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認定番号 氏　名 所 属 機 関 名 所　　属 都道府県 所 属 先 住 所 電話番号

1 530001 大河原 美紗 エヌエス環境(株) 技術部仙台分析センター 宮城県 仙台市宮城野区中野字葦畦140 022-254-4561

2 530002 乙津　秀樹 環境リサーチ(株) 技術部調査課 東京都 八王子市小門町104 042-655-2501

3 530003 工藤　雅子 環境リサーチ(株) 技術部分析技術課 東京都 八王子市小門町104 042-655-2501

4 530004 高松　朋弘 住友重機械エンバイロメント(株) 環境技術センター分析技術Ｇ 神奈川県 横須賀市夏島町19 046-869-2450

5 530005 山川　和志 鹿島建物総合管理(株) 名古屋営業所 愛知県 名古屋市中区新栄町2-14 052-961-8404

6 530006 舟田　南海 (株)分析センター 内部監査部 東京都 墨田区東向島1-12-2 03-3616-1612

7 530007 植田　　崇 (株)オオスミ 分析技術グループ 神奈川県 横浜市瀬谷区五貫目町20-17 045-924-1051

8 530008 尾崎　貴英 (株)アサヒテクノリサーチ 計測技術センター 広島県 大竹市晴海2-10-22 0827-59-1800

9 530009 鈴木　敏男 イナラブジャパン(株) 神奈川県 横浜市中区不老町1-3-9　4F 045-680-2150

10 530010 飯田　裕子 イナラブジャパン(株) 神奈川県 横浜市中区不老町1-3-9　4F 045-680-2150

11 530011 石黒　友祥 (株)環境管理センター 分析センター無機マテリアルグループ 東京都 八王子市下恩方町323-1 042-650-7200

12 530012 倉繁　太郎 (株)環境管理センター 分析センター無機マテリアルグループ 東京都 八王子市下恩方町323-1 042-650-7200

13 530013 齊藤　　進 (株)環境科学開発研究所 北海道 札幌市中央区南20条西10-4-5 011-511-8969

14 530015 我那覇 篤子 (株)沖縄環境分析センター 環境技術部大気環境室 沖縄県 宜野湾市真栄原3-7-24 098-897-0910

15 530016 三木　孝司 九電産業(株) 環境部 福岡県 福岡市東区名島2-18-20 092-671-2998

16 540001 高橋　義晴 エヌエス環境(株) 技術部仙台分析センター 宮城県 仙台市宮城野区中野字葦畦140 022-254-4561

17 540002 亀崎　昌克 環境リサーチ(株) 技術部調査課 東京都 八王子市小門町104 042-655-2501

18 540003 佐々木 信廣 環境リサーチ(株) 技術部分析技術課 東京都 八王子市小門町104 042-655-2501

19 540004 倉茂　充彦 (株)環境公害センター 分析部 愛知県 名古屋市守山区花咲台2-201 052-739-1350

20 540005 二戸　正弥 (株)オオスミ 分析技術グループ 神奈川県 横浜市瀬谷区五貫目町20-17 045-924-1051

21 540006 岡田　　弥 (公財)ひょうご環境創造協会 環境技術部大気課 兵庫県 神戸市須磨区行平町3-1-31 078-735-2776
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22 540007 石川　輝之 (一財)東海技術センター 調査分析部 愛知県 名古屋市名東区猪子石2丁目710番地 052-771-5161

23 540008 笠島　一樹 帝人エコ・サイエンス(株) 環境事業部羽村技術所分析課 東京都 羽村市神明台4-8-43 042-530-4030

24 540009 後藤　　彰 立華(株) 環境分析部 静岡県 富士市本市場422-1 0545-61-8402

25 540010 勾坂　　宙 東北緑化環境保全(株) 環境分析センター分析２グループ 宮城県 多賀城市桜木3-8-22 022-799-2600

26 540011 安土　直幸 (一社)長野県労働基準協会連合会 環境測定部 長野県 東御市字保利田548-1 0268-64-1151

27 540012 畠迫　剛信 (一財)広島県環境保健協会 環境調査課 広島県 広島市中区広瀬北町9-1 082-293-1511

28 540013 永野　忠洋 (株)環境総合研究所 技術部検査課 埼玉県 川越市鴨田592-3 049-225-7264

29 540014 山田　　勝 秋田環境測定センター(株) 環境測定課 秋田県 秋田市川尻御休町11-14 018-864-1281

30 540015 守屋　貴志 内藤環境管理(株) 環境分析部 埼玉県 さいたま市南区大字太田窪2051-2 048-887-2590

31 540016 瓜生　恵子 環境保全(株) アスベスト事業部分析係 東京都 八王子市大和田町2-4-14 042-659-0868

32 550002 中嶋　正旨 日本水処理工業(株) 検査室 大阪府 大阪市北区菅原町8-14 06-6363-6370

33 550003 野口　淳子 (株)環境技研 技術2課作業環境グループ 群馬県 高崎市金古町1709-1 027-372-5111

34 550004 河本　政之 (株)ダイワ 環境技術部 千葉県 東金市家徳238-3 0475-58-5221

35 550005 竹内　香代 日本環境分析センター(株) 大阪府 摂津市千里丘5-12-3 06-6380-6660

36 550006 中元　章博 日本環境分析センター(株) 大阪府 摂津市千里丘5-12-3 06-6380-6660

37 550008 片倉　久志 (株)日新環境調査センター 環境調査部 東京都 足立区本木2-18-29 03-3886-2105

38 550009 枝　　彩花 (株)日新環境調査センター 環境調査部 東京都 足立区本木2-18-29 03-3886-2105

39 550010 阿部　寛臣 東邦化研(株) 材料解析部 埼玉県 越谷市西方2725 048-940-9811

40 550011 高橋　治彦 (株)産業公害・医学研究所 測定グループ 青森県 八戸市河原木字谷地76 0178-28-9424

41 550012 佐藤　靖道 (一財)上越環境科学センター 検査部検査二課 新潟県 上越市下門前1666番地 025-543-7664

42 550014 濱舘　　厚 (株)テルム 環境技術部 神奈川県 横浜市鶴見区寛政町20-1 045-510-6833
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43 550015 松井　秀基 (株)タツタ環境分析センター 技術営業部 大阪府 東大阪市岩田町2-3-1 06-6725-6688

44 550016 五十嵐 義貴 東北緑化環境保全(株) 環境分析センター分析２グループ 宮城県 多賀城市桜木3-8-22 022-799-2600

45 560001 三納　欣子 (一財)関西環境管理技術センター 環境技術部分析課 大阪府 大阪府大坂井西区川口2-9-10 06-6583-7121

46 560002 木村　彰良 (株)ジーエス環境科学研究所 試験グループ 京都府 京都市南区吉祥院新田壱ノ段町5番地 075-313-6791

47 560003 宮崎　　真 野外科学(株) 総合環境部技術1課 北海道 札幌市東区苗穂町12-2-39 011-751-5154

48 560004 鈴木　敏純 内藤環境管理(株) 環境分析部化学分析箇所 埼玉県 さいたま市南区大字太田窪2051-2 048-887-2590

49 560006 田中 眞由巳 (株)東京環境測定センター 技術グループ 東京都 荒川区東尾久8-5-2 03-3819-0657

50 560007 小室　直也 (株)環境管理研究所 分析部　 栃木県 宇都宮市野沢町602-9 028-665-3153

51 560008 丸山　正子 環境リサーチ(株) 技術部分析技術課 東京都 八王子市小門町6-22 042-627-2810

52 560009 大石　亜衣 環境総合研究機構(株) 技術部 静岡県 浜松市北区都田町9165-2 053-428-9100

53 560010 本間　直人 (株)テトラス 環境技術部 山形県 山形市大字志戸田550 023-643-3226

54 560013 木方　周作 (一財)岐阜県公衆衛生検査センター 環境分析課 岐阜県 岐阜市曙町4-6 058-247-3101

55 560014 佐々木 哲也 エヌエス環境(株) 技術二部仙台分析センター 宮城県 仙台市宮城野区中野葦畦140 022-254-4561

56 560015 前嶋　　弘 (株)環境ソルテック 環境技術部 兵庫県 高砂市荒井町新浜1-2-1 079-443-6508

57 550007 大谷　淳一 (株)福井環境分析センター 技術部　技術三課 福井県 越前市北府2丁目1-5 0778-21-8159

58 560011 中村　　尚 (株)微研テクノス 環境事業部 長崎県 佐世保市白岳町166-1 0956-31-9557
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