
建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2019年10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.hokkaid
o.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.co
m

青森県 太田 昌寿 19071042
環境計画・土

木・解体工事業
株式会社　青森エコプラン 弘前市大字中野一丁目13番地4 0172-55-8630 eko(at)kiyuu.jp

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

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

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

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 -

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

※（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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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

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 -

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.ni
pponsteel.com

茨城県 深山 秀樹 19071050 建築・建設業 株式会社　湯川化成工業 茨城県稲敷郡阿見町南平台３－３７－１４ 029-845-4087 -

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

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　関
東事業所

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

群馬県 御領 岳 19071019 分析業
ユーロフィン日本環境株式会社　北
関東環境事業部

群馬県藤岡市下栗須387-2 0274-35-9002
TakeshiGoryo(at)eurofins.co
m

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。



建築物石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2019年10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

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.c
o.jp

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 -

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 -

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

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 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 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 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 -

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.co
m

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

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 -

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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 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
地方公共団体

職員
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 -

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

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

兵庫県 前田ひかる 19021014 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 -

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

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

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 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 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 -

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 -

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

愛媛県 小川隆行 19021022 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9-13 0898-25-4131 ta-ogawa(at)soukikaku.co.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)kyudens
angyo.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 -

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

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

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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