
№ 試験所名 都道府県  住 所 電話番号

1 株式会社　環境リサーチ 北海道 札幌市豊平区中の島２条９丁目１番１号 011-837-8780

2 環境クリエイト株式会社 北海道 札幌市東区北20条東2丁目2-32 011-748-3241

3 環境保全株式会社 青森県 平川市松崎西田41-10 0172-43-1100

4 エヌエス環境株式会社　総合分析センター 岩手県 盛岡市みたけ4丁目3-33 019-643-8913

5 エヌエス環境株式会社　東北支社 宮城県 仙台市宮城野区中野二丁目3-2 022-254-4561

6 東北緑化環境保全株式会社　環境分析センター 宮城県 多賀城市桜木３丁目8-22 022-799-2600

7 秋田環境測定センター株式会社 秋田県 秋田市川尻御休町１１－１４ 018-864-1281

8 株式会社　イオン 福島県 須賀川市向陽町１８ 0248-73-2454

9 日鉄テクノロジー株式会社 鹿島事業所 茨城県 鹿嶋市光３番地 0299-84-3478

10 株式会社　環境技研 群馬県 高崎市金古町1709-1 027-372-5111

11 株式会社　群馬分析センター 群馬県 高崎市下大島町625 027-395-0606

12 有限会社　環境エンジ 群馬県 高崎市八幡町445-7 027-344-0952

13 エヌエス環境株式会社　東京支社 埼玉県 さいたま市西区宮前町1629-1 048-614-8970

14 株式会社　環境総合研究所 埼玉県 川越市鴨田592－3 049-225-7264

15 株式会社　産業分析センター 埼玉県 草加市谷塚町2丁目１１番７号 048-924-715１

16 内藤環境管理株式会社 埼玉県 さいたま市南区大字太田窪2051-2 048-887-2590

17 株式会社　ユーベック 千葉県 木更津市久津間613 0438-41-7878

18 株式会社　上総環境調査センター 千葉県 木更津市潮見4-16-2 0438-36-5801

19 中外テクノス株式会社　関東環境技術センター 千葉県 千葉市緑区大野台2-2-16 043-295-1105

20 株式会社　EFAラボラトリーズ 東京都 千代田区神田神保町2-2-31 ヒューリック神保町ビル8階 03-3263-6055
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21 株式会社　EGG環境 東京都 昭島市武蔵野3-6-9 042-843-7321

22 株式会社　伊藤公害調査研究所 東京都 大田区大森北１-26-8 03-3761-0431

23 株式会社　東京環境測定センター 東京都 荒川区東尾久8-5-2 03-3819-0657

24 株式会社　日新環境調査センター 東京都 足立区本木2-18-29 03-3886-2105

25 環境リサーチ株式会社　技術センター 東京都 八王子市小門町6-22 042-698-0055

26 環境保全　株式会社 東京都 八王子市大和田町2-4-14 042-659-0868

27 特定非営利活動法人　東京労働安全衛生センター 東京都 江東区亀戸7-10-1　Zビル5階 03-3683-9765

28 株式会社　オオスミ　（横浜本社） 神奈川県 横浜市瀬谷区五貫目町２０－１７ 045-924-1058

29 住友重機械エンバイロメント株式会社　環境技術センター 神奈川県 横須賀市夏島町19 046-869-2450

30 小田原鉱石株式会社 神奈川県 小田原市根府川560-8 0465-33-6612

31 一般財団法人　新潟県環境分析センター 新潟県 新潟市江南区祖父興野53番地1 025-284-6500

32 株式会社　ＮＳＳ 新潟県 燕市吉田東栄町8番11号 0256-78-7611

33 アースコンサル株式会社 富山県 射水市戸破8-17 0766-56-1180

34 株式会社　安全性研究センター高岡 富山県 高岡市昭和町1-4-1 0766-25-0185

35 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2277-12 055-278-1600

36 環境未来株式会社　山梨検査センター 山梨県 中央市流通団地1-6-1 055-274-0788

37 株式会社　信濃公害研究所 長野県 北佐久郡立科町芦田1835-1 0267-56-2189

38 ユーロフィン日本総研株式会社 静岡県 浜松市南区西島町1622 053-425-7531

39 一般財団法人　東海技術センター 愛知県 名古屋市名東区猪子石二丁目710番地 052-771-5161

40 株式会社　アイテックリサーチ 愛知県 小牧市小松寺三丁目153番地 0568-41-6226
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41 株式会社　ユニケミー 愛知県 名古屋市熱田区伝馬一丁目11番1号 052-682-5069

42 株式会社　環境科学研究所 愛知県 名古屋市北区若鶴町152番地 052-902-5055

43 株式会社　東海テクノ　松阪分析センター 三重県 松阪市若葉町92-1 0598-51-9490

44 株式会社　日吉 滋賀県 近江八幡市北之庄町９０８番地 0748-32-5111

45 アスカ技研株式会社 大阪府 吹田市垂水町 1-29-1 06-6155-6346

46 一般財団法人　関西環境管理技術センター 大阪府 大阪市西区川口2-9-10 06-6583-7121

47 株式会社　環境ソルテック 本社 兵庫県 高砂市荒井町新浜1-2-1 079-443-6508

48 公益財団法人　ひょうご環境創造協会 兵庫県 神戸市須磨区行平町3-1-18 078-735-2772

49 中外テクノス株式会社　関西技術センター 兵庫県 神戸市西区井吹台東町7丁目3-7 078-997-8000

50 公益財団法人　島根県環境保健公社 島根県 松江市古志原1-4-6 0852-24-0031

51 株式会社アサヒテクノリサーチ 広島県 大竹市晴海２丁目１０番２２号 0827-59-1800

52 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

53 四国計測工業株式会社 香川県 仲多度郡多度津町南鴨200番地1 050-8802-3745

54 株式会社　アースフィールド・プロ 福岡県 古賀市今の庄1丁目８－３　パシフィック古賀１F 092-943-4225

55 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4丁目17番1号 096-385-1222


