
認定区分
認定区分

記号
登録者数

プレキャストコンクリート製品工場の試験 LP  452名

コンクリートの圧縮強度試験 LCA  44名

コンクリートの曲げ強度試験 LCB  7名

コンクリート用骨材の試験 LAA  55名

　登録番号の凡例
　　ＬＰ１１２１－００５

　　　　　　　　　　　　　個人番号
　　　　　　　　　登録時期(１：４月１日登録、２：10月１日登録)
　　　　　　　 直近の登録年度(西暦下２桁)
　　　　　　登録回数
　　　　 認定区分記号

【注意事項】
※記載事項は登録申請時の内容です。
　　変更や追加などがございましたら、下記まで連絡してください。
　　　一般財団法人 日本建築総合試験所　研修課　TEL：０６－６８３４－４７７５
※本リストには、本人の了解を得た登録者のみ記載しています。
※電話番号については、登録者の申請に基づき、事業所の代表的な電話番号を記載しているため、
　　必ずしも登録者の現在の所属先の番号やダイヤルイン番号であるとは限りません。

LaboTeC
【試験要員認定制度】

登録者リスト
2022年10月現在(半年ごとに更新発行)

一般財団法人 日本建築総合試験所



プレキャストコンクリート製品工場の試験（LP）
北海道  36名 TEL：0197-64-1131

　LP5222-009 　佐々木 洋行 佐野工場 TEL：0283-65-1336
札幌工場 TEL：011-382-2781 　LP5222-010 　松崎 多圭夫 　LP3202-907 　岩下 信吾
開発営業本部 TEL：011-723-6606 　LP5222-011 　内藤 陽司
美唄工場 TEL：0126-63-0011 TEL：0197-66-2021
亀尾工場 TEL：0138-58-2747 　LP2222-007 　板倉 誓矢 関東工場 TEL：0285-82-3311
鵡川工場 TEL：0145-42-2196 宮城  10名 　LP1222-015 　土屋 武志
静内工場 TEL：0146-42-1241 　LP4222-007 　寺﨑 雄基
深川工場 TEL：0164-25-2413 仙台栗原工場 TEL：0228-58-2329 　LP5222-013 　皆藤 哲史
　LP1201-001 　平木 佑弥 　LP3222-010 　佐藤 浩文 群馬  4名
　LP1201-002 　半澤 真 　LP5222-008 　木村 和憲
　LP2211-004 　畑本 章太 TEL：0276-86-4311
　LP2221-007 　三森 翔太 仙台工場 TEL：022-345-0125 　LP3202-905 　村川 作利
　LP3201-001 　多田 勉 　LP6222-004 　鎌田 弘治 　LP5202-904 　山﨑 達明
　LP3201-003 　祖母井 孝博
　LP3211-002 　山田 晃司 TEL：0223-22-4111 TEL：0270-65-2789
　LP3221-003 　澤田 圭吾 　LP1222-010 　早川 全 　LP3202-909 　運萬 寿
　LP3221-005 　阿部 翔太 　LP1222-011 　後藤 信一 　LP4202-915 　細野 志郎
　LP3221-006 　上出 直人 　LP1222-012 　山木 史博 埼玉  8名
　LP4201-001 　石田 亮介 　LP3202-906 　栁沼 利彦
　LP5201-002 　安中 淑哲 関東工場 TEL：048-585-0008
　LP6221-008 　小林 正幸 亘理PC工場 技術管理課 TEL：0223-34-7811 　LP3222-016 　金子 一樹

　LP2222-006 　九萬原 篤史
技術部 TEL：0138-41-0873 TEL：048-588-0348
　LP3211-001 　伊藤 義彦 技術課 TEL：0225-76-2305 　LP3202-904 　長澤 雄一

　LP3221-007 　武山 敏明
苫小牧工場 TEL：0144-56-0226 TEL：042-973-3322
　LP3221-002 　古戸 忠裕 TEL：0229-52-3935 　LP4221-007 　牧野 伸二
　LP4201-002 　遠藤 清行 　LP3222-012 　今野 昭広
　LP5201-001 　松本 浩幸 山形  3名 熊谷工場 TEL：048-536-0343

　LP1221-024 　井手野下 俊明
TEL：0124-22-3138 TEL：0235-64-2170 　LP1221-025 　西野 堅

　LP5201-004 　佐藤 祥規 　LP1221-018 　加藤 祐基 　LP1222-017 　阿彦 拓
　LP5222-007 　齋藤 秀晃 　LP6222-006 　薩田 優

TEL：01632-2-3137
　LP6221-006 　塩谷 融 TEL：0233-22-6822 熊谷工場 TEL：048-532-3811

　LP6222-003 　星川 誠 　LP5202-905 　藤野 英治
函館福島工場 TEL：0139-47-3320 福島  8名 千葉  2名
　LP1201-004 　小林 真一
　LP4221-005 　川村 淳二 TEL：0246-36-4334 製造部 TEL：0475-76-3331
　LP5221-001 　長橋 政文 　LP5222-005 　三浦 伸之 　LP2202-910 　野地 健太郎

三笠工場 TEL：01267-4-2118 郡山工場 TEL：024-945-1363 本社工場 技術課 TEL：0479-82-1121
　LP1211-001 　渡邊 博和 　LP1221-013 　青木 円 　LP1221-027 　北山 浩平
　LP1221-022 　市川 竜亮 　LP1221-014 　鈴木 雅江 神奈川  3名

　LP2222-008 　渡邉 忍
音江工場 TEL：0164-25-1212 　LP2222-009 　小菅 勝美 TEL：0463-75-0701
広里工場 TEL：0164-25-1555 　LP1221-026 　古城 大樹
　LP1201-005 　田丸 潔 福島工場 TEL：0248-21-6102 　LP4222-008 　澤畠 浩明
　LP2211-001 　本田 裕稀 　LP1221-020 　後藤 大佑
　LP4221-006 　松田 誠治 　LP1221-021 　大塚 和之 TEL：0466-48-3622
　LP6221-007 　古屋 誠 　LP1222-014 　邊見 敏 　LP5222-012 　則定 生也

茨城  7名 山梨  1名
TEL：0133-64-1191

　LP1201-006 　齊藤 勇助 真壁工場 TEL：0296-54-6611 TEL：0553-33-3098
　LP1211-004 　鳥畑 佳応 　LP1222-016 　鈴木 愛 　LP3222-015 　市川 雄一
　LP3201-002 　山下 智和 　LP6222-005 　中野 敦行 新潟  15名
　LP3201-004 　杉本 真也
　LP3201-005 　早川 貴 技術部 TEL：029-292-2618 TEL：0258-66-3253

　LP2202-909 　長谷川 弘樹 　LP2221-003 　大湊 和之
TEL：0156-22-2223 　LP2221-004 　森田 久雄

　LP1201-007 　朝日 悠 製造 TEL：0299-73-2651
　LP2202-908 　伊東 英明 田上コンクリート工場 TEL：0256-57-2370

遠軽コンクリート豊里工場 TEL：0158-42-5121 　LP2221-005 　金安 賢人
　LP2201-003 　佐藤 弘史 TEL：029-873-1836 　LP6221-004 　岡 信行
　LP3221-004 　間 龍星 　LP5221-002 　中里 真
青森  2名 TEL：0250-22-1411

TEL：0296-77-1138 　LP3221-001 　野崎 孝太
八戸工場 TEL：0178-61-5511 　LP1222-013 　阿部 正之 　LP4221-003 　小川 恭平
　LP1221-030 　越後 昭人 　LP4221-004 　宮田 賢一
　LP3222-011 　坂本 由樹 TEL：0299-48-0266
岩手  3名 　LP2221-008 　井坂 航 見附工場 TEL：0258-62-1883

栃木  5名 　LP2221-001 　五十嵐 靖則

◆日本興業株式会社
◆株式会社アオモリパイル

◆株式会社マンホール商会
◆日本サミコン株式会社

◆中川ヒューム管工業株式会社

◆本別コンクリート工業株式会社
◆土子コンクリート工業株式会社

◆中越製陶株式会社
◆株式会社渡辺興業

◆有限会社中里建材店

◆新津コンクリート工業株式会社

◆株式会社プレキャストヤマザキ

◆ホッコンＪＰ株式会社
◆會澤高圧コンクリート株式会社 ◆市川産業株式会社

◆小河原セメント工業株式会社 ◆大湊コンクリート工業株式会社

◆株式会社北陽 ◆中川ヒューム管工業株式会社 ◆千葉窯業株式会社

◆株式会社ホッコン ◆株式会社カネヤス

◆松阪興産株式会社

◆藤コンクリート株式会社
◆株式会社丸万コンクリート ◆ベルテクス株式会社

◆株式会社北雄産業

◆岩城ブロック工業株式会社 ◆三洋コンクリート工業株式会社

◆横江コンクリート株式会社

◆日本ヒューム株式会社

◆野村コンクリート工業株式会社 ◆阿部コンクリート株式会社

◆旭コンクリート工業株式会社

◆中川ヒューム管工業株式会社 ◆宝産業株式会社

◆旭コンクリート工業株式会社
◆東日本コンクリート株式会社

◆株式会社後藤コンクリート製作所 ◆石川コンクリート工業株式会社

◆株式会社飯塚セメント工業所
◆會澤高圧コンクリート株式会社

◆ピー･エス･コンクリート株式会社
◆中川ヒューム管工業株式会社

◆會澤高圧コンクリート株式会社

◆共同コンクリート株式会社

◆丸宮コンクリート工業株式会社

◆日本ヒューム株式会社 ◆イルコン工業株式会社
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プレキャストコンクリート製品工場の試験（LP）
　LP2212-914 　松岡 親五

柏崎工場 TEL：0257-23-8998 岡崎工場 TEL：0564-51-3631 　LP4211-004 　清水 大輔
　LP1221-017 　小出 涼 　LP1222-003 　佐藤 卓郎 　LP6222-008 　坂口 守

　LP2222-014 　塚本 忍
TEL：0250-47-3277 　LP4212-906 　吉田 義一 TEL：0585-32-3312

　LP2221-002 　濱田 英法 　LP4222-012 　西野 岳典 　LP6222-007 　小田 且巳
　LP4221-002 　南澤 祥平
　LP6221-001 　町田 浩二 TEL：0565-43-3700 TEL：058-328-2521
　LP6221-002 　大湊 一成 　LP1211-019 　安藤 明 　LP3222-017 　西脇 文哉

　LP1222-018 　石井 満香世
茨曽根工場 TEL：025-378-2284 　LP2211-011 　垣内 優 岐阜工場 TEL：0581-34-2325
　LP1221-019 　小柳 直人 　LP5222-014 　岡田 孝治 　LP1201-022 　郷 智博
　LP6221-003 　五十嵐 政男 三重  30名 　LP1211-023 　鈴木 裕之
富山  11名 　LP2212-916 　林 英樹

製造部 TEL：0596-62-1110 　LP3222-005 　髙橋 由征
大沢野工場 TEL：076-468-1192 　LP1222-023 　東 祐宜
大門工場 TEL：0766-52-0113 技術課 TEL：0574-26-1291
　LP4202-912 　中崎 純平 製造部 TEL：0596-62-1097 　LP1222-020 　井上 祐貴
　LP5202-903 　小西 剛 　LP2182-009 　南 博貴 　LP2222-017 　澤井 歩
　LP6212-914 　篠川 芳弘 　LP3212-903 　加藤 義久

三重工場 TEL：0595-21-4726 滋賀  26名
富山工場 TEL：0763-37-1122 　LP2212-909 　山﨑 浩也
　LP2212-919 　福田 英治 　LP2221-009 　岡森 築 TEL：0748-48-3035

　LP4202-910 　濱岡 亮太 　LP6212-913 　西田 一幸
TEL：076-437-8121

　LP2221-010 　郷田 和希 TEL：0594-77-0821 滋賀工場 TEL：0748-75-1551
　LP3211-901 　中田 晶士 　LP1221-012 　民上 宮敏 　LP2222-011 　白川 祥

　LP5222-001 　生駒 拓
TEL：0766-64-2087 TEL：059-382-1451

　LP4192-015 　林 聡 　LP2222-018 　角畑 翔司 滋賀工場 TEL：0748-72-1281
　LP2222-019 　西田 寛 　LP1222-005 　松島 誉人

TEL：076-462-1272 　LP5202-907 　川北 芳昭 　LP3222-003 　市川 純也
　LP4211-005 　久世 剛史 　LP6222-009 　今村 仁

技術課 TEL：0749-42-3114
TEL：0766-64-6300 TEL：0595-23-6789 　LP1221-009 　笹木 明

　LP4221-008 　岡本 健司 　LP1211-022 　蓬田 典子 　LP3212-902 　廣田 智裕
　LP5212-907 　高木 陽介 　LP4222-011 　甲斐 隼人

員弁工場 TEL：059-476-2651
富山工場 TEL：076-463-1011 　LP2222-016 　東地 爽 TEL：0749-42-3114
　LP1221-016 　渡辺 厚友 　LP3192-017 　里西 善隆
石川  1名 三重工場 TEL：059-365-2126

　LP1222-021 　庄司 達矢 水口工場 TEL：0748-62-2225
石川工場 TEL：0767-53-1204 　LP2211-009 　大辻 毅訓 　LP1222-001 　山中 茂
　LP2212-918 　松井 一 　LP3211-006 　早川 達也
福井  4名 　LP6211-008 　今村 公一 試験室 TEL：0748-63-2501

　LP2201-013 　此木 賢治
TEL：0770-32-0239 桑名工場 TEL：0594-31-5511

　LP4221-001 　辻井 秀典 　LP1221-006 　奥田 薫 生産設備課 TEL：0748-74-1330
　LP4222-013 　谷川 庸造 　LP2202-907 　桑名 純也

福井工場 TEL：0776-41-0756
　LP1222-024 　髙木 智 楠工場 TEL：059-397-3964 TEL：0748-77-3150

明和工場 TEL：0596-55-4351 　LP1222-019 　宇田 真也
敦賀工場 TEL：0770-23-1581 三雲工場 TEL：0598-56-3136 　LP2222-015 　瀧山 俊也
　LP2222-020 　杉井 佳寿樹 魚見工場 TEL：0598-59-0331 　LP3192-021 　橋本 竜優
　LP4211-904 　山本 翔太 　LP1221-004 　奥山 翔平 　LP4222-010 　國領 俊晴
静岡  2名 　LP1221-005 　中野 功士 　LP5192-011 　櫻井 敦

　LP1221-031 　草尾 和幸
静岡工場 TEL：0538-84-0681 　LP1221-033 　原口 貴幸 伊吹工場 TEL：0749-55-2660
　LP6211-009 　井上 芳樹 　LP2212-917 　榎並 正人 　LP1222-022 　室谷 正純

　LP2222-013 　大西 大悟
TEL：055-992-4316 　LP3211-902 　西村 康孝 滋賀工場 TEL：0748-62-0666

　LP3222-014 　山本 貴一 　LP3222-018 　左近 平和 　LP2221-011 　東間 賢一郎
愛知  13名 　LP4222-009 　西村 幸真 　LP3221-008 　大野 雅也

　LP6211-902 　野田 飛鳥
TEL：0536-23-5123 　LP6211-903 　若林 賢治 滋賀工場 TEL：0749-73-3048

　LP2211-010 　杉木 達哉 　LP6212-911 　奥田 充洋 　LP2212-907 　山本 嘉比古
　LP2212-913 　和泉 大介 岐阜  14名 　LP4211-903 　中川 悟

猿投工場 TEL：0565-76-2233 TEL：058-271-3656 能登川PC工場 TEL：0748-42-1180
TEL：0567-26-1581 岐阜本巣工場 TEL：0581-34-1144 　LP1201-024 　福田 祥昭

　LP1221-011 　大下 雄也 　LP1211-020 　佐藤 雅人 　LP2212-902 　森田 辰郎
　LP2212-910 　杉本 重徳 　LP2212-912 　福富 克明 　LP2212-911 　髙木 早苗
　LP4212-905 　大澤 勇太 　LP6212-904 　永峰 崇

◆大有コンクリート工業株式会社 ◆三井住友建設株式会社◆株式会社安部日鋼工業

◆ホクコンマテリアル株式会社

◆極東興和株式会社 ◆日本サミコン株式会社

◆裾野ブロック工業株式会社 ◆ピー･エス・コンクリート株式会社

◆後藤コンクリート工業株式会社 ◆松阪興産株式会社

◆株式会社カモコン ◆ベルテクス株式会社
◆三和産業株式会社

◆セキサンピーシー株式会社
◆松阪興産株式会社 ◆中川ヒューム管工業株式会社

◆株式会社フジムラ ◆栗本コンクリート工業株式会社

◆日本ヒューム株式会社
◆株式会社建研

◆セキサンピーシー株式会社

◆株式会社此木工業

◆ＮＣ西日本パイル製造株式会社

◆有限会社深川コンクリート工業

◆株式会社クリコン
◆富士コン株式会社 ◆友生コンクリート工業有限会社

◆株式会社ナルックス

◆株式会社IHIインフラ建設

◆日本海コンクリート工業株式会社
◆株式会社ダイワ ◆株式会社安部日鋼工業

◆林コンクリート工業株式会社 ◆中部高圧コンクリート株式会社

◆インフラテック株式会社
◆株式会社ケンチ

◆株式会社丸治コンクリート工業所
◆有限会社川本コンクリート工業所

◆ケイコン株式会社
◆セキサンピーシー株式会社

◆山崎パイル株式会社 ◆栗本建材株式会社

◆矢野コンクリート工業株式会社 ◆桜コンクリート株式会社

◆山崎ヒューマンコンクリート株式会社 ◆ジャパンパイル株式会社

◆藤村クレスト株式会社 ◆中川ヒューム管工業株式会社
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プレキャストコンクリート製品工場の試験（LP）
京都  5名 奈良  5名

生産部　本社工場 TEL：0875-25-5511
本社工場 TEL：0772-65-2425 TEL：0745-82-2162 　LP2212-915 　齋藤 大樹
　LP6221-901 　上口 孝一 大熊工場 TEL：0745-83-2101
　LP6222-010 　片山 政雄 　LP2211-013 　中本 利幸 TEL：087-845-9551

　LP2212-903 　冨永 信博 　LP2222-004 　河原 和希
京都工場 TEL：075-633-5900 　LP5212-904 　井田 良輝 　LP4192-002 　瀬尾 真也
　LP6211-010 　岡田 茂雄 徳島  3名

本社工場 TEL：0742-50-5050
三和工場 TEL：0773-58-2096 奈良工場 TEL：0742-95-0131 TEL：0883-36-5275
　LP3212-901 　秋山 良輔 　LP1211-027 　船内 直樹 　LP2212-904 　吉田 清
　LP6211-011 　足立 健 　LP3211-011 　松阪 英美 　LP2212-905 　樫原 準二
大阪  3名 和歌山  10名 　LP2212-906 　川原 勝幸

愛媛  6名
材料試験室 TEL：06-6834-0271 TEL：073-477-1234
環境試験室 TEL：06-6834-0603 　LP2201-010 　石橋 康行 TEL：0898-68-4481
　LP1211-029 　石川 彰悟 　LP2201-011 　今西 教彰 　LP3202-908 　越智 和記
　LP1211-030 　田渕 誠也 　LP5212-905 　木村 禎明

田辺工場 TEL：0739-48-0331
TEL：072-643-5908 　LP2211-014 　湯川 明洋 TEL：0893-52-3005

　LP6221-009 　石掛 英高 　LP5221-004 　玉井 慎吾 　LP2192-003 　政所 正明
兵庫  25名 　LP2192-004 　三好 淳平

和歌山工場 TEL：0736-23-2171 　LP4172-002 　寺本 博善
兵庫工場 TEL：0794-70-7281 　LP1222-004 　前阪 聖哉 　LP4172-013 　沖井 泰樹
　LP3202-902 　濵 信夫 　LP3222-002 　藤原 義弘 福岡  14名
　LP3202-903 　中内 真澄 　LP4222-001 　井上 和彦
　LP5212-901 　貞末 晃一 瀬高工場 TEL：0944-62-4123

TEL：073-489-5080 　LP2222-005 　古後 真太郎
高砂工場 TEL：079-442-3581 　LP2211-012 　山本 友之 　LP4202-913 　江嵜 忠臣
　LP3211-010 　前田 和也 　LP4212-901 　舩野 博司 　LP5202-906 　久木迫 則幸

　LP5212-903 　浦薮 将人
山陽工場 TEL：0790-49-2121 鳥取  4名 TEL：0930-33-2808
　LP5221-005 　藤本 啓太 　LP3222-004 　中村 康男

TEL：0857-24-0567 　LP6222-001 　福島 竜彦
TEL：079-431-5058 　LP1221-034 　北邑 篤拡

　LP5221-003 　小野 国男 二次製品工場 TEL：0942-78-7300
TEL：0859-29-0561 　LP1222-007 　濱田 光寿

TEL：0794-63-1095 　LP4202-911 　別所 啓一 　LP6212-910 　久保田 博之
　LP6211-012 　松井 大典

ブロック工場 TEL：0859-75-3245 九州工場 TEL：093-791-0026
試験室 TEL：078-985-2502 　LP4212-903 　小谷 勇二 　LP3211-903 　赤城 彰一
　LP2202-904 　濵﨑 領二 　LP4211-902 　後藤 洋規

鳥取工場 TEL：0858-36-2255 　LP5222-004 　池田 陽介
兵庫工場 TEL：0795-48-2371 　LP2201-012 　清水 新眞
　LP2202-905 　笹倉 直也 島根  7名 TEL：0943-75-4161

　LP1221-003 　相良 達哉
播磨工場 TEL：079-432-6745 TEL：0853-63-3300 　LP1222-008 　小関 健一
　LP1192-002 　塩嵜 博之 　LP2222-002 　出羽 一磨 　LP1222-009 　梶原 諒
　LP2212-901 　二階堂 剛 　LP4222-002 　梶谷 英昭 　LP6212-909 　畑江 剛
　LP3222-001 　松尾 一志 　LP5201-009 　多久和 健治 佐賀  20名
　LP4212-902 　上野 光博
　LP6212-903 　北原 亮二 益田工場 生産部 TEL：0856-25-2380 TEL：0952-74-3816

　LP1221-007 　宅野 義人 TEL：0954-23-3168
尼崎工場 TEL：06-6416-4201 　LP1222-006 　大串 拓也
　LP2201-016 　井上 和也 TEL：0852-66-0322 　LP5212-906 　楠本 芳広
　LP6212-901 　厚ケ瀬 道洋 　LP5202-902 　郷原 晃 　LP6212-916 　小辻 和幸

　LP6212-917 　山﨑 浩一
TEL：079-246-1821 出雲工場 TEL：0853-72-0019

　LP5212-902 　内山 敏美 　LP2202-906 　須谷 康志 TEL：0954-23-4145
　LP2222-001 　藤川 善行 新堀工場 TEL：0954-23-5779

TEL：079-452-0319 岡山  1名 若木工場 TEL：0954-26-3050
　LP6202-912 　舩江 靖則 　LP2211-903 　北島 翔平

岡山工場 TEL：086-946-9000 　LP3212-904 　小笠原 恵介
兵庫第２工場 TEL：0794-62-6771 　LP4202-909 　谷川 光晴 　LP3222-006 　橋爪 剛
　LP2222-003 　山根 一高 広島  3名 　LP3222-007 　宮崎 健一
　LP6212-907 　沖 信久 　LP3222-008 　西村 順司

生産技術部 品質管理課 TEL：0825-59-0022 　LP3222-009 　佐熊 直人
兵庫工場 TEL：0794-62-7060 　LP2211-902 　藤川 淳宏 　LP4202-914 　黒岩 和久
　LP1221-032 　尾崎 裕介 　LP4222-003 　村岡 直樹
　LP4201-004 　藤原 恒一 広島工場 TEL：082-432-4166 　LP4222-004 　北川 直秀
　LP6212-902 　山田 貴裕 　LP1201-019 　渡辺 和徳 　LP4222-005 　光岡 範之
　LP6212-905 　山本 和弘 　LP1221-008 　加藤 直紀 　LP4222-006 　塚原 誠
　LP6212-906 　海野 晃司 香川  3名 　LP5211-901 　小田 晋也

◆株式会社マシノ

◆株式会社馬渡商会

◆株式会社バンレン

◆インフラテック株式会社
◆ベルテクス株式会社

◆キョクトウ高宮株式会社
◆松阪興産株式会社

◆八束コンクリート工業株式会社

◆不二コンクリート工業株式会社

◆日本ヒューム株式会社

◆株式会社マシノ

◆播磨コンクリート工業株式会社 ◆和光産業株式会社　

◆株式会社テツコン

◆和光産業株式会社
◆日本興行株式会社

◆本田工業株式会社

◆株式会社日本ネットワークサポート ◆ツチエヒューム株式会社

◆有限会社志水建材工業
◆筑後川砂利砂協業組合

◆日本ハイコン株式会社
◆大開産業株式会社

◆日野建設業協同組合 ◆日本ヒューム株式会社

◆インフラテック株式会社
◆矢倉ヒューム管工業株式会社

◆ＮＣ西日本パイル製造株式会社

◆ケイコン株式会社 ◆株式会社柏木興産

◆株式会社きたむら

◆株式会社シュウコン

◆インフラテック株式会社
◆株式会社マツオコーポレーション ◆株式会社西田興産

◆松阪興産株式会社
◆インフラテック株式会社

◆有限会社谷本コンクリート

◆ケイコン株式会社

◆草竹コンクリート工業株式会社
◆双和コンクリート工業株式会社 ◆株式会社カシハラ

◆一般財団法人日本建築総合試験所 ◆伊藤建材工業有限会社

◆株式会社総合開発
◆株式会社神村工業所 ◆植平コンクリート工業株式会社
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プレキャストコンクリート製品工場の試験（LP）
　LP5211-902 　古賀 晶也
　LP5222-002 　山口 領樹 TEL：098-965-6262
　LP5222-003 　原 玉秋 　LP1211-015 　当間 重幸
　LP6222-002 　山口 武志 　LP1211-016 　廣澤 一輝
長崎  2名 　LP3201-006 　内山 忠明

　LP5201-005 　伊波 哲
TEL：0920-55-0051 　LP6211-004 　神山 茂

　LP6212-915 　近藤 俊壱
TEL：098-945-2787

TEL：0957-87-2582 　LP1201-017 　金城 裕二
　LP4212-904 　福田 洋之 　LP1201-018 　福地 龍一
大分  5名

営業部 TEL：0980-82-1830
製造部 TEL：097-597-3113 　LP1201-012 　知念 大作
　LP1221-001 　岩﨑 拓也 　LP1201-013 　羽地 泰規
　LP1221-002 　阿部 敏和

TEL：098-945-2762
大分工場 TEL：097-597-1148 　LP2211-006 　金城 浩
　LP2202-911 　甲斐田 忠彦
　LP4202-903 　朝来野 清孝 製造部 TEL：098-895-6609
　LP6202-904 　若松 誠 　LP5211-002 　崎原 喬
宮崎  6名

TEL：098-877-5139
高城工場 TEL：0986-58-4518 　LP6211-006 　又吉 昭聡
日南工場 TEL：0987-23-5500
　LP1211-012 　西 康博 TEL：098-958-1133
　LP2202-903 　加治屋 真 　LP1211-013 　百武 諒
　LP3202-901 　黒木 洋隆 　LP2211-005 　伊佐 淳

　LP4201-003 　花城 真也
TEL：0982-28-5441

　LP1211-006 　大﨑 健剛 TEL：098-945-3778
TEL：098-945-3796

TEL：0985-75-8355 　LP1201-014 　金城 直昭
　LP3211-004 　福島 匠 　LP2201-004 　野原 光太

　LP2201-007 　與那嶺 潤
TEL：0985-48-1321 　LP5201-008 　新城 直樹

　LP5182-012 　妹尾 直樹
鹿児島  10名

南薩工場 TEL：0993-84-2265  27名
鹿屋工場 TEL：0994-43-4002 　LP1201-015 　運天 琢真
　LP1211-005 　西 諒也 　LP1201-016 　吉田 司
　LP2202-901 　松澤 美広 　LP1201-020 　永田 倫一
　LP6202-902 　丸野 研一 　LP1201-021 　岡﨑 里史
　LP6202-907 　福重 由紀夫 　LP1211-008 　川畑 翔太
　LP6202-913 　大西 理 　LP1211-025 　竹林 良仁

　LP1211-026 　白神 晴基
TEL：0997-69-5151 　LP1211-028 　藤森 章弘

　LP2212-908 　叶 慎二 　LP1221-029 　木村 怜史
　LP4202-902 　高野 忠福 　LP2201-008 　比嘉 優斗

　LP2211-003 　佐渡 雅樹
頴娃工場 技術管理部 TEL：0993-36-7222 　LP2211-015 　安保 和磨
鹿屋工場 技術管理部 TEL：0994-40-6222 　LP2211-901 　杉浦 忠一
　LP1211-010 　川畑 亮一 　LP2221-006 　松本 吉弘
　LP1211-011 　末吉 淳 　LP2222-010 　首藤 清敏

　LP3211-005 　平川 雄大
大野工場 TEL：0993-77-1325 　LP4202-901 　有馬 清春
　LP6202-914 　城ヶ﨑 保樹 　LP4211-001 　仲座 潤
沖縄  26名 　LP4211-002 　徳里 光

　LP5202-901 　鎌田 智恵
TEL：0980-52-3677 　LP6202-905 　谷門 晃

　LP3201-007 　玉城 勝 　LP6202-909 　船平 孝一
　LP3201-008 　徳村 政志 　LP6211-002 　尾崎 健一

　LP6211-003 　金谷 富大
TEL：098-934-6601 　LP6211-005 　内間 宏
TEL：098-939-1033 　LP6211-901 　原 勝司

　LP2201-005 　比嘉 康太 　LP6211-904 　堀江 正輝
　LP5201-007 　與那覇 剛

TEL：0980-58-2871
　LP2211-007 　前代 道和  59名
　LP3201-009 　兼次 英和
　LP3201-010 　宮城 浩延

勤務先名・登録者名 非公開

◆大島共和インフラテック株式会社

◆株式会社シートック

◆日新コンクリート工業株式会社

◆新垣産業株式会社

◆沖縄テクノクリート株式会社

◆株式会社カイコン

◆株式会社牧港ヒューム管工業所

◆北方インフラテック株式会社
◆リウコン株式会社

◆中央インフラテック株式会社

◆中央クリエート株式会社

勤務先名 非公開◆インフラテック株式会社

◆株式会社池永セメント工業所

◆東洋コンクリート株式会社
◆インフラテック株式会社

◆株式会社南西ＰＣ

◆株式会社牧港産業
◆インフラテック株式会社

◆株式会社キョウリツ

◆九州興産株式会社

◆株式会社技建
◆有限会社山田建材店

◆株式会社創進コンクリート
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コンクリートの圧縮強度試験（LCA）
愛知  2名 岡山  1名

業務部 TEL：0568-82-3500 技術部 技術第二課 TEL：086-284-4510
　LCA2222-002 　長谷川 正臣 　LCA4202-901 　坪井 正志
　LCA3202-901 　伊藤 彰浩 広島  1名
滋賀  6名

材料試験室 TEL：082-249-9535
技術課品質保証係検査班 TEL：0749-42-3114 　LCA1211-005 　青滝 一志
　LCA1222-001 　廣田 智裕 徳島  5名

水口工場 TEL：0748-62-2225 TEL：088-632-0111
　LCA4212-901 　山中 茂 　LCA1222-002 　井上 慎平

　LCA1222-003 　塩田 那瑠
業務課 TEL：077-565-0226 　LCA3212-903 　宮田 剛吏
　LCA1222-004 　林 岳士 　LCA3222-001 　井上 帝樹
　LCA2202-902 　中西 重幸 　LCA4222-001 　以西 喜照
　LCA2202-903 　井上 茂 佐賀  1名
　LCA2202-904 　増田 圭弘
京都  1名 九州支店 試験調査部 TEL：0942-85-9558

　LCA1221-004 　小川 晃弘
京都試験センター TEL：075-632-8144
　LCA1211-004 　原口 徹也
大阪  23名

 1名
TEL：06-6783-8886 　LCA1221-002 　長尾 茂和

　LCA5212-901 　上田 浩爾

TEL：06-6339-3663
　LCA5202-902 　佐藤 誠  1名

寝屋川枚方生コン工場 TEL：072-835-9999
　LCA5212-904 　菅野 貴理

TEL：06-6475-3400
　LCA1221-001 　田中 太基
　LCA2212-901 　山﨑 盛至

TEL：072-920-3288
　LCA1192-005 　大波 慎吾
　LCA1211-006 　石村 祐也
　LCA1211-007 　黒田 圭

材料試験室 TEL：06-6834-0271
工事用試験室 TEL：06-6834-0561
環境試験室 TEL：06-6834-0603
　LCA1211-001 　北村 あかり
　LCA1211-002 　田渕 誠也
　LCA2202-905 　水野 雄太
　LCA5202-901 　林 正人
　LCA5212-903 　中山 健一
　LCA6202-901 　中村 隆治
　LCA6202-902 　三原 宏昭

TEL：072-240-5900
　LCA3212-901 　佐竹 史行
　LCA3212-902 　吉川 誠

試験調査部 TEL：072-226-0505
材料試験部 TEL：072-887-0505
　LCA1211-003 　豊浦 一哉
　LCA1221-005 　糸井 直人
　LCA1221-006 　福園 卓也
　LCA2202-901 　河内 伸夫
　LCA2222-001 　稲田 暁
　LCA4212-902 　志手 裕司
鳥取  1名

TEL：0858-26-6377
　LCA1172-002 　大西 慶祐
島根  1名

共同試験場 TEL：0853-24-2200
　LCA3222-002 　岡 秀俊

◆公益財団法人鳥取県建設技術センター

◆島根県生コンクリート工業組合

◆有限会社大久保建材生コン

◆株式会社オーテック

◆関西コンクリート試験センター株式会社

◆一般財団法人日本建築総合試験所

◆有限会社ヒカリ

◆株式会社ピース

◆株式会社江坂資材
勤務先名・登録者名 非公開

◆中部コンクリート検査株式会社 ◆公益財団法人岡山県建設技術センター

◆一般財団法人広島県環境保健協会
◆株式会社クリコン

◆株式会社建研 ◆株式会社環境防災

◆公益財団法人滋賀県建設技術センター

◆株式会社ピース

◆株式会社オーテック

勤務先名 非公開
◆有限会社上田商店
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コンクリートの曲げ強度試験（LCB）
滋賀  2名

業務課 TEL：077-565-0033
　LCB2211-001 　増田 圭弘
　LCB2211-002 　中西 重幸
大阪  4名

TEL：06-6475-3400
　LCB2221-001 　山﨑 盛至

材料試験室 TEL：06-6834-0271
工事用試験室 TEL：06-6834-0561
　LCB2211-003 　水野 雄太
　LCB4201-001 　林 正人
　LCB5221-001 　三原 宏昭
鳥取  1名

TEL：0858-26-6377
　LCB1191-002 　大西 慶祐

◆公益財団法人滋賀県建設技術センター

◆株式会社オーテック

◆一般財団法人日本建築総合試験所

◆公益財団法人鳥取県建設技術センター
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コンクリート用骨材の試験（LAA）
千葉  1名

堺試験室 TEL：072-226-0505
中央技術研究所 TEL：047-433-9492 　LAA2221-001 　河内 伸夫
　LAA1201-007 　入江 一次 兵庫  5名
東京  3名

西島砕石工場 TEL：079-327-1014
認定センター TEL：03-3481-1939 　LAA2201-001 　福田 利樹
　LAA1221-005 　岡田 大樹
　LAA1221-007 　新井 崇史 有年砕石工場 TEL：0791-49-3600
　LAA1221-008 　池田 直也 　LAA2211-902 　山田 智聡
新潟  1名

試験室 TEL：0791-22-3381
品質管理部 TEL：0250-43-1121 　LAA1221-003 　内海 善文
　LAA2211-904 　大沼 吉章
静岡  1名 赤穂砕石所 TEL：0791-43-2747

　LAA2211-903 　冨田 尚
品質保証室 TEL：053-543-0316 　LAA5211-901 　辻 健司
　LAA3221-901 　田頭 浩 奈良  1名
愛知  1名

TEL：0747-52-0775
TEL：0586-76-5050 　LAA5221-001 　米田 雅孝

　LAA4211-901 　鵜飼 浩二 島根  1名
三重  2名

TEL：0853-63-3300
TEL：0594-77-0822 　LAA4211-902 　出羽 一磨

　LAA2221-002 　福田 裕達 岡山  3名

本社 設計技術部 TEL：0598-51-0211 技術部 技術第二課 TEL：086-284-4510
　LAA4221-002 　上田 貴啓 　LAA1201-003 　黒岩 省一
岐阜  1名 　LAA3221-002 　松浦 潤

　LAA4221-001 　坪井 正志
大垣工場 TEL：0584-47-2221 広島  1名
　 LAA4201-003 　中村 真裕
京都  9名 TEL：082-818-4355

　LAA3211-902 　隠岐 健太郎
TEL：0771-27-2137 山口  1名

　LAA2221-004 　伊藤 雄介
　LAA5201-004 　寺見 一清 岩国事業所 TEL：0827-45-0797

　LAA1201-004 　中村 旦
TEL：0771-27-2319 徳島  2名

　LAA5201-002 　小西 裕行
　LAA5201-003 　井上 智博 TEL：088-632-0111

　LAA3211-901 　飯田 恭浩
TEL：0773-62-4521 　LAA3221-004 　鎌田 英生

　LAA1201-001 　鈴木 沙織 福岡  5名
　LAA4201-001 　武部 翔

西日本ｺﾝｸﾘｰﾄ試験ｾﾝﾀｰ TEL：0947-32-3320
茨木工場 TEL：0771-27-2246 　LAA1191-003 　木村 裕介
　LAA2211-901 　光本 智輝 　LAA1191-004 　部坂 大輔
　LAA5201-007 　栗田 英穂 　LAA1201-002 　岡田 和昌

　LAA2211-906 　秋山 洋介
TEL：0774-21-3751 　LAA3211-903 　柳川 貴光

　LAA3221-001 　葉柴 正樹
大阪  10名

生産部 TEL：06-6485-7621  4名
茨木工場 TEL：072-648-2104 　LAA1201-005 　川本 和也
高槻第二工場 TEL：072-689-3232 　LAA1221-006 　吉田 明裕
　LAA2221-003 　細木 裕司 　LAA2211-905 　岩澤 洋
　LAA3221-003 　臼田 清和 　LAA4201-004 　中村 哲士
　LAA5201-005 　富田 寛之
　LAA5201-008 　西森 孝幸

TEL：06-6475-3400  3名
　LAA1201-006 　山﨑 盛至
　LAA1221-002 　田中 太基

TEL：072-687-0076
　LAA5201-001 　松下 晴彦
　LAA5211-902 　平岡 結花

工事用試験室 TEL：06-6834-0561
　LAA4201-002 　中村 隆治

◆高槻砕石株式会社

◆一般財団法人日本建築総合試験所

◆西川興業株式会社

◆株式会社大阪砕石工業所 勤務先名 非公開

◆株式会社オーテック 勤務先名・登録者名 非公開

◆中央砕石株式会社

◆株式会社太平洋コンサルタント

◆株式会社ダイワ

◆松阪興産株式会社 ◆公益財団法人岡山県建設技術センター

◆株式会社大阪砕石工業所

◆宇部採石工業株式会社

◆中村砕石株式会社

◆京阪砕石株式会社

◆中村砕石株式会社

◆小西商事株式会社

◆株式会社環境防災

◆ツチエヒューム株式会社

◆株式会社ピース
◆全国生コンクリート工業組合連合会

◆奥村組砕石生産株式会社
◆独立行政法人製品評価技術基盤機構

◆奥村組土木興業株式会社

◆株式会社金海興業
◆株式会社早出川建設

◆株式会社豊工業所

◆株式会社イナサス

◆徳本砕石工業株式会社
◆株式会社全圏調査試験所
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