
2020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 2001001 渡部　絵里菜 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6-22 042-698-0055 2020.11.17

2 2001002 細谷　亮 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6-22 042-698-0055 2020.11.17

3 2001003 武藤　拓也 一般財団法人　東海技術センター 調査分析事業部　環境分析部門 愛知県 名古屋市名東区猪子石二丁目710番地 052-771-5214 2020.11.17

4 2001006 松井　円 日本環境分析センター株式会社 　 大阪府 摂津市千里丘５丁目16-21 06-6380-6660 2020.11.17

5 2001007 濱　拓成 東亜環境サービス株式会社 分析事業部 愛知県 名古屋市南区北内町1-22 052-822-9654 2020.11.17

6 2001008 菅原　基 東亜環境サービス株式会社 分析事業部 愛知県 名古屋市南区北内町1-22 052-822-9654 2020.11.17

7 2001009 冨田　祐一 株式会社　食環境衛生研究所 石綿分析室 群馬県 前橋市荒子町643-4 027-289-5693 2020.11.17

8 2001010 市野　ひかり 株式会社　アイテックリサーチ 分析グループ 兵庫県
神戸市西区櫨谷町寺谷1242-118 神戸ハイ
テクイースト工業団地403

078-995-8178 2020.11.17

9 2001011 田村　智弘 関西保温工業株式会社 滋賀研究所 滋賀県 守山市勝部4-1-17 077-514-3913 2020.11.17

10 2001012 長部　高大 株式会社　群馬分析センター 測定課 群馬 高崎市下大島町625 027-395-0606 2020.11.17

11 2001013 根本　麻美 化工機プラント環境エンジ株式会社 維持管理部環境測定課 神奈川県 川崎市川崎区大川町2-1 044-355-0598 2020.11.17

12 2001015 寺山　雄一 株式会社　環境総合研究所 専務 埼玉県 川越市鴨田592-3 049-225-7264 2020.11.17

13 2001017 松井　公平 日本環境分析センター株式会社 　 大阪府 摂津市千里丘5-16-21 06-6380-6660 2020.11.17

14 2002001 田中　拓児 大建工業株式会社　Ｒ＆Ｄセンター 環境測定・分析技術研究室 岡山県 岡山市南区海岸通２－５－８ 086-262-1427 2020.12.28

15 2002002 小寺　亮太 関西保温工業株式会社 滋賀研究所 滋賀県 守山市勝部4-1-17 077-514-3913 2020.12.28

16 2002003 中倉　隆雄 株式会社　ＡＳＮ 技術部 宮城県 仙台市青葉区南吉成6-6-3　 LABO・ＣＩＴＹ仙台1階 022-303-6670 2020.12.28

17 2002006 上原　正憲 株式会社　太平環境科学センター 情報技術部 福岡県 福岡市博多区金の隈2丁目2番31号 092-504-1220 2020.12.28

18 2002008 宮本　佳奈 株式会社　E-SYSTEM アスベスト調査課 福岡県 福岡市東区松島４丁目6-14 092-627-3222 2020.12.28

19 2002009 相場　周勢 株式会社　環境管理センター アスベスト対策事業部 東京都 八王子市下恩方町323-1 042-650-7200 2020.12.28

20 2002010 和田　英雄 株式会社　本庄分析センター 　 埼玉県 本庄市小島南1丁目2-20 0495-21-7838 2020.12.28
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21 2002011 和田　昌人 株式会社　本庄分析センター 　 埼玉県 本庄市小島南1丁目2-20 0495-21-7838 2020.12.28

22 2002012 鳴美　真吾 福島県環境検査センター株式会社 測定調査部 福島県 郡山市田村町金谷字下タ川原60-1 024-941-1719 2020.12.28

23 2002015 押川　美智子 株式会社環境総合リサーチ 技術サービス部 京都府 相楽郡精華町光台二丁目3番9
0774-41-0206(代

表)
2020.12.28

24 2003001 城間　健次 東京テクニカル・サービス株式会社 東京ラボ 東京都 江戸川区西葛西7-29-17 03-5679-0123 2021.1.5

25 2003002 平　郷志 東京テクニカル・サービス株式会社 東京ラボ 東京都 江戸川区西葛西7-29-17 03-5679-0123 2021.1.5

26 2003004 富田　直寛 株式会社　E-SYSTEM アスベスト調査課 福岡県 福岡市東区松島４丁目6-14 092-627-3222 2021.1.5

27 2003005 風間　高輝 株式会社　環境計量センター 山梨検査所 山梨県 南アルプス市宮沢129-1 055-284-8131 2021.1.5

28 2003007 岡村　久美子 埼玉県健康づくり事業団 検査測定部　環境測定課 埼玉県 比企郡吉見町江和井410-1 0493-81-6074 2021.1.5

29 2003008 椎名 治子 株式会社 環境生物化学研究所 技術調査課 栃木県 那須郡那珂川町北向田231-2 0287-92-5723 2021.1.5

30 2003009 小山　剛 株式会社　太平環境科学センター 事業部 福岡県 福岡市博多区金の隈2丁目2番31号 092-504-1200 2021.1.5

31 2003011 堤　泰子 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　パシフィック古賀 092-943-4225 2021.1.5

32 2003012 椿　勇治郎 株式会社　不動マネジメント 営業２部　産業廃棄物課 神奈川県 藤沢市大庭　5404-7　湘南エスパスB１-A 0466-90-5181 2021.1.5

33 2003013 宮東　達也 環境保全株式会社 分析課 東京都 八王子市大和田町2-4-14 042-659-0868 2021.1.5

34 2003014 松本　光広 株式会社　日吉 技術部 分析研究課 環境分析係 滋賀県 近江八幡市北之庄町908 0748-32-5001 2021.1.5

35 2003015 宗田　尚人 株式会社　環境管理センター アスベスト対策部 東京都 八王子市下恩方町323-1 042-650-7200 2021.1.5

36 2002014 藤田　和代 株式会社　アイテックリサーチ 分析グループ 兵庫県
神戸市西区櫨谷町寺谷1242-118
神戸ハイテクイースト工業団地403

078-995-8178 2021.3.3

37 2004001 大田　雅俊 一般財団法人　東海技術センター 調査分析事業部　環境分析部門 愛知県 名古屋市名東区猪子石二丁目710番地 052-771-5214 2021.3.3

38 2004002 羽鳥　直子 株式会社　エルエフ関西 試験部　試験課 大阪府 摂津市庄屋1-8-11 06-6170-9875 2021.3.3

39 2004003 川村　花奈 株式会社　エルエフ関西 試験部　試験課 大阪府 摂津市庄屋1-8-11 06-6170-9875 2021.3.3

40 2004005 関根　秀樹 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 2021.3.3
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41 2004006 宮川　重雄 環境コンサルタント株式会社 分析部 北海道 釧路郡釧路町中央6丁目15－2 0154-40-2331 2021.3.3

42 2004007 下馬場　幸一 一般財団法人　鹿児島県環境技術協会 環境調査部　調査第二課 鹿児島県 鹿児島市七ツ島1-1-5 099-262-5221 2021.3.3
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