
認定区分
認定区分

記号
登録者数

フレッシュコンクリートの受入検査 Ｆ  991名

フレッシュコンクリートの受入検査 Ft  225名

ＲＩ水分計による
フレッシュコンクリートの単位水量連続測定

ＦＡ  13名

電子レンジを用いたフレッシュコンクリートの
単位水量推定のためのモルタルの採取方法
および質量減少試験

ＦＢ  78名

コンクリートの反発度の測定 ＨＡ  103名

電磁誘導法による
コンクリート中の鉄筋のかぶり厚さ測定

ＨＢ  47名

・登録番号の凡例
　　Ｆ１１２１－００５５

　　　　　　　　　　　　　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。

ＳｉＴｅＣ
【コンクリート現場試験技能者認定制度】

登録者リスト
2022年10月現在(半年ごとに更新発行)

・2017年度より、先行して認定区分「フレッシュコンクリートの受入検査（認定区分記号：FおよびFt）」について
  特に技能に優れた登録者に対して「優良技能者」の称号を付与することとしました。
  付与された登録者については登録番号と共に☆を記載しています。

一般財団法人 日本建築総合試験所



フレッシュコンクリートの受入検査（Ｆ）
北海道  122名 　F4201-0024 　田中 和博 　F5191-0010 　佐藤 達也

　F5191-0013 　石田 巨
生産科学本部 品質保証チーム TEL：011-382-2781 TEL：0144-67-3366
札幌石山工場 TEL：011-591-2270 　F5201-0031 　大西 英俊 札幌工場 TEL：011-667-7700
生コン事業 TEL：011-723-6610 　F5201-0034 　高橋 智 三笠工場 TEL：01267-4-4180

TEL：011-771-0121 石狩工場 TEL：0133-62-9130
札幌白石工場 TEL：011-814-2841 TEL：011-774-2711 北見工場 TEL：01586-5-2002
札幌菊水工場 TEL：011-820-2122 　F4191-0017 　板橋 誠二 深川工場 TEL：0164-25-2701
白老工場 TEL：0144-84-9001 　F5192-0010 　黒澤 肇 留萌工場 TEL：0164-42-1492
平取工場 TEL：01457-5-5100 羽幌工場 TEL：0164-62-2106
様似工場 TEL：0146-36-2524 製販事業所 TEL：0123-23-7123 旭川工場 TEL：0166-57-3001
静内工場 TEL：0146-42-1241 　F2191-0019 　新谷 直樹 富良野工場 TEL：0167-23-3571
　F1211-0047 　HLA MIN TUN 　F1192-0032 　竹内 真
　F1222-0041 　宮川 真 TEL：015-576-3355 　F1192-0034 　松田 宏道
　F1222-0044 　追出町 翔希 　F4191-0018 　岡田 亮 　F1201-0025 　山下 高樹
　F2191-0020 　吉田 光輝 　F1211-0041 　瀬野 将一
　F2191-0022 　瀬戸 祐哉 TEL：0135-23-2645 　F1211-0042 　齋藤 光孝
　F2192-0031 　黒川 翔太 　F3212-9013 　佐々木 磨 　F1211-0043 　根本 貴裕
　F2221-0017 　三上 楽 　F1222-0039 　吉松 俊一
　F2221-0020 　塙 紘太 壮瞥生コンクリート工場 TEL：0142-66-3003 　F1222-0042 　林 祐樹
　F4191-0020 　吉野 誠 　F5221-0013 　阿部 博 　F2191-0021 　柿木 泰輔
　F4212-9015 　樋口 智和 　F2192-0029 　末松 宏基
　F5191-0008 　吉田 英之 TEL：0153-25-4800 　F2192-0030 　阿部 等
　F5191-0011 　竹之内 孝司 　F2192-0044 　土岐 勇介 　F2192-0032 　堀 誠
　F5192-0012 　金子 智昭 　F3192-0023 　新井 宏規 　F2211-0012 　渡邊 高幸
　F5201-0029 　高玉 信彦 　F3192-0024 　西岡 晃 　F2221-0015 　南 靖之
　F5201-0030 　佐々木 剛実 　F2221-0016 　森田 祐介
　F5201-0032 　千葉 健一 TEL：011-563-3000 　F2221-0018 　鈴木 優志
　F5201-0033 　布谷 芳則 　F1201-0024 　中田 裕希 　F2221-0019 　柴田 皐平
　F5212-9029 　鵜木 政彦 　F3212-9014 　越後屋 彰一

天北工場 TEL：0162-24-1101 　F4192-0028 　長瀬 健二
TEL：0153-52-3571 豊富工場 TEL：0162-82-1388 　F5191-0009 　小野 幸裕

　F1192-0068 　佐々木 政幸 礼文工場 TEL：0163-86-2135 　F5191-0012 　佐々木 光一
　F1221-0054 　門脇 秀司 天塩工場 TEL：01632-2-3137 　F5191-0014 　山口 悟志
　F1222-0054 　荻原 遼馬 遠別工場 TEL：01632-7-3160 　F5191-0015 　熊本 良輔
　F2192-0041 　岩田 洋一 　F1192-0058 　鈴木 健太 　F5192-0013 　山岡 政則

　F1192-0059 　若林 郁也 　F5201-0035 　伊藤 哲男
TEL：0155-56-3999 　F1201-0027 　藤田 敬太 　F5212-9028 ☆ 　平形 訓与

　F4191-0019 　佐藤 淳一 　F3212-9015 　中山 雅貴
　F5212-9032 　根上 和也 試験係 TEL：0156-22-2223

網走工場 TEL：0152-47-2090 　F5212-9033 ☆ 　三山 嗣幸 　F1201-0021 　朝日 悠
本社工場 TEL：0157-36-7050 　F5212-9034 ☆ 　網 真人
　F1192-0064 　山崎 雅博 　F5212-9035 　山口 裕史 釧路工場 TEL：0154-65-2111
　F1192-0067 　木内 健太 技術課 TEL：0154-65-4649
　F2192-0042 　菅原 慎吾 TEL：011-219-6671 　F1192-0061 　小野寺 翔平
　F2192-0043 　佐々木 勇輝 　F1221-0045 　杉本 勝也 　F1222-0055 　須崎 将斗
　F3192-0020 　土橋 直史 　F3191-0010 　金田 純治 　F3192-0021 　村本 幸司
　F4192-0030 　倉沢 収児

TEL：011-781-3411 釧路工場 TEL：0154-51-2511
苫小牧工場 TEL：0144-55-0585 　F1191-0028 　細谷地 快 本社 管理部 TEL：0154-51-2512
　F5212-9030 　磯田 健一 　F1192-0062 　西山 信光

札幌工場 TEL：011-731-1121 　F1192-0063 　澁田 健作
TEL：0163-62-4151 小樽工場 TEL：0134-32-7856 　F2192-0045 　戸澤 恒平

　F5212-9031 　加藤 健一 余市工場 TEL：0135-23-2641 　F3192-0016 　東郷 彰
函館工場 TEL：0138-73-8183 　F3192-0017 　及川 直樹

美幌工場 TEL：0152-73-5157 生産課 TEL：0166-57-2211 　F3192-0019 　長尾 良平
大雪工場 TEL：0157-42-3377 　F1191-0031 　東寺 隆美 　F4192-0031 　安井 明
　F1192-0065 　田中 悠太 　F1191-0033 　北川 凌太郎
　F1221-0052 　内匠 裕人 　F1201-0022 　八幡 洋佑 TEL：011-662-8033

　F1201-0023 　中谷 唯人 TEL：011-662-9050
飛生生コンクリート工場 TEL：0144-87-2311 　F1211-0044 　福岡 弘晃 　F2192-0027 　吉尾 竜馬
　F2211-0013 　河澄 康裕 　F1221-0046 　工藤 優斗 　F5192-0011 　荒川 芳文

　F1221-0047 　市中 隆太
技術部 TEL：011-876-8255 　F1221-0048 　内澤 航弥 TEL：0153-88-2121
　F1211-0045 　村田 荘司 　F1221-0049 　山内 秀亮 　F1221-0053 　水落 正浩
　F1211-0048 　黒田 朋弥 　F1221-0050 　堀 靖幸 岩手  1名
　F1221-0051 　矢野 恒平 　F1222-0040 　植田 勇希

　F1222-0043 　島谷 竜人 岩手工場 TEL：0197-72-2750
試験室 TEL：01587-2-3201 　F2192-0028 　土屋 政幸 　F3192-0015 　服部 明久
　F2211-9001 　日沼 真琴 　F2201-0013 　米田 弘樹 福島  2名

　F2201-0014 　笠間 大揮
千歳工場 TEL：0123-26-1131 　F3201-0011 　紀伊国 裕 福島工場 TEL：0248-52-2521
　F2201-0015 　本間 唯史 　F4192-0024 　吉川 豊通

◆株式会社三晄プレコンシステム ◆昭和コンクリート工業株式会社

◆山田産業株式会社

◆株式会社北見宇部

◆羅臼生コンクリート株式会社

◆株式会社ケイホク

◆佐呂間開発工業株式会社
◆昭和コンクリート工業株式会社

◆株式会社北海道宇部 ◆三ッ輪ベンタス株式会社

◆北海道太平洋生コン株式会社

◆越智化成株式会社

◆オホーツク生コン株式会社

◆石野コンクリート工業株式会社

◆本別コンクリート工業株式会社

◆一般社団法人建材技術センター

◆三ッ輪共和コンクリート株式会社

◆フジテック産業株式会社

◆株式会社エムユー生コン

◆株式会社ニッケー

◆日本興発株式会社

◆根室協同生コン株式会社

◆株式会社ハタナカ昭和

◆藤コンクリート株式会社
◆厚岸共同生コン株式会社

◆會澤高圧コンクリート株式会社 ◆大翔興業株式会社
◆株式会社ホッコン

◆大世紀建設株式会社

◆地崎道路株式会社

◆永井工業株式会社
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フレッシュコンクリートの受入検査（Ｆ）
　F1192-0026 　細谷 剛 　F4201-0021 　高橋 広樹
　F1221-0040 　阿部 哉夢 　F4201-0022 　葛田 直仁 TEL：0465-75-0738
茨城  1名 　F4202-0001 　斉藤 義和 　F1192-0052 　竹沢 弘

　F4221-0011 　貫井 敏明 　F2192-0038 　佐藤 真一
総和工場 TEL：0280-98-3518 東京  16名 　F2212-9015 　大森 正孝
　F3211-9001 　小林 正典 　F4212-9016 　矢野 文章
栃木  2名 TEL：042-791-1100

　F4192-0019 　安藤 睦浩 TEL：042-767-2388
TEL：0285-83-2061 　F5222-0014 　笠原 慎也 TEL：0465-88-3070

　F2221-0013 　上野 雄司 　F2221-0012 　荻野 貴行
　F3221-0017 　茂呂居 文隆 TEL：03-5748-3910 　F2221-0014 　早坂 峻輝
群馬  1名 　F6201-0004 　高橋 智久 　F4191-0015 　村上 賢一

前橋工場 TEL：027-263-2031 TEL：03-5998-5590 TEL：0465-68-1171
　F3201-0008 　小林 伸明 　F4191-0012 　網島 宏文 　F5212-9049 　石原 大嗣
埼玉  12名 　F5212-9050 　獅子井 稔

試験部 TEL：03-6821-4451
TEL：042-973-3322 　F7221-0015 ☆ 　平井 昭久 TEL：0467-52-2010

　F3212-9010 　牧野 伸二 　F3202-0011 　竹下 聡一
東京支社 第2営業部 TEL：03-5832-5243 長野  3名

TEL：049-270-6123 　F3222-0016 　宮路 貞憲
　F3222-0017 　立石 和男 TEL：0266-27-7765

TEL：03-5755-6111 　F1192-0027 　横川 太一
TEL：048-934-9305 　F1201-0036 　山田 荘二 　F1222-0038 　金田 美沙希

　F1191-0021 　藤井 諒平 　F3211-0012 　林 稔
TEL：03-3784-0231 新潟  2名

吉野工場 TEL：048-664-0104 　F5222-0018 　岡田 浩志
　F1192-0025 　後藤 和也 試験室 TEL：0250-68-3192
　F1221-0041 　皆川 慶考 技術部 TEL：03-5918-9688 　F3182-0014 　木伏 博行
　F4222-0008 　松本 雅昭 　F1221-0042 　川村 航

　F4192-0022 　伊達 信之 TEL：025-274-9595
TEL：04-2934-5778 　F4221-0010 　千谷 直也

　F5212-9027 　平井 修 TEL：03-5662-2777 石川  5名
　F1191-0023 　八木 三佐雄

生コン工場 試験室 TEL：048-787-0535 　F1221-0043 　青木 秀斗 金沢工場　技術課 TEL：076-249-7050
　F5222-0017 　安達 正臣 　F5191-0007 　堀江 愛生 白山工場 TEL：076-256-3617

　F1191-0014 　中西 浩
TEL：048-966-6218 TEL：042-719-8968 　F1192-0017 　新田 龍

　F1211-0040 　藤原 修平 　F5222-0019 ☆ 　斉藤 寛二 　F2222-0013 　福岡 晴人
　F2211-0011 　若林 輝 　F2222-0014 　的場 政貴
　F3192-0013 　中村 城治 TEL：03-3927-1331 　F2222-0017 　竹内 哲也
　F3201-0010 　藤田 武郎 　F4201-0020 　八鍬 茂治 福井  27名
千葉  16名

試験課 TEL：03-3413-1515 TEL：0770-52-0279
TEL：047-447-5440 　F2191-0018 　小池 芳佳 　F4191-0027 　土井 直之

　F5221-9001 　野手 正義 神奈川  23名 　F4191-0031 　髙田 優

TEL：047-371-5077 TEL：046-221-6923 TEL：0770-32-0239
　F3212-9012 　山本 賢治 　F1222-0034 　佐竹 龍馬 　F4211-0001 　松原 勇樹

　F4192-0021 　森山 健一朗
コンクリート技術部 TEL：043-498-3882 　F5222-0015 ☆ 　岩本 達也 技術部 TEL：0776-54-2121
　F1221-0044 　島袋 章 　F1201-0040 　辻岡 工
　F2201-0012 　吉原 一裕 生コンクリート工場 TEL：045-852-3211 　F1201-0041 　長谷川 達也

　F3192-0014 　石井 毅
試験係 TEL：047-482-1511 品質管理試験課 TEL：0776-63-5221
　F5221-0011 　五十嵐 剛 横浜工場 TEL：045-543-5711 　F1201-0038 　武田 勲

　F1222-0037 　金子 友来
技術課 TEL：0439-54-3801 　F4191-0013 　市原 一幸 若狭支社 TEL：0770-56-0456
　F3222-0015 　齊藤 喜凡 　F3221-0009 　白木 健太

TEL：0463-77-1129 　F4191-0028 　横山 義朗
調査部 TEL：047-498-9182 　F3202-0012 　原 活博
　F1191-0020 　山崎 卓也 TEL：0776-43-1664
　F1191-0024 　永松 和樹 TEL：045-332-1411 　F1221-0033 　細田 尚孝

　F1191-0019 　梶原 嗣大
試験課 TEL：0475-54-1111 　F1222-0033 　山田 誠 TEL：0778-47-3833
　F2202-0018 　吉澤 祥一 　F3222-0014 　樋口 尚久 　F4191-0025 　山口 富士男

　F5221-0012 ☆ 　後藤 博
千葉工場 TEL：043-228-4551 試験室 TEL：0776-66-2414
稲毛工場 TEL：043-250-5161 JRCチーム TEL：045-225-8610 　F1222-0029 　遠藤 広貴
袖ヶ浦工場 TEL：0438-75-3740 　F1222-0036 　武居 光政
　F2212-9012 　築野 正美 TEL：0770-22-2288
　F2222-0032 　征矢 渉 横浜工場　生産部 TEL：045-822-3461 　F4191-0029 　田村 隆
　F4201-0019 　斉藤 健二 　F4212-9014 　青木 啓介 　F4191-0035 　服部 正義

◆第一コンクリート株式会社

◆明治生コンクリート株式会社 ◆コンクリートテストスタッフサービス

◆ヤマカ建材工業株式会社 ◆近藤コンクリート工業株式会社
◆株式会社川久保企画

◆大和工業株式会社

◆三好生コンクリート株式会社 ◆株式会社桑原組

◆有限会社大槻建材店
◆株式会社村全

◆北陸検査技術サポート株式会社
◆株式会社オガワ

◆株式会社太平洋コンサルタント ◆協立生コンクリート株式会社

◆株式会社石井建材

◆東邦レミコン株式会社 ◆九頭竜生コン株式会社
◆株式会社内山アドバンス

◆株式会社マノール

◆水落建材株式会社 ◆大飯生コン株式会社
◆株式会社カツ山建材

◆株式会社クリエイタス ◆厚木生コン株式会社 ◆株式会社カモコンテック

◆株式会社セイブ材料検査
◆株式会社複合材料研究所

◆有限会社中村砂利店 ◆桜井生コンクリート株式会社

◆藤田建材工業株式会社 ◆藤企画合同会社

◆株式会社Ｅｎ．

◆中島商事有限会社
◆大宮生コン株式会社

◆阿賀野川生コン株式会社
◆株式会社ニューテック

◆株式会社東新生コン

◆イルコン工業株式会社 ◆株式会社三堀建材

◆太平洋マテリアル株式会社
◆エスフロー合同会社

◆有限会社マル吉横川セメント
◆東京湾岸産業株式会社

◆株式会社上野生コン

◆株式会社晃邦テクノ

◆三山アドコス生コン株式会社 ◆城北建材試験株式会社 ◆真鶴生コンクリート株式会社

◆株式会社セイア

◆二葉建設株式会社

◆小山レミコン株式会社

◆愛知金物建材株式会社
◆有限会社マテリアルリサーチ
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フレッシュコンクリートの受入検査（Ｆ）
　F4191-0036 　吉本 等 修善寺生コンクリート工場 TEL：0558-72-0888 　F1192-0039 　浅倉 豊

　F3212-9018 　井口 拓郎 　F1192-0041 　窪野 元貴
TEL：0770-23-3511 　F3212-9019 　高田 享好 　F1192-0042 　酒井 知範

　F1222-0031 　西村 雄平
　F4191-0026 　知場 義人 生コン工場 技術課 TEL：054-635-2529 TEL：0545-33-0772

　F2212-9022 　鈴木 亮平 　F1222-0048 　近藤 和臣
あわら工場 試験室 TEL：0776-77-3386 　F3212-9025 　渡辺 千秋 　F3212-9020 　沙原 真治
　F1211-0060 　丸山 純平 　F3212-9021 　髙島 堅史

TEL：0538-35-6010
TEL：0770-72-3356 　F3212-9023 　村越 徹 コンクリート技術係 TEL：054-645-3748

　F1211-0061 　中谷 大士 　F5212-9060 　杉森 久始
　F2191-0026 　松田 茂宏 TEL：0548-55-0311
　F3211-0014 　山本 竜也 　F2212-9023 　町田 亮太 向陽生コンクリート工場 TEL：0538-38-2121
　F3211-0015 　柿本 有陽 　F3212-9022 　五島 康隆 　F2192-0034 　南 明宏

　F4212-9022 　内田 充彦 　F5212-9052 　金原 博臣
検査係 TEL：0776-56-0456
　F1221-0037 　三ツ井 慎顕 生コン事業部 TEL：0545-32-2601 TEL：055-977-1443
　F1221-0038 　柏木 和輝 　F1192-0046 　不二山 直樹 　F1222-0046 　紅野 真矢

　F1192-0056 　西山 明美 　F1222-0047 　井原 孝博
TEL：0770-32-1818 　F5212-9039 ☆ 　鈴木 恭一

　F2191-0025 　藤原 喜直 TEL：0550-89-0365
　F4191-0030 　市原 隆志 　F1201-0043 　長田 公志 吉原レミコン工場 TEL：0545-52-5237

　F2192-0040 　須藤 龍治 　F5212-9040 　池田 博威
品質管理課 TEL：0776-90-1021 　F2212-9016 　和田 元
　F1211-0057 　尾崎 友洋 TEL：053-428-2755

試験課 TEL：053-434-0803 　F5212-9064 ☆ 　山本 数馬
TEL：0770-25-1975 　F3212-9024 　太田 幸希

　F4191-0033 　松永 隆 　F5212-9062 　冨永 昌利 生コン工場 TEL：0538-34-9331
静岡  81名 　F2212-9020 　鈴木 秀典

TEL：055-992-0691
TEL：053-926-3052 　F1192-0050 　安藤 嘉剛 水窪工場 TEL：053-987-0551

　F2192-0033 　藤原 佳成 　F4212-9019 　服部 貴幸 　F5212-9054 　小塩 誠
　F5212-9063 ☆ 　平井 理進 　F4212-9020 　芹澤 修 愛知  3名

TEL：0558-36-8032 静岡営業所 TEL：054-643-2211 TEL：0569-47-5555
　F1222-0045 　渋谷 弘明 　F4212-9023 　松島 眞也 　F1222-0027 　北川 哲也
　F4192-0029 　板垣 圭一

生コン部 TEL：053-433-1653 TEL：0568-82-3500
西伊豆生コン仁科工場 TEL：0558-52-0592 　F1192-0040 　山本 俊充 　F1211-0006 　金森 翔太
　F2192-0039 　藤井 弘一 　F1222-0052 　田中 連 　F1211-0033 　佐藤 靖則
　F4212-9017 　川原 清年 　F5212-9066 　髙林 昌芳 三重  32名
　F5212-9042 　萩原 吉雄
　F5212-9043 ☆ 　金刺 和仁 TEL：055-975-6741 TEL：0598-45-0171

　F1192-0054 　宮澤 睦 　F5221-0014 ☆ 　橋本 海志
試験室 TEL：0558-25-2266
　F1222-0049 　河野 成志郎 TEL：0539-62-2246 伊勢生コン工場 TEL：0596-39-1177
　F4212-9018 　井上 治弥 　F5212-9065 　髙見 智一 鳥羽生コン工場 TEL：0599-25-4118
　F5212-9044 ☆ 　平田 充浩 　F1201-0003 　嶋田 拳斗
　F5212-9045 　川端 美輝 TEL：055-947-0049 　F1221-0006 　山路 隆弘
　F5212-9046 　稲葉 克己 　F1192-0057 　二見 武馬 　F1221-0028 　奥井 忠博
　F5212-9047 ☆ 　志田 勝 　F2201-0020 　松井 大成

試験室 TEL：055-960-6601 　F2221-0025 　山本 圭吾
技術課 TEL：0557-45-1366 　F1222-0050 　深澤 多貴 　F3201-0020 　岸本 一作
熱海工場 技術課 TEL：0557-52-6082 　F1222-0051 　小林 直樹
　F2212-9017 　村松 俊介 　F5212-9041 　近藤 博之 TEL：0596-58-2500
　F2212-9019 　岡安 一臣 　F5212-9048 ☆ 　飯塚 重人 　F2221-0027 　木村 築
　F5212-9051 　岩崎 昇

TEL：053-421-0457 TEL：059-386-1181
試験課 TEL：053-522-1065 新東生コン工場 TEL：053-594-1625 　F2221-0028 　日下 北斗
　F1192-0044 　髙橋 秀幸 　F1192-0035 　鈴木 杏奈
　F1222-0053 　坪見 竜一 　F2221-9001 　佐野 宏樹 試験室 TEL：0595-82-2026
　F5212-9053 　井村 真康 　F5212-9055 　田中 尋生 　F1201-0010 　松井 浩二

　F5212-9056 　馬渕 利徳 　F4221-0012 　猪藤 光市
TEL：0557-68-1621 　F5212-9057 　杉本 和明

　F2212-9018 　稲村 美穂 　F5212-9058 　内藤 芳裕 TEL：059-396-2875
　F5212-9059 ☆ 　米山 健一 　F3221-0021 　清水 敬太

TEL：0544-58-0707 　F5212-9061 　三輪 純平 　F5221-0015 　服部 卓也
　F1192-0049 　斉藤 徳実
　F2212-9014 　伊藤 侑治 生コン事業部 TEL：053-989-0233 建材事業部 TEL：0595-21-1596
　F3212-9017 　井上 貴博 　F1192-0043 　青田 哲央 　F1221-0017 　北田 優
　F5212-9037 ☆ 　荻 信泉 　F1201-0042 　森本 剛司
　F5212-9038 ☆ 　加藤 康光 TEL：0594-77-0822

掛川工場 TEL：0537-24-5178 　F2221-0029 　福田 裕達

◆エーユー生コン株式会社

◆春野建設事業協同組合 ◆株式会社西條

◆株式会社ダイワ
◆株式会社富士宇部

◆小野建設株式会社

◆浜松生コン株式会社 ◆磯山レミコン株式会社
◆引佐生コン株式会社

◆有限会社太田コンクリート

◆稲村生コンクリート株式会社
◆こもの生コン株式会社

◆株式会社トヨオカ ◆石川商工株式会社

◆有限会社長岡生コンクリート

◆沼津生コン有限責任事業組合
◆伊東協同生コン株式会社

◆伊勢コンクリート株式会社

◆天竜川砂利プラント協同組合 ◆中部コンクリート検査株式会社
◆伊豆工業株式会社

◆東宏生コンクリート工業株式会社 ◆飯高砂利株式会社

◆伊豆下田生コン株式会社

◆嶺南デンカ生コン株式会社
◆有限会社吉田建材産業

◆有限会社高田建材
◆阿多古建設事業協同組合 ◆有限会社竜光生コン

◆天城生コン株式会社 ◆竹本技研株式会社 ◆株式会社オーテック

◆美方生コン株式会社
◆新スルガ生コン株式会社

◆溝口瀬谷レミコン株式会社

◆ユタカ株式会社
◆都田コンクリート工業株式会社

◆高井生コン砂利株式会社

◆株式会社日盛興産 ◆フジピーシー株式会社

◆株式会社相良ドラゴンズクラブ
◆株式会社堀内土木

◆福井アサノコンクリート株式会社
◆三興開発株式会社 ◆三島生コン株式会社

◆敦賀生コン株式会社

◆株式会社紅林建材 ◆フジ生コンクリート株式会社

◆寺前生コン株式会社

◆コムニ・ディレクション
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フレッシュコンクリートの受入検査（Ｆ）
京都  27名 試験課 TEL：072-929-9075

四日市工場 TEL：059-353-6363 TEL：072-984-0227
　F2201-0019 　竹内 聖二 試験課 TEL：075-644-5490 　F1221-0001 　田中 茂樹
　F2221-0026 　水谷 繁之 　F3191-0002 　小寺 和樹 　F1222-0001 　稲田 晃大

　F1222-0002 　大久保 貴仁
TEL：059-336-3851 TEL：075-501-6839 　F3221-0007 　西邨 知之

　F1192-0008 　伊藤 大輔 　F1222-0012 　山口 和也
　F2222-0010 　鈴木 瞬 TEL：06-6555-9837

TEL：0595-23-4166 　F5212-9004 　日比野 敏弘 　F5222-0009 ☆ 　髙橋 正太
　F1211-0029 　中島 豊
　F1221-0010 　廣嶋 克哉 試験課 TEL：075-925-0096 TEL：06-6382-0340
　F4191-0021 　植田 直哉 　F1192-0015 　冨田 晃平 　F1211-0012 　加藤 哲也
　F5221-0016 　廣嶋 芳明 　F1222-0009 　木村 宜幸 　F1211-0013 　高野 明人

　F1222-0010 　吉田 一飛 　F1221-0027 　藪野 統磨
TEL：0594-77-0636 　F2201-0007 　金村 昌省 　F7221-0013 　岡 徹哉

　F2211-0017 　清野 雄一 　F2222-0023 　出雲 光紘
　F3192-0005 　大森 彰豪 TEL：06-6783-8886

TEL：0594-72-7470 　F4201-0007 　国松 晴豊 　F4212-9008 　上本 克章
　F4191-0022 　水谷 篤博 　F4222-0002 　平山 浩平 　F7221-0001 ☆ 　上田 昌輝
　F5201-0038 　水谷 隆弘 　F7221-0017 ☆ 　上田 浩爾

製造課 TEL：0774-22-6800
津工場 TEL：059-234-3851 　F1221-0021 　松本 英之 TEL：06-6329-9527
四日市工場 TEL：059-328-8508 　F1201-0013 　竹田 裕也
鈴鹿工場 TEL：059-378-5840 TEL：075-682-0506
高木工場 TEL：0598-28-3311 　F1221-0024 　長岡 忠臣 吹田工場 TEL：06-6339-3663
　F1192-0002 　川邊 幸太 　F1222-0008 　武長 真弘
　F1201-0002 　東 良吉 技術部 TEL：075-748-8983 　F5212-9016 ☆ 　池田 秀一
　F2201-0017 　宮下 雅彦 　F1211-0027 　川瀬 勇哉 　F5222-0004 ☆ 　花田 剛
　F2211-0016 　田中 悠太 　F7221-0026 ☆ 　佐藤 誠
　F5221-0017 ☆ 　若林 拓郎 TEL：075-935-7333

　F1211-0017 　寺本 周吾 TEL：072-242-7927
TEL：0594-77-0864 　F3201-0007 　東 慎也 　F1192-0014 　浅井 啓吾

　F5201-0037 　三﨑 清孝 　F4192-0004 　伊藤 欣司 　F1211-0024 　高谷 進之
　F5221-0009 　前田 祐志 　F2191-0007 　舩冨 景太

TEL：059-345-1305 　F5221-0010 ☆ 　金 正守 　F2221-0003 　上利 拓也
　F4201-0026 　小林 良直 　F4221-0003 　今川 克彦
岐阜  3名 TEL：075-982-2678

　F6192-0001 　村上 直樹 TEL：072-275-1100
揖斐川工場 TEL：0585-32-2155 　F5201-0001 　遠藤 信悟
　F1192-0004 　兒玉 一郎 TEL：075-623-4523
　F3192-0003 　井部 満 　F1191-0012 　尾﨑 温 寝屋川枚方生コン TEL：072-835-9999

　F1222-0024 　渡邉 敏博 門真生コン 技術部 TEL：072-886-0002
試験課 TEL：0572-22-1895 　F4191-0003 　宮本 勇
　F2191-0005 　西尾 高峰 TEL：0771-27-7080 　F4192-0006 　菅野 貴理
滋賀  12名 　F6192-0003 　平野 裕章 　F5212-9012 　高山 達雄

TEL：0748-26-4448 営業課 TEL：075-494-4777 淀川工場 TEL：06-6328-6992
　F2212-9006 　岩本 永賀 　F2221-0010 　松本 光司 堺工場 TEL：072-221-3013

　F2211-0003 　尾西 卓也
TEL：0748-62-7713 技術課 TEL：075-781-0826 　F3202-0006 　住吉 敏弥

　F1191-0003 　青山 寿充 　F2222-0028 　井上 博好 　F5212-9018 ☆ 　仲野 秀作
　F2201-0002 　田部 恭祐 　F5212-9019 ☆ 　猶 嘉明

工務部　工務課 TEL：075-711-1301 　F5212-9020 　高田 勝
生コンクリート安曇川工場 TEL：0740-32-1938 　F4212-9001 　中村 亨
　F3221-0008 　久保 尊 大阪  241名 TEL：06-6868-3583

　F5191-0004 　和田 正行
TEL：0748-67-8334 TEL：072-872-4934 　F5221-0001 　藤原 喜基

　F1221-0004 　西村 聖真 　F1191-0015 　藤内 健司 　F7221-0002 ☆ 　大屋 和弘
　F2201-0006 　白丸 宗彦 　F7221-0003 ☆ 　内倉 隆司

TEL：0748-55-5852 　F2222-0029 　巽 達也 　F7221-0007 　金光 徳男
　F5212-9005 　山田 勇人 　F3212-9002 　白丸 翔平 　F7222-0002 　山本 勝己

　F5201-0020 　白丸 拓哉
TEL：0749-38-2231 営業部 TEL：06-6302-1144

　F2222-0009 　奥野 善啓 TEL：072-937-1181 　F5222-0013 ☆ 　吉田 雄太
　F1201-0015 　廣瀬 良輔

技術課 TEL：077-576-0289 　F5221-0003 ☆ 　門田 早弘 TEL：072-296-8000
　F2212-9008 　片山 つぐみ 　F2212-9004 　岩間 俊弥

技術課 TEL：072-462-3901 　F2212-9007 　並木 喜久ニ
TEL：077-576-2251 　F5201-0004 　仲谷 恵美

　F1211-0035 　井手 亮二 技術課 TEL：072-891-1112
　F2202-0003 　矢野 正勝 品質管理部 TEL：072-270-7896 　F3212-9001 　岡田 昌樹
　F2212-9002 　佐野 信悟 　F4212-9005 　市場 明彦 　F6201-0001 　井上 大助
　F2221-0011 　長村 克彦

◆和泉生コンクリート株式会社
◆株式会社矢野商会

◆株式会社オクノナマコン
◆市商トラストテック

◆株式会社稲田巳建材 ◆奥村組土木興業株式会社

◆株式会社コンテック

◆大幸生コン株式会社 ◆大谷建材株式会社
◆ＡＣＣＥＰＴ

◆ＴＧＭ ◆株式会社岡本生コンクリート

◆近江アサノコンクリート株式会社 ◆株式会社萬木建材

◆洛北レミコン株式会社
◆株式会社桑原組

◆株式会社大阪マルマ

◆甲賀バラス株式会社 ◆株式会社アグレック

◆有限会社ヒカリ
◆有限会社大久保建材生コン

◆株式会社丸代
◆株式会社光製作所

◆株式会社FHC ◆株式会社松本建材 ◆大阪アサノコンクリート株式会社

◆株式会社エス･オー･ピー
◆有限会社ヤマセ砂利

◆株式会社四日市菱光

◆ナニワ商事株式会社
◆株式会社戎生コン

◆昭和コンクリート工業株式会社

◆松阪興産株式会社 ◆株式会社永和商店

◆株式会社大和商事
◆株式会社江坂資材

◆株式会社テクセル

◆株式会社トーカイコンクリート

◆有限会社京央 ◆インテックナレッジマネジメント株式会社

◆株式会社藤井工業

◆有限会社上田商店
◆北勢レミコン株式会社

◆株式会社サンケー生コン

◆中部太平洋生コン株式会社
◆株式会社ウイングス

◆東和レミコン株式会社 ◆株式会社栄和資材

◆伊豫工業株式会社
◆廣嶋建材株式会社
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フレッシュコンクリートの受入検査（Ｆ）
技術部 TEL：072-238-7728 　F1221-0039 　藤田 隆二
　F1211-0038 　宮崎 海太郎 TEL：072-720-7561
　F6192-0002 ☆ 　北村 敏也 TEL：06-6684-3939 　F2222-0030 　藤原 将太

　F2192-0008 　中塚 升太
TEL：090-5907-1982 　F6221-0002 ☆ 　西矢 晋吾 試験課 TEL：072-703-0362

　F2191-0008 　田中 伸一 　F4212-9013 　岡本 和也
　F3222-0009 　尾髙 正晃 TEL：06-7493-9310

　F6221-0007 　長谷場 孝 TEL：072-677-1377
平野工場 TEL：06-6793-8788 　F4212-9003 　佐川 良平
　F2221-0006 　片岡 正貴 TEL：072-622-5223 　F6222-0002 ☆ 　小島 直樹
　F2222-0007 　池 祐弥 　F1221-0002 　酒井 信也

　F1221-0026 　小林 将之 TEL：06-6779-3191
TEL：06-6475-3400 　F1221-0032 　西川 隆也 　F1211-0023 　平見 和敏

　F1211-0014 　鴨井 康成 　F1222-0005 　高橋 政憲 　F1222-0026 　西原 凜王
　F1221-0005 　近藤 旭 　F6222-0001 　張 靖史 　F2192-0016 　西角 和馬
　F1222-0019 　高見 将央 　F3211-0005 　矢野 貴紀
　F2191-0003 　雪本 尚史 TEL：072-815-0100 　F3222-0003 　喜多 健治
　F2202-0013 　杉本 賢洋 　F5201-0003 　太田 一範 　F6221-0003 ☆ 　北山 知之
　F7221-0008 ☆ 　杉本 勝幸

技術課 TEL：072-821-6019 TEL：06-6656-0055
港工場 TEL：06-6575-1414 　F1221-0016 　五十嵐 泰良 　F4201-0002 　谷 雅俊
　F4201-0004 　池添 直弥
　F5212-9001 　安田 慎吾 試験課 TEL：072-948-1133 TEL：072-752-0906
　F5212-9011 　石原 宏史 　F1192-0006 　中田 健太 　F2191-0013 　増川 栄三
　F5212-9015 ☆ 　若槻 洋司 　F1222-0003 　笠松 幹太
　F5212-9024 ☆ 　淺野 智也 　F2221-0001 　髙橋 亨 TEL：072-466-5577

TEL：072-275-1100
TEL：072-920-3288 本社 TEL：06-6458-1113 　F4192-0012 　植田 勝夫

　F1192-0012 　黒田 圭 　F7221-0014 　上田 慎一郎 　F7221-0016 ☆ 　根来 健司
　F1201-0012 　神谷 博紀
　F5201-0023 　石村 祐也 TEL：072-275-5039 関西支店 TEL：06-6125-1700
　F5222-0012 ☆ 　浦田 洋史 　F1211-0015 　福島 真之介 　F5192-0001 　熊澤 秀樹

大阪支店 TEL：06-6536-2660 TEL：072-247-9705 TEL：06-7165-0946
　F5191-0003 　服部 哲司 　F1221-0015 　下村 悟大 　F2201-0004 　十場 祐貴

　F5222-0007 ☆ 　大冨 優希
品質管理課 TEL：06-6393-1357 TEL：06-6354-9730
　F2211-0008 　小杉 通弘 　F7221-9001 ☆ 　森 政伸 建設資材部門 TEL：072-238-4771
　F2211-0009 　藤井 研次 　F1201-0016 　山田 浩平

TEL：06-6695-2784
TEL：06-6568-3900 　F1221-0009 　伴藤 誠一 TEL：090-6962-2755

　F1222-0016 　櫻木 聡 　F3211-0009 　西尾 太貴
　F5201-0009 　吉川 幸隆 TEL：06-6331-6031

　F1221-0013 　熊原 郷介 TEL：072-641-5935
技術部 試験係 TEL：072-941-8640 　F3202-0008 　安土 博久
　F2222-0002 　池内 誠 TEL：072-424-4492

試験調査部 TEL：072-447-9763 TEL：072-361-1158
TEL：072-363-8300 　F1201-0005 　福島 和也 　F5201-0005 　西牟田 義信

　F1221-0011 　林 幸宏 　F1201-0017 　久保田 恒輝 　F5212-9008 　鵜瀬 健一
　F2212-9009 　小山 憂弥 　F1211-0036 　仁井 雅啓
　F3192-0009 　中田 賢二 　F3222-0008 　網野 陸 TEL：06-6377-2202
　F4192-0003 　小山 由太郎 　F5201-0010 　具 実

営業部 TEL：072-948-8812
コンクリート試験 TEL：080-1529-4015 　F3212-9005 　大西 剛史 工事用試験室 TEL：06-6834-0561
　F2192-0019 　草野 雄治 　F3212-9006 　竹山 茂雄 評価業務室 TEL：072-768-8201
　F2192-0023 　岩上 一輝 　F3212-9007 　酒井 俊一 　F4191-0001 　林 正人
　F2201-0011 　池田 護 　F4192-0018 　山本 幸一
　F2211-0006 　隅谷 勇太 TEL：090-8389-8854 　F6212-9001 ☆ 　西川 勝浩

　F2211-0010 　田川 侑磨 　F6222-0003 ☆ 　島田 良
TEL：0721-93-6768

　F5222-0001 ☆ 　植田 満 品質管理部 TEL：06-6121-5540 技術チーム TEL：072-970-5494
　F2222-0027 　森岡 佑太 　F1211-0003 　横山 達也

試験課 TEL：06-6340-6564 　F3222-0007 　石井 将仁
　F6212-9003 　中川 貴司 TEL：072-254-2041

TEL：072-763-3071 　F1221-0030 　平嶋 将伍
TEL：072-928-2626 　F3221-0001 　勢田 正和 　F5221-0002 ☆ 　 城 義久

　F3221-0003 　三原 眞哉 　F4201-0001 　山竹 幸治
　F6212-9002 　室田 雅徳 港工場 TEL：06-6599-0005

TEL：06-6853-7180 　F3211-0003 　早渕 章博
　F3191-0005 　平沼 福成 試験課 TEL：072-911-4703

　F2202-0014 　滝藤 一輝 TEL：072-240-5900
TEL：080-1457-5172 　F3201-0005 　木村 昌弘 　F1201-0008 　村上 由一

　F1211-0009 　阪元 裕太 　F3201-0006 　大田 高通

◆コンテック
◆阪南産業株式会社

◆有限会社大匠

◆サカモト商会
◆有限会社ヒカリ

◆竹本技研株式会社 ◆ネオテクノシーク株式会社

◆株式会社高速産業

◆谷畑産業株式会社
◆株式会社阪南大阪生コン

◆株式会社光和

◆日産商事株式会社

◆タイセー商会株式会社
◆株式会社ＫＩＣ ◆一般財団法人日本建築総合試験所

◆田川商店

◆株式会社ＫＲＵ

◆ソイルアンドロックエンジニアリング株式会社

◆株式会社久保田建材店
◆有限会社西半生コン

◆株式会社ＳＯＵＷＡ

◆Good-Will株式会社
◆西牟田商事

◆株式会社北大阪生コン ◆株式会社ＪＩC
◆西尾株式会社

◆株式会社Ｓｔｏｎｅ Ｖａｌｌｅｙ
◆極東一生コンクリート工業株式会社 ◆ニシオ

◆真友 ◆ティーシートレーディング株式会社

◆北浦エスオーシー ◆株式会社ジェイティーエス ◆株式会社ＴＯＭＩＳＨＩＲＯ

◆株式会社関西宇部

◆三和生コン株式会社 ◆司コンクリート株式会社

◆有限会社T.S.T

◆関西コンクリート試験センター株式会社 ◆新品川商事株式会社

◆株式会社オーシャン
◆株式会社澤田商店

◆株式会社大和商会
◆株式会社オーテック

◆株式会社サン生コン

◆株式会社三友生コン ◆株式会社中央大阪生コン

◆ダイチコーポレーション株式会社
◆有限会社さくら生コン

◆ＯＴＡＫＡ ◆株式会社大隆

◆株式会社サムライＱＣ
◆ダイワN通商株式会社
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フレッシュコンクリートの受入検査（Ｆ）
　F1221-0031 　荒井 一晟 試験課 TEL：0725-56-6330 TEL：078-911-6463
　F1222-0025 　常岡 海希 　F2221-0009 　益満 大輔 　F3192-0002 　武田 和政
　F1222-0028 　篠田 和広 　F3202-0004 　出口 勝久
　F2211-0002 　谷本 聡 TEL：078-994-6000
　F2212-9011 　佐々木 義弘 試験課 TEL：072-655-1341 　F4222-0005 　濵田 昌宏
　F2221-0005 　和田 行弘 　F2201-0010 　細川 智弘 　F5201-0011 　前田 宣彰
　F2221-0007 　山本 暢宏
　F2222-0011 　大村 剛 TEL：080-4028-7799 TEL：06-6430-6672
　F2222-0015 　原田 貴之 　F2192-0017 　市場 誠也 　F3202-0001 　盛岡 豊
　F2222-0020 　糸井 優磨 　F4192-0013 　寺澤 俊也
　F3201-0002 　春野 雅博 TEL：072-723-1353
　F3221-0004 　中野 尊大 　F1222-0018 　高原 昇弘 TEL：079-423-0945
　F4212-9011 　池田 力也 　F3221-0006 　金沢 泰亨 　F3211-0001 　勝野 高志
　F4221-0007 　境 広行
　F5222-0010 ☆ 　岡本 真 TEL：072-320-2089 TEL：078-291-0501
　F7221-0011 ☆ 　平井 好二 　F4212-9004 　東 康彦 　F2192-0011 　北峯 亜久里
　F7221-0012 　淺野 祥男 　F4212-9007 　三浦 学 　F2222-0008 　長井 邦高
　F7221-0024 ☆ 　佐竹 史行 　F4212-9012 　岡本 敦史
　F7221-0027 ☆ 　吉川 誠 TEL：0721-98-2727
　F7222-0004 ☆ 　但馬 康友 　F5222-0002 　船橋 進 TEL：078-291-0501

　F2201-0005 　富本 亮太
TEL：072-273-7551 TEL：072-961-7257

　F2222-0004 　鈴木 鷹 　F1221-0003 　上村 忍 TEL：0791-22-3381
　F5201-0015 　勝又 祥光 　F1221-0022 　内海 善文

TEL：06-6932-5590 　F1221-0023 　山本 大介
　F1191-0013 　鵜沼 紹二 技術課 TEL：06-6863-2531 　F3222-0002 　大坪 伸輔
　F1211-0037 　吉村 太吾 　F1221-0020 　山口 雄大
　F4191-0006 　藤城 雅彦 生コン部 TEL：079-423-1432

技術課 TEL：072-737-2300 　F2191-0001 　林 知右
TEL：072-226-0505 　F5212-9002 ☆ 　岡村 英樹
TEL：072-887-0505 神戸支店 TEL：078-271-7502

　F1201-0011 　豊浦 一哉 TEL：072-361-6960 　F5192-0009 　栗山 智雄
　F1211-0001 　永田 彩斗 　F4221-0005 　牧 寛次
　F1211-0002 　坂上 潔桐 TEL：06-6418-1001
　F1211-0004 　小川 晃弘 TEL：072-722-5358 　F1201-0006 　尾崎 佑樹
　F1211-0031 　上原 慎司 　F2192-0014 　城野 圭祐 　F2222-0024 　薮内 勇樹
　F1211-0032 　弓場 勉 　F5192-0004 　小西 広朗 　F2222-0025 　中 健二
　F1221-0018 　梅谷 凜 　F3192-0001 　大橋 邦夫
　F1221-0019 　外丸 智之 TEL：06-6996-9001 　F3201-0004 　花田 裕介
　F2191-0009 　福園 卓也 　F7221-0025 　生田 秀一 　F3221-0015 　大橋 建太
　F2201-0008 　立石 雄二 　F3222-0005 　堤 賢次
　F2222-0016 　山村 晃市 大阪支店 TEL：06-6361-0707 　F3222-0010 　三上 恵子
　F2222-0018 　吉本 将基 　F2212-9005 　坂口 浩士 　F3222-0011 　三上 孝之
　F2222-0021 　田中 賢一 　F3192-0006 　田中 英明 　F3222-0012 　加藤 雅彦
　F2222-0026 　柏木 喬 　F3221-0014 　池垣 宏和 　F4222-0006 　橋口 栄太郎
　F3211-0008 　東 翔太 　F5201-0007 　近石 政邦
　F3222-0006 　田中 善隆 品質管理部 TEL：072-766-0606
　F4201-0017 　吉富 貴宏 TEL：072-934-8004 　F3221-0016 　磯田 勇太
　F4221-0009 　河内 伸夫 　F2221-0008 　上谷 光央
　F5201-0021 　粂野 隆也 　F3221-0002 　髙橋 友和 TEL：06-6409-6241
　F5212-9007 ☆ 　濱口 秀紀 　F2191-0017 　市川 朋広
　F5221-0007 ☆ 　奴井 優大 コンクリート試験 TEL：090-8234-3016 　F3222-0001 　村上 真一
　F5221-0008 ☆ 　浜畑 尚志 　F2192-0022 　渡部 英之 　F4221-0001 　穂森 康秀
　F6191-0002 ☆ 　糸井 直人 　F4221-0002 　吉田 明浩
　F7221-0018 ☆ 　中塚 哲夫 TEL：072-634-7177
　F7221-0019 　稲田 暁 　F2191-0014 　後藤 和也 TEL：06-6195-8870
　F7221-0023 ☆ 　福中 章人 　F4191-0010 　久世 武 　F4191-0009 　亀井 健吾

兵庫  126名
TEL：0721-33-3338 生コン部 TEL：078-581-1240

　F1191-0009 　米田 潤 技術課 TEL：06-6419-7704 　F6221-0001 ☆ 　秋田 賢一
　F1222-0017 　上野 亮太 　F3211-0010 　中村 洋
　F3201-0003 　米田 智弥 　F5212-9021 ☆ 　山本 浩平 TEL：078-411-3123
　F3222-0004 　浅川 龍矢 　F5212-9022 　下坂 秀男 　F5201-0016 　坂本 晴喜

TEL：072-223-9911 TEL：0796-36-1147 TEL：079-443-5153
　F3202-0005 　牧統 祐也 　F1221-0007 　今後 康平 　F4201-0005 　大上 良平

　F5201-0012 　石井 秀樹
TEL：0721-24-0118 TEL：072-766-0270

　F5222-0003 　日野 範久 　F1211-0039 　坂本 仁 TEL：06-4868-8061
　F1221-0012 　中村 真勇

TEL：06-6863-0270 試験課 TEL：06-6489-3801 　F3212-9008 　井上 貴夫
　F1191-0002 　徳留 裕信 　F5212-9003 　野口 勝弘 　F3221-0012 　甲斐 益夫

　F5191-0001 　山名 幸一

◆株式会社サンゼン

◆株式会社別府建材店 ◆今津生コン株式会社

◆株式会社北栄産業 ◆伊万里建材株式会社

◆株式会社天城建材センター

◆株式会社神戸エスアールシー

◆富士上新生コン株式会社 ◆石井建材株式会社 ◆三晃商事株式会社

◆藤野興業株式会社 ◆猪名川菱光株式会社

◆株式会社協和東海岸コンクリート

◆ＲＨＹＭＥ

◆株式会社ワールド
◆株式会社Ｋ・Ｓ・Ａ

◆フィルリック株式会社 ◆株式会社光榮

◆関西資材運輸株式会社
◆ムラタ生コン株式会社

◆守口菱光株式会社

◆矢部コーポレーション株式会社

◆株式会社協栄建設
◆ＹＵＵＷＡ

◆宮本生コン株式会社

◆株式会社林建材店
◆ミョウケン生コンクリート株式会社

◆株式会社ピース
◆河合産業株式会社

◆美和生コンクリート株式会社

◆南大阪大進生コンクリート株式会社
◆株式会社カシノテック

◆菱木生コン株式会社 ◆有限会社三原コンクリート工業
◆株式会社金海興業

◆株式会社ひの商店

◆細川商会

◆誠商会 ◆株式会社大浜資材

◆株式会社丸正建材生コン
◆尾上産業株式会社

◆株式会社マーヴェリック ◆株式会社樫野

◆ＳＳＫロイヤル株式会社
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フレッシュコンクリートの受入検査（Ｆ）
　F7221-0004 ☆ 　中村 瑞士 　F4212-9002 　尾崎 幸男
　F7221-0005 ☆ 　中村 志美 兵庫工場 TEL：0794-62-7060
　F7221-0006 ☆ 　中村 栄文 　F2202-0006 　尾崎 裕介 TEL：0739-22-2648

　F4221-9001 　山田 和隆
TEL：078-951-6931 高砂生コン TEL：079-442-3912

　F4222-0004 　元井 光一 　F3212-9004 　寶勢 和博 技術課 TEL：0738-65-1133
　F3192-0011 　前田 健次

TEL：079-266-3666 TEL：06-6481-5299 島根  3名
　F5192-0008 　中野 秀樹 　F1211-0019 　大谷 大志
　F5201-0017 　高井 成基 　F1211-0020 　佐藤 冬麻 TEL：0852-25-5555
　F5221-0004 　壷井 幸一 　F1211-0021 　松本 光司 鹿島事務所 TEL：0852-82-0654

　F1211-0034 　福山 寿巳 　F3192-0007 　仲田 晴彦
試験室 TEL：078-917-3440 　F1221-0034 　山下 裕登 　F4222-0001 　和田森 司
　F1211-0028 　相川 和矢 　F1221-0035 　山野 一平

　F1222-0020 　片山 智博 TEL：0854-76-3527
TEL：078-912-3366 　F1222-0021 　谷口 雄飛 　F4222-0003 　小野 大輔

　F5201-0025 　伊藤 儀治 　F1222-0022 　濵石 真実也 岡山  5名
　F1222-0023 　山城 郁夫

加古川工場 TEL：079-423-2033 　F1222-0032 　福田 敦 TEL：086-227-5184
　F1201-0014 　大川 竜生 　F2191-0010 　高岡 直朗 　F5201-0024 　三浦 吉郎
　F1211-0010 　山田 優希 　F2191-0011 　藤本 真治

　F2211-0004 　堀川 公輔 TEL：086-239-2510
TEL：0794-63-1095 　F2212-9003 　西村 明浩 　F1222-0006 　伊田 涼之介

　F2222-0022 　岩崎 椋太 　F3202-0010 　福島 昇
　F3212-9003 　越智 一貴 TEL：086-243-5066

TEL：06-6401-1320 　F4192-0009 　中村 徹 　F2212-9013 　和田 智歌
　F3221-0005 　殿谷 明男 　F4192-0010 　山名 夏輝 　F3212-9016 　吉田 美香
　F4201-0011 　藤本 洋平 　F4192-0011 　山本 吉雄
　F5222-0011 　田中 大二郎 　F4201-0008 　川本 健太郎 TEL：086-274-1541

　F4221-0006 　加島 弘嗣 　F7221-9002 　横手 利行
試験課 TEL：0797-88-8083 　F5192-0005 　北出 雅一 広島  2名
　F1222-0013 　吉岡 龍一 　F5212-9009 ☆ 　垣瀬 幸一
　F5221-0005 ☆ 　阪上 弘詞 　F5212-9010 ☆ 　深川 正博 TEL：080-3130-4394

　F5212-9017 ☆ 　安部 学 　F2202-0001 　下山 宏志
TEL：078-682-7777 　F5222-0005 ☆ 　小野 智洋

　F1221-0014 　金海 慎太朗 　F6201-0002 ☆ 　下屋 光樹 工務課 TEL：0847-45-5165
　F2202-0017 　瀧本 浩敏 　F6201-0005 ☆ 　畑下 雄樹 　F2202-0002 　高垣 泰博
　F2212-9001 　高田 雅弘 　F6201-0006 ☆ 　田場 昭宏 山口  2名
　F4212-9011 　池田 力也 　F6221-0005 　松本 吉央

　F6222-0004 ☆ 　稲垣 真輝 工事部 TEL：083-234-3416
TEL：079-232-0499 　F7221-0009 　田中 徳幸 　F1211-0007 　小谷 豊
TEL：079-280-1790 　F7221-0020 　釘嶋 秀樹 　F1211-0008 　福重 晃平

　F1221-0008 　泉 勇気 　F7221-0021 　佐伯 操 香川  1名
　F2222-0003 　安部 慎二
　F2222-0006 　浦上 天志 TEL：0798-46-6121 TEL：087-864-4981

　F4212-9009 　岡 健一 　F4212-9006 　左直 三忠
TEL：079-234-1981 徳島  2名

　F1192-0021 　鷹松 聖人 TEL：079-252-8880
　F1222-0011 　松浦 海斗 　F5212-9006 　前田 直樹 工事部　品質管理課 TEL：0883-72-2191

　F7221-0022 ☆ 　寺沢 実 　F2222-0019 　山下 英一
TEL：079-235-7285

　F3221-0011 　木藤 里美 TEL：072-780-3330 試験室 TEL：088-642-1477
　F4192-0001 　早川 雄一 　F2212-9010 　水上 泰久

TEL：079-239-5611 　F4201-0010 　大塚 俊輝 高知  1名
　F5192-0003 　小西 義人 奈良  3名

TEL：088-821-7576
TEL：0798-22-7701 試験室 TEL：0745-69-3567 　F2202-0008 　曽我部 敏郎

　F4191-0005 　橋本 淳 　F3191-0004 　背戸 崇志 愛媛  1名
　F4191-0011 　林 貴大
　F4192-0014 　塚本 裕久 TEL：0743-65-3400 TEL：0894-33-0373
　F4201-0006 　常松 英夫 　F1222-0007 　森數 充 　F7222-0003 ☆ 　佐藤 和司己
　F4221-0004 　博田 昌孝 福岡  27名

技術課 TEL：0743-78-1710
TEL：06-6413-8118 　F4201-0016 　髙橋 良児 TEL：092-624-1304

　F6201-0003 　中村 暁 和歌山  7名 　F1221-0065 　原田 涼平
　F1221-0066 　苅北 知歩

TEL：0790-42-0275 かつらぎ工場　試験室 TEL：0736-22-1293 　F2221-0024 　神屋 史洋
　F1192-0011 　山本 伸一 　F1192-0009 　岡﨑 紘典
　F5212-9013 　川口 純一 　F1192-0010 　福井 一磨 TEL：092-552-8522
　F5212-9014 　依兼 昌彦 　F6221-0004 　森本 雅之 　F3221-0019 　阿比留 吉博

TEL：0795-82-1461 第一工場 TEL：0736-26-7573 TEL：092-409-7014
　F2221-0004 　奥井 幸人 　F1221-0025 　岸岡 佑輝 　F1211-0049 　浦寺 博士

◆前川建材株式会社 ◆ニューリンクコンクリート株式会社 ◆住商セメント西日本株式会社

◆奈良生駒生コン株式会社
◆株式会社藤田建材店 ◆株式会社麻生

◆双葉生コン株式会社 ◆有限会社紀北東生コン

◆試験屋あびる

◆姫路菱光コンクリート株式会社

◆株式会社ＣＤＲコンサルタンツ
◆株式会社博田商店 ◆株式会社関鉄

◆天理生コンクリート ◆有限会社三栄生コン

◆姫路大阪生コンクリート株式会社
◆友善生コンクリート株式会社

◆株式会社セイア

◆株式会社姫路ユー･エヌシー
◆株式会社ライフコンクリート工業 ◆冨士建設工業有限会社

◆Ｓｈｉｍｏ－ｔｅｃ

◆有限会社ヒカリ
◆高月ナマコン株式会社

◆関門港湾建設株式会社
◆株式会社ヒメコン

◆有限会社明伸コンクリート ◆株式会社エムケーインデクト

◆株式会社OCL岡山コンクリート試験所
◆大開産業株式会社

◆白石建設有限会社
◆大五産業株式会社

◆有限会社西日本アイディックス

◆蓮奈商店

◆カナツ技建工業株式会社

◆株式会社泰慶

◆森島建設株式会社
◆タイセイアクト株式会社

◆高砂菱光コンクリート工業株式会社 ◆株式会社大本組

◆株式会社丸山組

◆三田宇部コンクリート株式会社 ◆マツバ商事株式会社
◆株式会社山久 由良生コンクリート工業所

◆有限会社柴田商店 ◆株式会社松本商事

◆松阪興産株式会社
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フレッシュコンクリートの受入検査（Ｆ）
　F1211-0050 　坂本 克行 　F1192-0029 　小田川 賢也
　F1211-0051 　永島 充 　F1192-0048 　安田 淳一
　F1211-0052 　成清 正一 　F1192-0053 　瀬戸 道博
　F1211-0053 　黒越 康一 　F1192-0066 　斉藤 晃
　F1221-0058 　安田 雄介 　F1201-0004 　田中 聖二
　F1221-0059 　山本 幸平 　F1201-0018 　相楽 卓
　F1221-0060 　陶山 開 　F1201-0032 　古賀 正義
　F1221-0069 　森田 和志 　F1211-0005 　大塚 唯人
　F1221-0070 　久家 義則 　F1211-0011 　外山 尚之

　F1211-0018 　錦 準也
西日本コンクリート試験センター. TEL：0947-32-3320 　F1211-0026 　山田 翔太
　F1221-0063 　大場 守 　F1211-0030 　長嶺 有樹
　F1221-0064 　佐藤 玲太 　F1211-0058 　岩上 義則

　F1221-0036 　矢田 貴大
九州支店 コンクリート技術部 TEL：092-408-7715 　F2191-0015 　山本 誠二
　F1221-0061 　津留 美穂 　F2191-0016 　恩塚 則夫
　F1221-0062 　弘重 聡 　F2191-0027 　田中 泰和

　F2192-0002 　伊達 典悟
TEL：092-943-6480 　F2192-0012 　野田 達也
TEL：0944-67-0510 　F2192-0013 　弓場 栄一

　F2221-0023 　板橋 拓也 　F2192-0020 　井上 晋吾
　F3201-0016 　八隅 洋平 　F2192-0021 　鈴木 義之
　F3201-0017 　鶴 一孝 　F2192-0046 　和田 哲也
　F3201-0018 　池田 暢弘 　F2192-0047 　鶴峯 一茂

　F2201-0001 　奥本 遼平
TEL：092-811-5727 　F2201-0009 　太田 智一

　F1201-0034 　吉原 祥吾 　F2202-0004 　豊川 真一
　F2211-0001 　水谷 皆仁

福岡工場 TEL：092-504-0585 　F2211-0007 　金岡 佑
技術科 TEL：092-714-0171 　F2212-9021 　秋山 恭徳
久留米工場 TEL：0942-30-1660 　F2222-0005 　岡前 勇気
　F1211-0056 　川添 大海 　F2222-0031 　古野 勝
　F1221-0055 　村上 正悟 　F3191-0003 　山田 拓也
　F1221-0057 　和田 拓也 　F3192-0010 　田中 智次
　F1221-0067 　城井 優也 　F3192-0025 　井形 敦人
佐賀  7名 　F3201-0001 　東口 周史

　F3201-0009 　斉木 博
九州支店 TEL：0942-85-9558 　F3202-0003 　畑 佳宏
　F1221-0056 　農蘇 誠治 　F3202-0007 　山鼻 康裕

　F3202-0014 　合田 尋聡
TEL：0955-70-3339 　F3211-0004 　鴻池 武

　F1211-0054 　手島 和洋 　F3212-9011 　新野 隆浩
　F1211-0055 　池田 廉英 　F3221-0010 　石川 幸雄
　F1221-0068 　中島 廉 　F3222-0013 　星 朋宏

　F4191-0004 　山本 光広
TEL：0955-27-1881 　F4191-0007 　佐竹 一茂

　F3201-0012 　松本 好喜 　F4191-0023 　渡辺 光彦
　F3201-0013 　岩永 健志 　F4191-0032 　森下 淳二
　F3201-0014 　瀧口 久登 　F4192-0002 　森 鉄男
鹿児島  2名 　F4192-0008 　米村 弘道

　F4192-0016 　小谷 忠司
南九州技術センター TEL：099-248-7837 　F4192-0017 　塚原 健太
　F1201-0030 　岡田 和昌 　F4192-0023 　山本 英雄

　F4201-0003 　松井 大典
TEL：099-471-2188 　F4201-0009 　山中 茂

　F3201-0015 　溝口 鉄二郎 　F4201-0018 　河野 一郎
沖縄  1名 　F4212-9010 　西村 学

　F4212-9021 　寺田 滋
TEL：098-974-8529 　F4221-0008 　髙橋 秀弥

　F2192-0009 　米須 清人 　F4222-0007 　春成 徹
　F5191-0002 　福崎 宏
　F5192-0006 　片岡 裕也
　F5192-0007 　天見 真幸

 79名 　F5201-0022 　萩原 勝彦
　F1191-0018 　福田 一正 　F5201-0028 　中島 雅哉
　F1191-0025 　吉岡 淳 　F5222-0006 ☆ 　横田 晃
　F1191-0026 　田中 公達 　F5222-0008 ☆ 　荒川 友紀
　F1191-0030 　加藤 大貴 　F6221-0006 ☆ 　西牟田 正仁
　F1192-0016 　三宝 瑶平 　F6221-0008 　尾崎 正直
　F1192-0018 　白崎 一穂 　F7221-0010 　塩野 孝
　F1192-0020 　藤田 徹
　F1192-0024 　服部 拓馬
　F1192-0028 　葛山 雄介

 90名

◆有限会社ティア鹿児島

◆ヤマト生コン株式会社

勤務先名 非公開

勤務先名・登録者名 非公開

◆野方菱光株式会社

◆株式会社ホリデン生コン

◆株式会社ピース

◆株式会社ホリデン生コン

◆翠興産株式会社

◆株式会社太平洋コンサルタント

◆株式会社太平洋コンサルタント

◆有限会社高家

◆株式会社ティア福岡
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フレッシュコンクリートの受入検査（Ｆｔ）
埼玉  99名 　Ft2201-0017 　松澤 大輔 　Ft2212-9007 　三浦 賢司

　Ft2201-0018 　細川 英俊 　Ft3222-0008 ☆ 　西薗 忍
TEL：0480-37-7002 　Ft2201-0019 　斉藤 和訓

　Ft3221-0012 　清水 史久 　Ft2211-0002 　高橋 恭平 TEL：03-3993-2582
　Ft2211-0003 　佐藤 裕介 　Ft2191-0001 　大塚 弘美

TEL：04-2934-5778 　Ft2211-0004 　廣岡 駿
　Ft2192-0001 　宿谷 貴規 　Ft2211-0005 　横田 貴之 TEL：03-5998-5590
　Ft2222-0001 　秋本 竜人 　Ft2212-9010 ☆ 　大塚 和幸 　Ft3221-0013 　橋本 修吾

　Ft2212-9011 　佐藤 晃人 　Ft3221-0014 　渋谷 道治
TEL：048-999-0501 　Ft2221-0004 ☆ 　高野 由美 　Ft3222-0013 　山本 孝

　Ft1192-0006 　古川 輝佳 　Ft2221-0006 　田村 欣和
　Ft1201-0002 　大塚 法弘 　Ft2221-0007 　和田 了 TEL：03-3203-8403
　Ft1221-0007 　松橋 茉美 　Ft2221-0008 　髙橋 英行 　Ft2222-0004 　駒井 博之
　Ft2191-0002 　井上 誠之 　Ft2221-0009 ☆ 　中村 敦司
　Ft2191-0003 　鈴木 正宏 　Ft2221-0010 　愛甲 哲也 TEL：03-3959-5521
　Ft2191-0006 　池田 勉 　Ft2221-0011 ☆ 　姫野 明彦 　Ft1192-0008 　高橋 邦拓
　Ft2201-0002 　大山 和明 　Ft2222-0007 　 本 智史 　Ft1211-0001 　植野 幸男
　Ft2212-9005 　小坂部 直人 　Ft3221-0018 　本村 誠 　Ft1211-0002 　小山 泰明
　Ft2212-9012 　岡崎 太一 　Ft3221-0019 　廣岡 良則 　Ft1211-0003 　大畑 貴裕
　Ft2212-9014 　中村 智一 　Ft3221-0020 　渡辺 浩一 　Ft1211-0004 　梅田 昭
　Ft2221-0003 　松野 健太 　Ft3221-0021 　三野輪 隆之 　Ft1211-0006 　齋藤 竜平
　Ft2222-0005 　松本 尚己 　Ft3221-0022 　原田 栄 　Ft1221-0003 　市川 光士
　Ft2222-0006 　佐藤 智之 　Ft3221-0023 ☆ 　上原 正義 　Ft1221-0010 　山口 一美
　Ft3221-0002 　張谷 辰則 　Ft3221-0024 ☆ 　小倉 久和 　Ft1222-0001 　守屋 昂宏
　Ft3221-0006 　根本 大地 　Ft3222-0015 ☆ 　伊藤 昌弘 　Ft1222-0008 　鈴木 たかし
　Ft3221-0010 　菊池 拓也 　Ft3222-0016 　小林 憲和 　Ft1222-0009 　蒲原 恒行

　Ft3222-0017 ☆ 　田中 宏 　Ft2191-0005 　熱海 克明
TEL：048-952-5401 　Ft3222-0018 　長谷川 聡 　Ft2192-0003 　矢島 健人

　Ft1191-0001 　樋口 陽介 　Ft3222-0019 　今井 信夫 　Ft2192-0004 　河﨑 亮平
　Ft1192-0003 　熊木 秀年 　Ft3222-0020 　佐藤 厚 　Ft2192-0005 　森 幹史
　Ft1192-0004 　金子 敏幸 　Ft3222-0021 　若菱 幸信 　Ft2212-9008 　鎌田 洋一
　Ft1192-0005 　赤塚 崇 　Ft3222-0022 ☆ 　西村 直正 　Ft2212-9009 　山内 健
　Ft1192-0009 　細越 健太 　Ft3222-0023 ☆ 　柏倉 透 　Ft2221-0001 　吉田 貴司
　Ft1201-0003 　戸津川 航平 　Ft3222-0024 　奈良 信高 　Ft3222-0001 　大坪 正二
　Ft1211-0010 　山口 裕司 　Ft3222-0025 　中村 功明 　Ft3222-0002 　沼澤 義直
　Ft1211-0011 　稲葉 大介 千葉  7名 　Ft3222-0003 ☆ 　土屋 勝裕
　Ft1221-0014 　渡邉 純 　Ft3222-0004 　草地 博樹
　Ft1221-0015 　森 朋宏 TEL：047-306-7780 　Ft3222-0005 ☆ 　関 健太
　Ft1221-0016 　阿部 駿介 　Ft1221-0004 　坂口 隆宏
　Ft1222-0003 　久保 司 　Ft1221-0005 　新津 龍朗 TEL：042-799-0992
　Ft1222-0004 　堀籠 雄一郎 　Ft1221-0006 　米満 拓哉 　Ft1221-0008 　青葉 弘
　Ft1222-0005 　小堀 雄士 　Ft2192-0027 　新井 政紀 　Ft2192-0009 　品川 貴
　Ft2182-0023 　佐野 司 　Ft2212-9013 　北村 浩之 　Ft2192-0010 　宮下 敏徳
　Ft2191-0008 　依田 友二郎 　Ft3222-0027 　高橋 秀和 　Ft2202-0005 　丹治 尊弘
　Ft2191-0009 　戸村 弘之 　Ft3222-0028 　浅野 雄太 　Ft2212-9006 　望月 慎一郎
　Ft2191-0010 　新井 克幸 東京  74名 　Ft3221-0004 　上原 竜太
　Ft2191-0011 　石川 博行
　Ft2191-0012 　石井 亨 TEL：03-3869-8214 検査課 TEL：03-5879-9630
　Ft2191-0013 　藤本 一広 　Ft1191-0010 　大竹 慎司 　Ft2192-0015 　佐々木 啓太
　Ft2191-0014 　上栗 和真 　Ft1201-0004 　梅津 眞琴 　Ft3222-0014 　浅見 吏希
　Ft2191-0015 　大熊 哲智 　Ft1211-0007 　加藤 聖人
　Ft2191-0016 　萩原 健太 　Ft1211-0008 　新井 大樹 TEL：03-5662-2777
　Ft2191-0017 　安藤 英治 　Ft1211-0015 　佐野 貴博 　Ft1211-0014 　吉田 広輝
　Ft2192-0017 　吉村 勇二 　Ft1211-0016 　志賀 政彦 　Ft1221-0013 　谷口 晋介
　Ft2192-0018 　佐久間 誠 　Ft1211-0017 　澤井 翔 　Ft1222-0006 　松崎 竜生
　Ft2192-0019 　木村 貴広 　Ft1221-0001 　近藤 力 　Ft2191-0007 　小高 昌也
　Ft2192-0020 　岡崎 吉男 　Ft1221-0017 　角 洋祐 　Ft2192-0007 　大原関 隆司
　Ft2192-0021 　間明 健祐 　Ft2192-0006 　高橋 浩太 　Ft2192-0008 　鈴木 勇太
　Ft2192-0022 　佐竹 宏 　Ft2192-0011 　馬嶋 伸幸 　Ft2201-0003 　内山 健治
　Ft2192-0024 　竹ノ内 健二 　Ft2192-0012 　仲野 悟司 　Ft2221-0002 　小林 浩
　Ft2192-0025 　齊藤 達典 　Ft2202-0001 　柴田 和樹 　Ft3221-0005 　中條 智也
　Ft2192-0026 　斎藤 泰一 　Ft2202-0003 　山﨑 真哉 　Ft3221-0009 　斉藤 孝
　Ft2201-0006 　前川 健児 　Ft2212-9004 　吉野 亮太 　Ft3221-0011 ☆ 　関町 智欣
　Ft2201-0007 　玉川 賢吉 　Ft2212-9015 　風間 俊一 　Ft3222-0010 　三浦 重行
　Ft2201-0008 　金内 真哉 　Ft2221-0012 　福士 加瑞磨 　Ft3222-0011 　御園生 幸之介
　Ft2201-0009 　田代 剛 　Ft2222-0003 　福田 朋宏 神奈川  23名
　Ft2201-0010 　川畑 武美 　Ft3221-0015 　地引 守夫
　Ft2201-0011 　野本 晴信 　Ft3221-0016 　鈴木 純一 技術営業部 TEL：044-812-1771
　Ft2201-0012 　古川 幸雄 　Ft3221-0025 　石引 皓也 　Ft1192-0002 　福満 久志
　Ft2201-0013 　鈴木 賢一 　Ft3222-0012 ☆ 　小田嶋 基裕 　Ft2221-0013 　日髙 巖
　Ft2201-0014 　須藤 祥行 　Ft3222-0026 　吉田 諒介
　Ft2201-0015 　小峰 和孝 TEL：044-366-5652
　Ft2201-0016 　島田 豊寛 TEL：03-5748-3911 　Ft1191-0006 　深谷 佳孝

◆株式会社複合材料研究所

◆有限会社インスペクション

◆有限会社京浜材料試験
◆有限会社晃邦商事

◆株式会社テストサービス

◆株式会社日東コンクリート技術事務所

◆三友エンジニヤリング株式会社

◆東京検査株式会社

◆株式会社クォリティ- ◆株式会社トラスト

◆鶴巻品質センター株式会社

◆関東技術サービス株式会社
◆有限会社システムコーポレーション

◆株式会社セイブ材料検査
◆城北建材試験株式会社

◆株式会社東京建材検査サービス
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フレッシュコンクリートの受入検査（Ｆｔ）
　Ft1191-0007 　蝶名林 智
　Ft1201-0005 　山内 孝行
　Ft1221-0002 　吉田 健
　Ft1221-0009 　松本 幸比古
　Ft2201-0005 　武田 美勝
　Ft2211-0001 　松岡 逸朗
　Ft2212-9001 　髙橋 理沙
　Ft2212-9002 　小宮 博和
　Ft2212-9003 　矢島 正弘
　Ft3221-0007 　藤崎 広吉
　Ft3221-0008 　柿原 哲哉
　Ft3222-0006 　二階堂 等
　Ft3222-0007 　蔦本 学

技術営業課 TEL：042-756-9874
　Ft1221-0011 　谷川 堅人
　Ft1221-0012 　春原 大輝

TEL：042-767-2388
　Ft2191-0018 　福田 雄樹
　Ft3221-0001 　中村 豪宏
　Ft3221-0003 　海老沢 優

TEL：045-642-8224
　Ft2202-0004 　鍬本 幸政
　Ft2222-0008 　矢作 将太

 10名
　Ft1192-0010 　鈴木 善之
　Ft1211-0005 　柴 信豪
　Ft1211-0009 　倉持 達史
　Ft1211-0013 　大久保 ジェームズ
　Ft1222-0007 　伊東 翔吾
　Ft2192-0014 　高橋 雄司
　Ft2201-0001 　尾崎 寛之
　Ft2202-0002 　島田 勇輝
　Ft3221-0017 　大芦 純也
　Ft3222-0009 　内海 雅也

 12名

◆株式会社横浜テスコン

勤務先名 非公開

勤務先名・登録者名 非公開

◆株式会社ブルーム

◆有限会社マテリアルリサーチ
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ＲＩ水分計によるフレッシュコンクリートの単位水量連続測定（ＦＡ）
神奈川  1名

TEL：045-642-8224
　FA2192-0001 　鍬本 幸政
大阪  9名

TEL：06-6868-3583
　FA6222-0001 ☆ 　内倉 隆司
　FA6222-0002 ☆ 　大屋 和弘

TEL：06-6331-6031
　FA1221-0001 　熊原 郷介
　FA2222-0002 　竹本 幸志郎
　FA2222-0003 　東福 博志
　FA2222-0004 　森 安弘
　FA3192-0001 　田代 彰吾
　FA5222-0001 ☆ 　大番 和樹

TEL：072-226-0505
　FA3202-0002 　奴井 優大
兵庫  1名

TEL：06-4868-8061
　FA4222-0001 　山名 幸一
奈良  1名

技術課 TEL：0743-78-1710
　FA3202-0001 　髙橋 良児

 1名

勤務先名・登録者名 非公開

◆株式会社横浜テスコン

◆株式会社大阪マルマ

◆ソイルアンドロックエンジニアリング株式会社

◆株式会社ピース

◆株式会社サンゼン

◆奈良生駒生コン株式会社

11



電子レンジを用いたフレッシュコンクリートの単位水量推定のためのモルタルの採取方法および質量減少試験（ＦＢ）
滋賀  1名 　FB1191-0002 　糸井 直人 TEL：0944-67-0510

　FB2211-9001 　立石 雄二 　FB2221-0002 　八隅 洋平
TEL：077-576-2251 　FB3211-0001 　奴井 優大 　FB3221-0003 　鶴 一孝

　FB2211-0002 　矢野 正勝 　FB3211-0006 　粂野 隆也 　FB3221-0004 　池田 暢弘
京都  2名 　FB3211-0007 　浜畑 尚志

　FB3221-0002 　東 翔太
TEL：075-612-0096 　FB4201-0004 　中塚 哲夫

　FB2211-9002 　金村 昌省  2名
TEL：072-961-7257 　FB3201-0003 　荒川 友紀

製造課 TEL：0774-22-6800 　FB4212-9008 　勝又 祥光 　FB4212-9007 　西牟田 正仁
　FB1221-0005 　松本 英之
大阪  34名 試験課 TEL：06-6152-8833

　FB4212-9009 　小西 広朗
TEL：06-6783-8886  5名

　FB4191-0005 　上田 浩爾 大阪支店 TEL：06-6361-0707
　FB4212-9002 　上田 昌輝 　FB2221-0003 　坂口 浩士

　FB4191-0004 　近石 政邦
吹田工場 TEL：06-6339-3663 兵庫  27名
　FB4221-0007 　池田 秀一

技術課 TEL：06-6419-7704
TEL：072-275-1100 　FB2211-0005 　中村 洋

　FB3191-0001 　遠藤 信悟 　FB4221-0003 　山本 浩平
　FB4222-0004 　下坂 秀男

TEL：072-835-9999
　FB4221-0004 　高山 達雄 TEL：0791-22-3381

　FB1221-0004 　山本 大介
技術課 TEL：06-6328-6992
　FB2221-0001 　尾西 卓也 TEL：06-4868-8061

　FB4192-0006 　山名 幸一
TEL：06-6868-3583

　FB4191-0001 　大屋 和弘 TEL：079-239-5611
　FB4191-0002 　内倉 隆司 　FB3191-0004 　小西 義人

TEL：06-6475-3400 TEL：0790-42-0275
　FB4201-0003 　杉本 勝幸 　FB3201-0004 　川口 純一

港工場 TEL：06-6575-1414 TEL：06-6481-5299
　FB3191-0005 　安田 慎吾 　FB1201-0001 　堀川 公輔
　FB4221-0005 　石原 宏史 　FB1201-0002 　川本 健太郎
　FB4221-0008 　淺野 智也 　FB1211-0002 　小野 智洋

　FB1211-0003 　高岡 直朗
TEL：072-920-3288 　FB1221-0001 　大谷 大志

　FB4221-0006 　石村 祐也 　FB1221-0002 　福山 寿巳
　FB1221-0003 　藤本 真治

TEL：0721-93-6768 　FB2211-0003 　福島 昇
　FB3201-0005 　植田 満 　FB2211-0004 　松本 吉央

　FB3201-0002 　中村 徹
試験課 TEL：06-6340-6564 　FB3211-0002 　越智 則光
　FB4212-9005 　中川 貴司 　FB3211-0003 　山名 夏輝

　FB3211-0004 　山本 吉雄
TEL：06-6684-3939 　FB4192-0002 　下屋 光樹

　FB4192-0005 　西矢 晋吾 　FB4201-0005 　田中 徳幸
　FB4212-9003 　北出 雅一

TEL：072-622-5223 　FB4212-9004 　稲垣 真輝
　FB4212-9001 　張 靖史 　FB4221-0002 　田場 昭宏

　FB4222-0002 　深川 正博
TEL：072-763-3071 　FB4222-0003 　垣瀬 幸一

　FB3221-0001 　山竹 幸治 奈良  1名

TEL：06-6779-3191 技術課 TEL：0743-78-1710
　FB2201-0002 　西角 和馬 　FB3211-0005 　髙橋 良児
　FB4192-0004 　北山 知之 広島  1名

関西支店 TEL：06-6125-1700 TEL：080-3130-4394
　FB4201-0001 　熊澤 秀樹 　FB2211-0001 　下山 宏志

山口  2名
TEL：072-361-1158

　FB4212-9006 　西牟田 義信 工事部 TEL：083-234-3416
　FB1211-0001 　小谷 豊

TEL：072-254-2041 　FB1221-0006 　福重 晃平
　FB4222-0001 　 城 義久 福岡  3名

TEL：072-226-0505 TEL：092-943-6480
◆株式会社ピース ◆株式会社ティア福岡

◆株式会社高速産業

◆有限会社さくら生コン

◆株式会社澤田商店

◆谷畑産業株式会社

◆株式会社大和商会 ◆奈良生駒生コン株式会社

◆ティーシートレーディング株式会社 ◆Ｓｈｉｍｏ－ｔｅｃ

◆西牟田商事
◆関門港湾建設株式会社

◆株式会社阪南大阪生コン

◆株式会社ＫＲＵ

◆有限会社大久保建材生コン
◆株式会社金海興業

◆大阪アサノコンクリート株式会社
◆株式会社サンゼン

◆株式会社大阪マルマ
◆姫路菱光コンクリート株式会社

◆株式会社オーテック ◆双葉生コン株式会社

◆株式会社関西宇部 ◆株式会社松本商事

◆関西コンクリート試験センター株式会社

◆株式会社戎生コン

◆株式会社矢野商会

◆有限会社京央
勤務先名 非公開

◆有限会社三原コンクリート工業
◆株式会社サンケー生コン

◆ムラタ生コン株式会社

勤務先名・登録者名 非公開◆有限会社上田商店
◆矢部コーポレーション株式会社

◆株式会社江坂資材

◆株式会社天城建材センター
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コンクリートの反発度の測定（ＨＡ）
青森  2名 　HA3192-0002 　横道 宏明 　HA5212-9001 　深井 公

建築・土木グループ TEL：0175-73-0379 TEL：075-501-6839 TEL：06-6693-0857
　HA3212-9003 　泉谷 裕人 　HA1222-0010 　日比野 敏弘 　HA4192-0005 　筑摩 壮博
　HA3212-9004 　沼尾 洋明
群馬  2名 TEL：075-682-0506 関西支店 TEL：06-6125-1700

　HA1192-0007 　星山 正和 　HA2222-0001 　熊澤 秀樹
TEL：027-387-2560

　HA3222-0003 　江原 学 技術部 TEL：075-748-8983 TEL：06-6191-1321
　HA1222-0001 　川島 彬 　HA2212-9001 　川﨑 大司

TEL：027-236-0111
　HA3222-0005 　倉賀野 知宏 TEL：075-593-5432 非破壊検査部 TEL：072-621-4164
埼玉  3名 　HA6222-0003 　中本 博 　HA1192-0008 　藤原 弘邦

工事材料試験所 住宅基礎課 TEL：048-858-2791 TEL：075-982-2678 技術営業部 TEL：06-6180-3526
　HA3222-0004 　齋藤 邦吉 　HA3192-0001 　村上 直樹 　HA1211-0003 　宮﨑 隼人

　HA1211-0004 　原口 伸矢
TEL：0480-31-8411 TEL：075-591-1919 　HA1211-0005 　松元 伸明

　HA4221-0002 　成田 孝満 　HA3192-0004 　平手 克治 　HA2212-9003 　北脇 洋平
大阪  38名

TEL：048-966-6218 建築確認評定センタ－ 建築確認検査課 TEL：06-6966-7565
　HA4221-0001 　中村 城治 技術部 TEL：072-250-5602 　HA1192-0004 　久保田 瑠美
東京  2名 　HA2192-0002 　清岡 裕平

　HA3212-9001 　高山 和之 TEL：072-254-2041
TEL：03-5445-2080 　HA1222-0002 　平嶋 将伍

　HA4201-0005 　澤口 啓希 TEL：072-872-4934
　HA1221-0001 　白丸 翔平 TEL：072-931-3113

TEL：03-3619-1711 　HA1221-0005 　藤内 健司 　HA1211-0007 　粂川 大勇
　HA6221-0008 ☆ 　大関 正洋 　HA1221-0006 　巽 達也
神奈川  6名 TEL：072-226-0505

TEL：06-6382-0340 　HA1222-0006 　立石 雄二
TEL：045-548-5728 　HA1211-0002 　高野 明人 　HA2222-0004 　奴井 優大

　HA4201-0001 　若林 学
TEL：06-6783-8886 TEL：0721-33-3338

TEL：0465-34-5619 　HA6221-0004 ☆ 　上田 浩爾 　HA1192-0002 　米田 智弥
　HA1211-0008 　尾﨑 勇介 兵庫  14名
　HA5201-0001 　尾﨑 和 吹田工場 TEL：06-6339-3663

　HA4192-0007 　池田 秀一 試験課 TEL：06-6489-3801
構造物調査チーム TEL：045-225-8610 　HA5212-9002 　佐藤 誠 　HA4192-0006 　野口 勝弘
　HA4201-0004 　磯合 正嗣

門真生コン 技術部 TEL：072-886-0002 TEL：06-4868-8061
品質保証部 TEL：044-766-8854 　HA4212-9005 　宮本 勇 　HA3212-9002 　山名 幸一
　HA3201-0002 　宮﨑 慈也 　HA4192-0003 　中村 瑞士

TEL：06-6475-3400 　HA6221-0001 　中村 栄文
TEL：045-590-0780 　HA1221-0002 　鴨井 康成

　HA4201-0003 　加賀美 勝博 　HA1221-0003 　水谷 皆仁 TEL：079-266-3666
愛知  2名 　HA1222-0007 　福岡 涼平 　HA6221-0002 　中野 秀樹

　HA1222-0009 　田中 太基 　HA6221-0003 　高井 成基
TEL：0568-82-3500 　HA2222-0003 　堂下 航

　HA1222-0003 　吉田 光太 TEL：079-232-0499
TEL：072-920-3288 　HA1192-0006 　浦上 天志

検査センター TEL：052-719-0607 　HA6222-0002 ☆ 　長野 秀樹
　HA3222-0002 　小林 峰樹 TEL：0798-22-7701
三重  2名 TEL：06-6575-9697 　HA4222-0001 　博田 昌孝

　HA4212-9003 　原 圭佑
TEL：0595-21-0988 TEL：06-6481-5299

　HA4192-0002 　川岡 孝督 TEL：072-193-4127 　HA3192-0007 　北出 雅一
　HA6222-0001 ☆ 　高橋 司 　HA4212-9006 　中村 徹

TEL：0594-77-0822 　HA6221-0006 　釘嶋 秀樹
　HA2222-0005 　川瀬 好彦 技術部 TEL：06-6367-2122
滋賀  2名 　HA6222-0006 　髙木 譲二 TEL：072-780-3330

　HA4192-0001 　早川 雄一
TEL：0748-55-5852 TEL：072-622-5223

　HA5222-0001 　山田 勇人 　HA1222-0008 　張 靖史 TEL：06-6426-1133
　HA6221-0005 　芝原 誠

TEL：077-576-2251 TEL：06-6453-5388 　HA6221-0007 　池川 睦彦
　HA2212-9002 　佐野 信悟 　HA6222-0004 ☆ 　濵﨑 雅弘 奈良  1名
京都  8名

TEL：06-6354-9730 技術課 TEL：0743-78-1710
TEL：075-572-2190 　HA6222-0005 ☆ 　森 政伸 　HA3192-0005 　髙橋 良児

　HA4212-9001 　池田 忠安基 和歌山  2名
TEL：06-6440-3430

調査部 TEL：075-963-5221 　HA4212-9004 　堀 一夫 TEL：0735-42-1637

◆株式会社ＪＩC ◆奈良生駒生コン株式会社
◆アイテック株式会社

◆積水ハウス株式会社
◆株式会社ＨＹエンジニアリング ◆株式会社仲建設

◆株式会社ライフコンクリート工業

◆株式会社コンテック ◆株式会社澤田商店
◆株式会社リーベスト

◆株式会社矢野商会 ◆三協エンジニアリング株式会社

◆株式会社ＣＯＲＥ技術研究所

◆有限会社柴田商店

◆中部コンクリート検査株式会社
◆株式会社ヒメコン

◆関西コンクリート試験センター株式会社
◆株式会社ナチュレカード

◆株式会社博田商店
◆株式会社関西テクノトラスト

◆株式会社大栄工業 ◆株式会社松本商事
◆旭光コンクリート工業株式会社

◆株式会社ダイワ

◆株式会社シンワ検査

◆株式会社縁

◆有限会社上田商店 ◆フィルリック株式会社
◆株式会社尾崎測量機

◆株式会社江坂資材
◆今津生コン株式会社

◆株式会社川久保企画JRCチーム

◆有限会社大久保建材生コン ◆株式会社サンゼン
◆株式会社京浜商会

◆株式会社オーテック

◆インテックナレッジマネジメント株式会社

◆株式会社ＤＳＫ ◆有限会社丸重屋

◆藤田建材工業株式会社 ◆一般財団法人日本建築総合試験所
◆株式会社アイ・イー・エル

◆株式会社阪南大阪生コン
◆川崎地質株式会社

◆株式会社アグレック
◆有限会社ビコウエンジニアリング

◆三洋試験機工業株式会社

◆株式会社ピース

◆一般財団法人建材試験センター ◆ナニワ商事株式会社 ◆内外エンジニアリング株式会社

◆株式会社ジェイテック ◆株式会社栄和資材 ◆株式会社チクマテック

◆株式会社大和商事 ◆ティーシートレーディング株式会社

◆有限会社江原建設
◆株式会社テクセル ◆株式会社ディ・アール

◆株式会社グンケン
◆中本構造設計 ◆株式会社トラスト
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コンクリートの反発度の測定（ＨＡ）
　HA4192-0008 　小籔 愛朗

TEL：0739-22-2648
　HA4212-9007 　寺岡 修作
徳島  3名

調査部 コンクリート試験課 TEL：088-632-0111
　HA1222-0004 　宮田 剛吏
　HA1222-0005 　井上 慎平
　HA3222-0001 　以西 喜照
福岡  4名

TEL：092-943-6480
TEL：0944-67-0510

　HA1192-0005 　吉川 正
　HA1211-0006 　鶴 一孝
　HA2222-0002 　藤丸 裕義
　HA4212-9008 　池田 暢弘
鹿児島  1名

TEL：099-471-2188
　HA2172-0005 　溝口 鉄二郎

 4名
　HA2192-0001 　雪本 尚史
　HA4192-0004 　作本 克己
　HA4212-9002 　浅野 茂幸
　HA5192-0001 　日高 淳

 7名

勤務先名・登録者名 非公開

◆株式会社丸山組

◆株式会社環境防災

◆株式会社ティア福岡

◆有限会社ティア鹿児島

勤務先名 非公開
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電磁誘導法によるコンクリート中の鉄筋のかぶり厚さ測定（HB)
北海道  4名

TEL：06-6767-8941
TEL：011-520-2711 　HB4221-0006 　森脇 祥一

　HB3221-0007 　門傳 明大
　HB4221-0012 　氷見 敦 TEL：06-6191-1321

　HB3221-0005 　浅井 英孝
TEL：011-785-6180

　HB4221-0014 　谷中 亮文 TEL：072-931-3113
　HB3191-0004 　薄雲 伸二

TEL：011-788-1000 兵庫  12名
　HB4221-0013 　松田 創
埼玉  2名 検査部 TEL：06-6487-2307

　HB3191-0003 　野中 寿
TEL：0480-31-8411

　HB4221-0009 　成田 孝満 TEL：06-4868-8061
　HB1191-0001 　中村 志美

TEL：048-952-5401 　HB1191-0002 　中村 瑞士
　HB4221-0008 　吉村 勇二 　HB3191-0001 　中村 栄文
東京  2名

TEL：06-6481-0873
東京本店　 TEL：03-3265-4687 　HB3201-0002 　岡田 知也
　HB4221-0011 　田村 徳隆

TEL：06-6481-5299
TEL：03-5662-2777 　HB1211-0001 　越智 一貴

　HB4221-0007 　石倉 史一 　HB4221-0003 　中村 徹
神奈川  1名 　HB4221-0004 　釘嶋 秀樹

　HB4221-0005 　北出 雅一
TEL：045-642-8224

　HB2191-0004 　鍬本 幸政 TEL：06-6426-1133
富山  1名 　HB1221-0001 　山田 純也

　HB1221-0002 　山崎 優
TEL：076-438-0808 　HB3201-0003 　西田 健二

　HB3191-0008 　田口 勝巳
福井  1名

TEL：0776-63-5010  3名
　HB3191-0006 　杉本 秀郎 　HB3221-0001 　小野田 寛
京都  8名 　HB3221-0004 　浅野 茂幸

　HB4221-0010 　大北 雄平
TEL：075-572-2190

　HB2191-0002 　池田 忠安基

TEL：075-241-2231  2名
　HB1201-0001 　山岡 隆久
　HB1201-0002 　小泉 紀超
　HB1211-0003 　和中 良道
　HB2191-0001 　髙岡 真一郎
　HB3201-0001 　広野 完児

TEL：075-211-0302
　HB3191-0005 　小川 克也

技術部 TEL：075-748-8983
　HB1211-0002 　新保 仁士
大阪  11名

技術部 TEL：072-250-5602
　HB3221-0002 　東山 明生
　HB3221-0003 　高山 和之
　HB3221-0006 　東山 直樹

TEL：06-6868-3583
　HB1191-0004 　藤原 喜基

TEL：06-6475-3400
　HB1201-0003 　堂下 航
　HB1221-0003 　雪本 尚史

TEL：06-6944-3493
　HB4221-0001 　池 俊介
　HB4221-0002 　加治屋 雄三

◆株式会社大阪マルマ

◆株式会社オーテック

◆株式会社建調テクノ

◆株式会社構造総研

◆アイテック株式会社

勤務先名・登録者名 非公開◆株式会社かねわ工務店

◆ティエヌテック株式会社

◆株式会社テクセル

◆株式会社アイ・イー・エル

◆木村化工機株式会社

◆ＡＣ構造検査株式会社

◆株式会社サンゼン
◆株式会社ＤＳＫ

◆株式会社日東コンクリート技術事務所

◆株式会社JCE

◆株式会社アイペック

勤務先名 非公開

◆有限会社アックス

◆株式会社ディ・アール

◆有限会社ビコウエンジニアリング
◆アンカー建設株式会社

◆札幌インスペクション株式会社

◆株式会社ナカノフドー建設

◆株式会社松本商事
◆株式会社複合材料研究所

◆株式会社リーベスト
◆株式会社横浜テスコン
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