
一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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

北海道 古賀祐一 19021061
地方公共
団体職員

旭川市環境部環境指導課 北海道旭川市６条通９丁目４６ 0166-25-6369
y_koga(at)city.asahikawa.hokkai
do.jp

北海道 大西俊太 19021065 分析業 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 shunta.onishi(at)zukosha.co.jp

北海道 佐野正泰 19021076 分析業
株式会社　公清企業　発寒営業
所

札幌市西区発寒17条14丁目3-35 011-662-5677 -

北海道 本間大理 19071102 分析業 （株）環境リサーチ 北海道札幌市豊平区中の島2条9丁目1-1 011-837-8780 honma(at)kankyoresearch.com

北海道 新木拓野 19121004 分析業
株式会社　公清企業　環境測定
分析所

札幌市西区発寒17条14丁目3-35 011-668-5310 -

北海道 松﨑陽 19121089 コンサル
日本データーサービス株式会社
環境保全室

札幌市東区北16条東19丁目1番14号 011-780-1114 y-matsuzaki(at)ndsinc.co.jp

北海道 関根秀樹 19121158 分析業 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_sekine(at)ymail.plala.or.jp

北海道 髙山良太 19121166 - 住宅パイル工業株式会社 北海道苫小牧市植苗１９６ 0144-51-8888 takayama.ryota(at)j-pile.com

北海道 佐藤健太 20071019 解体工事業 株式会社　ビルトサポート 北海道旭川市永山5条11丁目4-18 0166-76-7888 sato(at)bultsupport.com

北海道 渡邉順 20071050 分析業 株式会社イーエス総合研究所 札幌市東区 中沼西五条1丁目8番1号 011-791-1947 -

北海道 高橋徹 20071053 分析業
一般財団法人北海道環境科学技
術センター

札幌市北区北24条西14丁目8-5 011-758-1161 -

北海道 石井啓滋 20071055 分析業 - - - ishii(at)raax.co.jp

北海道 新林喜弘 20071057 分析業
株式会社北炭ゼネラルサービス
環境センター

苫小牧市 あけぼの町1丁目3番3号 0144-55-1171
ys-shinbayashi(at)hokutan-
gs.co.jp

北海道 浜島望 20071058 分析業
カンエイ実業株式会社　環境科学
研究所

札幌市中央区南７条西６丁目２８９番地６ 011-532-0066 -

北海道 岩谷和幸 20071059 解体工事業 北日本総業株式会社 北海道江別市角山425番地5 011-807-5578 iwatani(at)kitanihon-group.co.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）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 1



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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

北海道 柴田公一 21041033 解体工事業 （有）柴田工業 北海道河西郡芽室町東１０条７丁目 0155-62-8424 haturi(at)shibata-k.net

青森県 斎藤修二 19121117 分析業 ＭＣＣユニテック株式会社 青森県八戸市江陽3丁目1-109 0178-44-1113 -

青森県 三浦洋之 21041034 建築・建設業 株式会社　三浦組 青森県南津軽郡藤崎町大字葛野字岡元18-3 0172-75-2328 -

青森県 蝦名直樹 21041216 建築・建設業 株式会社鹿内組 青森県青森市大字野尻字今田97-1 017-738-2301 -

青森県 中村俊一 21041220 建築・建設業 株式会社みどり
青森県十和田市大字相坂字高清水78番地
455

080-5225-5906 nakamura(at)kkmidori.co.jp

青森県 伊東睦 21041221 建築・建設業 有限会社睦建設 青森県三沢市南町三丁目31番地2692 0176-53-2013 mutsumi2(at)r20.7-dj.com

青森県 千葉明仁 21041239 解体工事業 株式会社　平成産業 - 070-2018-0888 eigyo(at)heiseisangyo.com

青森県 清藤禎久 21041246 解体工事業 株式会社丸勝小野商事
青森県南津軽郡田舎館村大字高樋字川原田
35

0172-58-2054 -

青森県 濱田公一 21041247 解体工事業 北砲興発株式会社 - 0172-52-5847 h558(at)tmt.ne.jp

青森県 石橋孝夫 21041253 解体工事業 大矢建設工業株式会社 青森県青森市大字荒川字品川126-1 090-9740-8623 takao-i(at)ooyaken.co.jp

青森県 山道鉄也 21041257 建築・建設業 株式会社　山道建設 青森県三戸郡階上町大字道仏字白座窪22 0178-89-2753 -

青森県 森敦 21041258 建築・建設業 株式会社丸源産業 青森県北津軽郡板柳町灰沼字玉川４５－１ 0172-73-3627 -

青森県 成田正樹 21041261 建築・建設業 アサヒ建設株式会社 青森県弘前市大字川合字浅田２６番地１ 0172-27-1998 -

青森県 石田拓也 21041262 建築・建設業 アサヒ建設株式会社 青森県弘前市大字川合字浅田２６番地１ 0172-27-1998 -

青森県 秋元利政 21041263 建築・建設業 有限会社慶友建設 青森県青森市大字石江字岡部１５５番地３２ 017-781-5977 info(at)keiyuu.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 2
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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

※（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

青森県 後藤清 21041264 解体工事業 山王開発　株式会社 青森県八戸市大字妙字分枝４７－１ 0178-25-2678
sannou.koujibu(at)ymail.plala.or.j
p

青森県 斎藤慈浩 21041266 建築・建設業 株式会社伊藤鉱業 青森県つがる市木造若竹13番地 0173-42-2279 -

青森県 工藤和徳 21041267 建築・建設業
有限会社　慶友建設　建築事業
部

桜川4丁目21－6 090-8928-7669 k.kudou(at)keiyuu.jp

青森県 嶋中勇介 21041271 建築・建設業 相内建設株式会社
青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎６８
－１

0174-35-2027 -

青森県 接待純一 21041282 建築・建設業 東邦開発土木株式会社 青森県八戸市吹上六丁目1-1 0178-44-6711 -

青森県 松橋忍 21041283 建築・建設業 株式会社　兼建興業 青森県弘前市大字兼平字猿沢26-1 0172-82-2145 -

青森県 對馬匠 21041292 建築・建設業 株式会社鹿内組 青森県青森市大字野尻字今田97-1 017-738-2301 -

岩手県 葛西大介 19021074 分析業
一般社団法人岩手県薬剤師会検
査センター

岩手県盛岡市上堂三丁目17-37 019-641-4401 info(at)iwayaku-kensa.jp

岩手県 五ノ井稔 19071040 廃棄物処理業 リックス株式会社 岩手県北上市相去町大松沢1-64 0197-67-6446 gonoi(at)re-x.co.jp

岩手県 東川秀敏 19071107 解体工事業 株式会社アトラス 岩手県大船渡市立根町字細野23番地3 0192-27-1286 atras.1286(at)herb.ocn.ne.jp

岩手県 須藤善幸 19121043 分析業
一般社団法人　岩手県薬剤師会
検査センター

岩手県盛岡市上堂３ー１７－３７ 019-641-4401 info(at)iwayaku-kensa.jp

岩手県 工藤勝之 20071178 コンサル 有限会社　環境計画工房 盛岡市月が丘三丁目１６－５ 019-645-0380 -

岩手県 藤原深香 21041101 建築・建設業 有限会社大道地工業 岩手県花巻市中根子字道地８番地 0198-24-5855 daidouji-k(at)nifty.com

宮城県 飯浜直樹 19071036 分析業
株式会社大東環境科学　仙台営
業所

宮城県仙台市青葉区栗生2-10-7 022-302-8081 n.iihama(at)daitou-e.com

宮城県 佐々木哲 19071044 工事業 株式会社　平成 仙台市宮城野区福田町４丁目2-23 070-2016-6969 heisei0852(at)gmail.com

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 3



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21日現在
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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

※（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

宮城県 阿部なつみ 19071045 分析業 環境保全株式会社　仙台支店 仙台市若林区卸町東1-3-12 022-781-5404 n-abe(at)kankyou-hozen.jp

宮城県 熊谷友紀 19071047 建築・建設業 株式会社 友美装 宮城県富谷市成田9丁目11-1 022-779-1038 info2(at)yubisou.co.jp

宮城県 遊佐康平 19071049 解体工事業 株式会社　アネスティ 宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田145-3 022-218-0350 anesty(at)chive.ocn.ne.jp

宮城県 小室裕太郎 19121085 - 株式会社ジャスト　仙台営業所 宮城県仙台市青葉区愛子東2-3-20 022-302-9687 -

宮城県 谷清隆 19121091 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 -

宮城県 中野和也 19121097 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 -

宮城県 板垣秀哉 20071177 解体工事業 東北黒沢建設工業株式会社 宮城県仙台市若林区卸町東4丁目4-28 022-288-5996 -

宮城県 佐藤周司 20121177 廃棄物処理業 仙周工業株式会社 宮城県白石市福岡八宮字青木下19 0224-26-6950 -

宮城県 宮本柾史 20121208 解体工事業 宮本産業株式会社 宮城県塩竃市港町２丁目１４番２１号 022-362-0361
shichigahama(at)miyamoto-
sangyo.com

宮城県 庄司信雄 20121209 解体工事業 宮本産業株式会社 宮城県塩竃市港町２丁目１４番２１号 022-362-0361
shichigahama(at)miyamoto-
sangyo.com

秋田県 冨樫優 19071037 分析業
株式会社秋田県分析化学セン
ター

秋田市八橋字下八橋191-42 080-9255-2381 -

秋田県 小野尚久 19121100 解体工事業 株式会社小野建設 秋田県雄勝郡羽後町新町字最上山７番地１ 0183-62-0127 naohisa.o(at)a-onoken.com

秋田県 菊地裕 19121111 建築・建設業 菊地工業株式会社 秋田県由利本荘市前郷字前郷２４７－１ 0184-53-3063 -

秋田県 藤河伸也 21041080 解体工事業 株式会社　原堅 秋田県秋田市御所野堤台2-6-90 018-839-3002 harakennote(at)outlook.jp

山形県 佐藤丈夫 19021082 分析業 株式会社　理研分析センター 山形県鶴岡市道形町18番17号 0235-24-4427 cs_div(at)riken-ac.com

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 4
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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

※（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

山形県 野村昌道 19021083 分析業 株式会社　理研分析センター 山形県鶴岡市道形町18番17号 0235-24-4427 cs_div(at)riken-ac.com

山形県 前田達行 19021084 - 東北環境開発株式会社 山形県鶴岡市下清水字打越２-１ 0235-24-3110 ta-maeta(at)t-kan.co.jp

山形県 川尻公彦 20071176 - 株式会社テトラス 山形県山形市大字志戸田550番地 023-643-3226 info(at)tetlas.co.jp

山形県 松坂龍太郎 20091028 分析業 株式会社丹野 山形県山形市松見町12-3 023-641-1191 kankyo(at)tanno-eco.com

山形県 阿部泰大 21041047 分析業
一般財団法人　山形県理化学分
析センター

山形県山形市松栄1丁目6番68号 023-645-5308 kankyoutyousa(at)y-rikagaku.jp

山形県 大沼有康 21041210 建築・建設業 大沼工業　株式会社 山形県寒河江市中央工業団地176番地の10 0237-84-2463 onumakogyo(at)drive.ocn.ne.jp

福島県 矢吹良一 19021071 分析業 株式会社日本化学環境センター 福島県郡山市松木町2-25 024-942-6676
ryouichi.yabuki(at)nippon-
chem-env.co.jp

福島県 船木祐輔 19021072 分析業 株式会社日本化学環境センター 福島県郡山市松木町2-25 024-942-6676
yuusuke.funaki(at)nippon-
chem-env.co.jp

福島県 高橋和章 19021073 建築・建設業 田中建設株式会社 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町48 0246-25-1005 tkazuaki(at)c-tanaka.co.jp

福島県 松田至功 19021088 工事業 有限会社サクセス21 福島県福島市田沢字木曽15-1 090-7522-2330 -

福島県 本郷哲哉 19071053 建築・建設業 常磐開発株式会社 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１ 0246-72-1135 -

福島県 松田惇 19071054 建築・建設業 （有）サクセス21 福島県福島市田沢字木曽内15-1 080-4511-8680 -

福島県 齋藤紀子 19071112 石綿除去業 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 -

福島県 佐久間泰王 19121003 工事業 新日本リソース株式会社 福島県郡山市久留米１－１０－１ 024-983-0333 n_j_resource(at)yahoo.co.jp

福島県 竹内弥 19121136 分析業 株式会社トライアルジャパン 福島県双葉郡富岡町中央1-186　1F南 0240-23-6890 w-takeuti(at)trialj.co.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 5



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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 会田直広 20071109 解体工事業 有限会社クリーンテック福島 福島県いわき市好間町中好間字中川原14-7 0246-47-1231 c-tec2(at)bz04.plala.or.jp

福島県 齋藤洋介 21041083 解体工事業 斎藤運輸工業株式会社 福島県伊達郡川俣町飯坂字的板田19番地1 024-538-0381 info(at)saitounyu.co.jp

茨城県 辻井二郎 19021081
リフォーム

・解体工事業
理想ハウスメンテック 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘3丁目27-5 090-2558-7301 riso-house(at)nifty.com

茨城県 大森啓章 19071012 分析業
日鉄テクノロジー株式会社 鹿島
事業所

茨城県鹿嶋市光三番地 0299-84-3478
ohmori.hiroaki.ep5(at)nstec.nipp
onsteel.com

茨城県 堺史郎 20071210 分析業
株式会社MCエバテック　分析事
業部

茨城県つくば市観音台１－２５－１４ 029-886-3951 sakai.shirou(at)mv.tkcc.co.jp

茨城県 片倉薫 20091135 コンサル
かたくら労働安全衛生コンサルタ
ント事務所

茨城県稲敷郡阿見町大室520-36 029-887-7832 -

茨城県 伊藤伸也 20121066 建築・建設業 株式会社喜久 茨城県神栖市大野原2-18-7 0299-92-6252 ku_mo1028(at)yahoo.co.jp

栃木県 田中徹 19021063 解体工事業 株式会社オチカイ・テクノス 栃木県栃木市都賀町平川821番地1 0282-27-6027 kaitai(at)ochikai.co.jp

栃木県 狐塚弘樹 19021064 解体工事業 株式会社オチカイ・テクノス 栃木県栃木市都賀町平川821番地1 0282-27-6027 kaitai(at)ochikai.co.jp

栃木県 伊藤健二 19071114 コンサル
エヌエス環境株式会社北関東営
業所

栃木県宇都宮市御幸ヶ原町185-13 028-346-4450 ito-k(at)ns-kankyo.co.jp

栃木県 松川達哉 20121203 コンサル 株式會社　総研 栃木県宇都宮市小幡2-4-5 028-622-9912 soken(at)soken-g.net

栃木県 渡辺竜也 21041166 解体工事業 株式会社　藤真工業 栃木県宇都宮市下平出町525 028-660-0620 info(at)fujima-kougyou.com

群馬県 吉井俊晃 19021104 分析業 株式会社群馬分析センター 群馬県高崎市下大島町625 027-395-0606 yosii(at)gac-net.co.jp

群馬県 井上真 19071004 分析業
ユーロフィン日本環境株式会社
北関東環境事業所

群馬県藤岡市下栗須387-2 0274-35-9002 MakotoInoue(at)eurofins.com

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 6
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群馬県 渡邊圭佑 19071005 分析業
ユーロフィン日本環境株式会社
北関東環境事業所

群馬県藤岡市下栗須387-2 0274-35-9002 -

群馬県 御領岳 19071019 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 TakeshiGoryo(at)eurofins.com

群馬県 大井康雄 19071113 分析業 株式会社環境技研 群馬県高崎市金古町17901-1 027-372-5111 -

群馬県 井出純子 19121114 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 -

群馬県 鰐部順平 19121115 分析業
ユーロフィン日本環境株式会社
北関東環境事業所

群馬県藤岡市下栗須387-2 0274-35-9002 JumpeiWanibe(at)eurofins.com

群馬県 境野幸一 19121116 分析業
ユーロフィン日本環境株式会社
北関東環境事業所

群馬県藤岡市下栗須387-2 0274-35-9002 KoichiSakaino(at)eurofins.com

群馬県 高草木隆広 19121126 解体工事業 第一工業株式会社 群馬県伊勢崎市西小保方町336 0270-62-1512
takahiro.takakusaki(at)daiiti.co.j
p

群馬県 高柳美里 19121148 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
MisatoTakayanagi(at)eurofins.co
m

群馬県 孫健 19121206 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 kenson(at)eurofins.com

群馬県 黒岩和広 19121207 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 0274-52-9003 kazuhirokuroiwa(at)eurofins.com

群馬県 日比野良彦 20071029 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 YoshihikoHibino(at)eurofins.com

群馬県 阿久津伸幸 20071071 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387-2 070-1366-2099
NobuyukiAkutsu(at)eurofins.co
m

群馬県 茂木健介 20071080 分析業
株式会社　環境公害分析センター
群馬営業所

群馬県高崎市問屋町西2-8-10　第２中央ビ
ル２階G

070-4459-8597 k.motegi(at)kankyou-kougai.com

群馬県 冨田祐一 20071088 分析業
株式会社　食環境衛生研究所
本社

群馬県前橋市荒口町561-21 027-230-3411 tomita(at)shokukanken.com

群馬県 冨樫功 20071183 分析業
ユーロフィン日本環境株式会社
北関東環境事業所

群馬県藤岡市下栗須387-2 0274-35-9002 -

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 7
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群馬県 島田泰輔 20071216 分析業
株式会社環境公害分析センター
群馬営業所

群馬県高崎市問屋町西2-8-10　第2中央ビル
2階G

080-9560-6988
t.shimada(at)kankyou-
kougai.com

群馬県 神倉哲雄 20091136 分析業 ユーロフィン日本総研株式会社 群馬県藤岡市下栗須387-2 0274-35-9003
TetsuoKamikura(at)eurofins.co
m

群馬県 猪口善弘 21041140 建築・建設業 株式会社カワタ 群馬県太田市泉町1509番地1 0276-49-5953 -

群馬県 菊池浩二 21041164 解体工事業 株式会社　シゲン 群馬県伊勢崎市宮子町3267 0270-23-9115 shigen3267(at)gmail.com

埼玉県 元田瞳子 19021069 分析業 株式会社石川環境保全 埼玉県越谷市柳町4-23 048-962-5774 ikankyo(at)yahoo.co.jp

埼玉県 守屋智子 19021070 分析業 株式会社石川環境保全 埼玉県越谷市柳町4-23 048-962-5774 ikankyo(at)yahoo.co.jp

埼玉県 渡邊圭佑 19071005 分析業
ユーロフィン日本環境株式会社
関東事業所

群馬県藤岡市下栗須387-2 0274-35-9002 -

埼玉県 鈴木恭祐 19071008 分析業 株式会社環境テクノ 埼玉県東松山市大字大谷3068-70 0493-39-5181 kankyou(at)kankyoutekuno.co.jp

埼玉県 矢田二三夫 19121094 解体工事業 株式会社六大工業 東京都板橋区弥生町28-10 03-3959-6311 -

埼玉県 森明浩 19121112
アスベスト
[石綿]対策

工事業
株式会社AK-WORKS 埼玉県さいたま市岩槻区柏崎９５０ 048-876-8268 mori(at)akworks.jp

埼玉県 石川弘幸 19121139 分析業
公益財団法人　埼玉県健康づくり
事業団

埼玉県比企郡吉見町江和井410-1 0493-81-6074
kankyou(at)saitama-
kenkou.or.jp

埼玉県 福永浩通 19121159 工事業 株式会社共永社 埼玉県川口市西青木2-1-4-705 090-8815-0213 kyo3ei3sya(at)yahoo.co.jp

埼玉県 大塚功 19121202 国家公務員
国土交通省　関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所　足利出張
所

栃木県足利市田中町６６１ー５ 0284-71-2202 -

埼玉県 河合広 20071003 分析業
東邦化研株式会社　環境分析セ
ンター

越谷市流通団地3-3-8 048-961-6163 h-kawai(at)tohokaken.co.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 8
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埼玉県 清水昌幸 20071004 - - - - -

埼玉県 野澤勉 20071132 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1450-11 048-649-5499 -

埼玉県 久場川健 20071135 建築・建設業 光工建株式会社 埼玉県八潮市南川崎298-1猪瀬ビル201 048-954-7245 info(at)hikarikouken.com

埼玉県 進士春樹 20091071 解体工事業 有限会社西川産業 川越市北田島139番地 049-222-5800 -

埼玉県 和田英雄 20091131 分析業 株式会社本庄分析センター 本庄市 南1-2-20 0495-21-7838 info(at)honjo-bunseki.jp

埼玉県 山﨑啓之 20121079 建築・建設業
清水建設株式会社 関東支店 埼
玉営業所

埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目1番1号 090-5992-2289 yamahiro(at)shimz.co.jp

埼玉県 小林勇一 20121168 解体工事業 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 岸義利 20121218 解体工事業 有限会社　丸正興産 越谷市 北後谷446 048-969-7769 -

埼玉県 渡部智秀 21041004 解体工事業 株式会社友伸工業 久喜市菖蒲町台９５７ 0480-85-7579 info(at)kk-yushin.co.jp

埼玉県 後藤寿一 21041008 建築・建設業
大和ハウス工業株式会社　東京
本社

東京都千代田区飯田橋3-13-1 03-5214-2167 gotoshi(at)daiwahouse.jp

埼玉県 石井一成 21041011 解体工事業 株式会社　友伸工業 埼玉県久喜市菖蒲町台957 0480-85-7579 info(at)kk-yushin.co.jp

埼玉県 菅原拓也 21041012 解体工事業 株式会社 友伸工業 埼玉県久喜市菖蒲町台957 0480-85-7579 info(at)kk-yushin.co.jp

埼玉県 北沢淳 21041052 建築・建設業 - - - -

千葉県 岩山暁臣 19021056 分析業
株式会社　三井E&Sテクニカルリ
サーチ　化学環境分析グループ

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

千葉県 秋田達男 19021092 分析業
中外テクノス関東環境技術セン
ター

千葉県千葉市緑区大野台２丁目2-16 043-295-1105 -

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 9
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千葉県 豊田浩二 19021093 -
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 -

千葉県 新屋敷太平 19021108 分析業
東京パワーテクノロジー株式会社
環境事業部 分析センター

千葉県千葉市緑区大野台2-3-6 043-295-8405 -

千葉県 川北護一 19121124 分析業
中外テクノス株式会社　関東環境
技術センター

千葉県千葉市緑区大野台2-2-16 043-295-1105 m.kawakita(at)chugai-tec.co.jp

千葉県 小杉敬太郎 19121141 建築・建設業 小杉建築設計事務所 千葉県佐倉市井野1567-1 043-461-3969 kosugi-arc(at)river.ocn.ne.jp

千葉県 箕川靖 19121181 建築・建設業
株式会社日本環境エンジニアリン
グ

東京都中央区日本橋本町四丁目８番１６号 03-6262-7498 y.minokawa(at)e-noguchi.co.jp

千葉県 伊藤広基 20071100 分析業 株式会社ダイワ　千葉支店 千葉県東金市家徳238-3 0475-58-5221 h.ito(at)daiwa-eco.com

千葉県 北坂晋 20071111 分析業
株式会社ケーオーエンジニアリン
グ　東京営業所

東京都江戸川区春江町3-36-16　椿タネヤビ
ル1階

03-5879-7880 s-kitasaka(at)ko-e.co.jp

千葉県 下川新三郎 20071136 建築・建設業
三井住友建設㈱東京有明工事事
務所

東京都江東区有明一丁目六番 080-1026-5183 -

千葉県 谷信一 20121009 解体工事業 株式会社六大工業 東京都板橋区弥生町28-10 03-3959-6311 -

千葉県 加川宜之 20121078 建物調査 建物調べ所ＫＡＧＡＷＡ 千葉県船橋市高根台７－１９－４ 090-8723-7866 ykgw19521020(at)yahoo.co.jp

千葉県 小柳泰夫 20121122 解体工事業 株式会社スマイルホームサービス 千葉県柏市常盤台１９ー５ 090-6195-3135 olsnyan.68.9.24(at)gmail.com

千葉県 金杉武治 20121158 解体工事業 株式会社　アロー　　銚子営業所
千葉県銚子市松本町１丁目１３－７　シング
ルス松本１０３号

0479-25-3455 arrowkaitai(at)ybb.ne.jp

千葉県 佐々木智也 21041107 解体工事業 グリーンライン株式会社 千葉県柏市増尾台3-8-51 04-7160-0161 t-sasaki(at)g-linenet.com

千葉県 山崎圭 21041154 解体工事業 株式会社京葉クリーンセンター 千葉県佐倉市畔田756 043-460-5389 -

千葉県 廣田正志 21041155 廃棄物処理業 株式会社　京葉クリーンセンター 千葉県佐倉市畔田字塚原756番 043-460-5389 keiyou414(at)gaea.ocn.ne.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 10
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東京都 田中敬介 12010051 解体工事業 株式会社丸利根アペックス 東京三鷹市深大寺2-40-3 0422-31-9957 -

東京都 柳田幸司 19021041 コンサル 株式会社オー・ディー・ビー 東京都文京区根津2-30-5 03-3823-0855 -

東京都 川元康弘 19021052 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 19021086 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 小池明子 19021089 - 株式会社　アーバン黒岡工業 東京都杉並区高井戸東2-30 03-3333-0155 a-koike(at)wing.ocn.ne.jp

東京都 今航一朗 19021094 - 環境保全㈱東京支店
東京都港区芝公園2-4-1　芝パークビルA
10F

03-6361-6854 -

東京都 落合賢太 19021100 調査業 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

03-3263-6055 -

東京都 鳥塚政倫 19021116 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 八木裕人 19021117 コンサル
EAI株式会社 / 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 03-3260-6051 yagi(at)ea-intl.com

東京都 奥野拓真 19071002 廃棄物処理業 株式会社タケエイ 東京都港区芝公園2-4-1 A-10F 03-6361-6840 okuno-takuma(at)takeei.co.jp

東京都 田野勇二 19071013
分析機器
輸入販売

ジャパンマシナリー株式会社 第
二営業グループ 産業機器二課

東京都大田区東六郷2-19-6JMCビル 03-3730-4891 tano(at)jmc.asia

東京都 高塚拓樹 19071020 解体工事業 富士セラ株式会社 東京都港区芝浦1-9-7 OMODAKA BLDG 6F 03-6435-1247 h-takatsuka(at)fuji-fk.co.jp

東京都 深山秀樹 19071050 建築・建設業 株式会社　湯川化成工業 東京都中央区日本橋蛎殻町2-16-2 - -

東京都 宮本七郎 19071055 建築・建設業 ＭＳ工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-13　大手町宝栄
ビル３Ｆ

03-5259-7676 -

東京都 松田康光 19071104 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 -

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 11



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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

東京都 斉藤旭 19121080
調査,分析,

コンサル,除去
株式会社三揮 東京都渋谷区代々木2-11-12-2Ｆ 03-6276-0128 -

東京都 城間健次 19121082 分析業
東京テクニカル・サービス株式会
社

東京都江戸川区西葛西7-29-17 03-5679-0123 bunseki(at)tts-4u.co.jp

東京都 枝彩花 19121084 分析業 株式会社日新環境調査センター 東京都足立区本木2-18-29 03-3886-2105 sayaka-eda(at)nisshinbo.co.jp

東京都 矢田二三夫 19121094 解体工事業 株式会社六大工業 東京都板橋区弥生町28-10 03-3959-6311 -

東京都 大谷木崇之 19121095 解体工事業 株式会社花土 東京都板橋区中板橋6-1 03-6786-3800 -

東京都 森本明哲 19121099 建築・建設業 株式会社キューボウ　東京支店 東京都江東区深川1-1-2　協和ビル305 03-5621-2230 morimoto(at)kyubo.co.jp

東京都 市川邦雄 19121105 その他製造業 パナソニック株式会社
東京都港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐
留ビル

090-7804-0110 -

東京都 牧野幸吉 19121110 建築・建設業 建装工業株式会社 東京都港区西新橋3-11-1 03-3433-0502 -

東京都 結城健一 19121129 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 kyuki(at)kankyo-kanri.co.jp

東京都 丸山能生 19121151 分析業
帝人エコ・サイエンス株式会社
羽村技術所

東京都武蔵村山市伊奈平1丁目53番1号 042-846-9330 -

東京都 中村秀二 19121156 工事業 株式会社リテック 東京都江東区森下3-10-25 03-3631-8658 114510(at)retech.biz

東京都 平野猛也 19121167
石綿建材
除去業

合同会社　石綿含有建材調査 東京都町田市大蔵町2940-2 080-6888-3337 takeya39(at)yahoo.co.jp

東京都 前田秀徳 19121170 解体工事業 株式会社　泰正 東京都中央区京橋2-4-12 03-3274-4815 -

東京都 島村春樹 19121172 建築・建設業 株式会社　ラックランド 〒197-0074　東京都練馬区春日町3－9－17 080-9042-5143 -

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 12
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※（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

東京都 松本学 19121205 解体工事業 株式会社林技建 東京都練馬区土支田2-24-10 070-3517-8778 -

東京都 松信達也 19121216 解体工事業 株式会社　三友建設　三鷹支店 東京都三鷹市牟礼2-11-4 04-2270-3632 -

東京都 安保貴史 20071027 解体工事業 株式会社アクアホーム 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 0422-27-6279 t_abo(at)aquahome.biz

東京都 角舘勉 20071035 解体工事業 - - - -

東京都 佐々木祐治 20071069 建築・建設業 MS工業株式会社 東京都千代田区神田錦町1-13 03-5259-7676 asbestos(at)msmsk.jp

東京都 小林貴典 20071070 建築・建設業 MS工業株式会社 東京都千代田区神田錦町1-13 03-5259-7676 asbestos(at)msmsk.jp

東京都 小林和史 20071081 - - - - -

東京都 石井新吾 20071085
調査・解体

工事業
一般財団法人 日本ガス機器検査
協会

東京都港区赤坂１-４-１０ 03-5549-9811 -

東京都 見澤直人 20071093
地方公共
団体職員

足立区環境部生活環境保全課 東京都足立区中央本町1-17-1 03-3880-5304
kankyo-
hozen(at)city.adachi.tokyo.jp

東京都 篠田秀一 20071107 建築・建設業 株式会社エコエー 東京都杉並区天沼3-2-2 03-5347-9411 -

東京都 相田仁 20071112 解体工事業 - - - -

東京都 濱田早苗 20071130 分析業 株式会社デイラボ 東京都江東区亀戸2-3-6 03-3684-6110 -

東京都 福田秀樹 20071180 コンサル
アーバンエココンサルティング株
式会社

東京都多摩市桜ヶ丘1-32-20 080-3589-2301 h-fukuda(at)tbz.t-com.ne.jp

東京都 渡部佳幸 20071182 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 y.watanabe(at)kinjiworks.co.jp

東京都 浅利栄文 20071185 コンサル 泉メタル株式会社 墨田区両国2-10-8 090-7837-2273 -

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 13



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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

東京都 小池青磁 20071205 建築・建設業 協同組合すみだ建築センター 東京都墨田区東向島二丁目１１番１３号 03-5655-6542 koike(at)kentiku-center.jp

東京都 南出高志 20071213 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 岡田崇 20071214 廃棄物処理業 株式会社　エークック
市川市大和田２－２０－７ カサベルデ大和田
２０６

080-3174-8844 okada_t(at)nabekai.co.jp

東京都 小山孝行 20071217 解体工事業 株式会社　ＫＭＧ 東京都東村山市青葉町１－１０－３７ 042-395-0116 -

東京都 内田高志 20071218 建材製造業
田島ルーフィング株式会社　営業
企画部

〒101－8579　東京都千代田区外神田4－14
－1秋葉原ＵＤＸ南ウイング21階

03-6837-8880 utida-tk(at)tajima.co.jp

東京都 小俣行広 20071222 建築・建設業 株式会社　達磨 東京都八王子市堀之内3-31-10 042-674-1791 -

東京都 藤井健一 20091006 解体工事業 有限会社ツーフラット 東京都足立区西綾瀬3-21-20 03-3880-0628 -

東京都 川口敏彦 20091014 解体工事業 株式会社西海 東京都調布市若葉町２－２２－４０ 03-3307-6090 -

東京都 清水洋士 20091015 工事業 株式会社リテック 東京都江東区森下3-10-25 03-3631-8658 114510(at)retech.biz

東京都 上村浩史 20091033 解体工事業 株式会社丸利根アペックス 東京都三鷹市深大寺2-40-3 0422-31-9087 uemura(at)marutone.co.jp

東京都 植野信 20091039 コンサル 植野歯科医院 国立市東２-２８-８ 042-575-9101 mc-ueno(at)wg7.so-net.ne.jp

東京都 大島誠明 20091049 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　住友入船ビル3階 03-4413-1232 ooshima-sg(at)nichias.co.jp

東京都 野房崇代 20091064 分析業
帝人エコ・サイエンス株式会社
羽村技術所

東京都羽村市神明台4-8-43 042-530-4030 -

東京都 清水俊貴 20091075 コンサル 医療法人社団緑水会 東京都調布市緑ヶ丘２－５－２ 03-3308-4182 tshimizu(at)kt.rim.or.jp

東京都 鷹太典 20091086 建築・建設業 株式会社東福 東京都昭島市郷地町2-11-9 042-519-1750 taisuke-taka(at)toufuku-t.co.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 14



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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

東京都 六車一志 20091129 コンサル
大和ライフネクスト株式会社　マン
ション事業本部　東日本技術サー
ビス工事部　建物診断課

- 090-7498-1608 -

東京都 中村竜哉 20091134 解体工事業 株式会社エコライズ 東京都日野市万願寺4-2-2 042-505-4530 nakamura(at)eco-rise.co.jp

東京都 宮田高雄 20121010 解体工事業 株式会社六大工業 東京都板橋区弥生町28-10 03-3959-6311 -

東京都 橋本浩二 20121011 その他製造業 菊水化学工業（株）　東京支店
東京都豊島区南池袋二丁目32番13号 タクト
ビル

090-4444-3938 -

東京都 河井誠 20121018 建築・建設業 株式会社丸利根アペックス 東京都三鷹市深大寺2-40-3 0422-31-9087 m-kawai(at)marutone.co.jp

東京都 横山雅己 20121019 建築・建設業 株式会社丸利根アペックス 東京都三鷹市深大寺2-40-3 0422-31-9087 yokoyama(at)marutone.co.jp

東京都 鳥山直行 20121030 解体工事業 有限会社ウエストバレー 東京都八王子市上川町1966-1 042-659-1430 -

東京都 横山直己 20121031 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プライム
イーストビル5F

048-658-7873 n-yokoyama(at)kajima.com

東京都 佐藤秀樹 20121044 - - 東京都千代田区 - -

東京都 山本靖 20121061 建築・建設業 清水建設株式会社　東京支店 東京都中央区京橋二丁目16-1-14 03-3561-3592 -

東京都 高橋大智 20121070 その他 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 takahashi(at)treat.co.jp

東京都 米山久也 20121077 建築・建設業 株式会社エコライズ - - yoneyama(at)eco-rise.co.jp

東京都 髙杉典央 20121080 建築・建設業 株式会社　ハートホーム 東京都杉並区成田西2-22-6 090-1034-9015 -

東京都 宮下雄士 20121088 コンサル
EYストラテジー・アンド・コンサル
ティング株式会社

- 070-2475-0676 yushi.miyashita(at)jp.ey.com

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 15



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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

東京都 佐々木俊次 20121089 分析業 環境保全　株式会社 - - sasaki_s(at)kankyouhozen.co.jp

東京都 古畑秀幸 20121096 建築・建設業
(有)ニューライフ・アカデミー二級
建築士事務所

石原1-1-8ﾉﾅｶﾋﾞﾙ402 03-3829-9910 h-furuhata(at)newlife-a.com

東京都 平林廣宣 20121117 解体工事業 有限会社大野興業 東京都西多摩郡瑞穂町栗原新田２５ - wrecking1(at)amail.plala.or.jp

東京都 五十嵐博臣 20121120 解体工事業
株式会社アイティエスコーポレー
ション

東京都江戸川区東葛西1-38-13 03-6316-7465 its.corp(at)jcom.zaq.ne.jp

東京都 岡本直樹 20121124 建築・建設業 - - - -

東京都 岩間大輔 20121130 建築・建設業
株式会社大京穴吹建設　建設統
括部

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-19-18 オリックス千
駄ヶ谷ビル3階

03-5775-5140 -

東京都 松下時綺 20121133 分析業
株式会社環境技術研究所　開発
営業部

東京都足立区江北2-11-17 03-3898-6643 matsushitat(at)etlabo.co.jp

東京都 渡邊公平 20121143 分析業 環境リサーチ株式会社 八王子市 小門町104 042-655-2501 -

東京都 鎌田貴之 20121159 解体工事業 株式会社　有明 東京都江東区新木場2-9-1 03-3522-5353 takayuki(at)ariake-d.com

東京都 田矢知之 20121200 建築・建設業 環境改善事業株式会社 東京都千代田区東神田1-17-9 03-5833-9191 -

東京都 北村晶 20121205 建築・建設業 環境改善事業株式会社 東京都千代田区東神田1-17-9 03-5833-9191 -

東京都 重松星誉 20121217 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 shigematsu(at)nkkc.co.jp

東京都 坂戸保貴 21041010 コンサル 株式会社　四門
東京都千代田区神田三崎町2-4-1 TUG-Iビ
ル

03-3265-2857 -

東京都 田所和也 21041103 コンサル
株式会社ユニオンリサーチ　東京
事務所

東京都港区芝大門1-2-1 03-6402-4520 -

東京都 西野尚武 21041123 一般財団法人 一般財団法人東京学校支援機構
東京都新宿区西新宿８－１－２PMO西新宿ビ
ル７階

- -

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 16
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※（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

東京都 武田祐二 21041127 廃棄物処理業
株式会社ブライト　飯岡リサイクル
センター

- 080-5485-2539 -

東京都 鈴木亮 21041152 コンサル
一般社団法人日本ガス機器検査
協会

港区 赤坂1丁目4番10号 ＪＩＡビル 080-2131-6064 r.suzuki(at)jia-page.or.jp

神奈川県 長谷川寛雄 19021001 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 -

神奈川県 田中裕幸 19021040 建築・建設業 アイアンドアイ　環境事業部 神奈川県川崎市渡田1-10-17 044-272-7080 h.tanaka(at)k-iandi.co.jp

神奈川県 宗田尚人 19021055 コンサル 株式会社環境管理センター 東京都八王子市下恩方町323-1 042-650-7200 nmuneda(at)kankyo-kanri.co.jp

神奈川県 額健司 19021090 コンサル
東京海上日動リスクコンサルティ
ング株式会社

東京都千代田区大手町1-5-1　大手町ファー
ストスクエア　ウエストタワー23Ｆ

03-5288-7426 -

神奈川県 浦山裕功 19021137 解体工事業 株式会社　浦山工務店 横浜市港南区日野一丁目９番３号 045-844-1134 -

神奈川県 太田貴之 19071017 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2-1-13 045-330-7236 TakayukiOhta(at)eurofins.com

神奈川県 鈴木大吾 19071018 分析業 ユーロフィン日本総研株式会社 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-1-13 045-330-7236 DaigoSuzuki(at)eurofins.com

神奈川県 髙橋淳 19121039 分析業 小田原鉱石株式会社 神奈川県小田原市小八幡2-3-6 2階 0465-33-6612
odako.rep(at)odawarakoseki.co.j
p

神奈川県 佐藤真由美 19121040 分析業 小田原鉱石株式会社 神奈川県小田原市小八幡2-3-6 2階 0465-33-6612
odako.rep(at)odawarakoseki.co.j
p

神奈川県 原雄一郎 19121060 分析業 小田原鉱石株式会社 神奈川県小田原市小八幡2-3-6 2階 0465-33-6612
odako.rep(at)odawarakoseki.co.j
p

神奈川県 梁勇樹 19121093 建築・建設業 株式会社インクラフト 神奈川県横浜市西区久保町1-28 045-341-4717 -

神奈川県 栗原正史 19121096 石綿除去 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1-2-12 045-664-3414 -

神奈川県 池田翼 19121108 分析業 小田原鉱石株式会社 神奈川県小田原市小八幡2-3-6 2階 0465-33-6612
odako.rep(at)odawarakoseki.co.j
p

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 17



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21日現在

※（at）は@に置き換えて下さい
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※（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

神奈川県 濱舘悟 19121109 分析業 小田原鉱石株式会社 神奈川県小田原市小八幡2-3-6 2階 0465-33-6612
odako.rep(at)odawarakoseki.co.j
p

神奈川県 岩松秀寿 19121122 不動産業 有限会社三秀総合事務センター 神奈川県平塚市広川７７０－２ 0463-59-3164 -

神奈川県 五百沢透 19121149 工事業
株式会社ラックランド　安全品質
推進部

東京都新宿区西新宿３－１５－５ 070-3613-4766 t-iozawa(at)e.luckland.co.jp

神奈川県 太田裕美 19121213 分析業 小田原鉱石株式会社 神奈川県小田原市小八幡2-3-6 2階 0465-33-6612
odako.rep(at)odawarakoseki.co.j
p

神奈川県 若林学 20071021 非破壊検査 株式会社縁 神奈川県横浜市港北区新羽町818-1 045-515-3124 -

神奈川県 佐藤清貴 20071129 コンサル
株式会社トトノフ一級建築士事務
所

神奈川県藤沢市鵠沼橘１－８－１ヤマセビル
３－B

090-1557-0477 sato(at)totonofu.com

神奈川県 斉藤毅 20071141 コンサル 株式会社　ThreePeace 神奈川県川崎市川崎区浅野町2-1 090-2204-1076 t-saitou(at)three-peace.jp

神奈川県 大瀬輝彦 20071193 コンサル
株式会社大高環境コンサルティン
グ

埼玉県さいたま市南区文蔵２－１８－１６－１
０１

048-710-5367 info(at)o-kankyo.com

神奈川県 小泉奏 20071198 建築・建設業
五洋建設株式会社　東京土木支
店兼東京建築支店

東京都文京区後楽２-２-８ 090-3212-7282 -

神奈川県 宇都木厚 20091007 分析業 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1-2-12 045-664-3550 -

神奈川県 髙野英樹 20091051 解体工事業 スマートコミュニティー株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町17番地3 045-769-2515
takano(at)yokohama-re-
style.com

神奈川県 浅井俊介 20091061 解体工事業 スマートコミュニティー株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町17番地3 045-769-2515
asai0725(at)yokohama-re-
style.com

神奈川県 鈴木清 20091095 コンサル
鈴木労働安全コンサルタント事務
所

横浜市緑区三保町2710-184 045-936-2471 suzuki366955(at)mx1.ttcn.ne.jp

神奈川県 中丸文人 20091111 建築・建設業 - 神奈川県鎌倉市 080-6776-3755 aloha2310703(at)gmail.com

神奈川県 穂苅和之 20091112 解体工事業 スマートコミュニティー株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町17番地3 045-769-2515
hokari(at)yokohama-re-
style.com

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 18
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神奈川県 山村達郎 20121027 解体工事業 株式会社　ヤマムラ 横浜市泉区和泉町3144 090-8014-5006 info(at)yama-mura.jp

神奈川県 野木宏 20121035 建築・建設業 風越建設株式会社 横浜市中区相生町３－５６－１ 080-5421-0852 h-nogi(at)fuetsu.co.jp

神奈川県 野木宏 20121035 建築・建設業 風越建設株式会社 横浜市中区相生町３－５６－１ 045-232-5588 h-nogi(at)fuetsu.co.jp

神奈川県 吉本翔 20121094 建築・建設業 株式会社D-RISE Corporation 神奈川県伊勢原市下落合69-5 0463-90-1344 d-rise2(at)ab.auone-net.jp

神奈川県 大塚篤志 20121098 解体工事業 株式会社　大塚機工 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町459-8 045-744-6809 -

神奈川県 上本克彦 20121100 解体工事業 株式会社　大塚機工 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町459-8 045-744-6809 -

神奈川県 大塚晃広 20121101 解体工事業 株式会社　大塚機工 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町459-8 045-744-6809 -

神奈川県 藤岡純司 20121102 解体工事業 株式会社　大塚機工 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町459-8 045-744-6809 -

神奈川県 冨土原孝浩 20121146 建築・建設業 サンコート株式会社 神奈川県川崎市川崎区四谷上町6-2 044-280-3538 -

神奈川県 馬場久尋 20121167 建築・建設業 住友林業株式会社 - - -

神奈川県 情家武晋 20121234 建築・建設業
ハザマ・エンジニアリング株式会
社

東京都世田谷区上野毛1-25-2　宇田川ビル
２F

03-5706-8359 takeshi-jyoke(at)hazama-e.co.jp

神奈川県 上原秀毅 21041017 - - - - info(at)aiec-asbestos.com

神奈川県 上間文博 21041078 建築・建設業 有限会社　上間 横浜市神奈川区立町１３ 045-432-4255 -

神奈川県 國武昌洋 21041089
管工事（建設

含む）
株式会社テクノ菱和　横浜支店 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-2 045-595-0173

m_kunitake(at)techno-
ryowa.co.jp

神奈川県 中川弘一郎 21041116 建築・建設業
アスク・サンシンエンジニアリング
株式会社

横浜市鶴見区鶴見中央２－５－５ 045-503-7767 -

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 19
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※（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

神奈川県 長岡正太郎 21041118 建築・建設業
アスク・サンシンエンジニアリング
㈱　東京本部　環境エンジ部

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5 045-503-7767 sn182133(at)askcorp.co.jp

神奈川県 平野洋二 21041178
地方公共団体

職員
横須賀市環境政策部環境管理課 横須賀市小川町11番地 046-822-8328

ea-
ep(at)city.yokosuka.kanagawa.jp

神奈川県 王猛 21041186 建築・建設業 株式会社ワールド 藤沢市亀井野2215-3 0466-86-5500 0ht2pj3530b060j(at)ezweb.ne.jp

新潟県 古川惣一 19021060 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 025-543-7664 -

新潟県 横野和元 19121046 建築・建設業 茂興業株式会社 新潟県新潟市中央区雲雀町32番地 025-228-0351 -

新潟県 落合則之 19121190 建築・建設業 （株）大林組　北陸支店
新潟市中央区東大通2-3-28パーク新潟東大
通ビル

025-246-6662 -

新潟県 近藤和宏 20071002 解体工事業 株式会社 新潟ヂーゼル工業 新潟県長岡市 高島町８６０番地１ 0258-23-2527 -

新潟県 関宗隆 20071030 解体工事業 新潟ガービッヂ株式会社 新潟県南魚沼市新堀新田629-831 025-775-3771 s-munetaka(at)garbage.co.jp

新潟県 松井勉 20071092 分析業
一般財団法人　新潟県環境衛生
研究所

新潟県燕市吉田東栄町8番13号 0256-93-4509 tmatsui(at)ns.kanken-net.or.jp

新潟県 島田匠 20071189 建築・建設業 キーパーズ有限会社 新潟県新発田市豊町１－１－８ - keepers(at)ksf.biglobe.ne.jp

新潟県 諏方忠彦 20091036 建築・建設業 株式会社　諏訪建設 北蒲原郡聖籠町蓮野752-1 0254-27-5430 kksuwa(at)coral.ocn.ne.jp

新潟県 佐藤弘幸 20091083 解体工事業 有限会社　エコ・クリエイト 新潟県長岡市浦字中の坪515番地 0258-41-3277
eco.create-
satou(at)zb.wakwak.com

新潟県 阪西由紀夫 21041049 建築・建設業 合資会社みうらや 魚沼市堀之内2856-1 025-794-2423 miuraya(at)niks.or.jp

新潟県 秋元貴充 21041050 建築・建設業 合資会社みうらや 魚沼市堀之内2856-1 025-794-2423 miuraya1(at)niks.or.jp

富山県 山田大介 19021023 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 yamadad(at)e-consul.co.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 20



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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

富山県 福岡幸博 19021057 コンサル アースコンサル株式会社 富山県射水市戸破8-17 0766-56-1180 fukuokay(at)e-consul.co.jp

富山県 高田有 19021058 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 takatay(at)e-consul.co.jp

富山県 名生聡希 19021112 分析業
株式会社安全性研究センター高
岡

富山県高岡市昭和町1-4-1　(金森産業内２
階)

0766-25-0185 analysis(at)anken.net

富山県 湊芳武 19071087 建築・建設業 有限会社　ハウジング工房 富山県高岡市江尻325-3 090-2121-9161 minato(at)rondo.ocn.ne.jp

富山県 渡辺康之 19121174 建築・建設業 株式会社リライフ 富山県富山市向新庄町2-7-14 076-411-7533 re-life(at)p1.coralnet.or.jp

富山県 吉田康人 20121156 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 yoshiday(at)e-consul.co.jp

富山県 花崎豪 20121157 解体工事業 共和解体土木有限会社 富山県富山市住吉６３番地 076-434-2185 -

石川県 西田由香梨 19021030 分析業 太陽テクノリサーチ株式会社 石川県金沢市高畠3丁目76番地 076-256-3918 nishida(at)taiyo.vc

石川県 森宏嗣 20071166 分析業 株式会社環境公害研究センター 石川県金沢市金石北3－13－17 076-268-530 -

石川県 上田孝之 21031031 建築・建設業 - - - -

石川県 笹木幸博 21041022 - - - - -

福井県 松田勝明 20071147 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 新藤純平 19121056 分析業 株式会社AKI研究所 山梨県笛吹市石和町唐柏695-1 055-267-9611 -

山梨県 穐山昭彦 19121107 分析業 株式会社AKI研究所 山梨県笛吹市石和町唐柏695-1 055-267-9611 mail(at)aki-lab.jp

山梨県 宮下圭輔 19121176 廃棄物処理業
株式会社 土手影建設 富士河口
湖リサイクルプラント

山梨県南都留郡富士河口湖町 小立5065 0555-73-3344 -

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 21
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※（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

山梨県 飯田由貴恵 20071186 分析業 - - 055-274-0788 iida(at)kankyomirai.co.jp

山梨県 大沼聖志 20121173 解体工事業 まるだい商事 山梨県中央市浅利2944 055-269-2171 marudai(at)yacht.ocn.ne.jp

山梨県 神澤孝昌 21041157 解体工事業 株式会社　クリーンベスト 山梨県中央市東花輪2185番地3 055-278-5188 info(at)cleanbest.co.jp

長野県 藤原勝彦 19021043 分析業 株式会社　東信公害研究所 長野県上田市古里36-9 0268-27-7749 -

長野県 納谷陽一 19021044 分析業 株式会社　東信公害研究所 長野県上田市古里36-9 0268-27-7749 -

長野県 萩原克典 19021068 -
一般社団法人　長野県労働基準
協会連合会

長野県東御市県548-1 0268-64-1151 hagiwara(at)naganoroukiren.or.jp

長野県 藤田岳 19021085 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 眞田武久 19021128 分析業 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 -

長野県 小嶋賢二 19071009 分析業 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 平塚一弘 19121051 分析業 環境未来株式会社 長野県長野市差出南2-22-8 026-217-8891 -

長野県 増沢八重子 19121083 建築・建設業
鹿島建設株式会社関東支店長野
営業所

長野県長野市県町442番地 026-232-4508 -

長野県 中澤和博 19121127 分析業
一般社団法人　長野県労働基準
協会連合会

長野県東御市県548-1 0268-64-1151
nakazawa(at)naganoroukiren.or.j
p

長野県 田中元 20071067 建築・建設業 株式会社　オフィスＫ 長野県松本市笹賀7224-1 0263-88-3331 tanaka(at)officek-inc.com

長野県 山田政志 20071089 解体工事業 ㈱グロース 長野県長野市大字富竹965-6 026-217-1967
m.yamada(at)matsukou2008.co.j
p

長野県 小林陽輔 20071094 解体工事業 株式会社コネクション 長野市徳間633-6 026-217-2986
yo-kobayashi(at)connection-
kaitai.net

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 22



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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

長野県 瀧澤弘晃 20071190 解体工事業 株式会社松興 長野県長野市大字富竹965-6 026-236-9380
h.takizawa(at)matsukou2008.co.j
p

長野県 三輪浩一 20071219 建築・建設業 株式会社　オフィスＫ 長野県松本市笹賀7224-1 0263-88-3331 miwa(at)officek-inc.com

長野県 佐々木純 20091127 解体工事業
有限会社　竹原建材　高森工場ア
ルプスクリーン

長野県下伊那郡高森町大島山66-1 0265-34-4846 -

長野県 平林幸司 20121028 解体工事業 株式会社　H.K 長野県長野市中越1丁目5-8 026-217-7784 -

長野県 畠山航大 20121105 - - - - hatakeyama-kd(at)dksiken.co.jp

長野県 北澤裕樹 20121221 解体工事業 株式会社　開渡 長野県長野市真島町真島1221-24 090-4000-2463 kitazawa(at)kaito-group.com

長野県 高橋和典 21041028 分析業 株式会社　環境科学 長野県松本市大字笹賀７１７０－３ 0263-88-8808 info(at)kankyonagano.co.jp

長野県 竹前佳二 21041111 建築・建設業 - - - -

長野県 勝田賢治 21041202 建築・建設業 有限会社イーエス企画 長野県茅野市宮川11082-1 080-8027-2205 k-katsuta.eskikaku(at)nifty.com

岐阜県 松本宰治 19071109 コンサル 株式会社　ダイナ建築設計 岐阜市本郷町2丁目17-4 058-251-9741 s3131(at)mbf.ocn.ne.jp

岐阜県 北村友秀 19121026 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 澤田政幸 19121027 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 田端大嗣 19121030 分析業
エコ・アース・エンジニアリング株
式会社

岐阜県岐阜市敷島町6丁目2番地5 090-7024-1974 tabatam(at)ee-eng.com

岐阜県 西村竜一 19121035 解体工事業 株式会社　西村組 岐阜県関市豊岡町４丁目３番５号 0575-22-6856 nishimur(at)muse.ocn.ne.jp

岐阜県 倉橋貴之 20071012 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

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 23



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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

岐阜県 大野誠太 20091078 工事業 株式会社ノア 岐阜県多治見市喜多町5丁目128番地の1 0572-25-6556 noa-wpf(at)poplar.ocn.ne.jp

岐阜県 各務真人 21041051 分析業 株式会社岐阜県環境研究所 美濃市極楽寺872-2 0575-29-7777 -

岐阜県 早川卓馬 21041148 解体工事業 株式会社　斫木村 岐阜県大垣市新田町５丁目２２番地 0584-89-7195 -

岐阜県 天野哲朗 21041156 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 t-amano(at)koeiken.or.jp

岐阜県 渡辺康司 21041177 解体工事業 株式会社リュウセイ 岐阜県安八郡安八町森部2416-1 090-2186-6868 -

静岡県 羽田博弥 12030170 - 株式会社静勝 静岡県御殿場市保土沢1157-207 0550-80-1700 hada(at)seisho-2000.co.jp

静岡県 中山菜美子 19021048 解体工事業 有限会社　葉弥摩 静岡県静岡市駿河区向敷地２３９番地３ 054-256-3142 nakayama(at)yuu-hayama.jp

静岡県 後藤彰 19071011 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 永田耕次 19071029 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 KojiNagata(at)eurofins.com

静岡県 森洋介 19071030 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 YosukeMori(at)eurofins.com

静岡県 駒見太郎 19121037 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 komami(at)kankyo-f.com

静岡県 大石万里江 19121042 建築・建設業 明星工業株式会社　中央研究所 静岡県浜松市北区細江町中川2020 053-522-1177
Oishi.Marie(at)meisei-
kogyo.co.jp

静岡県 三嶋正典 19121086 分析業 株式会社エコアップ 静岡県富士市鈴川本町11-28 0545-33-4115 ecoup(at)ecoup-kankyo.co.jp

静岡県 佐野晋司 20071133 分析業
東海プラント分析センター株式会
社

静岡県沼津市大諏訪510-1 055-924-2700 sano(at)bunseki.co.jp

静岡県 井上博史 20071144 建築・建設業 ㈱秋山内装 浜松市南区 小沢渡町17-1 090-9350-6557 inoue(at)akiyamanaiso.co.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 24



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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

静岡県 辻村充貴 20071203 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 鹿内光 20091035 分析業
東海プラント分析センター株式会
社

静岡県沼津市大諏訪510-1 090-5100-4864 shikauchi(at)bunseki.co.jp

静岡県 川尻尚純 20091073 - 株式会社　浜松管理サービス 静岡県浜松市西区西山町13番地２ 053-525-8111 info(at)hama-kan.jp

静岡県 井出眞一 20091096 解体工事業 有限会社アイエステック 静岡県富士宮市外神263-2 090-7854-0982 i.s-tec.140706(at)yr.tnc.ne.jp

静岡県 山岡正人 20121065 建築・建設業 山岡建築 静岡県静岡市葵区千代1-6-39 054-278-8815 euphman(at)yc4.so-net.ne.jp

静岡県 羽田博弥 20121127 解体工事業 株式会社静勝 静岡県御殿場市保土沢1157-207 0550-80-1700 hada(at)seisho-2000.co.jp

静岡県 鈴木秀宣 20121151 解体工事業 株式会社成美 静岡県富士市厚原1893番地の7 0545-72-1472 narumi-1010(at)za.tnc.ne.jp

静岡県 矢野雄也 21041077 解体工事業 株式会社 矢野総業 - - info(at)yano-s.co.jp

静岡県 稲葉安晃 21041117 解体工事業 株式会社　大瑛 静岡県静岡市駿河区下川原5丁目34-40-7 080-5121-4178 info(at)inaba-kogyo.work

愛知県 菅沼洋司 19021016 建築・建設業 株式会社環境クリエイト 名古屋市緑区大清水二丁目507番地 052-700-4633
suganuma(at)ecology-
create.com

愛知県 泉浩平 19021039 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 izumi-ko(at)ns-kankyo.co.jp

愛知県 畠山進博 19071077 分析業 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_hatakeyama(at)zttc.or.jp

愛知県 鈴木敦士 19071078 分析業 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

070-5568-3251 atsushi_suzuki(at)zttc.or.jp

愛知県 加藤文次郎 19121025 建築・建設業
株式会社ピーエス三菱　名古屋
支店

名古屋市中区丸の内一丁目１７番１９号　キ
リックス丸の内ビル

052-221-8486 -

愛知県 間瀬拓巳 19121031 分析業 東亜環境サービス株式会社 愛知県名古屋市南区北内町1丁目22番地 052-822-9654 info(at)toakankyo.co.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 25



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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

愛知県 明石卓也 19121041 - 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 早野健作 19121045 分析業 株式会社イズミテック 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5 0532-46-8521 -

愛知県 安田元彦 19121212 建築・建設業
株式会社竹中工務店　名古屋支
店

名古屋市中区錦二丁目２－１３ - -

愛知県 子安誓一 20071143 コンサル 新晃コンサルタント株式会社 愛知県名古屋市北区志賀本通２丁目４６ - -

愛知県 近藤大雄 20071149 建材製造業
菊水化学工業株式会社　名古屋
支店

愛知県犬山市羽黒新田字不二見坂１－３ 0568-69-5200 -

愛知県 大谷剛生 20071151 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 090-4467-3444 ta-otani(at)ctiers.co.jp

愛知県 伊藤貴志 20071246 解体工事業 株式会社伊藤建設工業 名古屋市港区正保町6-24 052-381-4989 -

愛知県 伊藤教博 20071248 分析業
株式会社コスモ環境衛生コンサル
タント

愛知県名古屋市西区城北町３丁目１２９－２ 052-529-2656 itou(at)cosmokankyoeisei.co.jp

愛知県 安東広晶 20071252
建築設計
事務所

株式会社黒野建築設計事務所 愛知県名古屋市緑区鳴海町字北浦29 052-892-1711 ando(at)kksj.co.jp

愛知県 山田洋 20091001 分析業
株式会社テクノ中部　測定分析セ
ンター測定グループ

愛知県名古屋市港区大江町3番12 052-614-7161 -

愛知県 長谷川泰久 20091038 コンサル 新晃コンサルタント株式会社 愛知県名古屋市北区志賀本通２丁目46 - -

愛知県 杉山弘 20091055 解体工事業 株式会社杉山商店 愛知県名古屋市中村区烏森町３－７８ 052-481-8745
sugiyamasyo-
ten(at)air.ocn.ne.jp

愛知県 久保田脩裕 20091085 分析業 株式会社イズミテック 愛知県豊橋市高師町北新切267-5 0532-46-8521 -

愛知県 灰﨑信吉 20121048 解体工事業 株式会社　丸信 春日井市松河戸町4133－2 0568-29-7788 info(at)marushin-kaitai.com

愛知県 水野義隆 20121081 建築・建設業 有限会社 マツヤマ 愛知県豊田市栄生町5丁目62番地2 080-3683-7912 chu-kyo(at)hm6.aitai.ne.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 26



一般建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2021年6月21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

愛知県 佐藤哲志 20121090 - 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.sato(at)a-willex.com

愛知県 田中達也 20121106 解体工事業 一宮中部衛生株式会社 愛知県一宮市奥町字六丁山１２番地４ 0586-45-3611 -

愛知県 酒井正樹 20121170 解体工事業 株式会社加藤解体工業 愛知県豊川市宿町古十王104 0533-75-6262 info(at)katokaitai.com

愛知県 富田浩 21031027 建築・建設業 吉原建設株式会社 愛知県刈谷市東新町1-301 0566-23-2121 info(at)ycc-yoshihara.co.jp

愛知県 中村明浩 21031043 - 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 a.nakamura(at)a-willex.com

愛知県 大野美希 21041044 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.j
p

愛知県 小林一郎 21041045 解体工事業 株式会社　安藤建商 愛知県名古屋市港区当知三丁目2111番地 052-384-5010
andoukensyou(at)pop16.odn.ne.j
p

愛知県 馬場完治 21041144 コンサル
馬場労働安全コンサルタント事務
所

愛知県一宮市北方町北方字西泉屋郷９０－１ 0586-87-5782 kanji.baba(at)outlook.com

愛知県 山内英裕 21041191
地方公共団体

職員
- - - -

三重県 海老原慎岳 21041059 分析業 株式会社　東海テクノ 松阪市 若葉町92-1 0598-51-9490 -

三重県 佐藤茂治 21041205 廃棄物処理業 有限会社　尾鷲環境開発 - - o.kankyo(at)ztv.ne.jp

滋賀県 角谷嘉紀 19121047 分析業 株式会社テクノサイエンス 滋賀県守山市水保町2477番地 077-584-3003 kakutani(at)techno-science.jp

滋賀県 木村光一 20071040 廃棄物処理業
公益財団法人滋賀県環境事業公
社　クリーンセンター滋賀

滋賀県甲賀市甲賀町神645 0748-88-9191 ccs-kousha(at)ac-koka.jp

滋賀県 谷口栄二 20071160 解体工事業 谷口興業株式会社 滋賀県甲賀市甲南町森尻443-1 0748-86-0707 sanpai(at)taniguchi-kk.net

滋賀県 清水真 20071261 建築・建設業 真志創建株式会社 滋賀県犬上郡多賀町土田752番地 090-3865-3401
m.shimizu(at)magokorosouken.c
om

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 27
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※（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

滋賀県 宮村良貴 20091082 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 yoshitaka(at)hiyoshi-es.co.jp

滋賀県 尾上怜 20091108
地方公共
団体職員

滋賀県 - - -

滋賀県 藤野崇 21031006 廃棄物処理業 株式会社成功産業 滋賀県彦根市野田山町８３３－２ 0749-26-6216 -

滋賀県 林大司 21031021 解体工事業 株式会社　林重機 滋賀県彦根市日夏町1674-3 0749-49-3033 hayashijuki(at)kind.ocn.ne.jp

京都府 神澤真人 19021028 分析業
株式会社環境総合リサーチ　けい
はんな事業所

京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9 0774-41-0200 m-kamizawa(at)ctiers.co.jp

京都府 南隆行 19071108 分析業 株式会社環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台２丁目3-9 0774-41-0200 contact(at)ctiers.co.jp

京都府 大宅一暢 20091023 分析業 株式会社環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台２丁目3番9 0774-41-0200 ka-oya(at)ctiers.co.jp

京都府 松田倖児 20091084 解体工事業 エムディーエス株式会社 京都府長岡京市井ノ内横ヶ端１５－７ 090-3166-8810 -

大阪府 冨髙治和 12030078 解体工事業 株式会社　大建 大阪市都島区都島北通1丁目10-21 06-6180-6144 -

大阪府 田辺薫 19071001 分析業 帝人エコ・サイエンス株式会社 大阪府茨木市南目垣１－４－１ 072-646-5107 -

大阪府 石田雄一 19071064 建築・建設業 株式会社　イケウチ 大阪府大阪市淀川区三津屋南3-2-25 06-6300-1021 ishida(at)ikeuchi.cc

大阪府 伊東陽太郎 19071065 建築・建設業 株式会社　イケウチ　環境対策部
〒532-0035　大阪府大阪市淀川区三津屋南
3-2-25

080-3708-6334 ito-y(at)ikeuchi.cc

大阪府 三原理孝 19071067 建築・建設業 株式会社　イケウチ　環境対策部 大阪市淀川区三津屋南３－２－２５ 06-6300-1055 mihara(at)ikeuchi.cc

大阪府 嶋屋英明 19071074 分析業 株式会社　日環サービス 大阪府摂津市鳥飼本町2-11-24 072-653-2061 shimaya(at)nikkanservice.co.jp

大阪府 小島政章 19121063 建築・建設業 株式会社クリハラント 大阪市北区西天満4-8-17 06-6311-5165 kojima-m(at)kurihalant.co.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 28
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大阪府 清水光 19121183 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

大阪府 福西郁哉 19121184 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

大阪府 音田弘昭 19121187 -
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 otoda(at)i-kankyo.com

大阪府 吉田宗久 19121191 建築・建設業
奥村組土木興業株式会社　環境
開発本部技術部

大阪市港区三先１丁目11番16号 06-6572-5262 -

大阪府 名和祥行 20071162 建築・建設業 株式会社名和商店 大阪市鶴見区横堤一丁目7番17号 06-6911-5009 -

大阪府 中島理章 20071171 建築・建設業
株式会社　長谷工コーポレーショ
ン

大阪市中央区平野町1丁目5-7 090-8037-3091 -

大阪府 河田健志 20071265 建築・建設業 株式会社　アステック 東大阪市鴻池元町7-16 06-6785-7073 -

大阪府 松井円 20091002 分析業 日本環境分析センター株式会社 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 平岡輝彦 20091022 建築・建設業 ビーアーム株式会社 大阪市中央区北浜3-2-25 06-6222-0181 osaka(at)b-arm.co.jp

大阪府 植野裕樹 20091066 工事業 キーストーン株式会社 大阪府堺市堺区大浜南町1丁5番12号 072-233-5121 info(at)key-stone.co.jp

大阪府 四本力 20091067 工事業 キーストーン株式会社 大阪府堺市堺区大浜南町1丁5番12号 072-233-5121 info(at)key-stone.co.jp

大阪府 安原薫 20091089 解体工事業 株式会社サクラ建設 大阪府東大阪市高井田西4-6-29 080-3240-4187
sakura-
yasuhara(at)tiara.ocn.ne.jp

大阪府 荻野稔 21031030 建築・建設業
株式会社　長谷工コーポレーショ
ン

大阪府東大阪市菱屋西6-3-2-519 06-6788-1520
minoru-
ogino(at)lagoon.ocn.ne.jp

大阪府 五嶋常二 21031044 建築・建設業 五嶋建築設計事務所 大阪府大阪狭山市狭山2丁目898-7-5316 072-205-1997 goto(at)ao-goto.jp

大阪府 野々村晃 21041056 解体工事業 株式会社　明石緑化 大阪府堺市堺区旭ヶ丘南町４丁３番２０号 072-241-3552 info(at)akashiryokka.com

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 29
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大阪府 渡邉智之 21041167 建築・建設業 株式会社フィールド・パートナーズ
大阪府大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋
橋ビル9階

06-6205-8556
t.watanabe(at)field-
partners.com

大阪府 與那嶺英造 21041209 - - - - -

兵庫県 後藤敏輝 19021017 分析業 株式会社環境テクノス 兵庫県朝来市和田山町林垣221-1 - technos(at)shirt.ocn.ne.jp

兵庫県 深山裕永 19021021 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 miyama(at)k-soltech.co.jp

兵庫県 杉本健輔 19021024 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 東郷岳彦 19071066 建築・建設業 株式会社イケウチ 環境対策部 大阪府大阪市淀川区三津屋南3-2-25 06-6300-1055 togo(at)ikeuchi.cc

兵庫県 星加多摩貴 19071085 分析業
株式会社MCエバテック分析事業
部

兵庫県尼崎市大浜町２丁目３０番地 06-6416-5200 hoshika.tamaki(at)ma.tkcc.co.jp

兵庫県 折田緑子 19121061 建築・建設業 株式会社 宮園 兵庫県尼崎市水堂町1丁目11-24 06-6438-7888 info(at)miyazono.co.jp

兵庫県 松本正彰 19121062 建築・建設業 株式会社 ベルアート 神戸市垂水区本多聞3丁目9番7号 078-781-1388 -

兵庫県 小田信 19121198 分析業
株式会社MCエバテック　分析事
業部　営業部　西日本営業所

兵庫県尼崎市大浜町2丁目30番地 06-6416-5200 oda.makoto(at)ma.tkcc.co.jp

兵庫県 土居義裕 20071158 その他製造業 - - - -

兵庫県 田中伸介 21031005 解体工事業 株式会社　公憲 兵庫県豊岡市庄境98番地 0796-23-1011 -

兵庫県 尾崎弘明 21031037 建築・建設業 丸協産業株式会社 兵庫県尼崎市武庫町2丁目20-13 06-6431-1170
hiroaki.o(at)marukyou-
sangyou.co.jp

兵庫県 神谷俊憲 21031038 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丁目2番1号 090-7553-4144 kamitani(at)k-soltech.co.jp

兵庫県 大岩正和 21041187 解体工事業 株式会社　大岩建設 - - masakazuooiwa(at)outlook.com

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 30
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奈良県 青木健二 19071061
汚染土壌
処理業

株式会社　ジオレ・ジャパン 兵庫県尼崎市東浜町1番地の1 06-6411-3690 aoki9209(at)dinsgr.co.jp

奈良県 更井和尊 20071018 解体工事業 山本組株式会社 奈良県北葛城郡広陵町馬見北7丁目1-3-7 0745-54-5515 -

奈良県 吉田晟二 20071267 建築・建設業 株式会社　豊 奈良県天理市杉本町179－17 06-6886-0641 info(at)mangyoku-k.jp

和歌山県 西本匡 19121186 建築・建設業 有限会社西庄西本建設 和歌山市西庄８６２－６ 073-455-1311 nishimoto(at)nisisho.com

和歌山県 西岡貴博 21031041 建築・建設業 積和建設関西㈱ 和歌山市禰宜1129-1 073-477-7123 nishi-t(at)hrp.sekisuihouse.co.jp

和歌山県 中川皓次 21041169 建築・建設業
有限会社中川工作所一級建築士
事務所

紀の川市西大井109-1 0736-77-3169 cochan(at)silver.ocn.ne.jp

鳥取県 山田豪人 19021127 解体工事業 株式会社山田産業 鳥取県鳥取市里仁553-3 0857-28-3148 soumu(at)yamada-sangyo.com

鳥取県 柴田雅広 19121074 コンサル
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 0859-32-3310 m.shibata(at)sanin-gc.co.jp

鳥取県 角田和陽 19121075 コンサル
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 k.sumida(at)sanin-gc.co.jp

鳥取県 倉本賢司 19121185 解体工事業 株式会社環境ファクト 鳥取県米子市河岡514-14 0859-57-2116 -

鳥取県 髙松和広 19121214 分析業
株式会社 日本総合科学　山陰支
所

鳥取県米子市灘町三丁目148-1 0859-37-2061 sanin(at)jasmine.ocn.ne.jp

鳥取県 岩垣泰則 20071164 解体工事業 有限会社サクセス 鳥取県米子市 大篠津町3197 0859-25-6565 -

鳥取県 亀本泰行 20071165 解体工事業 有限会社　サクセス 鳥取県米子市大篠津町3197番地 0859-25-6565 -

鳥取県 高梨正貴 20071221 解体工事業 有限会社青空カンパニー 鳥取県米子市富益町171－1 0859-25-1991 -

鳥取県 齋藤秀貴 20091124 建築・建設業 株式会社　大協組 米子市 蚊屋235-2 - saito(at)daikyou-g.co.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 31
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鳥取県 髙橋直樹 20121131 解体工事業 有限会社青空カンパニー 鳥取県米子市富益町１７１－１ 0859-25-1991 info(at)aozola.co.jp

鳥取県 浦上昭 21031018 解体工事業 有限会社青空カンパニー 鳥取県米子市富益町１７１－１ 090-8609-3196 -

島根県 檜垣康一 19121193 建築・建設業 - 島根県大田市仁摩町仁万 - -

島根県 渡邊元文 20121040 コンサル 渡邊建築工房　株式会社 島根県大田市鳥井町鳥井729 0854-83-7552 mo1115(at)bloom.ocn.ne.jp

岡山県 北原慎一 19021029 分析業
株式会社三井E&Sテクニカルリ
サーチ　西部事業所

岡山県玉野市玉3丁目1番1号 0863-23-2630 kthrsh(at)mes.co.jp

岡山県 吉鷹英峰 19071068 分析業
公益財団法人岡山県環境保全事
業団　環境調査部

岡山県岡山市南区内尾665-1 086-298-2616 mado(at)kankyo.or.jp

岡山県 川並隆資 19071069 分析業
公益財団法人　岡山県環境保全
事業団

岡山県岡山市南区内尾665-1 086-298-2616 -

岡山県 石橋毅 19071083 分析業
株式会社三井E&Sテクニカルリ
サーチ　西部事業所

岡山県玉野市玉3丁目1番1号 0863-23-2620 tsuyoshi-ishibashi(at)mes.co.jp

岡山県 下川修二 20071005 分析業
公益財団法人 岡山県環境保全
事業団 環境調査部

岡山県岡山市南区内尾665－1 086-298-2616 -

岡山県 吉井章 20071247 建築・建設業 株式会社エコ・テック  岡山営業所
岡山県岡山市中区兼基228-1 岸本マンション
202

086-238-2450 a.yoshii(at)broad-isp.jp

岡山県 立花峻 20091037 建築・建設業 株式会社　山陽断熱 岡山県玉野市田井６丁目２番９号 0863-21-3316 -

岡山県 堀家德士 20091105 分析業 ピーエッチエル 岡山市北区下中野３１０－１０９ 086-237-0330 horike(at)wing.ocn.ne.jp

岡山県 藤原剛志 20091139 解体工事業 メイワ産業株式会社 岡山県倉敷市黒石184番地の4 086-426-7333 -

岡山県 高橋昌孝 21041005 解体工事業 株式会社　日本エンジニア 広島県福山市入船町2丁目8番1号 080-6340-4380 takahashi(at)j-e2002.co.jp

岡山県 橋本学 21041024 解体工事業 安田産業株式会社 岡山県岡山市南区三浜町1丁目1-18 086-263-3061
manabu_hashimoto(at)yasudasa
ngyou-okayama.co.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 32
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岡山県 西川博文 21041054 建築・建設業 中央建設株式会社 倉敷市吉岡293-1 086-424-6429 info(at)chuo-kensetsu.co.jp

岡山県 水草二樹 21041055 解体工事業 中央建設株式会社 倉敷市吉岡293番地1 086-424-6429 -

岡山県 武田有正 21041079 解体工事業 エヌエス日進株式会社 岡山市中区倉田393番地の1 086-276-8000 -

広島県 山口信也 19021026 分析業 富士企業株式会社 広島県広島市佐伯区楽々園4-6-19 082-923-9957 -

広島県 藤田博志 19021033 建築・建設業 藤田土木建設有限会社 広島県福山市神辺町湯野512-1 084-962-1167 fujitadoboku(at)syd.odn.ne.jp

広島県 菅光剛 19021103 解体工事業 株式会社シンテツ 広島県廿日市市木材港北5-20 0829-32-4627 -

広島県 夏山雅史 19021119 - 株式会社　アサヒテクノリサーチ 広島県大竹市晴海2-10-22 0827-59-1800 natsuyama(at)asahigrp.co.jp

広島県 松田直己 19021120 - 株式会社　アサヒテクノリサーチ 広島県大竹市晴海2-10-22 0827-59-1800 -

広島県 木下朋子 19021125 建築・建設業 大成建設株式会社　中国支店 広島県広島市中区小町2-37　海雲ビル 082-242-5324 -

広島県 前藤宣文 19071063 分析業 株式会社　日本総合科学 広島県福山市箕島町南丘399-46 084-981-0181 -

広島県 福重翔平 19121101 - 株式売社　アサヒテクノリサーチ 広島県大竹市晴海2-10-22 0827-59-1800 fukushige.s(at)asahigrp.co.jp

広島県 岩木功次 19121195 解体工事業 有限会社　福松商店 広島県福山市曙町6丁目4番1号 084-954-5581 info(at)fukumatsu-s.com

広島県 河野新一 20071001 解体工事業 株式会社　シンテツ 広島県廿日市市木材港北5-20 0829-32-4627 -

広島県 野村俊明 20071051 解体工事業 セラ美装有限会社 広島県世羅郡世羅町田打596-1 0847-27-0315 k-k-clover(at)nifty.com

広島県 白倉重利 20071123 解体工事業 株式会社　デモリス 広島県広島市安芸区船越南4丁目8-37 082-821-3305 -

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 33
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広島県 原田秀夫 20121049 - 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 harada_h(at)asahigrp.co.jp

広島県 長谷川政道 20121103 コンサル 株式会社　ライズコンサルタント 広島県広島市佐伯区五日市七丁目13番16号 082-559-6010 hasegawa.m(at)rise-con.jp

広島県 江内谷誠 21031002 解体工事業 株式会社未和協産 広島県福山市幕山台２丁目２２－２０ 080-1909-7728 miwa_7728(at)yahoo.co.jp

広島県 松本学 21041001 解体工事業 株式会社シンテツ 広島県廿日市市木材港北5-20 0829-32-4627 k-k-kouno(at)muc.biglobe.ne.jp

広島県 中山裕基 21041002 解体工事業 株式会社シンテツ 広島県廿日市市木材港北5―20 0829-32-4627 k-k-kouno(at)muc.biglobe.ne.jp

広島県 橘清 21041003 解体工事業 株式会社シンテツ 広島県廿日市市木材港北5―20 0829-32-4627 k-k-kouno(at)muc.biglobe.ne.jp

広島県 坂本雅彦 21041018 解体工事業 有限会社　サン・エス 広島県広島市東区温品2丁目24番29号 082-280-1464 -

山口県 野村聖治 19121197 解体工事業 中国特殊株式会社 山口県周南市久米3078-1 0834-26-0500 -

山口県 佐伯貴志 20091003 分析業
株式会社 太平洋コンサルタント
西日本技術部西日本環境測定グ
ループ

山口県山陽小野田市大字小野田６２７６ 0836-83-3358
Takashi_Saeki(at)taiheiyo-
c.co.jp

山口県 正木太朗 20091123 解体工事業 西日本ビルド株式会社 山口県岩国市山手町一丁目12番18号 0827-24-1141 -

山口県 重光基広 20121004 解体工事業 株式会社RECK 山口県下関市一の宮3-1-1 090-8836-7221 reck.senmu(at)gmail.com

山口県 佐々木義徳 20121025 建築・建設業 野村興業　株式会社 山口県下関市古屋町一丁目１９番１号 083-252-6411 nomura-com(at)mx52.tiki.ne.jp

山口県 松本大八 20121232 解体工事業 有限会社久組 山口県宇部市西梶返１丁目3-6 090-3370-2434 -

山口県 秦口雅史 21041014 解体工事業 中国特殊株式会社 山口県周南市久米3078-1 0834-26-0500 -

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 34
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山口県 大橋淳一 21041041 建築・建設業 株式会社三城商事 山口県宇部市西平原2丁目7番1号 0836-33-6903 -

山口県 岡村忠治 21041063 建築・建設業 株式会社ティーエム 山口県柳井市古開作1160-5 0820-25-1117 main-office(at)tm-yanai.biz

山口県 中山哲也 21041064 建築・建設業 株式会社ティーエム 山口県柳井市古開作1160-5 0820-25-1117 main-office(at)tm-yanai.biz

徳島県 新田国男 21041036 解体工事業 (株)徳島機械センター 徳島市丈六町森ノ木9番地1 090-7844-7094 -

香川県 北畠実 19021131 コンサル 有限会社115 香川県高松市一宮町590-1 087-816-0556 km115(at)blue.ocn.ne.jp

香川県 宮脇正信 20091027 登録教習機関
建設業労働災害防止協会香川支
部

香川県高松市磨屋町6番地4　香川県建設会
館3階

087-821-5243 info(at)kensaibou-kagawa.jp

香川県 德本幸治 20091029 登録教習機関
建設業労働災害防止協会香川支
部

香川県高松市磨屋町6番地4　香川県建設会
館3階

087-821-5243 -

香川県 岡川正夫 20091030 登録教習機関
建設業労働災害防止協会香川支
部

香川県高松市磨屋町6番地4　香川県建設会
館3階

087-821-5243 -

香川県 市原遼太 20091052 分析業 株式会社環境技術研究所 香川県高松市成合町823-1 090-9779-4533 -

香川県 昌山晃一呂 20091053 廃棄物処理業 有限会社白鳥解体 香川県東かがわ市湊197-25 0879-25-0146 -

香川県 井上剛史 21031033 建築・建設業 D-ken(ディーケン) 香川県高松市高松町２２５５－１０ 080-3926-4327 f104jstarfighter(at)gmail.com

香川県 花房伸 21041162 解体工事業 株式会社　珀栄 香川県高松市香南町西庄1730番地1 087-899-8981 info(at)hakuei-kaitai.com

愛媛県 谷本豊 19121186 コンサル
株式会社 荒谷建設コンサルタント
四国支社

愛媛県松山市余戸中2-1-2 089-973-2418 -

愛媛県 森井知典 19121199 解体工事業 有限会社森井商店 愛媛県新居浜市新田町1-5-12 0897-33-3151 morii-syouten(at)gaea.ocn.ne.jp

愛媛県 合田哲夫 20091116 解体工事業 有限会社オフィス陽勇 愛媛県新居浜市磯浦町18-73 0897-33-8343 hinayu(at)lilac.ocn.ne.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 35
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愛媛県 宮本貴司 21031040 コンサル 都市空間設計株式会社 愛媛県大洲市東大洲１５９番地２ 0893-23-4334 toshikuukan(at)wine.ocn.ne.jp

愛媛県 井上志延 21041070 - - - - toshikuukan(at)wine.ocn.ne.jp

福岡県 宮﨑正文 19021133 分析業
公益財団法人福岡県すこやか健
康事業団

福岡県久留米市東合川6-4-23 0942-44-5000 -

福岡県 仲勝也 19071092 コンサル 株式会社　大成ジオテック 久留米市西町1174-10 0942-34-5622 -

福岡県 松岡雅也 19071098 分析業 ㈱アイテック 福岡県太宰府市朱雀1丁目8番10号 092-924-9700 info(at)i-tec-kankyo.com

福岡県 江島孝伸 19071099 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番20号 092-671-6071
takanobu_eshima(at)kyudensang
yo.co.jp

福岡県 井上栄一 19121015 分析業
西部環境調査株式会社　福岡事
業所

福岡市博多区築港本町8-14 092-262-3717 inoue-e(at)serc.jp

福岡県 浦本光太朗 19121016
建材製造業

・調査業
・工事業

菊水化学工業株式会社　福岡支
店

福岡県糟屋郡志免町別府東3-1-1 092-935-4610 uramoto(at)kikusui-chem.co.jp

福岡県 高木宣弘 19121019
地方公共
団体職員

福岡県 環境部 環境保全課 福岡県福岡市博多区東公園7-7 092-643-3360 -

福岡県 安武大輔 19121020
地方公共
団体職員

福岡県循環型社会推進課 - - -

福岡県 梶原佑介 19121021
地方公共
団体職員

福岡県保健環境研究所 福岡県太宰府市大字向佐野39 092-921-9947
y-
kajihara(at)fihes.pref.fukuoka.jp

福岡県 柴田一樹 20071011 分析業 株式会社Ｅ-ＳＹＳＴＥＭ 福岡県福岡市東区松島4-6-14 070-3111-9808 shibata(at)esys1996.com

福岡県 廣田五男 20071118 コンサル
株式会社ユニオンリサーチ　九州
支社

福岡県福岡市中央区天神2-8-38 092-771-0642 itsuo.hirota(at)union-r.co.jp

福岡県 福山秀樹 20071125 分析業
公益財団法人 福岡県すこやか健
康事業団

福岡県久留米市東合川6-4-23 0942-44-5000 -

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 36
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福岡県 酒本大二郎 20091090 分析業 一般財団法人九州環境管理協会 福岡市東区松香台1-10-1 092-662-0410 -

福岡県 中川修平 20121005
地方公共団体

職員
福岡県保健環境研究所 福岡県太宰府市向佐野39 092-921-9947

s-
nakagawa(at)fihes.pref.fukuoka.j
p

福岡県 児島政己 20121006 分析業 株式会社E-SYSTEM 福岡県福岡市東区松島4丁目6番14号 092-627-3222 kojima(at)esys1996.com

福岡県 當間信龍 20121128
塗膜剥離剤製

造業
三彩化工株式会社　福岡駐在所

福岡市東区松崎2丁目20番14号　BEN松崎壱
番館1F

092-719-1756 shintatsu.tohma(at)sansai.com

福岡県 堤泰子 20121160 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1-8-3　パシフィック古賀 092-943-4225 -

福岡県 木村充男 20121207 解体工事業 株式会社　木村産業 福岡県久留米市大石町370-1 0942-32-8617 -

福岡県 上原正憲 20121211 分析業 株式会社　太平環境科学センター 福岡県福岡市博多区金の隈2-2-31 092-504-1220 uehara(at)taihei-esc.com

福岡県 小山剛 20121212 分析業 株式会社太平環境科学センター 福岡市博多区金の隈2-2-31 092-504-1220 -

福岡県 大里義明 20121213 分析業 株式会社　太平環境科学センター 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号 090-1920-8942 osato(at)taihei-esc.com

福岡県 伊藤伸悟 21041203 建築・建設業
株式会社　スタッフエンジニア九
州

福岡県京都郡苅田町富久町1丁目20-4 093-647-4771
asubesuto.sek(at)castle.ocn.ne.j
p

福岡県 池田志朗 21041204 建築・建設業
株式会社　スタッフエンジニア九
州

福岡県京都郡苅田町富久町1丁目20-4 093-647-4771
asubesuto.sek(at)castle.ocn.ne.j
p

佐賀県 原口真一 19121024 解体工事業 ㈱環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 佐賀県唐津市千々賀4-5 0955-78-2978 -

佐賀県 岩永真吾 20071114 解体工事業 有限会社岩永組 佐賀県西松浦郡有田町楠木原乙１３７８ 0955-46-3955 -

佐賀県 岡﨑学 20121084 コンサル 株式会社有明エンジニアリング 佐賀市若宮一丁目6-33 0952-30-5733 okazaki(at)ariake-en.co.jp

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 37
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佐賀県 石川潤 20121164 分析業
一般財団法人　佐賀県産業医学
協会

佐賀県佐賀市鍋島町八戸1994番地1 0952-22-6729 -

長崎県 有吉研一 19021003 建築・建設業
アイテック佐世保株式会社 長崎
支店

長崎市鳴見町278番地 095-865-6501 nagasaki(at)itec-k.co.jp

長崎県 中村光毅 19021130 分析業 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 nakamura-k(at)serc.jp

熊本県 三浦真吾 19071091 分析業 株式会社再春館安心安全研究所 熊本県熊本市中央区帯山4丁目17-1 096-385-1222
s.miura(at)anshin-
saishunkan.co.jp

熊本県 森下祐貴 19071094 - 有限会社アース・クリーン 熊本県荒尾市大島字松原24番2 080-8558-8476 -

熊本県 藤村勇介 19121018 分析業
株式会社 野田市電子　環境分析
事業部

熊本県熊本市中央区世安町335 096-322-0167 fujimura(at)nodaichikankyo.co.jp

熊本県 和田尚志 19121023 コンサル
和田労働安全コンサルタント事務
所

〒867-0005　熊本県水俣市牧ノ内16-53 0966-62-3867 h.wada(at)vega.ocn.ne.jp

熊本県 坂本祥太郎 20071008 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
sakamoto(at)nodaichikankyo.co.j
p

熊本県 瀬口収一 20121002 コンサル 瀬口建築設計事務所 熊本県山鹿市久原3169番地5 090-2501-0590 seguti(at)amber.plala.or.jp

熊本県 中島尚哉 20121069
地方公共団体

職員
熊本県庁環境生活部環境局環境
保全課

熊本県熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 096-333-2269 -

熊本県 西田貴哉 20121147 解体工事業 株式会社ＥＡＲＣＴＨ 熊本県熊本市中央区八王寺町47-5-102 096-240-2811 -

熊本県 武田祥孝 20121239 解体工事業 武田解体株式会社 熊本県熊本市南区御幸笛田8丁目11番13号 096-370-3400 takeda-k(at)ace.ocn.ne.jp

熊本県 岡﨑健太 22010010 解体工事業 株式会社　星山商店 熊本県熊本市東区吉原町10番1 096-349-7870
okazaki(at)hoshiyama-
group.co.jp

宮崎県 谷口真樹 19021049 建築・建設業 株式会社タニグチ防水塗工 宮崎市新栄町９７番地 0985-29-5724 tanibo(at)orange.ocn.ne.jp

宮崎県 長友博樹 20071006 建築・建設業 ダンパック工業株式会社 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276-1061 0985-27-8742
h.nagatomo.dp(at)helen.ocn.ne.j
p

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 38
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宮崎県 吉行秀人 20071116 分析業 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 shuto-y(at)aqua-bunseki.com

宮崎県 上原毅 20071117 分析業 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 uehara(at)aqua-bunseki.com

宮崎県 吉行和也 20071121 分析業 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 yoshiyuki(at)aqua-bunseki.com

宮崎県 長友剛 20121139 解体工事業 株式会社友和産業開発 宮崎県宮崎市高岡町花見３８８８ 0985-82-2110 -

鹿児島県 白尾千和 19021035 分析業
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

鹿児島県 桐野正吾 19021036 分析業
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

鹿児島県 今福仁人 19071093 分析業
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

鹿児島県 松元優明 19121006 分析業
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

鹿児島県 平豊樹 20071235 解体工事業 有限会社丸永建設 鹿児島県奄美市名瀬仲勝1334番地 0997-56-8959 maruei8959(at)gmail.com

鹿児島県 川上一兵 20071236 解体工事業 有限会社丸永建設 鹿児島県奄美市名瀬仲勝1334番地 0997-56-8959 maruei8959(at)gmail.com

鹿児島県 下村太郎 20091042 建築・建設業 下村サン工業有限会社 鹿児島県西之表市西之表９７８５ 0997-23-1122
shimomurasankogyo(at)alpha.oc
n.ne.jp

鹿児島県 川野誠 20121060 建築・建設業 光建設株式会社 鹿児島市小野町４１４５－１ 099-283-3050 hikari(at)hikari4r.com

鹿児島県 安田要一郎 20121107 建築・建設業 光建設株式会社 鹿児島市小野町4145-1 099-283-3050 -

鹿児島県 明祐樹 20121138 建築・建設業 光建設株式会社 鹿児島市小野町4145-1 099-283-3050 hikari(at)hikari4r.com

鹿児島県 大山文久 21041048 建築・建設業 有限会社　スペース・コモド 鹿児島県鹿児島市下荒田3-7-6 099-286-1586 -

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 39
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沖縄県 比嘉健志 19121009 解体工事業 有限会社榮商店 沖縄県沖縄市知花4－3－21 098-938-7007 sakaesyoutenn(at)chic.ocn.ne.jp

沖縄県 平賀秀人 20071066 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4-4 090-8290-0291 hiraga(at)nansei-kankyo.co.jp

沖縄県 比嘉隆之 20071237 解体工事業 株式会社　トウエイ 沖縄県浦添市内間２丁目６番１６号 098-878-3516 -

沖縄県 中地広 20091021 解体工事業 株式会社　琉球ZERO-ONE 沖縄県沖縄市上地3-23-30 098-989-1020 -

沖縄県 結城和昭 21041032 解体工事業 有限会社　昭和興業 沖縄県中頭郡中城村北浜38 098-894-9561 showa(at)sk-scrap.jp

沖縄県
ｼｬｰﾉﾝｸﾘｽﾄﾌｧｰ
ｳｴｲﾝ

21041197 解体工事業 神里工業株式会社 沖縄市泡瀬6丁目3-17 098-989-1751 kamizato.k11(at)gmail.com

注１）本台帳は当センターで修了された方のみ掲載します。

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。 40
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