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セレス 6010001083731 なし ●

（株）セレス ● ●

〒 270-1165 TEL： 04-7183-5711

我孫子市並木五丁目６番１３号

代表者： 代表取締役 前田　貢

シンコウエンジニアリング 6040001003042 なし

伸光エンジニアリング（株） ● ●

〒 260-0834 TEL： 043-268-6911

千葉市中央区今井三丁目２４番１２号

代表者： 代表取締役 中村　泰男

トウキョウテクニカルサービス 1040001029802 なし ●

東京テクニカル・サービス（株） ● ●

〒 279-0022 TEL： 047-354-5337

浦安市今川四丁目１２番３８‐１号

代表者： 代表取締役 吉池　南

サンリツ 2040001020768 なし

（株）サンリツ ● ●

〒 276-0022 TEL： 047-487-2880

八千代市上高野１３５３番地２５

代表者： 代表取締役 下川　絹次郎

ナガヤマカンキョウカガクケンキュウショ 2040001028258 なし

（株）永山環境科学研究所 ●

〒 273-0123 TEL： 047-445-7277

鎌ヶ谷市南初富一丁目８番３６号

代表者： 代表取締役 永山　英樹

ギケンキソ 3040001001610 なし

（株）技研基礎 ●

〒 260-0843 TEL： 043-266-6812

千葉市中央区末広五丁目８番６号

代表者： 代表取締役 田野　秀夫

チバケンヤクザイシカイケンサセンター 8040005001404 なし ●

（一財）千葉県薬剤師会検査センター ● ●

〒 260-0024 TEL： 043-242-3833

千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号

代表者： 理事長 水野　喜一郎

ニホンブンセキセンター 6040005001380 なし

（公財）日本分析センター ●

〒 263-0002 TEL： 043-423-5325

千葉市稲毛区山王町２９５番地の３

代表者： 会長 加藤　康宏

イイヅカ 4040001034808 なし ● ●

（株）飯塚 ● ●

〒 270-2225 TEL： 047-391-1156 ●

松戸市東松戸四丁目１６番地の２

代表者： 代表取締役 飯塚　貴之
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チバエンジニアリング 2040001004531 なし

千葉エンジニアリング（株） ●

〒 261-0005 TEL： 043-244-2311

千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号

代表者： 代表取締役 番場　弘和

ユーディーアイカクニンケンサ 9040001067497 なし

ユーディーアイ確認検査（株） ● ●

〒 277-0011 TEL： 04-7166-5222 ●

柏市東上町８番２５号

代表者： 代表取締役 田辺　惠善

キョウワチカカイハツ 6040001041620 なし

協和地下開発（株） ● ●

〒 270-0156 TEL： 04-7158-0204

流山市西平井６４１番地

代表者： 代表取締役 高橋　高志

ピーシーイーアール 1040001041971 なし ●

（株）ＰＣＥＲ ● ● ●

〒 270-0161 TEL： 04-7128-5240 ●

流山市鰭ヶ崎４７４番地

代表者： 代表取締役社長 笠井　睦

ヒタチサンキドライブソリューションズ 3040001014505 なし ● ● ●

（株）日立産機ドライブ・ソリューションズ ● ●

〒 275-0001 TEL： 047-477-5300

習志野市東習志野三丁目１５番１１号

代表者： 代表取締役 峯岸　孝壽

チバケンカンキョウザイダン 9040005016797 なし ● ●

（一財）千葉県環境財団 ● ●

〒 260-0024 TEL： 043-246-2078 ●

千葉市中央区中央港一丁目１１番１号

代表者： 理事長 田谷　徹郎

エムティエス 7040001051049 なし ●

（株）エムティエス ● ●

〒 299-0243 TEL： 0438-62-9982

袖ケ浦市蔵波２００３番地１

代表者： 代表取締役 鴇田　政明

トキワショクブツカガクケンキュウジョ 4040001046976 なし

（株）常磐植物化学研究所 ●

〒 285-0801 TEL： 043-498-0007

佐倉市木野子１５８番地

代表者： 代表取締役 立崎　仁

ケーエスコンサルタント 7040001050562 なし ●

ケーエス・コンサルタント（株） ● ●

〒 292-0821 TEL： 0438-36-9811 ●

木更津市桜町二丁目６番１号

代表者： 代表取締役 浅倉　文雄
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チコウエンジニアリング 6040001004412 なし

千鉱エンジニアリング（株） ● ●

〒 260-0013 TEL： 043-224-5367 ●

千葉市中央区中央四丁目１２番１２号

代表者： 代表取締役 中村　雄兒

タイヘイヨウコンサルタント 7040001049885 なし

（株）太平洋コンサルタント ● ●

〒 285-0802 TEL： 043-498-3912

佐倉市大作２丁目４‐２

代表者： 代表取締役社長 栩木　隆

ユーベック 9040001051328 なし

（株）ユーベック ● ●

〒 292-0004 TEL： 0438-41-7878

木更津市久津間６１３番地

代表者： 代表取締役 飯塚　嘉久

モリヤマショウカイ 8040001037105 なし ●

（株）森山商会 ● ●

〒 271-0074 TEL： 047-362-3680 ●

松戸市緑ケ丘１丁目１９８番地

代表者： 代表取締役 北川　智之

トウキョウカガクブンセキセンター 2040001054329 なし

（株）東京化学分析センター ●

〒 290-0044 TEL： 0436-21-1441

市原市玉前西二丁目１番地５２

代表者： 代表取締役社長 森本　薫子

ヤクケンシャ 8040001007537 なし

（株）薬研社 ●

〒 260-0843 TEL： 043-265-4141

千葉市中央区末広３丁目１２番６号

代表者： 代表取締役 橋本　正利

カズサカンキョウチョウサセンター 9040001050429 なし ●

（株）上総環境調査センター ● ●

〒 292-0834 TEL： 0438-36-5001

木更津市潮見四丁目１６番２号

代表者： 代表取締役 浜田　康雄

マツドメディカルラボラトリー 6040001036884 なし

（株）松戸メディカルラボラトリー ●

〒 270-2253 TEL： 047-712-2240

松戸市日暮五丁目１１２

代表者： 代表取締役 阿部　健一

ナリタコクサイクウコウシンコウキョウカイ 8040005006130 なし

（一財）成田国際空港振興協会 ● ●

〒 282-0004 TEL： 0476-34-6343

成田市古込字古込１番地１

代表者： 理事長 鈴木　敏之
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ケーオーエンジニアリング 2040001067990 なし

（株）ケーオーエンジニアリング ●

〒 270-1154 TEL： 04-7133-0142

我孫子市白山２丁目７番１９号

代表者： 代表取締役 小栗　勝
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ナリタショウカイ 1040002055525 なし

（有）成田商会 ●

〒 286-0045 TEL： 0476-22-4762 ●

成田市並木町２１９‐１９７

代表者： 代表取締役 和泉　正男

ヤマイチコンサルタント 8040001007586 なし

（株）山一コンサルタント ●

〒 262-0022 TEL： 043-274-0301

千葉市花見川区南花園二丁目２番１２号

代表者： 代表取締役 熱田　和敏

エヌピーオーホウジンイキイキチクサンチバサポートセンター 2040005002192 なし

ＮＰＯ法人いきいき畜産ちばサポートセンター ●

〒 260-0021 TEL： 043-241-1738
千葉市中央区新宿一丁目２番３号　Ｋ＆Ｔ千葉ビル公益社団法人千葉県畜産協会内

代表者： 理事長　 松田　延儀

チバツチヤケンチクケンキュウショ 1040001080524 なし ●

（株）千葉土屋建築研究所 ●

〒 261-0023 TEL： 043-213-6311

千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張

代表者： 代表取締役 土屋　正

ティエヌケミスト 7040002095870 なし ●

（有）ティ・エヌケミスト ●

〒 277-0861 TEL： 04-7141-0622

柏市高田１１１４番地５

代表者： 代表取締役 奈部川　英則

チバケンセキユ 1040005000346 なし

千葉県石油（協） ●

〒 260-0024 TEL： 043-246-5225

千葉市中央区中央港１丁目１３番１号

代表者： 代表理事 安藤　順夫

チバケンセキユショウギョウクミアイ 9040005000677 なし

千葉県石油商業組合 ●

〒 260-0024 TEL： 043-246-5225

千葉市中央区中央港１丁目１３番１号

代表者： 代表理事 安藤　順夫

アエストカンキョウ 1040001034694 なし

アエスト環境（株） ●

〒 270-2221 TEL： 047-389-6111

松戸市紙敷１丁目３０番地の２

代表者： 代表取締役 三澤　剛

ジオソフト 1040001003006 なし

（株）ジオソフト ●

〒 261-0012 TEL： 043-270-1261

千葉市美浜区磯辺一丁目２番１１号

代表者： 代表取締役 鈴木　民夫
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ハヤシカガク 3040002024593 なし

（有）ハヤシ科学 ● ●

〒 273-0004 TEL： 047-433-6637

船橋市南本町５番５号共栄ビル１階

代表者： 代表取締役 林　英徳

トウヨウショウジ 9040002047457 なし ●

（有）東葉商事 ● ●

〒 271-0065 TEL： 047-363-7117 ●

松戸市南花島四丁目６８番地の２

代表者： 代表取締役 北川　由美子

チバエレク 9040001009400 なし ●

（株）千葉エレク ● ● ●

〒 264-0002 TEL： 043-237-7175 ●

千葉市若葉区千城台東二丁目３９番１号９１０号室

代表者： 代表取締役 越智　洋介

エレコンカガク 8040001001077 なし

エレコン科学（株） ●

〒 264-0031 TEL： 043-255-1632 ●

千葉市若葉区愛生町１４７番地１８

代表者： 代表取締役 井戸　幸吉
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チバエイセイカガクケンサセンター 5040001099346 なし

（株）千葉衛生科学検査センター ●

〒 276-0032 TEL： 047-409-6900

八千代市八千代台東一丁目５番２号

代表者： 代表取締役社長 佐藤　敦也

ビルケン 9040001045263 なし ● ●

（株）ビルケン ● ●

〒 270-1515 TEL： 0476-80-0811 ●

印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号

代表者： 代表取締役 三塚　傳
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エルエスアイメディエンス 1010401068675

（株）ＬＳＩメディエンス （株）ＬＳＩメディエンス　　 ●

〒 101-0047 TEL： 03-5577-0803 〒 101-0047 TEL： 03-5577-0601

東京都千代田区内神田一丁目１３番４号 東京都千代田区内神田一丁目１３番４号

代表者： 代表取締役 渡部　晴夫

ニッポンカイジケンテイキョウカイ 9010005016718 リカガクブンセキセンター

（一社）日本海事検定協会 （一社）日本海事検定協会　理化学分析センター ●

〒 104-0032 TEL： 03-3552-1241 〒 236-0003 TEL： 045-772-1520

東京都中央区八丁堀一丁目９番７号 神奈川県横浜市金沢区幸浦１丁目１４番２号 西田　紀彦

代表者： 代表理事 三宅　庸雅

エヌイーサポート 5240001006562 チバエイギョウショ ●

（株）エヌ・イーサポート （株）エヌ・イーサポート　千葉営業所 ● ●

〒 733-0812 TEL： 082-272-9000 〒 264-0026 TEL： 043-441-5072

広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 千葉市若葉区西都賀三丁目１番８号 永富　勝貴

代表者： 代表取締役 長田　智久

フジサンギョウ 9020001018675 なし ●

富士産業（株） ●

〒 230-0031 TEL： 045-502-1828

神奈川県横浜市鶴見区平安町一丁目５９番地８

代表者： 代表取締役 金子　正史

カワサキチシツ 7010401037591 チバジムショ

川崎地質（株） 川崎地質（株）　千葉事務所 ●

〒 108-8337 TEL： 03-5445-2071 〒 260-0013 TEL： 043-201-9320

東京都港区三田二丁目１１番１５号 千葉市中央区中央４丁目１３番２号 熊坂　明生

代表者： 代表取締役社長 坂上　敏彦

チュウケンコンサルタント 7120001027809 フナバシギジュツセンター ● ●

（株）中研コンサルタント （株）中研コンサルタント　船橋技術センター ● ● ● ●

〒 551-0021 TEL： 03-5211-4852 〒 274-0053 TEL： 047-457-3627 ●

大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番５５号 船橋市豊富町５８５ 堀口　浩司

代表者： 代表取締役 榊原　弘幸

ニッテツテクノロジー 5140001049415 カシマジギョウショ ●

日鉄テクノロジー（株） 日鉄テクノロジー（株）　鹿島事業所 ●

〒 100-0006 TEL： 03-6870-6970 〒 314-0014 TEL： 0299-84-2565

東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 茨城県鹿嶋市大字光３番地 後藤　和久

代表者： 代表取締役社長 高橋　健二

アクアパルス 3020001005836 なし

（株）アクアパルス ● ●

〒 236-0004 TEL： 045-788-5101

神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７

代表者： 代表取締役 増田　健一

ホケンカガクケンキュウショ 3020001010547 なし

（株）保健科学研究所 ●

〒 240-0005 TEL： 045-333-1661

神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町１０６番地

代表者： 代表取締役 久川　聡
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キソジバンコンサルタンツ 2010601036670 チバシテン ●

基礎地盤コンサルタンツ（株） 基礎地盤コンサルタンツ（株）　千葉支店 ● ●

〒 136-8577 TEL： 03-6861-8800 〒 263-0001 TEL： 043-298-5230

東京都江東区亀戸一丁目５番７号 千葉市稲毛区長沼原町５１ 柳沢　文徳

代表者： 代表取締役 柳浦　良行

チヨダテクノル 7010001004851 なし ● ●

（株）千代田テクノル ●

〒 113-8681 TEL： 03-3816-2931 ● ●

東京都文京区湯島一丁目７番１２号

代表者： 代表取締役 細田　敏和

ビーエムエル 7011001019237 チバエイギョウショ ●

（株）ビー・エム・エル （株）ビー・エム・エル　千葉営業所 ●

〒 151-0051 TEL： 03-3350-0111 〒 290-0074 TEL： 0436-20-7511

東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目２１番３号 市原市東国分寺台１丁目１番１２号 丸山　嘉人

代表者： 代表取締役 近藤　健介

テイジンエコサイエンス 1010401044536 なし ●

帝人エコ・サイエンス（株） ● ●

〒 108-0073 TEL： 03-5440-4301

東京都港区三田三丁目３番８号

代表者： 代表取締役社長 塚田　敏之

チュウガイテクノス 5240001006942 カントウカンキョウギジュツセンター ● ●

中外テクノス（株） 中外テクノス（株）　関東環境技術センター ● ●

〒 733-0013 TEL： 082-295-2222 〒 267-0056 TEL： 043-295-1102 ●

広島県広島市西区横川新町９番１２号 千葉市緑区大野台２丁目２番１６号 村本　昌義

代表者： 代表取締役 福馬　聡之

トウザイカガクサンギョウ 6120001085345 ヒガシカントウエイギョウショ

東西化学産業（株） 東西化学産業（株）　東関東営業所 ●

〒 540-6118 TEL： 06-6947-5511 〒 273-0012 TEL： 047-420-7555 ●

大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 船橋市浜町２丁目１番１号 敷井　浩之

代表者： 代表取締役 河野　眞一郎

ダイヤコンサルタント 8010001076774 チバジムショ

（株）ダイヤコンサルタント （株）ダイヤコンサルタント　千葉事務所 ● ●

〒 102-0075 TEL： 03-3221-3205 〒 260-0027 TEL： 043-248-2170

東京都千代田区三番町６番地３ 千葉市中央区新田町５番１０号 松田　啓明

代表者： 代表取締役 野口　泰彦

トウキョウパワーテクノロジー 6010401019392 カンキョウジギョウブブンセキセンター ● ●

東京パワーテクノロジー（株） 東京パワーテクノロジー（株）　環境事業部　分析センター ●

〒 135-0061 TEL： 03-6372-7156 〒 267-0056 TEL： 043-295-8405

東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 千葉市緑区大野台二丁目３番６号 小林　敏也

代表者： 代表取締役　社長 原　英雄

カンキョウギジュツケンキュウショ 5011801006865 チバエイギョウショ

（株）環境技術研究所 （株）環境技術研究所　千葉営業所 ●

〒 123-0872 TEL： 03-3898-6643 〒 271-0068 TEL： 047-709-7070

東京都足立区江北二丁目１１番１７号 松戸市古ヶ崎三丁目３４２３番６号 小柳　伸彦

代表者： 代表取締役 小林　知久
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エスアールエル 5012801000222

（株）エスアールエル （株）エスアールエル　　 ●

〒 163-0409 TEL： 03-6279-0939 〒 163-0409 TEL： 03-6279-0939

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 松本　誠

代表者： 代表取締役 東　俊一

トウキョウケンビキョウイン 3010005004232 なし ●

（一財）東京顕微鏡院 ●

〒 102-8288 TEL： 03-5210-6601

東京都千代田区九段南四丁目８番３２号

代表者： 理事長 山田　匡通

ニッケンギジュツコンサルタント 7120001086623 チバジムショ ● ●

（株）日建技術コンサルタント （株）日建技術コンサルタント　千葉事務所 ● ●

〒 542-0012 TEL： 06-6766-3900 〒 260-0016 TEL： 043-227-5305 ●

大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 千葉市中央区栄町３５番１４号（シンテイ千葉ビル） 高梨　優

代表者： 代表取締役社長 平井　成典

テイジンザイタクイリョウ 4010001098723 なし

帝人在宅医療（株） ●

〒 100-8585 TEL： 03-3506-4488

東京都千代田区霞が関三丁目２番１号

代表者： 代表取締役 桑原　稔明

ニホンコウガイカンリセンター 1012401003232 チバシテン ●

（株）日本公害管理センター （株）日本公害管理センター　千葉支店 ● ●

〒 184-0003 TEL： 042-384-6200 〒 286-0134 TEL： 0476-24-3438

東京都小金井市緑町四丁目６番３２号 成田市東和田３４８番地の１ 佐藤　考行

代表者： 代表取締役 松倉　達夫

カンキョウカンリセンター 7013401000164 ヒガシカントウギジュツセンター ●

（株）環境管理センター （株）環境管理センター　東関東技術センター ● ●

〒 193-0832 TEL： 042-673-0500 〒 266-0031 TEL： 043-300-3300

東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 千葉市緑区おゆみ野５丁目４４番３ 宮原　慎一

代表者： 代表取締役社長 水落　憲吾

サンスイコンサルタント 7120001064604 チバジムショ ●

（株）三水コンサルタント （株）三水コンサルタント　千葉事務所 ● ● ●

〒 530-0005 TEL： 06-6447-8181 〒 260-0851 TEL： 043-222-0333

大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 高本　英光

代表者： 代表取締役社長 山崎　義広

アサノタイセイキソエンジニアリング 5010001078914 ヒガシカントウジムショ

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング （株）アサノ大成基礎エンジニアリング　東関東事務所 ● ●

〒 110-0014 TEL： 03-5246-4150 〒 262-0022 TEL： 043-272-5141

東京都台東区北上野二丁目８番７号 千葉市花見川区南花園１丁目４４番１２号 城　勝秀

代表者： 代表取締役 平山　光信

ジェイエフイーテクノリサーチ 4010001090119 チバエイギョウショ ● ●

ＪＦＥテクノリサーチ（株） ＪＦＥテクノリサーチ（株）　千葉営業所 ● ●

〒 100-0004 TEL： 03-3510-3400 〒 260-0835 TEL： 043-264-5212 ●

東京都千代田区大手町二丁目７番１号 千葉市中央区川崎町１番地 森田　智之

代表者： 代表取締役 松岡　才二
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ニホンカンキョウエイセイセンター 2020005010230 なし

（一財）日本環境衛生センター ● ●

〒 210-0828 TEL： 044-288-4896 ●

神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０番６号

代表者： 理事長 南川　秀樹

コウトウビセイブツケンキュウショ 1011701002852 チバシショ

（株）江東微生物研究所 （株）江東微生物研究所　千葉支所 ●

〒 133-0057 TEL： 03-3672-9171 〒 260-0851 TEL： 043-201-6222

東京都江戸川区西小岩５丁目１８番６号 千葉市中央区矢作町３８４番１０号 石澤　克彦

代表者： 代表取締役 小林　仁

サンコーカンキョウチョウサセンター 9012401019056 チバエイギョウショ ●

（株）サンコー環境調査センター （株）サンコー環境調査センター　千葉営業所 ● ●

〒 182-0025 TEL： 042-482-6634 〒 270-0163 TEL： 04-7157-9501

東京都調布市多摩川一丁目４番地１ 流山市南流山２丁目２番７号 武　昌信

代表者： 代表取締役 礒田　利治

ユーロフィンニホンカンキョウ 8020001022678 チバエイギョウショ ●

ユーロフィン日本環境（株） ユーロフィン日本環境（株）　千葉営業所 ● ●

〒 236-0003 TEL： 045-790-1284 〒 262-0031 TEL： 043-296-2272 ●

神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 千葉市花見川区武石町１丁目５３４番地１ 吉田　謹治

代表者： 代表取締役 入山　隆

ダイワ 4021001037505 チバシテン ●

（株）ダイワ （株）ダイワ　千葉支店 ● ● ●

〒 254-0082 TEL： 0463-53-2222 〒 283-0062 TEL： 0475-58-5221 ●

神奈川県平塚市東豊田３６９番地 東金市家徳２３８番地の３ 菅谷　光夫

代表者： 代表取締役 山本　哲也

カンキョウソウゴウリサーチ 7130001033211 チバエイギョウショ

（株）環境総合リサーチ （株）環境総合リサーチ　千葉営業所 ● ●

〒 619-0237 TEL： 0774-41-0200 〒 260-0028 TEL： 043-445-7057

京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 千葉市中央区新町１８番地の１４ 加洲　教雄

代表者： 代表取締役 竹松　伸一郎
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ザイリョウカガクギジュツシンコウザイダン 3010905002467 なし ●

（一財）材料科学技術振興財団 ●

〒 157-0067 TEL： 03-3749-2525

東京都世田谷区喜多見一丁目１８番６号

代表者： 理事長 山本　幸助

ヘイセイリケン 3060001003992 イバラキエイギョウショ ●

平成理研（株） 平成理研（株）　茨城営業所 ● ●

〒 321-0912 TEL： 028-660-1700 〒 300-2706 TEL： 0297-42-7300

栃木県宇都宮市石井町２８５６番地３ 茨城県常総市新石下３６１１ 米川　政宏

代表者： 代表取締役社長 福田　良夫

カガクブッシツヒョウカケンキュウキコウ 4010005015204 トウキョウジギョウショ ●

（一財）化学物質評価研究機構 （一財）化学物質評価研究機構　東京事業所 ● ●

〒 112-0004 TEL： 03-5804-6131 〒 345-0043 TEL： 0480-37-2601

東京都文京区後楽一丁目４番２５号 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野１６００番地 野辺　隆幸

代表者： 理事長 細川　幹夫

イバラキケンヤクザイシカイケンサセンター 9050005000346 なし

（一財）茨城県薬剤師会検査センター ●

〒 310-0852 TEL： 029-306-9086

茨城県水戸市笠原町９７８番４７

代表者： 代表理事 横濱　明

ヒヨシ 4160001010945 ヨコハマシテン

（株）日吉 （株）日吉　横浜支店 ● ● ●

〒 523-8555 TEL： 0748-32-5111 〒 236-0004 TEL： 045-783-4883

滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１０番１２号 小西　忠彦

代表者： 代表取締役 村田　弘司

ナイトウカンキョウカンリ 6030001006120 なし ●

内藤環境管理（株） ●

〒 336-0015 TEL： 048-887-2590

埼玉県さいたま市南区大字太田窪２０５１番地２

代表者： 代表取締役 内藤　岳

カンキョウソウゴウケンキュウショ 6030001054565 キタカントウシシャ

（株）環境総合研究所 （株）環境総合研究所　北関東支社 ● ●

〒 350-0844 TEL： 049-225-7264 〒 310-0903 TEL： 029-303-7581

埼玉県川越市鴨田５９２番地３ 茨城県水戸市堀町１１１５番地５ 萩谷　富雄

代表者： 代表取締役 吉田　裕之

キュウシュウカンキョウカンリキョウカイ 5290005013749 なし

（一財）九州環境管理協会 ● ●

〒 813-0004 TEL： 092-662-0410

福岡県福岡市東区松香台一丁目１０番１号

代表者： 理事長 百島　則幸

イトウコウガイチョウサケンキュウショ 6010801000976 なし ●

（株）伊藤公害調査研究所 ● ●

〒 143-0016 TEL： 03-3761-0431

東京都大田区大森北一丁目２６番８号

代表者： 代表取締役 伊藤　具厚
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シンカンキョウブンセキセンター 5110001002442 カントウエイギョウショ

（株）新環境分析センター （株）新環境分析センター　関東営業所 ● ●

〒 950-1144 TEL： 025-284-6505 〒 330-0064 TEL： 048-832-6821

新潟県新潟市江南区祖父興野２６８番地１ 埼玉県さいたま市浦和区岸町四丁目８‐１２ 齋藤　充彦

代表者： 代表取締役 猪俣　太郎

サイタマケンカンキョウケンサケンキュウキョウカイ 9030005000612 なし ●

（一社）埼玉県環境検査研究協会 ● ●

〒 330-0855 TEL： 048-649-5499

埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１

代表者： 代表理事 星野　弘志

トウキョウトショクヒンエイセイキョウカイ 2011005000073 トウキョウショクヒンギジュツケンキュウショ

（一社）東京都食品衛生協会 （一社）東京都食品衛生協会　東京食品技術研究所 ●

〒 150-0001 TEL： 03-3934-5821 〒 175-0083 TEL： 03-3934-5821

東京都渋谷区神宮前二丁目６番１号 東京都板橋区徳丸一丁目１９番１０号 高畑　薫

代表者： 会長 鵜飼　良平

ソウゴウカンキョウブンセキ 4020001008862 なし

（株）総合環境分析 ●

〒 226-0003 TEL： 045-929-0033

神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号

代表者： 代表取締役 石渡　裕

カンキョウホゼン 2420001010053 トウキョウシテン

環境保全（株） 環境保全（株）　東京支店 ● ●

〒 036-0164 TEL： 0172-43-1100 〒 105-0011 TEL： 03-6361-6854

青森県平川市松崎西田４１番地１０ 東京都港区芝公園二丁目４番１号Ａ‐１０階 小林　久晃

代表者： 代表取締役 竹内　司

シンニホンカンキョウチョウサ 3010901005481 なし ●

新日本環境調査（株） ● ●

〒 154-0012 TEL： 03-3707-4105

東京都世田谷区駒沢３丁目１５番１号

代表者： 代表取締役 川岸　邦充

サンギョウハイキブツショリジギョウシンコウザイダン 2010005018786 なし

（公財）産業廃棄物処理事業振興財団 ● ●

〒 105-0001 TEL： 03-4355-0155

東京都港区虎ノ門１丁目１番１８号

代表者： 代表理事 加藤　幸男

トウキョウニュークリアサービス 7010501015563 なし

東京ニュークリア・サービス（株） ●

〒 110-0016 TEL： 03-3831-7957

東京都台東区台東一丁目３番５号

代表者： 代表取締役 天野　晋

ニホンカンキョウブンセキセンター 3120901007847 なし ●

日本環境分析センター（株） ● ●

〒 566-0001 TEL： 06-6380-6660

大阪府摂津市千里丘五丁目１６番２１号

代表者： 代表取締役 中元　章博

所長
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ツチヤケンチクケンキュウショ 3011101013151 なし ●

（株）土屋建築研究所 ●

〒 160-0023 TEL： 03-3345-8111

東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ

代表者： 代表取締役 土屋　正

ブンセキセンター 9010001028642 なし

（株）分析センター ●

〒 101-0061 TEL： 03-3265-1726

東京都千代田区神田三崎町３丁目４番９号

代表者： 代表取締役 佐藤　隆

ニホンショクヒンブンセキセンター 3011005000295 なし

（一財）日本食品分析センター ●

〒 151-0062 TEL： 03-3469-7131

東京都渋谷区元代々木町５２番１号

代表者： 理事長 佐藤　秀隆

ニホンショクヒンケンサ 7010405001908 ジギョウホンブ

（一財）日本食品検査 （一財）日本食品検査　事業本部 ● ●

〒 143-0006 TEL： 03-6436-8771 〒 143-0006 TEL： 03-6436-8771

東京都大田区平和島四丁目１番２３号 東京都大田区平和島四丁目１番２３号 前田　守

代表者： 代表理事 福間　浩一

ドボクカンリソウゴウシケンジョ 8100001002184 サイタマシテン

（株）土木管理総合試験所 （株）土木管理総合試験所　埼玉支店 ●

〒 388-8006 TEL： 026-293-5677 〒 341-0018 TEL： 048-969-4091

長野県長野市篠ノ井御幣川８７７番地１ 埼玉県三郷市早稲田６丁目３２番地３ 塩入　雄太郎

代表者： 代表取締役 下平　雄二

クレアテラ 4010901003468 なし ●

（株）クレアテラ ● ●

〒 156-0043 TEL： 03-5300-2501 ●

東京都世田谷区松原六丁目３９番１８号

代表者： 代表取締役 柳田　友隆

ニホンカイヨウセイブツケンキュウジョ 9010701007648 なし

（株）日本海洋生物研究所 ● ●

〒 142-0042 TEL： 03-3787-2471 ●

東京都品川区豊町四丁目３番１６号

代表者： 代表取締役社長 亭島　博彦

オーティーオーギジュツケンキュウショ 4120001042125 トウキョウジムショ

（株）オーティーオー技術研究所 （株）オーティーオー技術研究所　東京事務所 ●

〒 530-0043 TEL： 06-6881-1401 〒 113-0034 TEL： 03-5812-7401

大阪府大阪市北区天満一丁目５番２号 東京都文京区湯島三丁目３１番１号 岸本　雅彦

代表者： 代表取締役 森岡　愼治

ヨコハマエンジニアリング 7020001016301 なし

横浜エンジニアリング（株） ● ●

〒 231-0031 TEL： 045-664-3414

神奈川県横浜市中区万代町１丁目２番１２号

代表者： 代表取締役 草島　豊

019

020

021

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R1/10/1》

希望業種

等級

営業所

登録番号
処理
区分

2 09 ﾊ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

025

所長
026

027

技術支援部門
執行役員022

支店長
023

024



01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 99

サンギョウカガク 8010001044806 なし ●

産業科学（株） ●

〒 103-0004 TEL： 03-5825-7117 ●

東京都中央区東日本橋２丁目６番１１号

代表者： 代表取締役 中島　雄志

トウホウカケン 8030001064463 なし

東邦化研（株） ●

〒 343-0824 TEL： 048-961-6161

埼玉県越谷市流通団地三丁目３番地８

代表者： 代表取締役 長島　惣平

カンキョウケンキュウセンター 6050001015524 なし ●

（株）環境研究センター ● ●

〒 305-0857 TEL： 029-839-5501

茨城県つくば市羽成３番地１

代表者： 代表取締役 片野　明

ショクヒンカンキョウケンサキョウカイ 6010005002803 トウキョウジギョウショ

（一財）食品環境検査協会 （一財）食品環境検査協会　東京事業所 ●

〒 136-0082 TEL： 03-3522-2338 〒 136-0082 TEL： 03-3522-2331

東京都江東区新木場二丁目１０番３号 東京都江東区新木場二丁目１０番３号 廣瀬　裕

代表者： 理事長 吉川　礼次

トウシバナノアナリシス 8020001075593 エイギョウホンブ

東芝ナノアナリシス（株） 東芝ナノアナリシス（株）　営業本部 ●

〒 212-8583 TEL： 045-770-3471 〒 235-8522 TEL： 045-770-3471

神奈川県川崎市幸区小向東芝町１番地 神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番地 前田　裕志

代表者： 代表取締役 戸松　雅典

カガクブンセキコンサルタント 7011401001315 なし

（株）化学分析コンサルタント ●

〒 174-0041 TEL： 03-3967-8235

東京都板橋区舟渡一丁目７番３号

代表者： 代表取締役 浅利　健二

シマヅテクノリサーチ 5130001021069 カンキョウジギョウブソリューションエイギョウブ

（株）島津テクノリサーチ （株）島津テクノリサーチ　環境事業部ソリューション営業部 ● ●

〒 604-8436 TEL： 075-811-3183 〒 101-8448 TEL： 03-3219-5718

京都府京都市中京区西ノ京下合町１番地 東京都千代田区神田錦町一丁目３番地 吉田　秀司

代表者： 代表取締役 福永　秀朗

エオネックス 1220001006394 トウキョウシテン ●

（株）エオネックス （株）エオネックス　東京支店 ● ●

〒 920-0209 TEL： 076-238-1181 〒 134-0088 TEL： 03-6808-4426

石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 東京都江戸川区西葛西６丁目８番１０号朝日生命西葛西ビル５Ｆ 坂田　信和

代表者： 代表取締役 北田　展之

ユーロフィンニホンソウケン 6080401003803 なし

ユーロフィン日本総研（株） ●

〒 430-0837 TEL： 053-425-7531

静岡県浜松市南区西島町１６２２番地

代表者： 代表取締役 三井　伸悟
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トウシバカンキョウソリューション 7020001030392 なし ●

東芝環境ソリューション（株） ● ●

〒 230-0034 TEL： 045-510-6833 ●

神奈川県横浜市鶴見区寛政町２０番１号

代表者： 代表取締役 吉田　久律

ネクストジョウホウハマシン 3380001013596 なし ● ●

（株）ネクスト情報はましん ● ●

〒 970-8032 TEL： 0246-25-0111

福島県いわき市平下荒川字諏訪下３６番地の１

代表者： 代表取締役 渡邊　隆志

ミロクメディカルラボラトリー 6100001007945 なし

（株）ミロクメディカルラボラトリー ●

〒 384-2201 TEL： 0267-54-2111

長野県佐久市印内６５９番地２

代表者： 代表取締役社長 玉井　清子

トウシバデンリョクホウシャセンテクノサービス 3020001036162 なし

東芝電力放射線テクノサービス（株） ●

〒 235-8523 TEL： 045-770-2218 ● ●

神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番地

代表者： 代表取締役 佐野　賀一

ニホンゲンリョウ 8020001074991 なし

日本原料（株） ●

〒 210-0005 TEL： 044-222-5555

神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２

代表者： 代表取締役 齋藤　安弘

オオスミ 9020001001243 チバエイギョウショ

（株）オオスミ （株）オオスミ　千葉営業所 ● ●

〒 246-0008 TEL： 045-924-1050 〒 273-0117 TEL： 047-401-1143

神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町２０番地１７ 鎌ヶ谷市西道野辺１３番４１‐１０１ 田口和男

代表者： 代表取締役 大角　武志

アリケン 5120001109526 なし

（株）有研 ● ● ●

〒 553-0001 TEL： 06-6458-9555

大阪府大阪市福島区海老江二丁目１番３１号

代表者： 代表取締役 中出　善男

プライムテック 7010001007425 なし

プライムテック（株） ●

〒 112-0002 TEL： 03-3816-0851 ●

東京都文京区小石川一丁目３番２５号　小石川大国ビル２Ｆ

代表者： 代表取締役 荻原　亮介

ケンセツカンキョウケンキュウジョ 4013301013608 なし ●

（株）建設環境研究所 ● ●

〒 170-0013 TEL： 03-3988-1818

東京都豊島区東池袋二丁目２３番２号

代表者： 代表取締役社長 富田　邦裕

037

038

039

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R1/10/1》

希望業種

等級

営業所

登録番号
処理
区分

2 09 ﾊ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

043

044

045

040

041

営業所長
042



01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 99

ムラタケイソクキサービス 2020001008096 トウキョウシテン ●

ムラタ計測器サービス（株） ムラタ計測器サービス（株）　東京支店 ● ●

〒 245-0052 TEL： 045-812-1811 〒 102-0072 TEL： 03-3512-0192 ●

神奈川県横浜市戸塚区秋葉町１５番 東京都千代田区飯田橋一丁目８番１０号　キャッスルウェルビル 福池　晃

代表者： 代表取締役 村田　叔彦

メデイカルラボ 2021001016857 なし

（株）メデイカルラボ ●

〒 252-0131 TEL： 042-775-6101

神奈川県相模原市緑区西橋本一丁目４番２６号

代表者： 代表取締役 佐々木　文雄

ニホンエコテック 1010001061832 なし

日本エコテック（株） ●

〒 104-8386 TEL： 03-6361-1429

東京都中央区京橋三丁目１２番２号

代表者： 代表取締役 郷　和久

テクト 7021001025622 なし ● ●

（株）テクト ●

〒 242-0007 TEL： 046-275-3247 ●

神奈川県大和市中央林間九丁目１７番１０号

代表者： 代表取締役 井上　貢

トウキョウカンキョウソクテイセンター 9011501007697 なし ●

（株）東京環境測定センター ● ● ●

〒 116-0012 TEL： 03-3895-1141 ●

東京都荒川区東尾久八丁目５番２号

代表者： 代表取締役 芳仲　篤也

トーコーチシツ 4010501029806 マツドエイギョウショ

（株）トーコー地質 （株）トーコー地質　松戸営業所 ●

〒 170-0013 TEL： 03-5956-5545 〒 271-0074 TEL： 047-361-8994

東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 松戸市緑ヶ丘一丁目１３番　ジュネパレス第１６　１０５号室 篠崎　哲一

代表者： 代表取締役 鈴木　健三

トウホクリョッカカンキョウホゼン 6370001011342 チバジムショ ●

東北緑化環境保全（株） 東北緑化環境保全（株）　千葉事務所 ● ●

〒 980-0014 TEL： 022-263-0607 〒 276-0023 TEL： 047-411-5561

宮城県仙台市青葉区本町二丁目５番１号 八千代市勝田台一丁目２６‐５ 千葉　佳子

代表者： 代表取締役 林　隆壽

イング 6011801014082 なし

（株）イング ●

〒 120-0043 TEL： 03-5813-5710 ●

東京都足立区千住宮元町１４番１号

代表者： 代表取締役 掛村　隆三

セイカンケンサセンター 3080001016530 トウキョウシテン ●

（株）静環検査センター　 （株）静環検査センター　　東京支店 ● ●

〒 426-0041 TEL： 054-634-1000 〒 112-0004 TEL： 03-6801-6256 ●

静岡県藤枝市高柳２３１０番地 東京都文京区後楽一丁目２番８号　後楽一丁目ビル 新飼　博文

代表者： 代表取締役 徳田　茂

支店長
046

047

048

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R1/10/1》

希望業種

等級

営業所

登録番号
処理
区分

2 09 ﾊ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

所長
052

053

支店長
054

049

050

所長
051



01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 99

シーティーアイウイング 2120001085010 トウキョウジムショ ●

（株）ＣＴＩウイング （株）ＣＴＩウイング　東京事務所 ● ●

〒 541-0045 TEL： 06-6226-1400 〒 135-0016 TEL： 03-6666-4780

大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号 東京都江東区東陽六丁目５番６号 倉田　糧造

代表者： 代表取締役 山根　伸之

マリンワークジャパン 3020001032681 なし

（株）マリン・ワーク・ジャパン ● ●

〒 237-0063 TEL： 046-869-0041

神奈川県横須賀市追浜東町三丁目５４番１号

代表者： 代表取締役社長 曽野　和彦

ウェルリンク 1010001086210 なし

ウェルリンク（株） ●

〒 153-0053 TEL： 03-5725-1033 ●

東京都目黒区五本木一丁目３３番１３号

代表者： 代表取締役 宮下　研一

エムビックライフ 8010701029742 なし

（株）エムビックらいふ ●

〒 140-0002 TEL： 03-5769-7247

東京都品川区東品川２‐２‐２４

代表者： 代表取締役 吉田　伸一

ショクカンキョウエイセイケンキュウジョ 6070001004467 なし

（株）食環境衛生研究所 ●

〒 379-2107 TEL： 027-230-3411

群馬県前橋市荒口町５６１番地２１

代表者： 代表取締役 久保　一弘
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マリノリサーチ 2190001012577 なし

マリノリサーチ（株） ● ●

〒 511-0914 TEL： 0594-32-9901 ●

三重県桑名市中山町６０番

代表者： 代表取締役 表　健一郎

トシロ 1010901008486 なし

（株）トシロ ●

〒 156-0045 TEL： 03-3329-2462

東京都世田谷区桜上水二丁目１５番１２号

代表者： 代表取締役 戸城　幸夫

ヘルスサービスアールアンドデイセンター 5010405008789 なし ●

（特非）ヘルスサービスＲ＆Ｄセンター ● ●

〒 151-0053 TEL： 03-6417-0213

東京都渋谷区代々木一丁目３０番１４号天翔代々木ＡＮＮＥＸビル

代表者： 理事長 脇田　紀子

ニホンストレスチョウサキョウカイ 3120005018485 なし

（一社）日本ストレス調査協会 ● ●

〒 540-0024 TEL： 06-6940-4432 ●

大阪府大阪市中央区南新町二丁目２番１０号　大平第二ビル７Ｆ

代表者： 代表理事 西　規允

ミライ 3012701012864 なし

（株）みらい ● ●

〒 187-0034 TEL： 042-968-4097

東京都小平市栄町三丁目４番１６号

代表者： 代表取締役 萩原　直樹
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