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1 山根技研株式会社 埼玉県児玉郡美里町大字中里２番地 0495-76-2232 info@yamane-eng.co.jp 根岸　哲男 http://www.yamane-eng.co.jp

2 株式会社環境衛生科学研究所 長崎県長崎市田中町603番3 095-834-0250 sonoda@ec-kaken.co.jp 技術営業部　園田 承久 https://www.ec-kaken.co.jp

3 株式会社 片山化学工業研究所 大阪府大阪市東淀川区東淡路1-6-7
①daiji.namura@katayama-chem.co.jp
②hiroyuki.fukaya@katayama-chem.co.jp
③haruhiko.aoki@katayama-chem.co.jp

①分析本部 営業部 部長　名村 大司
②営業部 東日本営業ﾁｰﾑ　深谷 祐幸
③営業部 西日本営業ﾁｰﾑ　青木 春彦

https://www.katayama-chem.co.jp/

4
富士通クオリティ・ラボ・環境センター株
式会社

静岡県湖西市鷲津2281 053-576-0841 fql-environment@cs.jp.fujitsu.com 環境事業部　今村 https://www.fujitsu.com/jp/group/fqle/

5 株式会社　総研 栃木県宇都宮市小幡2-4-5 028-625-3151 k-kanri@soken-g.net 環境事業部　日好、槇 https://www.soken-g.net/

6 ケー・エス環境研究所株式会社
本社　千葉県柏市篠籠田1455-25
東京支店　東京都中野区中央3-50-9

本社
04-7146-2345
東京支店
03-3367-3129

contact@ks-kankyo.co.jp 東京支店　篠田 https://ks-kankyo.co.jp/

7 株式会社小溝技術サービス 鹿児島市天保山町16番18号 099－256-0151 kgs@komizo-tec.co.jp 土壌担当者　南修一 http://komizo-tec.co.jp/

8 株式会社 三計テクノス 熊本県熊本市東区御領5丁目10番20号 096-388-1222 小川純一 http://www.sankeitechnos.com/

9 株式会社　富士検査センター 静岡県富士市今泉3304-5 0545-53-3647 fuji-kc@vesta.ocn.ne.jp 荒木康夫 https://www.fujikc.com/

10
ダイヤモンドエンジニアリング(株)分析事業
所

富山県滑川市大掛176 0765-24-3521 ynakada@diamond-eng.co.jp 中田　裕一 https://www.diamond-eng.co.jp/ 

11 環研令和株式会社 富山県富山市上袋628番地1 076-422-3220 tomohisa.inaba@toyama-kanken.co.jp 稲場智久 http://www.toyama-kanken.co.jp

12 株式会社環境技術センター 長野県松本市笹賀5652-166 0263-27-1606 info@kgcenter.co.jp http://www.kgcenter.co.jp

13 環境リサーチ株式会社 東京都八王子市小門町６－２２ 042-698-0055 n-kumazawa@kankyo-research.co.jp 熊澤　昇  https://www.kankyo-research.co.jp/

14 株式会社大東環境科学　仙台営業所 宮城県仙台市青葉区栗生2-10-7 022-302-8081 飯浜 直樹 http://www.daitou-e.com

15  株式会社　環境研究センター 茨城県つくば市羽成3-1 029-839-5511 keisoku5511@erc-net.com 杉山　佳寿子 https://www.erc-net.com/

16 株式会社ＥＮＪＥＣ 福岡県福岡市南区長丘3丁目1-18 092-561-8716 shinnihon@enjec.com 真田　和之 https://www.enjec.com/

17 クリタ分析センター株式会社 滋賀県草津市笠山七丁目4番52号 077-567-2416
m.ueda85@kurita-water.com
h.taniguchi75@kurita-water.com

上田めぐみ
谷口仁美

http://www.kuritabunseki.co.jp/

18 株式会社コーエキ 長野県岡谷市田中町三丁目3番24号 0266-23-2155 info@e-koeki.co.jp 営業技術部長　中島康光 http://www.e-koeki.co.jp/

19 株式会社　中部環境技術センター 三重県松阪市伊勢寺町3289-3 0598-58-3244 kankyo@ce-tec.co.jp 環境事業部　太田　吉紀 https://www.ce-tec.co.jp

20
コープエンジニアリング㈱新潟分析セン
ター

新潟市北区太郎代1448-3 fujisaki@coop-eng.co.jp 藤崎　真理子 http://www.coop-eng.co.jp/

21 東レテクノ株式会社 滋賀県大津市園山1-1-1 077-533-8580 infodesk.ttk.mb@ttk.toray 森園崇 http://www.toraytechno.co.jp/
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22 株式会社環境管理研究所 栃木県宇都宮市野沢町602番地9 028-665-3153 松島弘治 https://www.kankanken.com/

23 一般財団法人　鹿児島県環境技術協会 鹿児島市七ツ島一丁目1番地5 099-262-0110 g-syougaika@kagoshima-env.or.jp 渉外課　村井、佐多 https://www.kagoshima-env.or.jp

24 株式会社　食環境衛生研究所 群馬県前橋市荒口町561-21 027-230-3411 info@shokukanken.com
松本彰平
髙橋絹海

https://www.shokukanken.com/

25 一般財団法人山形県理化学分析センター 山形県山形市松栄一丁目6番68号 023-645-5308 rikagaku@orion.ocn.ne.jp
総務部業務グループ
長尾　圭一郎

http://www.y-rikagaku.jp/

26 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4丁目6番地 058-247-1300 suishin@koeiken.or.jp 総務部営業課　阪本、山田 https://www.koeiken.or.jp

27 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町978-47 ishikawa.k@ibaraki-kensa.or.jp 石川　清人 https://www.ibaraki-kensa.or.jp

28 株式会社環境生物化学研究所 栃木県那須郡那珂川町北向田２３１番地２ 0287－92－5723 jinnai@kanseikn.co.jp 技術部　甚内　和博

29 藤吉工業株式会社　水処理技術研究所
愛知県名古屋市千種区末盛通二丁目１３番
２号

052-763-2548 k_koyama@fujiyoshi.co.jp 小山一宏 https://www.fujiyoshi.co.jp

30
南信環境管理センター株式会社
みのわラボ

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１２２５３番
地

0265-79-1871 yamazaki@nanshin-kkc.co.jp 環境調査部　山崎　幹明 http://www.nanshin-kkc.co.jp

31 株式会社産業公害・医学研究所　八戸分室 青森県八戸市大字河原木字浜名谷地76 0178-28-9424 k_tsurugai@mitsui-kinzoku.com 鶴飼　欣也 https://www.sankouken-chemical-labo.jp

32 株式会社　科学技術開発センター 長野県長野市大字北長池字南長池境2058-3 026-263-2010 kak@avis.ne.jp 営業部営業課　早野雄一 https://kgk-c.co.jp/

33 株式会社サンコー環境調査センター 東京都調布市多摩川１－４－１ m-take@s-erc.co.jp 武　昌信、鵜澤　茂樹 https://www.s-erc.co.jp/

34 株式会社　東海テクノ 三重県四日市市午起1丁目2番15号 059-340-7767 support-g@tokai-techno.co.jp 戸田　勝也 https://www.tokai-techno.co.jp/

35 株式会社上総環境調査センター 千葉県木更津市潮見2-12 0438-36-5001 eigyou@kazusakankyo.co.jp 篠澤厚司 https://www.kazusakankyo.co.jp/

36 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 info@zttc.or.jp 営業開発部　工藤 https://www.ttc-web.com/

37 株式会社環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台2-3-9 0774-41-0204 y-tabuchi@ctiers.co.jp
けいはんな事業所
営業部　田淵　雄一

http://www.ctiers.co.jp/

38 一般財団法人 新潟県環境衛生研究所 新潟県燕市吉田東栄町8番13号 0256-91-4114 kikaku@ns.kanken-net.or.jp 塩野 浩士、大谷 道生 http://www.kanken-net.or.jp/

39 株式会社群馬分析センター 高崎市下大島町６２５番地 027－395-0606 gac@gac-net.co.jp 分析部　関根友規 http://koryukai.net/c_bunseki.html

40 一般社団法人長野市薬剤師会 長野市アークス13番11号 026-227-3222 kensa@nagano-shiyaku.or.jp 小泉　誠志  http://www.nagano-shiyaku.or.jp/

41 株式会社日本化学環境センター 福島県郡山市町木町2番25号 024-942-6676 yae.konnai@nippon-chem-env.co.jp 環境分析課 近内弥恵 https://www.jec-web.jp

42 株式会社東信公害研究所 長野県上田市古里３６番地９ 0268-27-7749 tkueda@po2.ueda.ne.jp 検査係長　依田幸浩 http://www2.ueda.ne.jp/~tkueda/ 



43 尾北環境分析株式会社 愛知県江南市赤童子町福住１２番地 0587-57-0701 kuniaki.takeuchi@bkb.co.jp 竹内邦明 https://www.bkb.co.jp/

44 株式会社アイエンス 愛知県小牧市大字舟津字柏瀬１１７番地 0568-43-5011 toyoda@aience.jp 豊田豪 https://aience.jp/

45 東海ジオテック株式会社 愛知県豊橋市明海町33番地の9 0532-25-7766 ogura@tokaigeo.com 小椋寛士 http://www.tokaigeo.com/index.html

46 (株)ファーミングテクノロジージャパン 広島県福山市箕島町南丘399-46 084-971-8180 uketsuke@farmtec-j.com 佐藤　那保 https://farmtec-j.com/

47 片倉コープアグリ(株)
茨城県土浦市並木五丁目5511番地
つくば分析センター

029-832-0901 hitoshi_sato@katakuraco-op.com 佐藤　均　 https://www.katakuraco-op.com/contact/

48 （株） 松本微生物研究所 長野県松本市大字新村2904 0263-47-2078 saruta@matsumoto-biken.co.jp 猿田　年保 http://www.matsumoto-biken.co.jp/

49 アグロ　カネショウ(株) 茨城県結城市結城9511-4 0296-21-3108 a.muto@agrokanesho.co.jp 武藤  安己余 https://www.agrokanesho.co.jp/

50 日東エフシー(株) 愛知県名古屋市港区いろは町1-23 052-661-4382 hir-daikoku@nittofc.co.jp 大黒 弘恵 https://www.nittofc.co.jp/

51 沖縄農業技術開発（株） 沖縄県糸満市字真栄里１３９６－９A 098-894-5726 mail@okinawa-nougyou.com 𠮷𠮷田　晃一 http://www.okinawa-nougyou.net/soil-diagnosis.html

52 イノチオホールディングス(株)
愛知県田原市六連町神ヶ谷16-1
中央農業研究所 研究開発部長

0531-36-2012 megumi.miyachi@inochio.co.jp 宮地　めぐみ https://inochio.co.jp/

53 (株)生科研
さいたま市浦和区東高砂町2‐5
NBF浦和ビル6F営業部（関東営業所）

048-813-0530 kohei.nakashima@n-seikaken.co.jp 中嶋　浩平 https://n-seikaken.co.jp/

54 十勝農協連
帯広市西24条北1丁目1-7
農産化学研究所

0155-37-4325 所長：小沢 https://www.nokyoren.or.jp/

55 豊田肥料(株)
静岡県袋井市高尾町1番地の2
植物科学技術研究所

0538-43-3723 kiyozawa@toyodahiryo.co.jp 技術顧問：清澤  正幸 https://toyodahiryo.jp/

56 株式会社大和環境分析センター 石川県能美郡川北町三反田273番地 076-277-3733 info@yamatokankyo.co.jp 奈良崎克美 https://yamatokankyo.co.jp/

57 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番地2 048-887-2590 consul@knights.co.jp マーケティング部　鈴木竜一 http://www.knights.co.jp/

58 株式会社　名古屋環境分析センター 愛知県名古屋市北区落合町267番地 052-901-2411 nagoya-kankyo@aioros.ocn.ne.jp 塚田　賢司

59 (有)ト－エ環境診断所 埼玉県熊谷市玉井2032-4 toe-kankyou@jcom.zaq.ne.jp 藤澤榮治 https://toe-kankyou.com

60 西部環境調査　株式会社 長崎県佐世保市三川内新町26番１ 0956－20－3232 eigyou@serc.jp 営業課　森　田　、中　村 http://www.serc.jp

61 株式会社熊谷環境分析センター 埼玉県熊谷市高柳１番地７ 048-532-1655 萩原　尚人 http://www.kumagaya.co.jp

62 株式会社環境テクノ 埼玉県東松山市大谷3068-70 0493-39-5181 info@kankyoutekuno.co.jp 業務グループ　川崎　桂一 https://www.kankyoutekuno.co.jp/

この一覧表は随時更新いたします。
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