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3
一般財団法人三重県環
境保全事業団

三重県津市河芸町上野３２５８
番地

高沖　芳寿
岐阜県、愛知県、三重県、滋
賀県、奈良県及び和歌山県

三重県津市河芸町上野３
２５８番地

令和4年3月31日 平成16年3月31日

11
一般財団法人岐阜県公
衆衛生検査センター

岐阜県岐阜市曙町四丁目６番
地

中村　弘揮
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
６番地及び岐阜県高山市
昭和町二丁目１００番地１０

令和4年3月31日 平成16年3月31日

16
一般財団法人静岡県生
活科学検査センター

静岡県焼津市塩津１番地の１ 石川　幸伸
神奈川県、山梨県、静岡県
及び愛知県

静岡県焼津市塩津１番地
の１、静岡県浜松市中区
住吉５丁目２２番２０号、静
岡県三島市文教町一丁目
１１番９号、静岡県富士市
本市場町９６３番地長橋ビ
ル２階、静
岡県静岡市葵区水落町１
５番２２号、静岡県掛川市
亀の甲一丁目１８番１１号１
０２号、静岡県下田市中４８
８番５、静岡県湖西市鷲津
１２９３番地４４タウニィ原A
棟１０１号室及び静岡県島

令和4年3月31日 平成16年3月31日

28
一般社団法人愛知県薬
剤師会

愛知県名古屋市中区丸の内
三丁目４番２号

岩月　進 岐阜県、愛知県及び三重県
愛知県名古屋市熱田区伝
馬二丁目１９番１８号

令和4年3月31日 平成16年3月31日

53
一般財団法人中部微生
物研究所

愛知県豊川市御津町赤根下
川４８番地

小田桐　久代 愛知県
愛知県豊川市御津町赤根
下川４８番地

令和4年3月31日 平成16年3月31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２０番２０号

有松　浩二

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

東京都江戸川区鹿骨一丁
目６１番５号Casa
Primavera101、静岡県静
岡市駿河区西島３５２－５、
愛知県名古屋市千種区千
種三丁目２０番２０号及び
三重県津市芸濃町涼本５
４２７－１５

令和元年11月17日 平成16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５０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５０番地

令和元年12月20日 平成16年12月20日

簡易専用水道の管理を行う登録検査機関（愛知県内を区域に含む）
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92
日本水処理工業株式会
社

大阪府大阪市北区菅原町８番
１４号

川西　昌史
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

愛知県名古屋市西区浅間
二丁目４番地２５号、京都
府京都市南区上鳥羽苗代
町３８番、大阪府大阪市北
区菅原町８番１４号及び兵
庫県神戸市兵庫区小河通
１丁目１番２０号

令和2年5月20日 平成17年5月20日

106 日東化学工業株式会社
福岡県北九州市小倉南区徳
吉東四丁目９番１号

下村　賢史

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、
富山県、石川県、福井県、山
梨県、長野県、岐阜県、静岡
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、鳥取
県、島根県、岡山県、広島
県、山口県、徳島県、香川
県、愛媛県、高知県、福岡
県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島

福岡県北九州市小倉南区
徳吉東四丁目９番１号、福
岡県福岡市博多区博多駅
前三丁目１０番２号、沖縄
県那覇市山下町２８番３６
号及び広島県広島市安佐
南区川内四丁目１８番１１
号

令和元年5月16日 平成19年5月16日

119 中日本産業株式会社
岐阜県岐阜市薮田南五丁目１
３番４号

加藤　称一
岐阜県、愛知県、三重県及
び滋賀県

岐阜県岐阜市薮田南五丁
目１３番４号

令和3年7月28日 平成21年7月28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８番２号

尾畑　進 愛知県
愛知県名古屋市中川区山
王三丁目８番２号

令和3年9月30日 平成21年9月30日

128 株式会社日吉
滋賀県近江八幡市北之庄町９
０８番地

村田　弘司

福井県、長野県、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

令和元年10月5日 平成22年10月5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南二丁
目９番２号

浅野　昭

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、
福井県、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
県及び広島県

大阪府富田林市錦織南二
丁目９番２号

令和元年10月14日 平成22年10月14日

134 株式会社イズミテック
愛知県豊橋市高師町北新切２
６７番地５

大野　哲 静岡県及び愛知県
愛知県豊橋市高師町北新
切２６７番地５

令和2年7月12日 平成23年7月12日
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135
名古屋上下水道総合
サービス株式会社

愛知県名古屋市熱田区一番
三丁目２番４４号

丹下　昌彦 岐阜県、愛知県及び三重県
愛知県名古屋市中村区竹
橋町３５番２２号

令和2年7月13日 平成23年7月13日

144
株式会社環境科学研究
所

愛知県名古屋市北区若鶴町１
５２番地

林　昌史 岐阜県、愛知県及び三重県
愛知県名古屋市北区若鶴
町１５２番地

令和4年2月19日 平成25年2月19日

148
株式会社総合保健セン
ター

岐阜県可児市川合１３６番地８ 市原　壽

富山県、石川県、福井県、長
野県、岐阜県、静岡県、愛知
県、三重県、滋賀県、京都
府、大阪府及び奈良県

岐阜県可児市川合１３６番
地８

令和元年11月19日 平成25年11月19日

153
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９６
０番地の１

鈴木　雅太郎
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

静岡県静岡市駿河区中島
９６０番地の１

令和2年8月19日 平成26年8月19日

158
株式会社環境計量セン
ター

静岡県静岡市駿河区下川原
一丁目１５番１５号

池田　賢人
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

静岡県静岡市駿河区下川
原一丁目１５番１５号

令和2年11月9日 平成29年11月9日


