
登録検査機関（厚生労働大臣登録）の一覧

水質検査機関（水道法第２０条） ＜奈良県抜粋版＞
平成29年6月1日現在

11 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 森本　彰 三重県津市河芸町上野３２５８番地 平成28年3月31日 http://www.mec.or.jp/
30 一般社団法人京都微生物研究所 京都府京都市山科区川田御出町３番地の４ 大藪　正樹 京都府京都市山科区上花山久保町１６番地の２ 平成28年3月31日 http://www.kyobiken.or.jp/
45 一般社団法人和歌山県薬剤師会 和歌山県和歌山市雑賀屋町１９番地 稲葉　眞也 和歌山県和歌山市雑賀屋町１９番地 平成28年3月31日 http://www.wpa.or.jp/
72 株式会社日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 村田　弘司 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 平成28年3月31日 http://www.hiyoshi-es.co.jp/

73 株式会社エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号 長田　智久

東京都江戸川区東葛西四丁目１９番５号
愛知県名古屋市中村区城主町二丁目２６番２号
大阪府大阪市西淀川区姫島五丁目４番１０号
広島県広島市西区己斐本町三丁目１３番１６号
福岡県福岡市博多区博多駅南五丁目８番１７号

平成28年3月31日 http://www.nesupport.co.jp/

100 株式会社東邦微生物病研究所 大阪府大阪市浪速区下寺三丁目１１番１４号 西村　公一 大阪府大阪市浪速区下寺三丁目１１番１４号 平成28年3月31日 http://www.toholab.co.jp/

102 株式会社東海テクノ 三重県四日市市午起二丁目４番１８号 市田　淳一
三重県四日市市午起一丁目２番１５号
三重県松坂市若葉町９２－１

平成28年3月31日 http://tokai-techno.co.jp/index.htm

108 日鉄住金テクノロジー株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 岩田　勝吉
兵庫県姫路市広畑区富士町１番地
兵庫県尼崎市東海岸町２１番地１
和歌山県和歌山市湊１８５０番地

平成28年3月31日 http://www.smt-inc.co.jp/wakayama/wa_bunseki.html

110 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
岐阜県可児市川合１３６番地８
岐阜県高山市桐生町七丁目４１番地

平成28年3月31日 http://www.ghl-sougouhoken.co.jp/

118 夏原工業株式会社 滋賀県犬上郡多賀町大字敏満寺５７９番地 夏原　克研
富山県富山市一本木１３７番地
滋賀県彦根市高宮町２６８８番地１

平成28年3月31日 http://www.natsuhara.co.jp/

129 株式会社環境保全コンサルタント 愛知県名古屋市西区名塚町一丁目１０５番地 大西　喜代嗣 愛知県名古屋市西区名塚町一丁目１０５番地 平成28年3月31日 http://www.khc.jp/
132 株式会社神鋼環境ソリューション 兵庫県神戸市中央区脇浜町一丁目４番７８号 粕谷　強 兵庫県神戸市西区室谷一丁目１番４号 平成28年3月31日 http://www.kobelco-eco.co.jp/

134 株式会社西日本技術コンサルタント 滋賀県草津市矢橋町字御種子池６４９番地 奥山　一典
滋賀県草津市矢橋町字御種子池６４９番地
三重県津市幸町８番８号

平成28年3月31日 http://www.ngcon.co.jp/

135 いであ株式会社 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 田畑　日出男
東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号
福岡県福岡市東区東浜一丁目５番１２号

平成28年3月31日 http://ideacon.jp/

148 藤吉工業株式会社 愛知県名古屋市中村区太閤四丁目２番８号 加藤　靖始 愛知県名古屋市千種区末盛通二丁目１３番２号 平成28年3月31日 http://www.fujiyoshi.co.jp/

159 株式会社総合水研究所 大阪府堺市堺区神南辺町１丁４番地６ 待田　裕美
東京都港区海岸二丁目６番３０号オカバ浜松町ビル６階
大阪府堺市西区浜寺石津町中二丁６番３４号
沖縄県国頭郡本部町字謝花８８番地

平成28年3月31日 http://www.mizuken.com/

160 株式会社環境総合リサーチ 京都府宇治市宇治小桜２３番地 竹松　伸一郎
愛知県岡崎市日名北町４番地１
京都府宇治市宇治小桜２３番地

平成28年3月31日 http://www.unitika.co.jp/kangi/

163 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 大阪府大阪市北区同心一丁目７番１４号 岡原　貢 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田１０番地９ 平成28年3月31日 http://www.jme-net.co.jp/

166 株式会社ウェルシィ 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 宮田　栄二

東京都東村山市恩多町一丁目１４番１号
東京都品川区大崎一丁目１１番２号
大阪府大阪市中央区瓦町四丁目５番９号
愛知県名古屋市中村区中村町六丁目５番地

平成28年3月31日 http://www.wellthy.co.jp/

171 エスク三ツ川株式会社 大阪府大東市三箇四丁目１８番１８号 村井　良弘 大阪府大東市三箇四丁目１８番１８号 平成28年3月31日 http://www.esc-mitsukawa.co.jp/
184 株式会社ビー・エム・エル 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目２１番３号 近藤　健介 埼玉県川越市的場１３６１番地１ 平成28年3月31日 http://www.bml.co.jp/

189 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

愛知県名古屋市西区こも原町８０
京都府京都市南区上鳥羽苗代町３８
大阪府大阪市北区菅原町８番１４号
兵庫県神戸市兵庫区西出町１６番１号
兵庫県姫路市庄田２０８

平成28年8月20日 http://www.mizu-shori.com/

192 クリタ分析センター株式会社 茨城県つくば市高野台二丁目８番１４号 森田　博志

茨城県つくば市高野台二丁目８番１４号
神奈川県厚木市森の里若宮７番１号
愛知県豊田市千足町六丁目２９番地２号
滋賀県草津市笠山七丁目４番５２号
大阪府高槻市須賀町５９番３号
岡山県倉敷市松江二丁目１３番４０号

平成28年11月17日 http://www.kuritabunseki.co.jp/

212 株式会社兵庫分析センター 兵庫県姫路市広畑区正門通四丁目１０番地の８ 石井　哲人 兵庫県姫路市広畑区正門通四丁目１０番地の８ 平成27年11月2日 http://www.hyobun.co.jp/
218 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 大阪府富田林市錦織南二丁目９番２号 平成28年3月6日 http://www.ks-bunseki.com/
219 株式会社トータル環境システム 大阪府大阪市平野区長吉六反三丁目１６番２２号 末次　英哉 大阪府大阪市平野区長吉六反三丁目１６番２２号 平成28年7月31日 http://www.tesys.co.jp/
222 野村興産株式会社 東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番３号 藤原　悌 奈良県宇陀市菟田野大澤５５番地 平成28年10月25日 http://www.nomurakohsan.co.jp/

224 株式会社総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　裕
群馬県邑楽郡邑楽町中野１２７番地６
東京都町田市忠生三丁目５番地４
神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号

平成29年1月22日 http://www.s-kb.co.jp/

226 株式会社エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央一丁目６番１１号 岡本　伸康 滋賀県大津市中央一丁目６番１１号 平成29年5月15日 http://www.fec-fuji.co.jp/
229 株式会社日本環境技術センター 愛知県一宮市貴船町三丁目５番地２ 市原　大資 愛知県一宮市貴船町三丁目５番地２ 平成27年1月7日 http://www.jet-nihonkankyo.co.jp/
230 日本総合住生活株式会社 東京都千代田区神田錦町一丁目９番地 廣兼　周一 埼玉県さいたま市桜区田島七丁目２番３号 平成27年3月12日 http://www.js-net.co.jp/
232 株式会社ジーエス環境科学研究所 京都府京都市南区吉祥院新田壱ノ段町５番地 坂本　文明 京都府京都市南区吉祥院新田壱ノ段町５番地 平成27年5月18日 http://www.gskankyo.com/
236 サイエンスマイクロ株式会社 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃３２５６－１ 西田　晃幸 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃３２５６－１ 平成27年12月17日 http://s-micro.com/

246 株式会社ＭＣエバテック 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番６号 小山　敏之
茨城県稲敷郡阿見町中央８－３－１
三重県四日市市大治田３－３－１７
兵庫県尼崎市大浜町二丁目３０番地

平成26年10月21日 http://www.mcet.co.jp/

253 株式会社イオ 東京都日野市旭が丘四丁目７番地１０７ 中田　章雅 東京都日野市旭が丘四丁目７番地１０７ 平成28年6月11日 http://www.io-ea.co.jp/index.html
257 株式会社テクノサイエンス 滋賀県守山市水保町２４７７番地 山本　康人 滋賀県守山市水保町２４７７番地 平成27年1月23日 http://www.techno-science.jp/
258 株式会社イムテス 三重県伊勢市小木町１２番地１ 小林　眞一郎 三重県伊勢市小木町１２番地１ 平成27年5月22日 http://www.imtes.co.jp/index.html
259 株式会社HER 兵庫県加西市綱引町２００１番地３９ 芝本　忠雄 兵庫県加西市綱引町２００１番地３９ 平成27年9月11日 http://www.her.co.jp/
262 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所大阪府大阪市東成区中道一丁目３番６９号 奥野　良信 大阪府大阪市東成区中道一丁目３番６９号 平成29年4月1日 http://www.iph.osaka.jp/
264 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二丁目９番１０号 谷口　靖彦 大阪府大阪市西区川口二丁目９番１０号 平成29年6月1日 http://www.ematec.or.jp/

件

※厚生労働省のホームページで登録機関は随時更新されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html

※登録機関の有効期間は３年間です。

ホームページアドレス

40

登録番号 登録年月日氏名又は名称 住所 代表者の氏名 検査を行う事業所の所在地

http://www.bml.co.jp/
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html

