35号 092-778-1121 y.arita(at)chugai-tec.co.jp

福岡県 緒方正博 H3007058 建築・建設業 株式会社エスエスオーエム 福岡県行橋市中央1-6-28 0930-24-7837 ssom1(at)icloud.com

福岡県 市後﨑隆則 H3007063 分析業
一般財団法人西日本産業衛生会
環境測定センター北九州事業部

福岡県北九州市八幡東区東田1丁目4番8号八
幡健診プラザ３階

093-671-3575 n4t.ichigo（at)kitakyu-hp.or.jp

福岡県 村井仁 H3007069 コンサル エヌエス環境株式会社福岡営業所 福岡県福岡市南区井尻2丁目21-36 092-574-9390 murai-m(at)ns-kankyo.co.jp

福岡県 静間正俊 H3007070 分析業
株式会社静環検査センター福岡支
店

〒812-0016福岡県福岡市博多区博多駅南6-
4-25

092-260-3971 fukuoka（at)seikankensa.co.jp

福岡県 原伸彦 19022004 解体工事業 松田都市開発株式会社 福岡県福岡市博多区東比恵2-18-12 092-411-4811 -

福岡県 堤健之輔 19022023 分析業 株式会社アースフィールド・プロ
福岡県古賀市今の庄1丁目8番３号パシフィック
古賀

092-943-4225 -

福岡県 濱野啓 19022048 コンサル
株式会社建設環境コンサルティン
グ福岡支店

福岡市博多区博多駅前１－２１－２８ 092-434-9055 hamano-kei(at)cons-hd.co.jp

福岡県 黒田満 19022060 コンサル
株式会社建設環境コンサルティン
グ福岡支店

福岡市博多区博多駅前1-21-28 092-434-9055 -

佐賀県 山下豪紀 H2503082 -
株式会社ハットリ工業
事業本部

神埼市神埼町尾崎3810 0952-52-2222 kanzaki-info(at)hattori-k.net

佐賀県 下村義隆 H2612083 -
一般財団法人
佐賀県環境科学検査協会

佐賀県佐賀市光一丁目1番2号 0952-22-1651 shimomura（at）sakankyo.net

佐賀県 永ノ間俊輔 H2903037 分析業
一般財団法人佐賀県環境科学検
査協会

佐賀県佐賀市光１丁目１番２号 0952-22-1651 naganoma(at)sakankyo.net

佐賀県 深川大輔 19022053 分析業 環境保全株式会社九州支社 佐賀県多久市北多久町大字小侍782-1 0952-75-4936
kankyouhozen-
kyusyu(at)saga.email.ne.jp

佐賀県 大坪昌義 19122031 分析業
一般財団法人　佐賀県環境科学検
査協会

佐賀県佐賀市光1丁目1-2 090-9587-3328
masayoshi-
ohtsubo(at)sakankyo.net

長崎県 川棚浩二 H2503079 - 株式会社微研テクノス 佐世保市白岳町166-1 0956-31-9557 eigyou(at)biken-t.co.jp

長崎県 網谷知博 H2603045 - （公社）長崎県食品衛生協会
長崎県西彼杵郡長与町
斉藤郷1006-10

095-814-5757 kankyo(at)nsek.or.jp

長崎県 山下浩二 H2608010 - 株式会社環境衛生科学研究所 長崎県長崎市田中町603番3 095-834-0250 k_yamashita(at)ec-kaken.co.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。



特定建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2020年2月20日現在

※（at）は@に置き換えて下さい

都道府県 氏名 修了証明書番号 業種 連絡先名称 連絡先住所 連絡先電話番号 連絡先メールアドレス

※（一財）日本環境衛生センター修了者のうち、公開を希望される方の情報のみを掲載しております

長崎県 松尾英樹 H2612086 その他 西部環境調査株式会社 長崎県佐世保市三川内新町26-1 0956-20-3232 hideki-m(at)serc.jp

長崎県 中村尚 H2708014 - 株式会社微研テクノス 長崎県佐世保市白岳町166-1 0956-31-9557 eigyou（at）biken-t.co.jp

長崎県 楠本孝彦 H2708076 - 共和産業株式会社 長崎県佐世保市鹿子前町９４７番地 0956-28-6368 kyouwa-co（at）h2.dion.ne.jp

長崎県 後藤由佳 H2712034 -
公益社団法人長崎県食品衛生協
会

長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1006-10 095-814-5757 goto-yuka(at)nsek.or.jp

長崎県 松尾維典 19022028 分析業 株式会社環境衛生科学研究所 長崎県長崎市田中町６０３番３ 095-834-0250 -

長崎県 有吉研一 19072056 建築・建設業 アイテック佐世保㈱長崎支店 長崎市鳴見町278番地 095-865-6501 nagasaki(at)itec-k.co.jp

熊本県 鹿島清海 H2503086 - エフ・エム・クリーン（株） 人吉市大畑麓町字鈴野4123番地 0966-23-1381 f.m.c(at)circus.ocn.ne.jp

熊本県 岡崎安亮 H2603043 - 有限会社岡崎工業 熊本県八代市郡築七番町２番地１ 0965-33-1967 okazaki-kogyo(at)magma.jp

熊本県 金田洋 H2603046 - 株式会社前田産業 熊本市南区島町5丁目7番3号 096-358-6600 h.kaneda(at)maedasangyo.co.jp

熊本県 上野進 H2603047 - ニチゴー九州(株) 熊本県宇土市北段原町２３０ 090-5487-9446 taiki(at)nk-kankyo.co.jp

熊本県 松本紹宏 H2612094 - 株式会社星山商店 熊本県熊本市東区吉原町10-1 096-349-7870 matsumoto.a（at）hosiyama.co.jp

熊本県 瀬川章三 H2703045 - 株式会社三計テクノス 熊本市東区御領5-6-53 096-388-1222 ｓａｎｋｅｉｔｅｃｈ(at)ｙｂｂ．nｅ．Ｊｐ

熊本県 松本正治 H2708004 - 株式会社星山商店 熊本県熊本市東区吉原町10-1 096-349-7870 matsumoto.m（at）hosiyama.co.jp

熊本県 小山信隆 H2803055 - ニチゴー九州株式会社 熊本県宇土市北段原町230 080-8369-0735 taiki(at)nk-kankyo.co.jp

熊本県 南部一秀 H2810085 分析業 株式会社野田市電子 熊本県熊本市中央区世安町335番地 096-322-0167 nanbu(at)nodaichikankyo.co.jp

熊本県 原岡済治 H2903052 コンサル エヌエス環境株式会社熊本営業所 熊本県熊本市東区保田窪本町8-18-101 096-206-9681 kyushu(at)ns-kankyo.co.jp

熊本県 吉村靖輝 H2911011 - 株式会社朝日環境分析センター 熊本県八代市新港町２丁目２－８ 0965-37-1377 bunseki（at）mx71.tiki.ne.jp

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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熊本県 田村公二 19022030 コンサル 株式会社調査診断センター 熊本県熊本市東区尾ノ上4丁目11-109 096-365-9650 center(at)gaea.ocn.ne.jp

熊本県 酒井安徳 19122040 解体工事業 株式会社Y'sプランニング 熊本市南区十禅寺２丁目３－２１ 096-355-5299 -

大分県 髙井亮 H2603044 分析業
公益社団法人大分県薬剤師会検
査センター

大分県大分市大字豊饒字光屋441番地1 097-544-4400 soumu(at)oitakensa.jp

大分県 岡光一 H2708003 分析業
一般財団法人西日本産業衛生会
環境測定センター大分事業部

大分県大分市高城南町11-7 097-552-8366 k_oka(at)kitakyu-hp.or.jp

大分県 中渡瀬真樹 19022021 分析業
公益社団法人大分県薬剤師会検
査センター

大分県大分市大字豊饒字光屋441番地1 097-544-4400 soumu(at)oitakensa.jp

大分県 三股洋之 19022022 分析業
公益社団法人大分県薬剤師会検
査センター

大分県大分市大字豊饒字光屋441番地1 097-544-4400 soumu(at)oitakensa.jp

大分県 弦本忠嗣 19022056 分析業 環境測定センター大分事業部 大分県大分市高城南町11-7 097-552-8366 t_tsurumoto(at)kitakyu-hp.or.jp

大分県 福田康介 19122017 建築・建設業 株式会社　日栄 大分市乙津町8-8 097-521-6171 fukuda(at)kabu-nichiei.co.jp

宮崎県 安在眞吉 H2603014 - ダンパック工業株式会社 宮崎市阿波岐原町前浜4276-1061 0985-27-8742 s.anzai.dp(at)gaea.ocn.ne.jp

宮崎県 岩切優太 H2612089 分析業
公益財団法人宮崎県環境科学協
会

宮崎県宮崎市大字田吉6258-20 0985-51-2077
yuta_iwakiri(at)miyazaki-
kankyo.or.jp

宮崎県 原田忠男 H2703007 解体工事業 原田建設株式会社 宮崎県宮崎市下北方町井尻5362-5 0985-24-7463 info(at)haradakk.jp

宮崎県 黒木誠太郎 H2708075 - 株式会社アクア分析センター 宮崎県都城市下川東2丁目13-12 0986-26-6114 kuroki(at)aqua-bunseki.com

宮崎県 髙橋潤次 H2712032 分析業
公益財団法人宮崎県環境科学協
会

宮崎県宮崎市大字田吉字ヅンブリ6258-20 0985-51-2077
takahashi（at）miyazaki-
kankyo.or.jp

宮崎県 田尻裕貴 H2803054 分析業 株式会社東洋環境分析センター 宮崎市田代町100番地 0985-24-1122 tajirix(at)let-toyokankyo.com

宮崎県 岩元宏治 19072033 分析業
公益財団法人　宮崎県環境科学協
会

宮崎県宮崎市大字田吉字ヅンブリ6258-20 0985-51-2077
k_iwamoto(at)miyazaki-
kankyo.or.jp

鹿児島県 濵田勇治 H2612082 - 有限会社浜田産業 鹿児島県鹿屋市下高隈町5708-2 0994-45-2140
hamada-sangyou（at）
viola.ocn.ne.jp

鹿児島県 東正樹 H2612084 -
株式会社鹿児島環境測定分析セン
ター

鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5番地11 099-201-4177
bunseki（at）kagoshima-
kankyo.com

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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鹿児島県 上村宗幸 H2612093 - 有限会社スペース・コモド 鹿児島県鹿児島市下荒田３丁目7-6 099-286-1586 s.comodo（at）feel.ocn.ne.jp

鹿児島県 山下和博 H2703044 建築・建設業 株式会社吉丸組 鹿児島県鹿児島市玉里町２０番４０号 099-226-7150 info(at)yoshimarugumi.co.jp

鹿児島県 勝間大介 H2803042 建築・建設業 永田重機土木株式会社 鹿児島県鹿児島市川上町2216-1 099-244-3388 d-katsuma(at)nagatajyuuki.jp

鹿児島県 神野芳弘 H2803044 建築・建設業 株式会社ヨシイチ 鹿児島県鹿児島市新栄町20-3 099-201-4475 info(at)yoshi-ichi.jp

鹿児島県 坪口智彦 H2903026 分析業
株式会社静環検査センター九州支
店

鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7 0995-43-8501 kagoshima(at)seikankensa.co.jp

鹿児島県 片平隆之 H2911009 建築・建設業 株式会社吉丸組 鹿児島県鹿児島市玉里町２０番４０号 099-226-7150 info(at)yoshimarugumi.co.jp

鹿児島県 横手和彦 19022036 建築・建設業 有限会社スペース・コモド 鹿児島市下荒田3丁目7番6号 099-286-1586 s.comodo(at)feel.ocn.ne.jp

沖縄県 謝花一成 H2503066 建材製造業 株式会社リュウクス 沖縄県うるま市州崎７－２２ 098-939-1181 jahana(at)ryux.co.jp

沖縄県 古謝智 H2708066 建築・建設業 ＮＥＳ合同会社
沖縄県中頭郡北谷町字伊平４１１－３東和第３
ヒ゛ル

098-926-6011 satoshi.koja(at)nes-corp.com

沖縄県 玉城将吾 H2708077 分析業 株式会社南西環境研究所 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4 098-835-8411 tamaki(at)nansei-kankyo.co.jp

沖縄県 有銘孝 H2708078 - (株)沖縄環境分析センター 沖縄県宜野湾市真栄原3-7-24 098-897-0910 info（at）oeac.co.jp

沖縄県 比嘉秀樹 H2911014 建築・建設業 株式会社オアシス 沖縄県宜野湾市真栄原３丁目３１番２１号 098-890-3005 info（at）oasis-okinawa.com

沖縄県 仲座照幸 H3007031 分析業 株式会社沖縄環境分析センター 沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番24号 098-897-0910 n-teruyuki（at)oeac.co.jp

沖縄県 髙瀬大輔 19022037 建築・建設業 株式会社リョウエンタープライズ 沖縄県沖縄市登川3231-1 098-989-1671 okinawa(at)ryo-enterprise.com

注１）本台帳は、年に2回程度、新規修了者を追加し、更新します。
注２）本台帳に掲載する情報は、修了者からの申請を受けて、2か月に１回程度更新します。
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