水質検査機関登録簿（1/15）
登録
番号

氏名又は名称

住所

代表者の氏名

1

一般社団法人群馬県薬剤師会

2

一般財団法人静岡県生活科学検査 静岡県静岡市葵区北安東四丁目２ 明石
センター
７番２号

3

一般財団法人宮城県公衆衛生協会 宮城県仙台市泉区松森字堤下７番 大江 浩
地の１
公益財団法人宮城県公害衛生検査 宮城県仙台市青葉区落合二丁目１ 佐々木 孝雄
センター
５番２４号
一般財団法人岐阜県公衆衛生検査 岐阜県岐阜市曙町四丁目６番地
片桐 卓朗
センター

4
5

7
8

9
10
11
12
13
14
16

17
18
19
20
21
23
24
26

群馬県前橋市西片貝町五丁目１８ 武智
番地の３６

文吾

神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県 静岡県焼津市塩津１番１及び静岡
県静岡市葵区北安東四丁目２７番
２号
岩手県、宮城県、山形県及び福島県 宮城県仙台市泉区松森字堤下７番
地の１
宮城県、山形県及び福島県
宮城県仙台市青葉区落合二丁目１
５番２４号
富山県、福井県、長野県、岐阜県、愛 岐阜県岐阜市曙町四丁目６番地及
知県、三重県及び滋賀県
び岐阜県高山市昭和町二丁目１０
０番地１０
鹿児島県
鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目１
番地５
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千 埼玉県さいたま市大宮区上小町１
葉県、東京都（島しょ部を除く。）、 ４５０番地１１
神奈川県、山梨県及び長野県
福島県、茨城県、栃木県、埼玉県及び 茨城県水戸市笠原町９７８番地４
千葉県
７
宮崎県
宮崎県宮崎市霧島一丁目１番地２

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、奈 三重県津市河芸町上野３２５８番 平成28年3月31日
良県及び和歌山県
地
岩手県
岩手県盛岡市上堂三丁目１７番３ 平成28年3月31日
７号
富山県、石川県及び福井県
石川県金沢市神野町東１１５番地 平成28年3月31日
富山県、石川県、福井県及び岐阜県 石川県金沢市太陽が丘三丁目１番 平成28年3月31日
２
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千 千葉県千葉市中央区中央港一丁目 平成28年3月31日
葉県、東京都及び神奈川県
１２番１１号、千葉県千葉市中央
区中央港一丁目１２番１４号及び
千葉県千葉市中央区出洲港１４番
１２号
長野県
長野県松本市旭二丁目１１番２０ 平成28年3月31日
号
長野県
長野県長野市アークス１３番１１ 平成28年3月31日
号
群馬県及び長野県
長野県上田市国分９９４番地１
平成28年3月31日
長野県
長野県伊那市日影９番地
平成28年3月31日
長野県及び岐阜県
長野県飯田市高羽町六丁目２番地 平成28年3月31日
２
宮城県、山形県及び福島県
山形県山形市松栄一丁目６番６８ 平成28年3月31日
号
秋田県、山形県、福島県、群馬県、新 新潟県燕市吉田東栄町８番１３号 平成28年3月31日
潟県、富山県及び長野県
及び新潟県佐渡市竹田１０４２番
地１０
秋田県、山形県、福島県、群馬県、新 新潟県長岡市新産二丁目１２番地 平成28年3月31日
潟県、富山県及び長野県
７

平成16年3月31日

茨城県水戸市笠原町９７８番地４ 横濱 明
７
宮崎県宮崎市霧島一丁目１番地２ 内枦保 博秋

隼雄
弘志

彰
博巳

一般財団法人石川県予防医学協会 石川県金沢市神野町東１１５番地 松崎
一般財団法人北陸保健衛生研究所 石川県金沢市太陽が丘三丁目１番 北元
２
一般財団法人千葉県薬剤師会検査 千葉県千葉市中央区中央港一丁目 水野
センター
１２番１１号

充意
洋太

一般社団法人長野県薬剤師会

寛明

谷

喜一郎

憲昭

飯島
唐澤
横山

康典
頼勝
信之

服部

智彦

奥田

雄二

一般社団法人新潟県環境衛生中央 新潟県長岡市新産二丁目１２番地 郷
研究所
７

初回登録年月日
平成16年3月31日

一般財団法人茨城県薬剤師会検査
センター
一般財団法人宮崎県公衆衛生セン
ター
一般財団法人三重県環境保全事業
団
一般社団法人岩手県薬剤師会

日野

登録年月日

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼 群馬県前橋市西片貝町五丁目２３ 平成28年3月31日
玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新 番地の１０
潟県、山梨県及び長野県

鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目１ 坂元
番地１０
埼玉県さいたま市大宮区上小町１ 星野
４５０番地１１

長野県松本市旭二丁目１０番１５
号
一般社団法人長野市薬剤師会
長野県長野市アークス１３番１１
号
一般社団法人上田薬剤師会
長野県上田市国分９９４番地１
一般社団法人上伊那薬剤師会
長野県伊那市日影９番地
一般財団法人中部公衆医学研究所 長野県飯田市高羽町六丁目２番地
２
一般財団法人山形県理化学分析セ 山形県山形市松栄一丁目６番６８
ンター
号
一般財団法人新潟県環境衛生研究 新潟県燕市吉田東栄町８番１３号
所

検査を行う事業所の所在地

洋一郎

一般財団法人鹿児島県環境技術協
会
一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

三重県津市河芸町上野３２５８番 森本
地
岩手県盛岡市馬場町３番１２号
畑澤

水質検査を行う区域

平成29年2月7日現在

周一

平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日

水質検査機関登録簿（2/15）
登録
番号
27

氏名又は名称

住所

代表者の氏名
秀幸

40

一般財団法人上越環境科学セン 新潟県上越市下門前１６６６番地 村山
ター
公益財団法人島根県環境保健公社 島根県松江市古志原一丁目４番６ 小村
号
一般財団法人北海道薬剤師会公衆 北海道札幌市豊平区平岸一条八丁 三浦
衛生検査センター
目６番６号
一般社団法人京都微生物研究所 京都府京都市山科区川田御出町３ 大藪
番地の４
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高田郷３６ 山口
４０番地３
一般財団法人佐賀県環境科学検査 佐賀県佐賀市光一丁目１番２号
木原
協会
一般社団法人青森県薬剤師会
青森県青森市浪打一丁目１６番１ 木村
７号
一般財団法人日本環境衛生セン 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１ 南川
ター
０番６号
公益財団法人神奈川県予防医学協 神奈川県横浜市中区日本大通５８ 土屋
会
番地日本大通ビル
一般財団法人北里環境科学セン 神奈川県相模原市南区北里一丁目 伊藤
ター
１５番１号
一般社団法人香川県薬剤師会
香川県高松市亀岡町９番２０号
安西

43

一般財団法人九州環境管理協会

則幸

44

公益社団法人大分県薬剤師会

28
29
30
31
33
34
35
36
38

45
46
47
49

50
51
53
54

56
57

福岡県福岡市東区松香台一丁目１ 百島
０番１号

明弘
洋嗣
正樹
弘勝
奉文
隆次
秀樹
尚
俊洋
英明

水質検査を行う区域
宮城県、山形県、福島県、群馬県、新
潟県、富山県及び長野県
鳥取県のうち米子市、境港市及び西伯
郡並びに島根県
北海道

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

新潟県上越市下門前１６６６番地 平成28年3月31日

初回登録年月日
平成16年3月31日

島根県松江市古志原一丁目４番６
号
北海道札幌市豊平区平岸一条八丁
目６番６号
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵 京都府京都市山科区上花山久保町
庫県、奈良県及び和歌山県
１６番地の２
福岡県、佐賀県、長崎県及び熊本県 長崎県西彼杵郡長与町高田郷３６
４０番地３
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び 佐賀県佐賀市光一丁目１番２号
大分県
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋 青森県青森市大字野木字山口１６
田県、山形県及び福島県
４番４３
福岡県及び佐賀県
福岡県大野城市白木原三丁目５番
１１号
神奈川県
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１４
番地１
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 神奈川県相模原市南区北里一丁目
山梨県及び静岡県
１５番１号
岡山県、徳島県、香川県、愛媛県及び 香川県高松市亀岡町９番２０号
高知県
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県（島 福岡県福岡市東区松香台一丁目１
しょ部を除く。）、熊本県、大分県、 ０番１号
宮崎県及び鹿児島県（島しょ部を除
く。）

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

福岡県、熊本県、大分県及び宮崎県

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目８ 平成28年3月31日
番１５号
兵庫県、徳島県、香川県、愛媛県及び 徳島県徳島市中洲町一丁目５８番 平成28年3月31日
高知県
地１
島根県（島しょ部を除く。）、広島県 山口県山口市吉敷下東一丁目５番 平成28年3月31日
（島しょ部を除く。）、山口県及び福 １号
岡県（島しょ部を除く。）
山梨県、長野県及び静岡県
山梨県甲府市小瀬町１１４５番地 平成28年3月31日
１
徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 高知県高知市丸ノ内二丁目４番１ 平成28年3月31日
１号

平成16年3月31日

大分県大分市大字豊饒字光屋４４
１番地１
一般社団法人和歌山県薬剤師会 和歌山県和歌山市雑賀屋町１９番
地
公益財団法人北九州生活科学セン 福岡県北九州市戸畑区中原新町１
ター
番４号
一般財団法人下越総合健康開発セ 新潟県新発田市本町四丁目１６番
ンター
８３号
一般社団法人東京都食品衛生協会 東京都渋谷区神宮前二丁目６番１
号

安東

哲也

稲葉

眞也

今地

政美

花野

政晴

鵜飼

良平

一般財団法人沖縄県環境科学セン 沖縄県浦添市字経塚７２０番地
ター
公益社団法人鹿児島県薬剤師会 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目８
番１５号
一般社団法人徳島県薬剤師会
徳島県徳島市中洲町一丁目５８番
地１
公益財団法人山口県予防保健協会 山口県山口市吉敷下東三丁目１番
１号

比嘉

悟

大分県大分市大字豊饒字松原４６
４番１
大阪府、奈良県及び和歌山県
和歌山県和歌山市雑賀屋町１９番
地
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県（島 福岡県北九州市戸畑区中原新町１
しょ部を除く。）及び大分県
番４号
新潟県
新潟県新発田市本町四丁目１６番
８３号
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千 東京都板橋区徳丸一丁目１９番１
葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び ０号
静岡県
沖縄県
沖縄県浦添市字経塚７２０番地

上野

泰弘

熊本県、宮崎県及び鹿児島県

水口

和生

河村

康明

一般社団法人山梨県食品衛生協会 山梨県甲府市小瀬町１１４５番地 細谷
１
一般社団法人高知県食品衛生協会 高知県高知市丸ノ内二丁目４番１ 早川
１号

憲二
紀夫

登録年月日

平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日

水質検査機関登録簿（3/15）
登録
番号

氏名又は名称

住所

代表者の氏名

水質検査を行う区域

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

58

公益財団法人岡山県健康づくり財 岡山県岡山市北区平田４０８番地 石川
団
－１

紘

岡山県

59

秋田県秋田市千秋久保田町６番６ 堀井
号
兵庫県神戸市須磨区行平町三丁目 岩根
１番１８号
広島県広島市中区広瀬北町９番１ 佐藤
号

啓一

青森県、岩手県、宮城県、秋田県及び
山形県
兵庫県

62

公益財団法人秋田県総合保健事業
団
公益財団法人ひょうご環境創造協
会
一般財団法人広島県環境保健協会

63

公益社団法人富山県薬剤師会

公秀
梧郎

愛媛県

65

富山県富山市千歳町一丁目４番１ 西尾
号
公益財団法人愛媛県総合保健協会 愛媛県松山市味酒町一丁目１０番 久野
地５
一般社団法人県央研究所
新潟県三条市吉田１４１１番地甲 高野

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山
口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高
知県
新潟県、富山県及び石川県

貞子

66

一般社団法人愛知県薬剤師会

村松

章伊

67

株式会社東海分析化学研究所

大場

和子

68

学校法人香川学園

相原

次男

山形県、福島県、茨城県、栃木県、群
馬県、埼玉県、新潟県、富山県及び長
野県
岐阜県、愛知県及び三重県
愛知県名古屋市熱田区伝馬二丁目
１９番１８号
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県 愛知県蒲郡市三谷町竹沢２５番地
１
島根県、広島県、山口県及び福岡県 山口県宇部市文京町４番２３号

69

株式会社コーエキ

梅垣

和彦

長野県

70

内藤環境管理株式会社

内藤

岳

71

一般財団法人中部微生物研究所

72

株式会社日吉

73

株式会社エヌ・イーサポート

60

64

愛知県名古屋市中区丸の内二丁目
３番１号
愛知県豊川市御津町赤根下川５０
番地
山口県宇部市文京台二丁目１番１
号
長野県岡谷市田中町三丁目３番２
４号
埼玉県さいたま市南区大字太田窪
２０５１番地２

正
均

愛知県豊川市御津町赤根下川４８ 小田桐 久代
番地
滋賀県近江八幡市北之庄町９０８ 村田 弘司
番地
広島県広島市西区己斐本町三丁目 長田
１３番１６号

智久

岡山県岡山市北区平田４０８番地
－１及び岡山県美作市入田２９１
番地－２
秋田県秋田市寺内児桜三丁目１番
２４号
兵庫県神戸市須磨区行平町三丁目
１番１８号
広島県広島市中区広瀬北町９番１
号及び広島県福山市山手町五丁目
３２番２６号
富山県富山市千歳町一丁目４番１
号
愛媛県松山市味酒町一丁目１０番
地５
新潟県燕市小高６０１４番地

登録年月日

初回登録年月日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

長野県岡谷市田中町三丁目３番２ 平成28年3月31日
４号
宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 平成28年3月31日
玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び ２０５１番地２
新潟県
愛知県
愛知県豊川市御津町赤根水神２０ 平成28年3月31日
番地
福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８ 平成28年3月31日
賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良 番地
県及び和歌山県
茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東 東京都江戸川区東葛西四丁目１９ 平成28年3月31日
京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐 番５号、愛知県名古屋市中村区城
阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀 主町二丁目２６番２号、大阪府西
県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良 淀川区姫島五丁目４番１０号、広
県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山 島県広島市西区己斐本町三丁目１
県、広島県、山口県、徳島県、香川 ３番１６号及び福岡県福岡市博多
県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀 区博多駅南五丁目８番１７号
県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県
及び鹿児島県（島しょ部を除く。）

平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日

水質検査機関登録簿（4/15）
登録
番号

氏名又は名称

住所

代表者の氏名

水質検査を行う区域

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

登録年月日

初回登録年月日

75

株式会社江東微生物研究所

東京都江戸川区西小岩五丁目１８ 小林
番６号

仁

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山
形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬
県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、新潟県、富山県、石川県、山梨
県、長野県及び静岡県

青森県弘前市大字末広二丁目４番 平成28年3月31日
地３、秋田県湯沢市字赤土１番地
３、秋田県大館市有浦四丁目５の
３０、岩手県紫波郡矢巾町流通セ
ンター南三丁目２番１７号、宮城
県仙台市若林区卸町東四丁目１番
７号、山形県山形市円応寺町７番
８号、山形県米沢市窪田町窪田字
南江口３７７番地の１０、福島県
福島市鎌田字卸町２０番１、福島
県郡山市喜久田町卸三丁目２４
番、福島県会津若松市一箕町大字
鶴賀字上居合１３４番地４、福島
県南相馬市原町区錦町一丁目３
９、福島県いわき市好間工業団地
４番地１８、茨城県水戸市姫子一
丁目１０１番５号、茨城県つくば
市上横場４４５番１号、栃木県宇
都宮市平出工業団地４４の３８、
群馬県館林市美園町１２番１１
号、群馬県高崎市髙関町４３１の
３、群馬県前橋市下細井２６７の
１１、埼玉県越谷市蒲生西町二丁
目１１番地１７、千葉県香取市吉
原４２０番地１、千葉県旭市い９
８７番地１、千葉県木更津市新田
三丁目４番３０号、千葉県千葉市
中央区矢作町３８２番３号、東京
都江戸川区西小岩五丁目１８番６
号、神奈川県相模原市南区東林間
五丁目１６の７、新潟県新潟市中
央区鳥屋野４６３番地２及び長野
県飯山市大字木島６８２番地１３

平成16年3月31日

76

平成理研株式会社

栃木県宇都宮市石井町２８５６番 福田
地３

良夫

岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福 栃木県宇都宮市石井町２８５６番 平成28年3月31日
島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉 地３
県、千葉県、東京都（島しょ部を除
く。）、神奈川県、山梨県のうち甲府
市、富士吉田市､都留市、山梨市、大
月市、笛吹市、上野原市、甲州市、道
志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴
沢村、富士河口湖町、小菅村及び丹波
山村並びに静岡県のうち静岡市、沼津
市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東
市、富士市、御殿場市、下田市、裾野
市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、
河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆
町、函南町、清水町、長泉町及び小山
町

平成16年3月31日

77

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 金田
目２０１番地

哲夫

長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三 愛知県名古屋市守山区花咲台二丁 平成28年3月31日
重県及び滋賀県
目２０１番地

平成16年3月31日

水質検査機関登録簿（5/15）
登録
番号

氏名又は名称

住所

代表者の氏名

78

株式会社環境科学研究所

愛知県名古屋市北区若鶴町１５２ 林
番地

79

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二丁目 坂本
２番３１号

雅俊

80

株式会社丹野

山形県山形市松見町１２番３号

丹野

秀樹

82

東亜環境サービス株式会社

愛知県名古屋市南区北内町一丁目 武藤
２２番地

鉱一

83

株式会社信濃公害研究所

大島

明美

84

常磐開発株式会社

髙木

純一

85
87

株式会社福井環境分析センター
株式会社群馬分析センター

長野県北佐久郡立科町大字芦田１
８３５番地１
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口
１番地
福井県越前市北府二丁目１番５号
群馬県高崎市下大島町６２５番地

88

株式会社環境測定サービス

茨城県水戸市石川四丁目３８９６ 黒羽
番地の３

徹

89

中外テクノス株式会社

広島県広島市西区横川新町９番１ 福馬
２号

勝洋

90

株式会社南西環境研究所

91

株式会社ユニケミー

沖縄県中頭郡西原町字東崎４番地 田中
４
愛知県名古屋市熱田区伝馬一丁目 濱地
１１番１号

92

公益財団法人福島県保健衛生協会 福島県福島市方木田字水戸内１９
番地６
株式会社野田市電子
熊本県熊本市中央区世安町３３５
番地
株式会社沖縄環境分析センター 沖縄県宜野湾市真栄原三丁目７番
２４号
一般財団法人有明環境整備公社 福岡県大牟田市健老町４７３番地
５
環境未来株式会社
長野県松本市大字和田４０１０番
地５

93
94
95
96

昌史

水質検査を行う区域
富山県、石川県、福井県、長野県、岐
阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀
県、大阪府、兵庫県及び山口県
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊
本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

登録年月日

初回登録年月日

愛知県名古屋市北区若鶴町１５２ 平成28年3月31日
番地

平成16年3月31日

福岡県福岡市博多区金の隈二丁目 平成28年3月31日
２番３１号及び長崎県長崎市出島
町１番４３号
岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福 山形県山形市松見町１２番３号
平成28年3月31日
島県及び新潟県
岐阜県、静岡県（熱海市、伊東市、下 愛知県名古屋市南区北内町一丁目 平成28年3月31日
田市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆 ２２番地
町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊
豆町及び函南町を除く。）、愛知県及
び三重県

平成16年3月31日

群馬県及び長野県

平成16年3月31日
平成16年3月31日

長野県北佐久郡立科町大字芦田１
８３５番地１
宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口
木県及び群馬県
１番地
福井県、石川県、富山県及び滋賀県 福井県越前市北府二丁目１番５号
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼 群馬県高崎市下大島町６２５番地
玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨
県及び長野県
福島県、茨城県、栃木県及び千葉県 福島県いわき市内郷内町立町６番
地の３、茨城県土浦市北神立町７
番２２及び茨城県水戸市石川四丁
目３８９６番地の３
茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神 千葉県千葉市緑区大野台二丁目２
奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵 番１６号、兵庫県神戸市西区井吹
庫県、岡山県、広島県、山口県及び徳 台東町七丁目３番７号及び広島県
島県
広島市西区横川新町９番１２号

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日
平成28年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

順一

沖縄県

平成28年3月31日

平成16年3月31日

清市

岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県

平成28年3月31日

平成16年3月31日

鈴木

仁

福島県

平成28年3月31日

平成16年3月31日

野田

珠実

平成28年3月31日

平成16年3月31日

西銘

史則

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県及び鹿児島県
鹿児島県（与論町に限る。）及び沖縄
県
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県及び鹿児島県
宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群
馬県、千葉県、東京都（島しょ部を除
く。）、神奈川県、新潟県、富山県、
石川県、福井県、山梨県、長野県、岐
阜県、静岡県、愛知県及び三重県

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

平成28年3月31日

平成16年3月31日

岡崎 正人
浅川 千佳夫

角
佐倉

敬之
正晃

沖縄県中頭郡西原町字東崎４番地
４
愛知県名古屋市熱田区伝馬一丁目
１１番１号及び愛知県名古屋市熱
田区伝馬二丁目１３番２０号
福島県福島市方木田字水戸内１９
番地６
熊本県熊本市中央区世安町３３５
番地
沖縄県宜野湾市真栄原三丁目７番
２４号
福岡県大牟田市健老町４７３番地
５
長野県松本市大字和田４０１０番
地５

水質検査機関登録簿（6/15）
登録
番号

氏名又は名称

住所

代表者の氏名

水質検査を行う区域

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

登録年月日

初回登録年月日

97

株式会社科学技術開発センター

長野県長野市大字北長池字南長池 若林
境２０５８番地３

恒雄

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山 長野県長野市大字北長池字南長池 平成28年3月31日
形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬 境２０５８番地３
県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、新潟県、富山県、石川県、福井
県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡
県、愛知県及び三重県

平成16年3月31日

98

一般財団法人東京顕微鏡院

東京都千代田区九段南四丁目８番 山田
３２号

匡通

埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部を 東京都中央区豊海町五丁目１番
除く。）、神奈川県及び静岡県袋井市

平成28年3月31日

平成16年3月31日

100

株式会社東邦微生物病研究所

大阪府大阪市浪速区下寺三丁目１ 西村
１番１４号

公一

大阪府大阪市浪速区下寺三丁目１ 平成28年3月31日
１番１４号

平成16年3月31日

101

福島県環境検査センター株式会社 福島県郡山市田村町金屋字下夕川 長澤
原６０番地１

金一

福島県郡山市田村町金屋字下夕川 平成28年3月31日
原６０番地１及び福島県会津若松
市一箕町松長二丁目１番１４号

平成16年3月31日

102

株式会社東海テクノ

三重県四日市市午起二丁目４番１ 市田
８号

淳一

株式会社日本総合科学

広島県福山市箕島町南丘３９９番 近本
地４６

肥于

三重県四日市市午起一丁目２番１ 平成28年3月31日
５号及び三重県松阪市若葉町９２
－１
広島県福山市箕島町南丘３９９番 平成28年3月31日
地４６

平成16年3月31日

104

105

株式会社環境技術センター

長野県松本市大字笹賀５６５２番 勝野
地１６６
一般財団法人千葉県環境財団
千葉県千葉市中央区中央港一丁目 志村
１１番１号
オーヤラックスクリーンサービス 東京都調布市富士見町四丁目１６ 高澤
株式会社
番地４

宗一

愛知県、福井県、三重県、滋賀県、京
都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌
山県及び岡山県
宮城県仙台市以南、山形県山形市以
南、福島県、茨城県日立市以北、栃木
県宇都宮市以北、群馬県前橋市以東及
び新潟県長岡市以東
福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋
賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和
歌山県
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山
口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高
知県
長野県

平成16年3月31日

108

日鉄住金テクノロジー株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目７番 岩田
１号

勝

110

株式会社総合保健センター

岐阜県可児市川合１３６番地８

壽

111

株式会社大東環境科学

克也

113

環境保全株式会社

岩手県盛岡市津志田西一丁目２番 小山
２３号
青森県平川市松崎西田４１番地１ 竹内
０

長野県松本市大字笹賀５６５２番 平成28年3月31日
地１６６
千葉県
千葉県千葉市中央区中央港一丁目 平成28年3月31日
１１番１号
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千 東京都調布市富士見町四丁目１６ 平成28年3月31日
葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び 番地４
静岡県
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵 兵庫県姫路市広畑区富士町１番
平成28年3月31日
庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、香 地、兵庫県尼崎市東海岸町２１番
川県、愛媛県及び高知県
地１及び和歌山県和歌山市湊１８
５０番地
富山県、石川県、福井県、長野県、岐 岐阜県可児市川合１３６番地８及 平成28年3月31日
阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀 び岐阜県高山市桐生町七丁目４１
県、京都府、大阪府及び奈良県
番地
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢１ 平成28年3月31日
形県及び福島県
番２６５
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山 青森県平川市松崎西田４１番地１ 平成28年3月31日
形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬 ０
県、埼玉県、千葉県、東京都（島しょ
部を除く。）、神奈川県、新潟県、富
山県、石川県、山梨県、長野県及び静
岡県

114

株式会社メイキョー

山梨県甲府市徳行二丁目２番３８ 飯田
号

信雄

平成16年3月31日

117

株式会社東洋技研

高知県高知市大津乙１９０２番地 永森
４

康貴

埼玉県、東京都（島しょ部を除
山梨県甲府市徳行二丁目２番３８ 平成28年3月31日
く。）、神奈川県、山梨県、長野県及 号
び静岡県
岡山県、徳島県、香川県、愛媛県及び 高知県南国市十市４４６５－１９ 平成28年3月31日
高知県

106
107

市原

勇亮
由光

司

平成16年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日

平成16年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日

水質検査機関登録簿（7/15）
登録
番号

氏名又は名称

住所

代表者の氏名

水質検査を行う区域

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

登録年月日

初回登録年月日

118

夏原工業株式会社

滋賀県犬上郡多賀町大字敏満寺５ 夏原
７９番地

克研

新潟県（島しょ部を除く。）、富山 富山県富山市一本木１３７番地及 平成28年3月31日
県、石川県（島しょ部を除く。）、福 び滋賀県彦根市高宮町２６８８番
井県、岐阜県、愛知県（島しょ部を除 地１
く。）、三重県（島しょ部除く。）、
滋賀県、京都府、大阪府及び奈良県

平成16年3月31日

119

株式会社イズミテック

哲

株式会社ＥＮＪＥＣ

山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛
知県及び三重県
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県（島
しょ部を除く。）、熊本県、大分県、
宮崎県及び鹿児島県（島しょ部を除
く。）

愛知県豊橋市高師町字北新切２６ 平成28年3月31日
７番地５
福岡県福岡市南区長丘三丁目１番 平成28年3月31日
１８号

平成16年3月31日

120

愛知県豊橋市高師町字北新切２６ 大野
７番地５
福岡県福岡市南区長丘三丁目１番 津村
１８号

121

一般社団法人浜松市薬剤師会

平成16年3月31日

123

株式会社微研テクノス

124

株式会社住化分析センター

125

富士企業株式会社

126

株式会社静環検査センター

127

東北環境開発株式会社

静岡県浜松市南区増楽町１１３２ 平成28年3月31日
番地の４
福岡県、佐賀県及び長崎県
長崎県佐世保市白岳町１６６番地 平成28年3月31日
１
山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐 大分県大分市大字鶴崎２２００番 平成28年3月31日
賀県、長崎県、熊本県、大分県及び宮 地
崎県
島根県、岡山県、広島県及び山口県 広島県広島市佐伯区楽々園四丁目 平成28年3月31日
６番１９号
東京都、神奈川県、山梨県、長野県、 静岡県藤枝市高柳２３１０番地
平成28年3月31日
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県
岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福 山形県鶴岡市下清水字打越２番地 平成28年3月31日
島県及び新潟県
の１
福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛 愛知県名古屋市守山区天子田二丁 平成28年3月31日
知県、三重県及び滋賀県
目７１０番地
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋 愛知県名古屋市西区名塚町一丁目 平成28年3月31日
賀県、京都府、大阪府及び奈良県
１０５番地
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千 神奈川県相模原市南区西大沼四丁 平成28年3月31日
葉県、東京都（島しょ部を除く。）、 目４番１号
神奈川県及び山梨県
兵庫県のうち美方郡、鳥取県並びに島 鳥取県鳥取市吉方温泉三丁目７５ 平成28年3月31日
根県のうち松江市、安来市及び八束郡 １番地及び鳥取県米子市流通町１
５８番地２４
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵 兵庫県神戸市西区室谷一丁目１番 平成28年3月31日
庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡 ４号
山県、徳島県及び香川県
北海道
北海道函館市西桔梗町２８番地の 平成28年3月31日
１
福井県、岐阜県、三重県、滋賀県、京 滋賀県草津市矢橋町字御種子池６ 平成28年3月31日
都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌 ４９番地及び三重県津市幸町８番
山県、岡山県、鳥取県、島根県、香川 ８号
県及び徳島県

英介

静岡県浜松市中区鴨江二丁目１１ 品川 彰彦
番２号
長崎県佐世保市白岳町１６６番地 河口 基興
１
大阪府大阪市此花区春日出中三丁 金岡 昌治
目１番１３５号
広島県広島市佐伯区楽々園四丁目 大森
６番１９号
静岡県藤枝市高柳２３１０番地
徳田

茂

130

山形県鶴岡市下清水字打越２番地
の１
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
株式会社環境保全コンサルタント 愛知県名古屋市西区名塚町一丁目
１０５番地
オルガノ株式会社
東京都江東区新砂一丁目２番８号

131

公益財団法人鳥取県保健事業団

132

株式会社神鋼環境ソリューション 兵庫県神戸市中央区脇浜町一丁目 粕谷
４番７８号

强

133

株式会社環境科学研究所

浩

128
129

134

富樫

雄嗣

角

博
信彦

大西

喜代嗣

鯉江

泰行

鳥取県鳥取市富安二丁目９４番４ 丸瀬
号

和美

北海道函館市西桔梗町２８番地の 藤島
１
株式会社西日本技術コンサルタン 滋賀県草津市矢橋町字御種子池６ 奥山
ト
４９番地

一典

静岡県及び愛知県

平成16年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日

平成16年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日

水質検査機関登録簿（8/15）
登録
番号

氏名又は名称

住所

代表者の氏名

水質検査を行う区域

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

登録年月日

初回登録年月日

135

いであ株式会社

東京都世田谷区駒沢三丁目１５番 田畑
１号

日出男

宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群
馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、新潟県、福井県、山梨県、長野
県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重
県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島
県、山口県、徳島県、香川県、福岡
県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県
及び沖縄県（本島、石垣島及び宮古島
に限る。）

東京都世田谷区駒沢三丁目１５番 平成28年3月31日
１号、大阪府大阪市住之江区南港
北一丁目２４番２２号及び福岡県
福岡市東区東浜一丁目５番１２号

平成16年3月31日

136

株式会社東洋検査センター

三浦

昌己

東京都、神奈川県及び静岡県

平成16年3月31日

株式会社同仁グローカル

石田

和彦

平成28年3月31日

平成16年3月31日

139

佐藤

秀隆

平成28年3月31日

平成16年3月31日

142

一般財団法人日本食品分析セン
ター
株式会社上総環境調査センター

浜田

康雄

平成28年3月31日

平成16年3月31日

143

株式会社アサヒテクノリサーチ

加藤

幹夫

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県及び鹿児島県
埼玉県、東京都（島しょ部を除く。）
及び神奈川県
茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神
奈川県、山梨県及び静岡県
鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び
山口県

平成28年3月31日

平成16年3月31日

146

ユーロフィン日本環境株式会社

幸久

埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

平成28年3月31日

平成16年3月31日

148

藤吉工業株式会社

神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 丹野
１番１３号
愛知県名古屋市中村区太閤四丁目 加藤
２番８号

靖始

東京都、神奈川県、山梨県、長野県、
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋
賀県、京都府、大阪府及び奈良県

静岡県伊豆の国市田京１５１番地
の６
熊本県上益城郡益城町大字田原２
０８１番地２５
東京都多摩市永山六丁目１１番１
０号
千葉県木更津市潮見四丁目１６番
２号
広島県広島市西区草津新町一丁目
２１番３５号、広島県大竹市晴海
二丁目１０番２２号及び山口県周
南市今住町８番８号
神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目
１番１３号
愛知県名古屋市千種区末盛通二丁
目１３番２号

平成28年3月31日

138

静岡県伊豆の国市田京１５１番地
の６
熊本県上益城郡益城町大字田原２
０８１番地２５
東京都渋谷区元代々木町５２番１
号
千葉県木更津市潮見四丁目１６番
２号
広島県大竹市晴海二丁目１０番２
２号

平成28年3月31日

平成16年3月31日

149

一般財団法人東海技術センター

福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛 愛知県名古屋市名東区猪子石二丁 平成28年3月31日
知県、三重県及び滋賀県
目７１０番地
熊本県、宮崎県及び鹿児島県
鹿児島県鹿児島市谷山港二丁目５ 平成28年3月31日
番地１１
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大 熊本県熊本市東区御領五丁目６番 平成28年3月31日
分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 ５３号
（沖縄本島のみ。）
青森県、岩手県、宮城県、秋田県及び 秋田県秋田市八橋字下八橋１９１ 平成28年3月31日
山形県
番地の４２
埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、 山梨県甲斐市竜王新町２２７７番 平成28年3月31日
長野県及び静岡県
地１２
福岡県
福岡県北九州市八幡東区祝町二丁 平成28年3月31日
目１３番２６号
福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、東 埼玉県幸手市高須賀５３７番地
平成28年3月31日
京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び
長野県
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼 栃木県那須塩原市青木２２番地１ 平成28年3月31日
玉県及び東京都
５２

平成16年3月31日

151
153

154
155
156
157

158

愛知県名古屋市名東区猪子石二丁 平山 正之
目７１０番地
株式会社鹿児島環境測定分析セン 鹿児島県鹿児島市谷山港二丁目５ 東 正樹
ター
番地１１
株式会社三計テクノス
熊本県熊本市東区御領五丁目６番 石炭 行信
５３号
株式会社秋田県分析化学センター 秋田県秋田市八橋字下八橋１９１
番地の４２
株式会社山梨県環境科学検査セン 山梨県甲斐市竜王新町２２７７番
ター
地１２
公益社団法人北九州市薬剤師会 福岡県北九州市八幡東区祝町二丁
目１３番２６号
前澤工業株式会社
東京都中央区新川一丁目５番１７
号
株式会社那須環境技術センター

今井

一

小澤

一昭

小野

春夫

松原

正

栃木県那須塩原市青木２２番地１ 福田
５２

篤志

平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日

水質検査機関登録簿（9/15）
登録
番号

氏名又は名称

住所

代表者の氏名

水質検査を行う区域

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

登録年月日

初回登録年月日

159

株式会社総合水研究所

大阪府堺市堺区神南辺町１丁４番 待田
地６

裕美

宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群
馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡
県、愛知県、三重県、滋賀県、京都
府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山
県、鳥取県、島根県、岡山県、広島
県、山口県、徳島県、香川県、愛媛
県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎
県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島
県及び沖縄県（沖縄本島に限る。）

東京都港区海岸二丁目６番３０号 平成28年3月31日
オカバ浜松町ビル６階、大阪府堺
市堺区神南辺町１丁４番地６及び
沖縄県国頭郡本部町字謝花８８番
地

平成16年3月31日

160

株式会社環境総合リサーチ

京都府宇治市宇治小桜２３番地

裕

長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三 愛知県岡崎市日名北町４番地１及 平成28年3月31日
重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫 び京都府宇治市宇治小桜２３番地
県及び奈良県

平成16年3月31日

161

一般財団法人栃木県環境技術協会 栃木県宇都宮市下岡本町２１４５ 渡邉
番地１３
株式会社北陸環境科学研究所
福井県福井市光陽四丁目４番２７ 山田
号
日本メンテナスエンジニヤリング 大阪府大阪市北区同心一丁目７番 岡原
株式会社
１４号

秀夫

栃木県

栃木県宇都宮市下岡本町２１４５ 平成28年3月31日
番地１３
富山県、石川県、福井県、岐阜県、滋 福井県福井市光陽四丁目４番２７ 平成28年3月31日
賀県及び京都府
号
福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小 平成28年3月31日
賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良 字鏡田１０番地９
県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山
県、広島県、徳島県、香川県及び愛媛
県

平成16年3月31日

164

環水工房有限会社

福井県福井市下森田町第９号２番 坂井
地２

正明

平成16年3月31日

165

日本衛生株式会社

実

166

株式会社ウェルシィ

北海道札幌市清田区平岡一条一丁 福山
目１番４０号
東京都品川区大崎一丁目１１番２ 宮田
号

栄二

富山県、石川県、福井県、岐阜県及び 福井県福井市下森田町第９号２番 平成28年3月31日
滋賀県
地２及び福井県坂井市丸岡町熊堂
三字弐木賊２２番地８
北海道
北海道札幌市清田区平岡一条一丁 平成28年3月31日
目１番４０号
北海道、岩手県、宮城県、山形県、福 東京都東村山市恩多町一丁目１４ 平成28年3月31日
島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉 番１号、東京都品川区大崎一丁目
県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟 １１番２号、大阪府大阪市中央区
県、富山県、石川県、福井県、山梨 瓦町四丁目５番９号及び愛知県名
県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知 古屋市中村区中村町六丁目５番地
県、三重県、滋賀県、京都府、大阪
府、兵庫県、奈良県及び和歌山県

167

株式会社環境理化学研究所

島根県出雲市平田町２４６８番地 森脇
１
東京テクニカル・サービス株式会 千葉県浦安市今川四丁目１２番３ 吉池
社
８－１号

善男

鳥取県及び島根県

平成16年3月31日

エスク三ツ川株式会社

良弘

162
163

170

171

杉山

大阪府大東市三箇四丁目１８番１ 村井
８号

雅之
貢

南

島根県出雲市平田町２４６８番地 平成28年3月31日
１
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼 東京都江戸川区西葛西七丁目２９ 平成28年3月31日
玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山 番１７号
梨県、静岡県及び京都府
茨城県、埼玉県、千葉県、東京都（島 大阪府大東市三箇四丁目１８番１ 平成28年3月31日
しょ部を除く。）、神奈川県、愛知 ８号
県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島
県、徳島県、香川県及び愛媛県

平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日

平成16年3月31日

水質検査機関登録簿（10/15）
登録
番号

氏名又は名称

172

西部環境調査株式会社

173

株式会社総研

174
175
177
179

住所

代表者の氏名

長崎県佐世保市三川内新町２６番 山本
１

栃木県宇都宮市小幡二丁目４番５
号
公益財団法人福岡県すこやか健康 福岡県福岡市中央区天神四丁目１
事業団
番３２号
四国計測工業株式会社
香川県仲多度郡多度津町南鴨２０
０番地１
株式会社エクスラン・テクニカ 岡山県岡山市東区金岡東町三丁目
ル・センター
３番１号
芝浦セムテック株式会社
静岡県沼津市大岡２０６８番地の
３

利典

五十嵐

仁

瓦林

達比古

和田

弘道

辻本

英一

鈴木

孝尚

180

新栄地研株式会社

佐賀県佐賀市若楠二丁目５番２５ 真弓
号

貴宏

181

株式会社ダイワ

神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本

哲也

182

株式会社安全性研究センター

富山県富山市興人町２番６２号

洋平

183

株式会社コスモ環境衛生コンサル 愛知県名古屋市西区天塚町四丁目 伊藤
タント
８番地
株式会社ビー・エム・エル
東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目２１ 近藤
番３号

隆

185

株式会社環境リサーチ

国孝

187
188

株式会社中国環境分析センター
株式会社北炭ゼネラルサービス

184

金森

北海道札幌市豊平区中の島二条九 角田
丁目１番１号
広島県竹原市塩町一丁目３番１号 佐村
北海道札幌市白石区菊水九条三丁 石塚
目３番６号

健介

隆志
栄基

水質検査を行う区域

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

登録年月日

初回登録年月日

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊 長崎県佐世保市三川内新町２６番 平成28年3月31日
本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県 １
（島しょ部を除く。）
茨城県、栃木県、群馬県及び埼玉県 栃木県宇都宮市小幡二丁目４番５ 平成28年3月31日
号
福岡県、佐賀県、長崎県（島しょ部を 福岡県久留米市東合川六丁目４番 平成28年3月31日
除く。）、熊本県及び大分県
２３号
兵庫県、岡山県、徳島県、香川県、愛 香川県仲多度郡多度津町南鴨２０ 平成28年3月31日
媛県及び高知県
０番地１
兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県及び 岡山県岡山市東区金岡東町三丁目 平成28年3月31日
香川県
３番１号
埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部を 静岡県沼津市大岡２０６８番地の 平成28年3月31日
除く。）、神奈川県、山梨県、静岡県 ３
及び愛知県
福岡県のうち久留米市、小郡市、筑紫 佐賀県佐賀市若楠二丁目５番２５ 平成28年3月31日
野市及び大野城市並びに佐賀県
号

平成16年3月31日

茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神
奈川県及び静岡県
新潟県、富山県、石川県、福井県、長
野県及び岐阜県
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県

千葉県東金市家徳２３８の３及び 平成28年3月31日
神奈川県平塚市東豊田３６９番地
富山県富山市興人町２番６２号
平成28年3月31日

平成16年3月31日

愛知県名古屋市西区城北町三丁目 平成28年3月31日
１２９番２
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋 埼玉県川越市的場１３６１番地１ 平成28年3月31日
田県、山形県、福島県、茨城県、栃木
県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、新潟県、富山県、石川
県、福井県、山梨県、長野県、岐阜
県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀
県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良
県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山
県、広島県、山口県、徳島県、香川
県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀
県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県
及び鹿児島県（種子島以外の各都道府
県の島しょ部を除く。）
北海道
北海道札幌市豊平区中の島二条九 平成28年3月31日
丁目１番１号
広島県
広島県竹原市塩町一丁目３番１号 平成28年3月31日
北海道
北海道苫小牧市あけぼの町一丁目 平成28年8月13日
３番３号及び北海道札幌市白石区
菊水九条三丁目３番６号

平成16年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年3月31日

平成16年3月31日

平成16年3月31日

平成16年3月31日

平成16年3月31日
平成16年3月31日
平成16年8月13日

水質検査機関登録簿（11/15）
登録
番号

氏名又は名称

住所

代表者の氏名

水質検査を行う区域

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

登録年月日

初回登録年月日

189

日本水処理工業株式会社

大阪府大阪市北区菅原町８番１４ 川西
号

昌史

富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛
知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪
府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取
県、島根県、岡山県、広島県及び山口
県

愛知県名古屋市西区こも原町８
平成28年8月20日
０、京都府京都市南区上鳥羽苗代
町３８、大阪府大阪市北区菅原町
８番１４号、兵庫県神戸市兵庫区
西出町１６番１号及び兵庫県姫路
市庄田２０８

平成16年8月20日

190

アクアス株式会社

東京都目黒区洗足二丁目２２番６ 渋川
号

多惠史

茨城県つくば市緑ヶ原四丁目４番 平成28年9月3日
地

平成16年9月3日

191

株式会社東洋環境分析センター

鹿児島県鹿児島市下伊敷一丁目１ 藤井
１番１０号

勝己

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千
葉県、東京都（島しょ部を除く。）及
び神奈川県
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊
本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県

福岡県福岡市博多区井相田三丁目 平成28年10月15日
５番１０号、熊本県熊本市南区馬
渡二丁目１２番２７号、大分県大
分市下郡南三丁目２番１号、宮崎
県宮崎市田代町１００番地、鹿児
島県姶良市加治木町木田２４７７
番地、鹿児島県鹿児島市小野二丁
目１５番２号、鹿児島県出水市向
江町二丁目３８－１F、鹿児島県
鹿屋市西原三丁目７番３３号及び
鹿児島県奄美市名瀬塩浜町３番１
０号

平成16年10月15日

192

クリタ分析センター株式会社

茨城県つくば市高野台二丁目８番 依田
１４号

元之

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富
山県、石川県、福井県、山梨県、長野
県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重
県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根
県、岡山県、広島県、徳島県、香川
県、愛媛県及び高知県

茨城県つくば市高野台二丁目８番 平成28年11月17日
１４号、神奈川県厚木市森の里若
宮７番１号、愛知県豊田市千足町
六丁目２９番地２号、滋賀県草津
市笠山七丁目４番５２号、大阪府
高槻市須賀町５９番３号及び岡山
県倉敷市松江二丁目１３番４０号

平成16年11月17日

193

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 二木

和則

富山県、石川県及び福井県

福井県福井市角折町第８号３番地 平成28年12月20日

平成16年12月20日

195

ゼオンノース株式会社

富山県高岡市江尻３５１番地

富山県高岡市荻布６３０番地

平成17年2月4日

196

エヌエス環境株式会社

東京都港区芝公園一丁目２番９号 浅野

幸雄

198

株式会社エオネックス

勉

201

株式会社新環境分析センター

石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９ 市山
番地４
新潟県新潟市江南区祖父興野２６ 猪俣
８番地１

新潟県、富山県、石川県、福井県及び
長野県
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山
形県及び福島県
富山県、石川県、福井県、長野県、岐
阜県、滋賀県及び京都府
宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃
木県、群馬県、埼玉県、千葉県のうち
市川市、松戸市、野田市、柏市、流山
市及び浦安市、東京都のうち八王子
市、立川市、昭島市、町田市、福生
市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる
野市、西多摩郡瑞穂町及び西多摩郡日
の出町、神奈川県のうち相模原市、平
塚市、茅ヶ崎市、厚木市、伊勢原市、
海老名市、座間市及び高座郡寒川町、
新潟県、富山県並びに長野県

澤

宗樹

太郎

平成29年2月4日

岩手県盛岡市みたけ四丁目３番３ 平成26年3月10日
３号
石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９ 平成26年3月31日
番地４
福島県郡山市喜久田町卸一丁目１ 平成26年4月1日
０４番地１及び新潟県新潟市江南
区祖父興野５３番地１

平成17年3月10日
平成17年3月31日
平成17年4月1日

水質検査機関登録簿（12/15）
登録
番号
202

氏名又は名称

住所

代表者の氏名

北海道札幌市中央区南七条西六丁 坂下
目２８９番地６
株式会社シー・アール・シー食品 福岡県福岡市東区松島三丁目２９ 江川
環境衛生研究所
番１８号

修

205

協業組合公清企業

利明

207

東海プラント株式会社

北海道札幌市中央区北一条東十五 原田
丁目１４０番地
静岡県沼津市真砂町２６７番地の 土屋
２

208

株式会社環境技研

達三

209

環境コンサルタント株式会社

211

株式会社ユーベック

群馬県高崎市金古町１７０９番地 吉濵
１
北海道釧路郡釧路町中央六丁目１ 濱口
５番地２
千葉県木更津市久津間６１３番地 飯塚

212

株式会社兵庫分析センター

兵庫県姫路市広畑区正門通四丁目 石井
１０番地の８

哲人

213

株式会社保健科学東日本

埼玉県鴻巣市天神三丁目６７３番 久川
地

芳三

214

ニチゴー九州株式会社

熊本県宇土市築籠町２２１番地

浩一

215

ラボテック株式会社

203

カンエイ実業株式会社

井上

洋

凱英

憲二
嘉久

広島県広島市佐伯区五日市中央六 吉川
丁目９番２５号
株式会社産業公害・医学研究所 東京都品川区大崎一丁目１１番１ 野田
号
株式会社ケイ・エス分析センター 大阪府富田林市錦織南二丁目９番 浅野
２号

惠

219

株式会社トータル環境システム

大阪府大阪市平野区長吉六反三丁 末次
目１６番２２号

英哉

220

東和環境科学株式会社

広島県広島市中区舟入町６番５号 笹井

裕

217
218

眞治
昭

水質検査を行う区域
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋
田県、山形県及び福島県
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊
本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（島
しょ部を除く。）及び沖縄県（島しょ
部を除く。）
北海道

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

登録年月日

北海道札幌市中央区南七条西六丁 平成26年8月10日
目２８９番地６
福岡県福岡市東区松島三丁目２９ 平成26年8月24日
番１８号

初回登録年月日
平成17年8月10日
平成17年8月24日

北海道札幌市中央区北一条東十二 平成26年12月28日
丁目２２番地
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千 静岡県沼津市市道町６番地の７
平成27年3月17日
葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長
野県、静岡県及び愛知県
栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県及び 群馬県高崎市金古町１７０９番地 平成27年3月22日
長野県
１
北海道
北海道釧路郡釧路町中央六丁目１ 平成27年3月28日
５番地２
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千 千葉県木更津市久津間６１３番地 平成27年6月6日
葉県、東京都及び神奈川県
愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大 兵庫県姫路市広畑区正門通四丁目 平成27年11月2日
阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥 １０番地の８
取県、島根県、岡山県、広島県、徳島
県、香川県、愛媛県及び高知県

平成17年12月28日

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨
城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉
県、東京都、神奈川県、静岡県及び大
阪府
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県及び鹿児島県
広島県及び山口県

埼玉県鴻巣市天神三丁目６７３番 平成27年11月2日
地

平成18年11月2日

熊本県宇土市北段原町２３０番地 平成27年12月5日

平成18年12月5日

平成18年3月17日

平成18年3月22日
平成18年3月28日
平成18年6月6日
平成18年11月2日

広島県広島市佐伯区五日市中央六 平成27年12月18日
丁目９番２５号
青森県、岩手県及び秋田県
青森県八戸市大字河原木字浜名谷 平成28年2月22日
地７６
宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃 大阪府富田林市錦織南二丁目９番 平成28年3月6日
木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京 ２号
都（島しょ部を除く。）、神奈川県、
新潟県、富山県、石川県、福井県、山
梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知
県、三重県、滋賀県、京都府、大阪
府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取
県、島根県、岡山県、広島県、山口
県、徳島県、香川県、愛媛県、高知
県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県及び鹿児島県

平成18年12月18日

千葉県、神奈川県、福井県、三重県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈
良県、和歌山県、広島県、徳島県、香
川県、愛媛県及び高知県
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山
口県及び福岡県

大阪府大阪市平野区長吉六反三丁 平成28年7月31日
目１６番２２号

平成19年7月31日

広島県広島市南区出島二丁目１０ 平成28年8月23日
番３７号

平成19年8月23日

平成19年2月22日
平成19年3月6日

水質検査機関登録簿（13/15）
登録
番号

氏名又は名称

222

野村興産株式会社

223

株式会社南海化学アールアンド
ディー
株式会社総合環境分析

224

226
227

住所

代表者の氏名

東京都中央区日本橋堀留町二丁目 藤原
１番３号
和歌山県和歌山市小雑賀一丁目１ 吉門
番３８号
神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１ 石渡
３番２号

株式会社エフウォーターマネジメ 滋賀県大津市中央一丁目６番１１ 岡本
ント
号
株式会社環境計量センター
静岡県静岡市駿河区下川原一丁目 関川
１５番１５号

悌
孝芳
裕

伸康
正勝

228

株式会社日立産機ドライブ・ソ
リューションズ

千葉県習志野市東習志野三丁目１ 服部 眞
５番１１号

229

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 市原
２

大資

230

日本総合住生活株式会社

東京都千代田区神田錦町一丁目９ 廣兼
番地

周一

231

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 菅原

幸司

232

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 坂本 文明
段町５番地
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 長山 吉文
号
北海道エア・ウォーター株式会社 北海道札幌市中央区北三条西一丁 曽我部 康
目２番地

233
234

235

日鉄住金環境株式会社

236

サイエンスマイクロ株式会社

239

芙蓉化学工業株式会社

東京都中央区京橋一丁目１８番１ 山本
号
兵庫県神戸市北区有野町唐櫃３２ 西田
５６－１

東京都杉並区和泉二丁目７番５号 久保田

郁也
晃幸

正志

水質検査を行う区域

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

登録年月日

初回登録年月日

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈 奈良県宇陀市菟田野大澤５５番地 平成28年10月25日
良県及び和歌山県
徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 高知県高知市桟橋通四丁目１０番 平成28年12月25日
１号
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山 群馬県邑楽郡邑楽町中野１２７番 平成29年1月22日
形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬 地６、東京都町田市忠生三丁目５
県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川 番地４及び神奈川県横浜市緑区鴨
県、新潟県、富山県、石川県、福井 居一丁目１３番２号
県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡
県、愛知県、三重県、滋賀県、京都
府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌
山県

平成19年10月25日

福井県、三重県、滋賀県、京都府、大
阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県
東京都（島しょ部を除く。）、神奈川
県、山梨県、長野県及び静岡県

滋賀県大津市中央一丁目６番１１ 平成26年5月15日
号
山梨県南アルプス市宮沢１２９番 平成26年6月27日
地の１

平成20年5月15日

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千
葉県、東京都（島しょ部を除く。）、
神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県
富山県、石川県、福井県、長野県、岐
阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀
県、京都府、大阪府及び奈良県
茨城県、埼玉県、千葉県、東京都（島
しょ部を除く。）、神奈川県、岐阜
県、愛知県、三重県、滋賀県、京都
府、大阪府、兵庫県、奈良県、山口県
及び福岡県

千葉県習志野市東習志野三丁目１ 平成26年10月1日
５番１１号及び神奈川県海老名市
上郷一丁目２６番２９号
愛知県一宮市貴船町三丁目５番地 平成27年1月7日
２

平成20年10月1日

埼玉県さいたま市桜区田島七丁目 平成27年3月12日
２番３号

平成21年3月12日

岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福
島県及び新潟県
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈
良県及び和歌山県
岡山県、徳島県、香川県、愛媛県及び
高知県
北海道（島しょ部を除く。）

山形県鶴岡市道形町１８番１７号 平成27年4月3日

平成21年4月3日

京都府京都市南区吉祥院新田壱ノ
段町５番地
高知県高知市萩町二丁目２番２５
号
北海道札幌市白石区菊水五条二丁
目３番１２号及び北海道札幌市白
石区菊水五条二丁目３番１７号
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山 岩手県釜石市鈴子町２３番１５号
形県及び福島県
福井県、愛知県、三重県、滋賀県、京 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃３２
都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌 ５６－１
山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島
県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県
及び高知県
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千
葉県、東京都（島しょ部を除く。）、
神奈川県、大阪府及び沖縄県（沖縄本
島に限る。）

平成19年12月25日
平成20年1月22日

平成20年6月27日

平成21年1月7日

平成27年5月18日

平成21年5月18日

平成27年7月15日

平成21年7月15日

平成27年8月26日

平成21年8月26日

平成27年9月1日

平成21年9月1日

平成27年12月17日

平成21年12月17日

東京都杉並区和泉二丁目７番５
平成28年3月3日
号、大阪府吹田市垂水町三丁目２
０番１号山口ビル及び沖縄県那覇
市田原一丁目１１番５号コーポサ
ンライズ２０３

平成22年3月3日

水質検査機関登録簿（14/15）
登録
番号

氏名又は名称

住所

代表者の氏名

水質検査を行う区域

検査を行う事業所の所在地

登録年月日

初回登録年月日

240

株式会社日本分析

東京都板橋区小豆沢二丁目２６番 三平
１４号

隆之

241

株式会社ブルーム

信二

242

株式会社環境分析センター

佐賀県唐津市浜玉町浜崎１９０１ 山﨑
番地４５７
愛媛県松山市山田町乙２２５番地 真木
９

243

株式会社三井開発

崇裕

244
246

株式会社第一岸本臨床検査セン
ター
株式会社ＭＣエバテック

広島県東広島市八本松町原４７９ 三井
２番地
北海道札幌市東区伏古七条三丁目 二宮
５番１０号
兵庫県尼崎市潮江一丁目２番６号 小山

敏之

福島県、茨城県、群馬県、千葉県、東
京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛
知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪
府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び岡
山県

247

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四丁目１ 西川
７番１号

ちひろ

福岡県、佐賀県、長崎県（島しょ部を 熊本県熊本市中央区帯山四丁目１ 平成27年7月1日
除く。）、熊本県、大分県、宮崎県及 ７番１号
び鹿児島県（島しょ部を除く。）

平成24年7月1日

248
249

辰二
浩二

沖縄県
宮崎県

251

株式会社県南環境

哲雄

252

株式会社環境技研

青森県十和田市大字相坂字高清水 気田
８０番地３
東京都板橋区板橋四丁目１２番１ 能登
７号

253

株式会社イオ

東京都日野市旭が丘四丁目７番地 中田
１０７

章雅

沖縄県うるま市字州崎７番地１１ 平成27年8月17日
宮崎県宮崎市大字田吉字ヅンブリ 平成27年9月24日
６２５８番地２０
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊 長崎県長崎市田中町６０３番３
平成27年12月20日
本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県
青森県、岩手県及び秋田県
青森県三戸郡五戸町大字扇田字西 平成28年1月23日
ノ沢９番地１０２
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千 埼玉県戸田市笹目二丁目５番地１ 平成28年2月4日
葉県、東京都及び神奈川県
２及び東京都板橋区板橋四丁目１
２番１７号
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋 東京都日野市旭が丘四丁目７番地 平成28年6月11日
田県、山形県、福島県、茨城県、栃木 １０７
県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野
県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都
府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山
県、広島県、徳島県、香川県、福岡
県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分
県、宮崎県及び鹿児島県（ただし新潟
県、岡山県、広島県、香川県及び九州
地方の島しょ部を除く。）

平成24年8月17日
平成24年9月24日
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株式会社沖縄環境保全研究所
沖縄県うるま市字州崎７番地１１ 平良
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 石井
６２５８番地２０
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
新宮

254

西日本環境リサーチ株式会社

武志

日本環境科学株式会社

福岡県北九州市八幡西区鷹の巣二 平成28年8月20日
丁目３番３１号
山形県山形市高木６番地
平成26年10月1日

256

株式会社西条環境分析センター

愛媛県西条市樋之口４５２番地

博文

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県（島
しょ部を除く。）、熊本県及び大分県
青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮
城県、福島県及び新潟県
香川県及び愛媛県

平成25年8月20日

255

福岡県北九州市八幡西区鷹の巣二 鷹取
丁目３番３１号
山形県山形市高木６番地
沼澤

愛媛県西条市樋之口４５２番地

平成26年11月28日

金子

久壽夫

滋

一広

祥文

喜一

宮城県のうち仙台市、茨城県、栃木
県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都
（島しょ部を除く。）、神奈川県、山
梨県及び静岡県
福岡県、佐賀県及び長崎県（島しょ部
を除く。）
大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山
口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高
知県
鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び
山口県
北海道

平成29年2月7日現在

東京都板橋区小豆沢二丁目２６番 平成28年3月16日
１４号

平成22年3月16日

佐賀県唐津市浜玉町浜崎１９０１ 平成28年3月24日
番地４５７
愛媛県松山市山田町乙２２５番地 平成28年5月24日
９

平成22年3月24日

広島県東広島市西条中央五丁目９ 平成26年3月7日
番２３号
北海道苫小牧市日吉町二丁目３番 平成26年4月1日
９号
茨城県稲敷郡阿見町中央８－３－ 平成26年10月21日
１、三重県四日市市大治田３－３
－１７及び兵庫県尼崎市大浜町二
丁目３０番地

平成23年3月7日

平成26年11月28日

平成22年5月24日

平成23年4月1日
平成23年10月21日

平成24年12月20日
平成25年1月23日
平成25年2月4日

平成25年6月11日

平成26年10月1日

水質検査機関登録簿（15/15）
登録
番号

氏名又は名称

住所

代表者の氏名

水質検査を行う区域

平成29年2月7日現在

検査を行う事業所の所在地

登録年月日

初回登録年月日
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株式会社テクノサイエンス

滋賀県守山市水保町２４７７番地 山本

康人

神奈川県、富山県、石川県、福井県、 滋賀県守山市水保町２４７７番地 平成27年1月23日
山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛
知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪
府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山
県及び広島県

平成27年1月23日

258

株式会社イムテス

三重県伊勢市小木町１２番地１

眞一郎

岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京 三重県伊勢市小木町１２番地１
都府、大阪府、奈良県及び和歌山県

平成27年5月22日

平成27年5月22日

259

株式会社ＨＥＲ

兵庫県加西市綱引町２００１番地 芝本
３９

忠雄

福井県、三重県、滋賀県、京都府、大 兵庫県加西市綱引町２００１番地 平成27年9月11日
阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥 ３９
取県、島根県、岡山県、広島県、徳島
県、香川県、愛媛県及び高知県

平成27年9月11日

260

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 東京都港区海岸三丁目２０番２０ クリスチャン・ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千 神奈川県横浜市磯子区西町１４番 平成28年1月1日
号ヨコソーレインボータワー
ジェルサレ
葉県、東京都（島しょ部を除く。）、 １１号
神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県

小林

平成28年1月1日

