
簡易専用水道検査機関登録簿（1/7）
平成24年1月31日現在

登録
番号

氏名又は名称 住所 代表者の氏名
簡易専用水道の管理の

検査を行う区域
簡易専用水道の管理の検査を行

う事業所の所在地
登録年月日

1 財団法人佐賀県環境科学検査協会 佐賀県佐賀市光一丁目一番二号 木原　奉文 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及
び大分県

佐賀県佐賀市光一丁目一番二号 平成22年3月31日

2 社団法人群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町五丁目十八
番地の三十六

鈴木　實 栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県及
び長野県

群馬県前橋市西片貝町五丁目十八
番地の三十六

平成22年3月31日

3 財団法人三重県環境保全事業団 三重県津市河芸町上野三千二百五
十八番地

油家　正 三重県 三重県津市河芸町上野三千二百五
十八番地

平成22年3月31日

4 削除 削除 削除 削除 削除 削除

5 財団法人東京都予防医学協会 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目
二番地

北川　照男 東京都のうち特別区の存する区域 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目
二番地

平成22年3月31日

6 一般財団法人化学物質評価研究機構 東京都文京区後楽一丁目四番二十
五号

細川　幹夫 東京都（島しょ部を除く。）及び埼
玉県

東京都文京区後楽一丁目四番二十
五号

平成22年3月31日

7 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番
一号

篠崎　英夫 東京都（島しょ部を除く。） 東京都港区三田一丁目四番二十八
号

平成22年3月31日

8 社団法人日本食品衛生協会 東京都渋谷区神宮前二丁目六番一
号

鵜飼　良平 千葉県、東京都（島しょ部を除
く。）及び神奈川県

東京都町田市忠生二丁目五番四十
七号

平成22年3月31日

9 一般財団法人日本文化用品安全試験所 東京都墨田区東駒形四丁目二十二
番四号

小林　盾夫 東京都（島しょ部を除く。）、埼玉
県のうち川口市、鳩ヶ谷市、草加
市、八潮市、三郷市、春日部市、越
谷市、さいたま市、蕨市、戸田市及
び和光市、千葉県のうち松戸市、市
川市、浦安市、流山市、柏市、鎌ヶ
谷市、船橋市及び習志野市

東京都墨田区本所四丁目二十二番
七号

平成22年3月31日

10 削除 削除 削除 削除 削除 削除

11 財団法人岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜県岐阜市曙町四丁目六番地 武田　裕治 富山県、長野県、岐阜県、愛知県、
三重県及び滋賀県

岐阜県岐阜市曙町四丁目六番地 平成22年3月31日

12 財団法人神奈川県予防医学協会 神奈川県横浜市中区日本大通五十
八番地

土屋　尚 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町十四
番地一

平成22年3月31日

13 削除 削除 削除 削除 削除 削除

14 財団法人北里環境科学センター 神奈川県相模原市北里一丁目十五
番一号

伊藤　俊洋 東京都(島しょ部を除く。)及び神奈
川県

神奈川県相模原市北里一丁目十五
番一号

平成22年3月31日

15 財団法人札幌市水道サービス協会 北海道札幌市東区北十九条東五丁
目一番四十号

谷口 芳憲 北海道のうち札幌市、小樽市、岩見
沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北
広島市、石狩市、苫小牧市、当別町
及び新篠津村

北海道札幌市東区東苗穂二条三丁
目二番二十三号

平成22年3月31日

16 財団法人静岡県生活科学検査センター 静岡県静岡市葵区北安東四丁目二
十七番二号

曽布川　和則 静岡県 静岡県静岡市葵区北安東四丁目二
十七番二号、浜松市中区住吉五丁
目二十二番二十号及び焼津市塩津
一番地の一

平成22年3月31日

17 一般社団法人関西環境開発センター 大阪府大阪市北区中津一丁目二番
十九号

梶山　高志 大阪府 大阪府吹田市千里万博公園一番一
号

平成22年3月31日

18 削除 削除 削除 削除 削除 削除

19 財団法人関西環境管理技術センター 大阪府大阪市西区川口二丁目九番
十号

内藤 昇 大阪府、兵庫県のうち尼崎市及び伊
丹市

大阪府大阪市西区川口二丁目九番
十号

平成22年3月31日

20 財団法人大阪防疫協会 大阪府大阪市城東区蒲生二丁目十
番二十八号

相良　武彦 大阪府 大阪府泉大津市末広町一丁目八番
二十号

平成22年3月31日
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21 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千
四百五十番地十一

森田　正清 埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、
東京都のうち小平市、東村山市、西
東京市、東久留米市、立川市、昭島
市、国分寺市、国立市、東大和市、
清瀬市及び武蔵村山市

埼玉県さいたま市大宮区上小町千
四百五十番地十一

平成22年3月31日

22 財団法人千葉県薬剤師会検査センター 千葉県千葉市中央区中央港一丁目
十二番十一号

櫻井　顯 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都
（島しょ部を除く）及び神奈川県

千葉県千葉市中央区中央港一丁目
十二番十一号

平成22年3月31日

23 財団法人北陸公衆衛生研究所 福井県福井市光陽四丁目四番六号 若泉　輝行 石川県及び福井県 福井県福井市光陽四丁目四番六号 平成22年3月31日

24 一般財団法人 山形県理化学分析セン
ター

山形県山形市松栄一丁目六番六十
八号

渡辺　康弘 山形県 山形県山形市松栄一丁目六番六十
八号

平成22年3月31日

25 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十九
番地六

鈴木　仁 福島県 福島県福島市方木田字水戸内十九
番地六

平成22年3月31日

26 社団法人岩手県薬剤師会 岩手県盛岡市馬場町三番十二号 畑澤　博巳 岩手県 岩手県盛岡市上堂三丁目17番37号 平成22年3月31日

27 削除 削除 削除 削除 削除 削除

28 社団法人愛知県薬剤師会 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目
三番一号

浅井　彦治 愛知県 愛知県名古屋市熱田区伝馬二丁目
十九番十八号

平成22年3月31日

29 社団法人香川県薬剤師会 香川県高松市亀岡町九番二十号 辻上　巌 香川県 香川県高松市亀岡町九番二十号 平成22年3月31日

30 一般財団法人北九州上下水道協会 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁
目九番三十号

吉田 俊幸 福岡県北九州市 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁
目九番三十号

平成22年3月31日

31 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
目十三番二十六号

小野　春夫 福岡県のうち北九州市、直方市、飯
塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡及び
嘉穂郡

福岡県北九州市八幡東区祝町二丁
目十三番二十六号

平成22年3月31日

32 社団法人滋賀県薬剤師会 滋賀県草津市笠山七丁目四番五十
二号

増田 豊 滋賀県 滋賀県草津市笠山七丁目四番五十
二号

平成22年3月31日

33 削除 削除 削除 削除 削除 削除

34 社団法人京都保健衛生協会 京都府京都市单区西九条西柳ノ内
町二十八番地の二

竹井　勝 京都府 京都府京都市单区西九条西柳ノ内
町二十八番地の二

平成22年3月31日

35 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三千
六百四十番地三

徳永　清隆 長崎県 長崎県西彼杵郡長与町高田郷三千
六百四十番地三

平成22年3月31日

36 財団法人鳥取県保健事業団 鳥取県鳥取市富安二丁目九十四番
四号

岡本　公男 兵庫県のうち美方郡、鳥取県並びに
島根県のうち松江市、安来市及び八
束郡

鳥取県鳥取市富安二丁目九十四番
四号及び米子市流通町百五十八番
地二十四号

平成22年3月31日

37 財団法人仙台市水道サービス公社 宮城県仙台市太白区单大野田二十
九番地の一

最知　一裕 宮城県のうち仙台市 宮城県仙台市太白区单大野田二十
九番地の一

平成22年3月31日

38 社団法人石川県薬剤師会 石川県金沢市広岡町イ二十五番地
十

能村 明文 石川県のうち小松市、加賀市、白山
市、能美市、能美郡及び野々市市

石川県白山市村井町三百三十番地 平成22年3月31日

39 財団法人石川県予防医学協会 石川県金沢市神野町東百十五番地 松崎　充意 富山県、石川県及び福井県 石川県金沢市神野町東百十五番地 平成22年3月31日

40 財団法人旭川市水道協会 北海道旭川市上常盤町二丁目千九
百七十番地

大方　美一 北海道のうち旭川市、士別市、鷹栖
町、比布町、当麻町、上川町、愛別
町、東神楽町、美瑛町、幌加内町

北海道旭川市上常盤町二丁目千九
百七十番地

平成22年3月31日
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41 財団法人栃木県保健衛生事業団 栃木県宇都宮市駒生町三千三百三
十七番地の一

小暮　義雄 栃木県 栃木県宇都宮市下岡本町二千百四
十五番地十三

平成22年3月31日

42 削除 削除 削除 削除 削除 削除

43 財団法人新潟県環境衛生研究所 新潟県燕市吉田東栄町八番十三号 奥田　雄二 新潟県 新潟県燕市吉田東栄町八番十三号
及び佐渡市竹田千四十二番地十

平成22年3月31日

44 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千六百六十六
番地

村上　秀幸 群馬県、新潟県、富山県及び長野県 新潟県上越市下門前千六百六十六
番地

平成22年3月31日

45 財団法人宮崎県公衆衛生センター 宮崎県宮崎市霧島一丁目一番地二 太田　英夫 宮崎県 宮崎県宮崎市霧島一丁目一番地二 平成22年3月31日

46 社団法人大分県薬剤師会 大分県大分市大字豊饒字光屋四百
四十一番地一

安東　哲也 福岡県、大分県、熊本県及び宮崎県 大分県大分市大字豊饒字松原四百
六十四番一

平成22年3月31日

47 財団法人北九州市環境整備協会 福岡県北九州市戸畑区新池一丁目
二番一号

伊藤　博史 福岡県 福岡県北九州市戸畑区新池一丁目
二番一号

平成22年3月31日

48 一般財団法人沖縄県環境科学センター 沖縄県浦添市字経塚七百二十番地 福村圭介 沖縄県 沖縄県浦添市字経塚七百二十番地 平成22年3月31日

49 財団法人食品薬品安全センター 神奈川県秦野市落合七百二十九番
地の五

綱野　豊 神奈川県のうち平塚市、小田原市、
茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、单足
柄市、高座郡、中郡、足柄上郡及び
足柄下郡

神奈川県秦野市落合七百二十九番
地の五

平成22年3月31日

50 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八
番十五号

内野　悟 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目八
番十五号

平成22年3月31日

51 社団法人徳島県薬剤師会 徳島県徳島市中洲町一丁目五十八
番地

元木　宏 徳島県 徳島県徳島市中洲町一丁目五十八
番地

平成22年3月31日

52 社団法人青森県薬剤師会 青森県青森市浪打一丁目十六番十
七号

木村　隆次 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県及び福島県

青森県青森市大字野木字山口百六
十四番四十三

平成22年3月31日

53 財団法人中部微生物研究所 愛知県豊川市御津町赤根下川四十
八番地

小田桐　久代 愛知県 愛知県豊川市御津町赤根下川四十
八番地

平成22年3月31日

54 社団法人富山県薬剤師会 富山県富山市千歳町一丁目四番一
号

松井　竹史 富山県及び石川県 富山県富山市千歳町一丁目四番一
号

平成22年3月31日

55 社団法人長野県薬剤師会 長野県松本市旭二丁目十番十五号 大塚　宰 長野県 長野県松本市旭二丁目十一番二十
号

平成22年3月31日

56 削除 削除 削除 削除 削除 削除

57 社団法人足立区薬剤師会 東京都足立区千住一丁目二十六番
一号

鈴木　晃一 東京都のうち足立区 東京都足立区千住一丁目二十六番
一号

平成22年3月31日

58 社団法人下関市薬剤師会 山口県下関市秋根单町二丁目三番
一号

生田　敏 山口県のうち下関市 山口県下関市秋根单町二丁目三番
一号

平成22年3月31日

59 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一番
一号

木下　敬介 島根県、広島県、山口県及び福岡県 山口県山口市吉敷下東一丁目五番
一号

平成22年3月31日

60 社団法人京都微生物研究所 京都府京都市山科区北花山大林町
二十番地の一

衣川　克巳 滋賀県、京都府及び奈良県 京都府京都市山科区上花山久保町
十六番地の二

平成22年3月31日

61 財団法人茨城県薬剤師会公衆衛生検査
センター

茨城県水戸市緑町三丁目五番三十
五号

細谷　勝志 茨城県 茨城県水戸市緑町三丁目五番三十
五号

平成22年3月31日

62 削除 削除 削除 削除 削除 削除

63 財団法人北九州生活科学センター 福岡県北九州市戸畑区中原新町一
番四号

今地　政美 福岡県及び下関市 福岡県北九州市戸畑区中原新町一
番四号

平成22年3月31日



簡易専用水道検査機関登録簿（4/7）
平成24年1月31日現在

登録
番号

氏名又は名称 住所 代表者の氏名
簡易専用水道の管理の

検査を行う区域
簡易専用水道の管理の検査を行

う事業所の所在地
登録年月日

64 削除 削除 削除 削除 削除 削除

65 削除 削除 削除 削除 削除 削除

66 社団法人福岡市薬剤師会 福岡県福岡市中央区今泉一丁目一
番一号

小野　信昭 福岡県のうち福岡市 福岡県福岡市中央区今泉一丁目一
番一号

平成22年3月31日

67 財団法人高知県環境検査センター 高知県高知市介良乙八百十五番地
一

本田 忠雄 高知県 高知県高知市介良乙八百十五番地
一

平成22年3月31日

68 社団法人姫路市医師会 兵庫県姫路市西今宿三丁目七番二
十一号

石川　誠 兵庫県 兵庫県姫路市西今宿三丁目七番二
十一号

平成22年3月31日

69 財団法人兵庫県予防医学協会 兵庫県神戸市東灘区御影本町四丁
目四番二十号

松村　陽右 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区御影本町四丁
目四番二十号

平成22年3月31日

70 削除 削除 削除 削除 削除 削除

71 削除 削除 削除 削除 削除 削除

72 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七番
地の一

伊東　潤造 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県及び福島県

宮城県仙台市泉区松森字堤下七番
地の一

平成22年3月31日

73 財団法人岡山県健康づくり財団 岡山県岡山市北区平田四百八番地
一

井戸　俊夫 岡山県 岡山県岡山市北区平田四百八番地
一

平成22年3月31日

74 財団法人福岡市水道サービス公社 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁
目二十八番十五号

梅村 文雄 福岡県のうち福岡市、前原市及び糸
島郡

福岡県福岡市博多区博多駅前一丁
目二十八番十五号

平成22年3月31日

75 財団法人秋田県総合保健事業団 秋田県秋田市千秋久保田町六番六
号

堀井　啓一 秋田県 秋田県秋田市寺内児桜三丁目一番
二十四号

平成22年3月31日

76 削除 削除 削除 削除 削除 削除

77 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六番一
号

鵜飼　良平 埼玉県及び東京都（島しょ部を除
く。）

東京都板橋区徳丸一丁目十九番十
号

平成22年3月31日

78 財団法人広島県環境保健協会 広島県広島市中区広瀬北町九番一
号

近光　章 広島県 広島県広島市中区広瀬北町九番一
号及び福山市山手町五丁目三十二
番二十六号

平成22年3月31日

79 社団法人神奈川県保健協会 神奈川県横浜市中区山下町二百二
十四番地一

西之宮　優 東京都（島しょ部を除く。）、神奈
川県及び静岡県

神奈川県横浜市中区山下町二百二
十四番地一及び中郡二宮町中里七
百三十一番地の一

平成22年3月31日

80 財団法人東京顕微鏡院 東京都千代田区九段单四丁目八番
三十二号

山田　匡通 埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部
を除く。）及び神奈川県

東京都千代田区九段单四丁目八番
三十二号、中央区日本橋箱崎町四
十四番一号及び立川市高松町一丁
目百番三十八号

平成22年3月31日

81 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十番地
五

久野　梧郎 愛媛県 愛媛県松山市味酒町一丁目十番地
五

平成22年3月31日

82 財団法人日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町十
番六号

奥村　明雄 神奈川県、福岡県、熊本県及び東京
都（島しょ部を除く。）

神奈川県川崎市川崎区四谷上町十
番六号、福岡県大野城市白木原三
丁目五番十一号及び熊本県熊本市
神水二丁目一番十三号

平成22年3月31日

83 よこはま環境センター株式会社 神奈川県横浜市港北区仲手原二丁
目二十二番五号

吉村　映美 神奈川県 神奈川県横浜市港北区仲手原二丁
目二十二番五号

平成22年6月1日

84 削除 削除 削除 削除 削除 削除

85 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 新潟県長岡市新産二丁目十二番地
七

田口　忠男 新潟県 新潟県長岡市新産二丁目十二番地
七

平成22年10月12日



簡易専用水道検査機関登録簿（5/7）
平成24年1月31日現在

登録
番号

氏名又は名称 住所 代表者の氏名
簡易専用水道の管理の

検査を行う区域
簡易専用水道の管理の検査を行

う事業所の所在地
登録年月日

86 平成理研株式会社 栃木県宇都宮市石井町二千八百五
十六番地三

福田　良夫 宮城県、秋田県、山形県、福島県、
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県及び東京都（島しょ部を除
く。）

栃木県宇都宮市石井町二千八百五
十六番地三

平成22年11月2日

87 日本理化サービス株式会社 愛知県名古屋市千種区千種三丁目
二十番二十号

栗田　道秋 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、岐阜県、静岡
県、愛知県、三重県及び奈良県

愛知県名古屋市千種区千種三丁目
二十番二十号

平成22年11月17日

88 株式会社東海分析化学研究所 愛知県豊川市御津町赤根下川五十
番地

大場　和子 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県 愛知県豊川市御津町赤根下川五十
番地

平成22年12月20日

89 株式会社那須環境技術センター 栃木県那須塩原市青木二十二番地
百五十二

福田　篤志 福島県、茨城県及び栃木県 栃木県那須塩原市青木二十二番地
百五十二

平成23年2月23日

90 株式会社山梨県環境科学検査センター 山梨県甲斐市竜王新町二千二百七
十七番地十二

小澤　一昭 山梨県 山梨県甲斐市竜王新町二千二百七
十七番地十二

平成23年3月29日

91 株式会社新環境分析センター 新潟県新潟市江单区祖父興野五十
三番地一

猪俣　勝一 宮城県、山形県、福島県、茨城県、
栃木県及び新潟県

福島県郡山市喜久田町卸一丁目百
四番地一

平成23年3月30日

92 日本水処理工業株式会社 大阪府大阪市北区菅原町八番十四
号

川西　昌史 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県及び和歌山県

京都府京都市单区上鳥羽苗代町三
十八番、大阪府大阪市北区菅原町
八番十四号、兵庫県神戸市兵庫区
西出町十六番一号

平成23年5月20日

93 一般財団法人新潟県環境分析センター 新潟県新潟市江单区祖父興野五十
三番地一

猪俣　勝一 群馬県及び新潟県 新潟県新潟市江单区祖父興野五十
三番地一

平成23年6月13日

94 株式会社駿河環境検査センター 静岡県静岡市駿河区中島９６０番
地の１

鈴木　雅太郎 静岡県 静岡県静岡市駿河区丸子新田四百
六十八番地の十三

平成23年8月10日

95 日本衛生株式会社 北海道札幌市清田区平岡一条一丁
目一番四十号

福山　実 北海道、東京都、千葉県、神奈川県
及び埼玉県

北海道札幌市清田区平岡一条一丁
目一番四十号

平成23年11月14日

96 社団法人長野市薬剤師会 長野県長野市若里五丁目十一番一
号

谷　憲昭 長野県 長野県長野市若里五丁目十一番一
号

平成23年12月12日

97 一般社団法人神奈川県貯水槽協会 神奈川県茅ヶ崎市幸町１８番４号 竹内　幸治 神奈川県並びに東京都のうち町田
市、八王子市及び立川市

神奈川県茅ヶ崎市幸町１８番４号
及び茅ヶ崎市松が丘１－６－８３

平成24年1月5日

98 削除 削除 削除 削除 削除 削除

99 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百九十
一番地の四十二

川原　幸徳 秋田県 秋田県秋田市八橋字下八橋百九十
一番地の四十二

平成21年3月31日

100 削除 削除 削除 削除 削除 削除

101 社団法人上田薬剤師会 長野県上田市国分九百九十四番地
一

飯島　康典 長野県 長野県上田市国分九百九十四番地
一

平成21年7月14日

102 奈良アクア・ラボ株式会社 奈良県奈良市富雄北二丁目八番十
五号

宮田　穣二 京都府、大阪府及び奈良県 奈良県奈良市富雄北二丁目八番十
五号

平成22年4月1日

103 特定非営利活動法人八雲総合サービス
協会

島根県松江市八雲町西岩坂三百五
十一番地一

土谷　昭治 鳥取県のうち米子市、境港市、日吉
津村及び单部町並びに島根県

島根県松江市八雲町西岩坂三百五
十一番地一

平成22年4月1日

104 削除 削除 削除 削除 削除 削除

105 株式会社タイヨー 大阪府池田市住吉一丁目十七番二
十四号

田中　浩一 兵庫県のうち尼崎市及び伊丹市 兵庫県尼崎市水堂町三丁目十五番
十九号

平成22年5月2日

106 日東化学工業株式会社 福岡県北九州市小倉单区徳吉東四
丁目九番一号

下村　喬 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

福岡県北九州市小倉单区徳吉東四
丁目九番一号

平成22年5月16日



簡易専用水道検査機関登録簿（6/7）
平成24年1月31日現在

登録
番号

氏名又は名称 住所 代表者の氏名
簡易専用水道の管理の

検査を行う区域
簡易専用水道の管理の検査を行

う事業所の所在地
登録年月日

107 株式会社総合水研究所 大阪府堺市堺区神单辺町一丁四番
地六

待田　裕美 埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部
を除く。）、神奈川県、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、
徳島県及び香川県

東京都港区海岸2丁目6-30浜松町エ
メラルドビル6階及び大阪府堺市堺
区神单辺町一丁四番地六

平成22年5月22日

108 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一番
二号

北元　洋太 富山県、石川県及び福井県 石川県金沢市太陽が丘三丁目一番
二号

平成22年9月19日

109 削除 削除 削除 削除 削除 削除

110 株式会社静環検査センター 静岡県藤枝市高柳二千三百十番地 徳田　茂 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

静岡県藤枝市高柳二千三百十番地 平成22年12月18日

111 株式会社丹野 山形県山形市松見町十二番三号 丹野　秀樹 宮城県及び山形県 山形県山形市松見町十二番三号 平成23年4月1日

112 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十八
番六号

小林　仁 宮城県、山形県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都（島しょ部を除く）、神奈川
県、新潟県、富山県、石川県及び長
野県

東京都江戸川区西小岩五丁目十八
番六号

平成23年6月12日

113 株式会社上田 愛媛県宇和島市天神町四番三十三
号

上田　干城 愛媛県 愛媛県宇和島市天神町四番三十三
号

平成23年6月19日

114 株式会社大阪水道総合ｻｰﾋﾞｽ 大阪府大阪市中央区大手町一丁目
七番三十一号

山田 豊実 大阪府のうち大阪市 大阪府大阪市中央区大手町一丁目
七番三十一号

平成23年7月1日

115 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
十一番一号

長濱 純 千葉県 千葉県千葉市中央区中央港一丁目
十一番一号

平成23年7月23日

116 株式会社西日本技術コンサルタント 滋賀県草津市矢橋町御種子池六百
四十九番地

丸田　茂彦 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県及び奈良県

滋賀県草津市矢橋町御種子池六百
四十九番地

平成23年9月19日

117 財団法人堺市水道サービス公社 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町一丁
三十九番地二

塩尻　春夫 大阪府のうち堺市 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町一丁
三十九番地二

平成21年6月9日

118 西宮管工事業協同組合 兵庫県西宮市与古道町一番十号 海藻　忠夫 兵庫県のうち西宮市 兵庫県西宮市与古道町一番十号 平成21年7月7日

119 中日本産業株式会社 岐阜県岐阜市薮田单五丁目十三番
四号

加藤　称一 岐阜県、愛知県、三重県、静岡県及
び滋賀県

岐阜県岐阜市薮田单五丁目十三番
四号

平成21年7月28日

120 株式会社メイキョー 山梨県甲府市徳行二丁目二番三十
八号

飯田　祥雄 山梨県 山梨県甲府市徳行二丁目二番三十
八号

平成21年8月18日

121 株式会社コムケア 愛知県名古屋市中川区山王三丁目
八番二号

尾畑　進 愛知県 愛知県名古屋市中川区山王三丁目
八番二号

平成21年9月30日

122 削除 削除 削除 削除 削除 削除

123 エスク三ツ川株式会社 大阪府大東市三箇四丁目十八番十
八号

三ツ川　卓生 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

大阪府大東市三箇四丁目十八番十
八号

平成22年2月12日

124 東京環境衛生株式会社 東京都渋谷区広尾五丁目１９番１
４号卯月ビル１０階

中野　武 東京都（西多摩郡及び島しょ部を除
く。）、埼玉県のうちさいたま市及
び三郷市、千葉県のうち松戸市、市
川市、船橋市及び浦安市、神奈川県
のうち横浜市、川崎市及び相模原市

東京都渋谷区広尾五丁目十九番十
四号

平成22年3月17日

125 特定非営利活動法人宮城県水道施設調
査研究所

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目
３番１号

石川　清紀 宮城県 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目
３番１号

平成22年5月10日

126 中央環境理研株式会社 山梨県单アルプス市小笠原六番地 金丸 守 東京都（島しょ部を除く。）、神奈
川県、山梨県及び長野県

山梨県单アルプス市小笠原六番地 平成22年5月24日
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127 株式会社 ジェイエムエル 福岡県久留米市百年公園１番１号
福岡バイオインキュベーションセ
ンター

三好 昭宏 福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県及
び大分県

福岡県久留米市百年公園１番１号
福岡バイオインキュベーションセ
ンター

平成22年6月18日

128 株式会社 日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８
番地

村田 弘司 福井県、岐阜県、愛知県、三重県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県

滋賀県近江八幡市北之庄町９０８
番地

平成22年10月5日

129 株式会社 環境分析技術センター 福岡県筑紫野市上古賀三丁目２番
１６号

秦野　正博 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及
び大分県

福岡県筑紫野市上古賀三丁目２番
１６号

平成22年10月6日

130 株式会社ケイ・エス分析センター 大阪府富田林市錦織单2丁目9番2号 浅野　昭 愛知県、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

大阪府富田林市錦織单2丁目9番2号 平成22年10月14日

131 株式会社大東環境科学 岩手県盛岡市津志田西一丁目２番
２３号

小山　克也 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、
山形県及び福島県

岩手県紫波群矢巾町大字広宮沢第1
地割265番地

平成22年12月27日

132 株式会社 環境科学研究所 北海道函館市西桔梗町２８番地の
１

藤島　浩 北海道 北海道函館市西桔梗町２８番地の
１

平成23年3月7日

133 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单長池
境2058番地3

若林　恒雄 長野県、新潟県、群馬県、山梨県、
岐阜県

長野県長野市大字北長池字单長池
境2058番地3

平成23年3月28日

134 株式会社イズミテック 愛知県豊橋市高師町北新切２６７
番地５

大野哲 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県及び三重県

愛知県豊橋市高師町北新切２６７
番地５

平成23年7月12日

135 名古屋上下水道総合サービス株式会社 愛知県名古屋市中村区黄金通１丁
目２０番地７

吉田　宏 愛知県のうち名古屋市、北名古屋
市、清須市、あま市、大治町、豊山
町、春日井市、尾張旭市、長久手
町、日進市、東郷町、みよし市、豊
明市、大府市、東海市、津島市、蟹
江町

愛知県名古屋市中村区黄金通１丁
目２０番地７

平成23年7月13日

136 株式会社エコ・クリエイティブ・ジャ
パン

東京都港区海岸三丁目２０番２０
号

バイ・ティアン
ファン

神奈川県 神奈川県横浜市磯子区西町１４番
１１号

平成23年7月20日


