
平成29年度　アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建材定性分析コース）　修了者名簿

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 研修修了日

1 1701001 末吉　祐介 環境リサーチ株式会社 技術部　分析技術課 東京都 八王子市小門町6-22 042-627-2810 H29.7.25

2 1701002 吉村　美穂 一般財団法人　関西環境管理技術センター 環境技術部 大阪府 大阪市西区川口2-9-10 06-6583-7121 H29.7.25

3 1701003 松尾　新平 株式会社　環境公害研究センター 調査部　調査課 石川県 金沢市金石３丁目３－１３－１７ 076-268-5330 H29.7.25

4 1701004 古谷　泰英 株式会社　太平洋コンサルタント 西日本技術部 山口県 山陽小野田市大字小野田６２７６ 0836-83-3358 H29.7.25

5 1701005 佐久間　麻友 株式会社　東海テクノ
環境事業部　四日市分析セン
ター　ラボGr

三重県 四日市市午起1-2-15 059-340-7767 H29.7.25

6 1701006 坂部　美香 株式会社　信濃公害研究所 技術営業部　技術営業課 長野県 北佐久郡 立科町 芦田 1835-1 0267-56-2189 H29.7.25

7 1701007 宮沢　肇 エヌエス環境株式会社　東京支社 技術部　東京分析センター 埼玉県 さいたま市西区宮前1629-1 048-614-8970 H29.7.25

8 1701008 堤　健之輔 株式会社　アースフィールド・プロ 環境事業部 福岡県 古賀市今の庄１－８－３　パシフイック古賀1階 092-943-4225 H29.7.25

9 1701009 山内　潤 エヌエス環境株式会社　東北支社 総合分析センター 岩手県 盛岡市みたけ4-3-33 019-643-8913 H29.7.25

10 1701010 髙橋　龍之進 株式会社 環境リサーチ
環境測定事業部　第１グルー
プ

北海道 札幌市豊平区中の島２条９丁目１番１号 011-837-8780 H29.7.25

11 1701012 森島　千栄 株式会社 日本保健衛生協会 検査部 大阪府 吹田市寿町2丁目17番2号 06-6381-4381 H29.7.25

12 1701013 飯田　由貴恵 環境未来株式会社　山梨検査センター 検査課 山梨県 中央市流通団地1-6-1 055-274-0788 H29.7.25

13 1701015 中川　洋二 株式会社　ネクサス分析センター 大阪府 守口市大久保町3丁目34-10 06-6916-8555 H29.7.25

14 1701016 昇　上野 株式会社　ネクサス分析センター 大阪府 守口市大久保町3丁目34-10 06-6916-8555 H29.7.25

15 1702001 清水　恵二 株式会社　太平洋コンサルタント 西日本技術部　分析グループ 山口県 山陽小野田市大字小野田６２７６ 0836-83-3358 H29.10.6

16 1702002 米津　京子 株式会社　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 H29.10.6

17 1702005 鈴木　亮 ユーロフィン日本総研株式会社 分析課 静岡県 浜松市南区西島町1622 053-425-7531 H29.10.6

18 1702006 名生　聡希 株式会社　安全性研究センター高岡 環境分析センター 富山県 高岡市昭和町１－４－１ 0766-25-0185 H29.10.6

19 1702008 杉田　高則 内藤環境管理株式会社 研究開発部 埼玉県 さいたま市南区大字太田窪２０５１－２ 048-887-2590 H29.10.6

20 1702010 小柳　梢 株式会社　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 H29.10.6
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21 1702011 中山　智敦 環境保全株式会社 環境事業部　環境測定課 東京都 八王子市大和田町2-4-14 042-659-0868 H29.10.6

22 1702012 﨑　治彦 大阪環境保全株式会社 調査部　分析課 大阪府 大阪市住吉区我孫子東2-6-17 06-6609-5381 H29.10.6

23 1702013 石川　彬 株式会社 山梨県環境科学検査センター 業務部第１営業課 山梨県 甲斐市竜王新町2277-12 055-278-1600 H29.10.6

24 1702014 北野　優太 株式会社 山梨県環境科学検査センター 技術部検査課 山梨県 甲斐市竜王新町2277-12 055-278-1600 H29.10.6

25 1702016 伊東　大貴 株式会社　分析センター 分析技術部 東京都 墨田区東向島1-12-2 03-3616-1612 H29.10.6

26 1702003 太田　一貴 株式会社　環境工学 生活環境部　分析グループ 青森県 弘前市城東中央3丁目4-17 0172-28-2161 H30.1.9

27 1702004 小枝　広明 株式会社　環境工学 生活環境部　分析グループ 青森県 弘前市城東中央3丁目4-17 0172-28-2161 H30.1.9

28 1703001 押手　拓也 株式会社　環境生物化学研究所 エンジニアリング部 栃木県 那須郡那珂川町北向田231-2 0297-92-5723 H30.4.4

29 1703002 植松　大輔 環境リサーチ株式会社 環境対策室　調査課 東京都 八王子市小門町104 042-655-2501 H30.4.4

30 1703003 長谷川　浩之 環境リサーチ株式会社 環境対策室　調査課 東京都 八王子市小門町104 042-655-2501 H30.4.4

31 1703004 鈴木　弘幸 株式会社　熊谷環境分析センター 測定グループ 埼玉県 熊谷市高柳１－７ 048-532-1655 H30.4.4

32 1703005 小島　正幸 株式会社　ＮＳＳ 技術第1部 新潟県 燕市吉田東栄町8番11号 0256-78-7611 H30.4.4

33 1703007 辻中　俊貴 一般財団法人　関西環境管理技術センター 環境技術部　分析課 大阪府 西区川口2-9-10 06-6583-7121 H30.4.4

34 1703008 清水　美希 環境リサーチ株式会社 技術部　分析技術課 東京都 八王子市小門町6-22 042-627-2810 H30.4.4

35 1703009 佐藤　紘子 公益財団法人島根県環境保健公社 環境事業部　環境調査課 島根県 松江市古志原1-4-6 0852-24-0031 H30.4.4

36 1703010 帖佐　大介 環境クリエイト株式会社 環境調査部 北海道 札幌市東区北20条東2丁目2-32 011-748-3241 H30.4.4

37 1703011 森田　善之 一般財団法人　広島県環境保健協会 環境生活センター　環境調査課 広島県 広島市中区広瀬北町9-1 082-232-6487 H30.4.4

38 1703012 朽木　理也 福島県環境検査センター株式会社 検査部 福島県 郡山市田村町金屋字下タ川原60-1 024-941-1719 H30.4.4

39 1703013 佐久間　昴 福島県環境検査センター株式会社 検査部 福島県 郡山市田村町金屋字下タ川原60-1 024-941-1719 H30.4.4

40 1703014 池田　竜也 ラボテック株式会社 分析部 広島県 佐伯区五日市中央6丁目9-25 (082)921-5531 H30.4.4
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41 1703015 尾内　貴志 一般社団法人　群馬県薬剤師会環境衛生試験センター 業務課 群馬県 前橋市西片貝町五丁目23番地の10 027-223-6355 H30.4.4

42 1703016 大谷　吉史 株式会社　熊谷環境分析センター 分析グループ 埼玉県 熊谷市高柳１－７ 048-532-1655 H30.4.4

43 1703006 漆畑　智 株式会社　土木管理総合試験所 環境部　調査課 長野県 長野市篠ノ井御幣川877-1 026-462-0414 H30.4.23
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