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ボス試験取扱事業者名簿

No

1

ボス試験品質管理グループ

地 域
北海道

事 業 所 名

所

営 業 地 域

備

在

地

ＴＥＬ

考

ＦＡＸ

北海道
北海道
北海道
北海道

（株）イノベックス

北海道札幌市東区北３３条東10-5-11

011-753-1590

北海道全域

http://www.innovex.co.jp/blog/

011-753-1591

（株）イーエス総合研究所

北海道札幌市東区中沼西五条1-8-1

011-791-1651

北海道全域

http://www.es-souken.co.jp

011-791-5241

（株）イーエス総合研究所 道北支店

北海道深川市音江町2-12-16

0164-26-3222

北海道全域

http://www.es-souken.co.jp

0164-26-3223

（株）イーエス総合研究所 函館支店

北海道北斗市開発209-21

0138-77-7131

北海道全域

http://www.es-souken.co.jp

0138-77-7126

北海道
北海道
北海道

（株）イーエス総合研究所 苫小牧支店 北海道苫小牧市沼ﾉ端920-95

0144-52-5501

北海道全域

http://www.es-souken.co.jp

0144-52-5505

（株）イーエス総合研究所 帯広支店

北海道河東郡音更町木野大通東14

0155-31-8933

北海道全域

http://www.es-souken.co.jp

0155-31-8593

（株）イーエス総合研究所 帯広支店

北海道札幌市東区中沼西５条1-8-1

011-791-1651

北海道

http://www.es-souken.co.jp

011-791-5241

エスエスコンサル（株）

北海道足寄郡足寄町南６条4-62

0156-25-5767

北海道

足寄町
（株）オーヤック

0156-25-5041
北海道札幌市豊平区豊平1条1-2-32

北海道

北海道
加藤建設（株）

豊平ビル202

011-837-0893
011-837-0895

北海道中川郡幕別町忠類白金町200

北海道

十勝管内

01558-8-2011
01558-8-2642

北海道

北王コンサルタント（株）

北海道帯広市西７条北1-11

0155-26-3775

北海道 道東地区

http://www.netbeet.ne.jp/-hokuo

0155-22-5961

（有）釧路工業検査センター

北海道釧路市新野24-1081

0154-57-7888

北海道

北海道（近郊地区）

0154-57-6333

北海道

（株）コンストラクションサポート

北海道旭川市大雪通8-508

0166-27-0789

日本一円

http://www.consport.co.jp

0166-26-3239

青函生コンクリート工業（株）

北海道函館市昭和2-27-26

0138-43-5511

北海道

渡島、桧山地区（道南）
（株）ニューアクシス 旭川支店

0138-42-2415
北海道旭川市東鷹栖東３条4-2163

北海道

北海道

0166-57-5665
0166-57-9953

北海道

（株）ビューテック

北海道旭川市永山町7-3

0166-48-7280

北海道全域

http://www.veu.jp

0166-48-7282

北海アサノコンクリート(株)

北海道士別市南町東４区473-34

0165-23-5181

北海道

0165-22-0866
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ボス試験取扱事業者名簿

No

2

ボス試験品質管理グループ

地 域
北海道

事 業 所 名

所

営 業 地 域

備

みぞぐち事業（株）

在

地

ＴＥＬ

考

ＦＡＸ

北海道函館市浅野町5-3

北海道

北海道

0138-45-0810
0138-45-0933

北東北
北東北
北東北
北東北

（株）メンテナンス・ネットワーク

北海道札幌市白石区東札幌二条5-1-25 リサーチビル3Ｆ

011-816-7888

北海道

http://www.mntnet.co.jp

011-818-3886

（株）キタコン

青森県弘前市大字宮川1-1-1

0172-34-1758

東北エリア

http://www.kitacon.co.jp/

0172-36-3375

(株)コサカ技研

青森県八戸市長苗代字上碇56-2

0178-27-7104

東北地方

http://www.kosakagiken.co.jp

0178-27-3446

（株）シムラ

岩手県奥州市胆沢区小山字東油地23

0197-47-1618

岩手県内

www.shimura-geo.co.jp/access.html

0197-47-1619

（有）ソッキサービス

秋田県北秋田市七日市字前田41-1

0186-60-2115

北東北

秋田県全域

0186-60-2116

北東北

（株）東開技術

岩手県奥州市水沢区高網33

0197-24-1311

岩手・宮城北部

http://www.toukai1311.co.jp

0197-22-2509

（株）土木管理総合試験所

秋田県秋田市金足追分海老穴197-1

018-874-7508

北東北

秋田県、岩手県
日鉄環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）釜石試験分析セ
ンター

018-873-8054

北東北

岩手県釜石市鈴子町23-15

0193-22-8034

岩手県＆岩手県近県

http://www.nske.co.jp

0193-22-5650

（株）ニッコーケン

青森県八戸市石堂1-27-15

0178-28-0730

北東北

青森県・岩手県・秋田県
穂積建設工業（株）

0178-21-1345
青森県八戸市売市3-2-16

北東北

青森県
（株）舛沢興業

0178-45-0160
青森県十和田市西三番町21-10

南 東北

青森県内
（有）アドワーク

0178-22-1122

0176-23-0307
0176-23-0066

福島県本宮市本宮字小幡63-7

南 東北

福島県・他県外

0243-63-2433
0243-34-5081

南 東北

（有）今井商事

宮城県登米市豊里町浦軒1-6

0225-76-2914

東北一円

http://imai-shoji.jp/

0225-76-2943

京浜検査工業(株) 山形支店

山形県南陽市若狭郷屋253-2

0238-43-8100

南 東北

東北地方

0238-43-8108

南 東北

(株)建設技術センター

宮城県仙台市若林区伊在字前通25-1

022-287-4011

東北地方

http://www.k2.dion.ne.jp/~c.t.c/

022-287-4010

(株)ＣＲＥテクノ

山形県村山市大字大久保乙77-5

0237-54-2710

東北全県

0237-54-3658
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ボス試験品質管理グループ

地 域
南 東北

事 業 所 名

所

営 業 地 域

備

（有）仙台エンジニアリング

在

地

ＴＥＬ

考

ＦＡＸ

宮城県多賀城市丸山1-6-8

南 東北

主に東北６県

022-366-7527
022-366-7527

Ｔ＆日本メンテ開発（株）

山形県酒田市木川字東中道29-8

南 東北

山形県、宮城県

0234-93-2139
0234-93-2372

東北検査（株）

宮城県仙台市青葉区片平1-1-3

南 東北

宮城・岩手・福島・山形

022-216-8608
022-216-8607

南 東北

(株)福建コンサルタント

福島県南相馬市原町日の出町528

0244-24-1311

福島圏内・東北

http://www.bb.soma.or.jp/~fukken/

0244-24-4985

（財）ふくしま市町村建設支援機構 試験審
福島県郡山市富田町字登戸13-1
査所

024-934-8700

南 東北
関東
関東

福島県内

http://www.fctc.or.jp/

024-991-1203

(株)ホクト

宮城県仙台市青葉区吉成3-16-2-1

022-277-4381

東北・関東一円

http://www.hokuto-sendai.co.jp

022-277-4391

(株)アミック

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5-11-8

045-510-4317

全国

http://www.amic-pro.co.jp

045-510-4318

大宮生コン(株) 栗橋工場

埼玉県北葛飾郡栗橋町東6-18-36

0480-52-0725

埼玉県・久喜市・幸手市・栗橋町周辺

0480-52-0092

関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東

(株)関東エンジニアリングサービス

茨城県水戸市大塚町字大塚1284-1

029-252-8870

茨城・栃木・福島・埼玉・千葉県域

http://www4.ocn.ne.jp/~keskensa/

029-253-5946

関東技術サービス（株）

埼玉県南埼玉郡白岡町篠津1308

0480-37-7002

関東

http://www.kanto-ts.co.jp

0480-37-7004

（株）基礎技術コンサルタント

山梨県甲斐市西八幡3637-2

055-244-3657

山梨県全域、長野県全域

http://kisogijyutu.com/

055-244-3658

（株）クォリティー

東京都江戸川区臨海町6-3-9

03-3869-8214

関東一円

http://www.q-c.jp

03-3869-8314

（公財）群馬県建設技術センター

群馬県前橋市大渡町1-10-7

027-251-6891

群馬

http://www.gunma-kengi.or.jp/

027-251-7484

東京都北区東田端2-12-13 ケミカル第一ビル

03-5855-7260

関東・（東北・北海道）

http://www.chemical.co.jp

03-5855-7262

（株）ＫＳＫ

茨城県取手市新町1-4-5 新町第3ﾋﾞﾙ2-A

0297-70-5961

日本全国（ただし、旅費・宿泊費は別途）

http://www.K-S-K.co.jp

0297-70-5969

（財）建材試験センター 三鷹試験室

東京都三鷹市下連雀8-4-11

0422-46-7524

関東

http://www.jtccm.or.jp/

0422-46-7387

京成建設（株）

千葉県船橋市宮本4-17-3

047-435-6340

千葉県・東京都城東地区・茨城県県南地区

http://www.keisei-const.co.jp

047-435-6337

（株）ケミカル工事

東京支店
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地 域

事 業 所 名

所

営 業 地 域

備

在

地

ＴＥＬ

考

ＦＡＸ

関東
関東
関東

（社）建築研究振興協会 八王子試験所 東京都八王子市石川町2683-12

042-645-7275

全国

http://www.kksk.or.jp

042-644-8465

（社）建築研究振興協会 戸田試験所

埼玉県戸田市新曽2213

048-420-5077

全国

http://www.kksk.or.jp

048-420-5066

計測技研（株）

東京都港区浜松町2-6-12

03-5408-1915

関東
関東

コンクリートエンジニアリング（株）

03-5408-1913
神奈川県相模原市橋本台3-6-7

関東・中部・東北
関東

（有）晃邦商事

042-700-1811
042-700-1818

東京都大田区仲池上2-19-16

関東（東京・神奈川・千葉・埼玉）

03-5748-3911
03-5748-3913

関東
関東

（株）core技術研究所

東京都千代田区東神田2-8-3HGCﾋﾞﾙ2F

03-5825-9166

関東・関西

http://www.coreit.co.jp

03-5825-9170

（株）材料検査センター

東京都江東区枝川1-15-9-504

03-5941-6620

関東
関東

三友エンジニアリング（株）

03-5941-6621
千葉県市川市塩浜2-1-3

東京・千葉・埼玉の一部

047-306-7780
047-306-7788

関東
関東

(株)シンワ検査

神奈川県横浜市都築区早渕1-22-15

045-590-0780

横浜本社・静岡営業所・関西営業所

http://www.shinwa-kensa.co.jp

045-590-0781

ＪＲＣサービス（株）

神奈川県横浜市神奈川区白楽1-3白楽ﾋﾞﾙ

045-433-8000

神奈川県近郊

045-433-8080

関東
関東
関東

常総開発工業（株）

茨城県神栖市賀2108-8

0299-92-3875

茨城県内その他

http://www.josokk.co.jp/

0299-92-5505

島田建設工業（株）

埼玉県川口市大字道合305

048-285-1891

埼玉県

http://www.shimada-kk.com

048-283-7871

（有）須藤技研

神奈川県茅ヶ崎市幸町18-13

0467-88-0287

神奈川（関東）
関東

大昭建設（株）

0467-88-0287
山梨県南巨摩郡早川町雨畑2281

山梨県

0556-45-2000
0556-45-2281

関東
関東

鶴巻品質センター（株）

東京都新宿区早稲田鶴巻町565

03-3203-8403

全国

http://www.tqcco.com/

03-6380-2404

（有）テーエスコンサルタンツ

東京都江東区南砂1-25-3

03-3648-5391

関東

03-3648-5394

関東

(株)ＤＳＫ

埼玉県春日部市樋堀372-1

048-755-7040

埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

http://www.kk-dsk.com

048-755-7044
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ボス試験取扱事業者名簿

No
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ボス試験品質管理グループ

地 域

事 業 所 名

所

営 業 地 域

備

関東

（株）テクニカルワークス

在

地

ＴＥＬ

考

ＦＡＸ

茨城県水戸市見和1-470-26

関東甲信靜・東北南部

029-254-8002
029-254-8099

関東
関東

(株)てすとぴあ

茨城県守谷市御所ｹ丘5-25-25

0297-20-6868

茨城・東京・千葉・栃木・福島

http://catv.joso.wakwak.com/~testpia/

0297-20-6869

（株）東京建材検査サービス

埼玉県八潮市浮塚899

048-999-0501

東京・埼玉・千葉 近郊
関東

(株)東洋計測リサーチ

048-999-0502
茨城県つくば市遠東904-1

関東地方
関東

（株）土木管理総合試験所

029-848-1096
埼玉県三郷市早稲田6-32-3

埼玉・東京
関東

（株）土木管理総合試験所 神奈川営業所

029-848-0065

048-969-4091
048-969-4092

神奈川県座間市相武台1-6079

関東一円

046-244-3050
046-244-3051

関東
関東
関東

（株）日鐵テクノリサーチ

神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP A101

044-814-3464

全国

http://www.nstr.co.jp

044-814-3467

（財）日本品質保証機構 関東機械試験所

東京都品川区東大井1-8-12

03-3474-2525

関東地区全域 他東北・北海道

http://www.jqa.jp

03-3474-3021

(株)日東コンクリート技術事務所

埼玉県三郷市谷口221

048-952-5401

関東地方

http://www.nittou-con.co.jp/

048-952-2260

関東
関東
関東
関東

日本データーサービス(株) 東京事務所 東京都港区芝浦1-7-14 岡家寿ビル

03-3452-0162

神奈川県・山梨県・東京都・千葉県

http://www.ndsinc.co.jp

03-3452-0160

（株）八洋コンサルタント

神奈川県茅ヶ崎市萩園2722

0467-87-3451

関東・（中部・東北）

http://www.hachiyo.co.jp

0467-57-0618

（株）複合材料研究所

東京都江戸川区東小松川4-46-1

03-5662-2777

関東

http://fukugo.co.jp

03-5662-2950

（有）宮崎設備工業所

埼玉県比企郡吉見町大字本沢19-2

0493-54-2158

埼玉

0493-54-1318

関東
信越
信越
信越

リック(株)

東京都大田区大森西1-19-1

03-5762-2058

東北・関東・北陸・中部

http://www.ri-k.co.jp

03-3762-5190

(株)オリエントエンジニアリングサービス

長野県上田市下丸子295-6

0268-43-1139

長野県・群馬県・山梨県・新潟県

http://orient-es.wda.jp/

0268-43-1141

（株）グラフィック

長野県松本市井川城3-3-8-5

0263-25-7668

長野・東京・神奈川・静岡・愛知・大阪

http://www.gpc.co.jp

0263-25-8767

(株)コンクリート診断

新潟県新潟市東区南柴竹1-2-14

025-286-6612

新潟県および近県

http://www.k3.dion.ne.jp/~khk

025-286-8026

更新日 2015年12月24日
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所
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備

在

地

ＴＥＬ

考

ＦＡＸ

信越
信越

(株)ダイアテック

新潟県新潟市中央区西堀通２番町778

025-222-3288

新潟県及び隣接県

http://diatec.fgrnet.com/

025-227-3522

(株)地域計画センター

長野県長野市北長池1924-2

026-259-0039

http://www.cpc-notice.co.jp

026-259-0134

（株）土木管理総合試験所

長野県長野市篠ﾉ井御幣川877-1

026-299-8544

本州全域

http://www.dksiken.co.jp/

026-293-5609

（株）土木管理総合試験所

長野県千曲市雨宮2347-3

026-299-8544

東北地方・関東地方・北陸地方・中部地
方・東海地方

信越
信越

長野県

026-293-5609

信越
信越
信越
北陸
北陸
北陸

（財）新潟県建設技術センター

新潟県西区山田2522-18

025-267-4804

新潟県全域

http://www.niigata-ctc.or.jp

025-267-4854

(株)プロダクト技研

新潟県新潟市江南区曙町2-8-19

025-383-0121

全国

http://www.progi.co.jp/

025-383-0122

（株）ワイズ

長野県長野市三輪1-8-14

026-266-0710

長野県

http://www.wise.co.jp

026-266-0845

（株）アイペック

富山県富山市上野新町5-4

076-438-0808

北陸・中部・関東

http://www.ipec-com.jp/

076-438-0833

石川県生コンクリート工業組合

石川県鳳珠郡穴水町字川島ツ44-5

0768-52-3108

石川県

http://www4.ocn.ne.jp/~isinama/

0768-52-3260

ＡＣ構造検査（株）

福井県福井市丸山1-1117

0776-63-5010

北陸地方・中部地方・関西地方
北陸

中央測量設計（株）

0776-63-5011
福井県福井市和田2-1205

福井県

0776-22-8482
0776-22-5257

北陸
北陸
北陸
中部

富山検査（株）

富山県富山市上野新町5-4

076-438-0808

北信越

http://www.tomiken.co.jp

076-438-0833

北陸非破壊検査(株)

福井県福井市定正町610-2

0776-56-1880

北陸・東海・甲信越・関西

http://www.h-hihakai.jp

0776-56-1849

（有）ユーティ

福井県坂井市春江町江留上新町3 ﾎｰﾌﾟﾃﾗｽJ

0776-51-7337

北陸・中部

http://wwwll.ocn.ne.jp/~ututut/

0776-51-7338

（株）愛建総合設計研究所

愛知県刈谷市小垣江町亥新田20-2

0566-22-6400

愛知・岐阜・三重・静岡

0566-22-6449

中部
中部

（株）市川工務店 技術調査部調査課

岐阜県岐阜市寺田1-126-1

058-251-7092

岐阜県

http://www.ic-group.co.jp/

058-254-1894

（有）エムシー計測

三重県桑名市枇杷島台21-2

0594-33-6450

三重・愛知・岐阜

0594-33-6455

更新日 2015年12月24日
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所
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備

在

地

ＴＥＬ

考

ＦＡＸ

中部
中部
中部

近畿測量（株） 名古屋営業所

愛知県名古屋市名東区大針2-237KOTOBUKIﾏﾝｼｮﾝ105

052-709-7238

東海・北陸

http://www/kinsoku.com

052-709-7239

愛知県清須市西枇杷島宮前1-1

052-509-0780

中部・（東海・北陸）

http://www.chemical.co.jp

052-509-0781

ゴトウエンジニアリング

静岡県浜松市西区篠原町1968

053-489-6375

（株）ケミカル工事

名古屋支店

中部（静岡、愛知、三重、岐阜）
中部

静岡県コンクリート技術センター

053-489-6376
静岡県浜松市東区薬師町346

静岡県他

053-422-1500
053-421-3140

中部
中部

有限会社ソクテック

愛知県春日井市篠木町6-2494-1

0568-85-5201

中部

http://www.soctec.co.jp

0568-85-5202

大一非破壊検査（株）

岐阜県山県市富永288

0581-52-1011

岐阜県・滋賀県・長野県

http://www2.ocn.ne.jp/~daiichi/index.html

0581-52-1410

中部

(株)中研コンサルタント 名古屋技術センタ
愛知県北名古屋市鹿田坂巻28
ー

0568-24-6760

中部
中部
中部
中部

中部地方

http://www.chuken.co.jp/

0568-24-6761

中日非破壊検査（株）

愛知県名古屋市北区辻町薬師浦1402-17

052-915-0426

東海圏

http://www.chunichihakai.co.jp

052-916-4884

（株）ティーネットジャパン

愛知県名古屋市中川区高畑2-317

052-365-2177

中部地方整備局管内全域

http://ns1.tn-japan.co.jp/nagoya

052-363-1711

東海興業（株）

愛知県豊橋市草間町字平東68

0532-45-5361

愛知県東三河地区

http://www.tokaikogyo-kk.com

0532-45-5363

（有）東海ナノテック

静岡県藤枝市高柳2312-1

054-634-2700

静岡県

054-634-2701

中部
中部
中部

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2-710

052-771-5161

愛知県近郊

http://www.ttc-web.com/

052-771-5164

一般財団法人東海技術センター三河試験所

愛知県豊橋市大村町橋元68-1

0532-57-7797

愛知県

http://www.ttc-web.com/

0532-57-7798

東海非破壊検査（株）

岐阜県岐阜市須賀4-17-16

058-275-1070

東海地区他

http://www.tokaihihakai.com/

058-275-1046

中部

（財）日本品質保証機構 名古屋建材試験所 愛知県名古屋市緑区大高町川添83

052-622-5046

中部・東海地区

052-622-5106

http://www.jqa.jp

中部
中部

（財）日本品質保証機構 中部試験センター 愛知県北名古屋市沖村沖浦39

0568-23-0111

中部・東海地区全域 他北陸地区

http://www.jqa.jp

0568-24-0705

堀田建設（株）

三重県亀山市東御幸町23

0595-82-3311

三重県内

http://www.hottacon.co.jp

0595-83-0062

更新日 2015年12月24日
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中部
中部
中部

（株）松野組

岐阜県瑞穂市穂積1330

058-327-3200

岐阜県

http://www.matsunogumi.co.jp

058-327-5700

（社）三重県建設資材試験センター

三重県津市雲出長常町字中浜垣内1095

059-234-8305

東海近辺

http://www.testcenter-mie.or.jp

059-235-1870

山旺建設株式会社

愛知県西尾市花ﾉ木町1-8

0563-56-3194

愛知県

0563-54-0903

関西
関西

（株）アイソッキ

兵庫県姫路市北平野3-4-26

079-285-0900

兵庫県（近畿地方）

http:www.aisokki.jp

079-285-2522

株式会社池田土木

和歌山県日高郡みなべ町芝278

0739-72-4777

和歌山県

0739-72-5228

関西

（株）エス・オー・ピー

大阪府堺市堺区出島海岸通り4-6-10

近畿

072-201-0308
072-201-0409

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

関西検査工業（株）

兵庫県尼崎市次屋1-4-1

06-6470-2330

近畿

http://www.kansaikensa.so.jp

06-6470-2331

近畿測量（株） 和歌山支店

和歌山県岩出市岡田386-4

0736-63-5025

近畿一円

http://www/kinsoku.com

0736-63-5026

近畿測量（株）

京都府京都市南区上鳥羽大溝6

075-682-7710

近畿・中国

http://www/kinsoku.com

075-682-7720

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町5-5

078-411-9111

近畿・中国・（四国・九州）

http://www.chemical.co.jp

078-411-9128

計測技研（株）

兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2-207

06-6426-7778

近畿圏

http://www.keisokugiken.co.jp

06-6421-7888

建設サービス（株）

大阪府豊中市箕輪2-12-8池田ビル3F

06-6840-3357

関西他

http://www16.ocn.ne.jp/~csc9508/

06-6840-3358

大阪府吹田市垂水町3-2-18

06-6821-0161

全国

http://www.krcnet.co.jp/

06-6821-0198

（株）コーケン

大阪府大阪市西淀川区歌島1-24-22

06-6472-3561

近畿地区

http://www.kohken-ndt.co.jp

06-6472-3562

ジオテック関西（株）

兵庫県姫路市安田4-63

0792-21-7247

（株）ケミカル工事

本社

（株）計測リサーチコンサルタント大阪支
社

近畿一円・岡山・広島・鳥取

0792-21-7248

関西
関西

シグマ・ガル（株）

兵庫県尼崎市南竹谷町2-32

06-6418-8570

関西

http://www.sigma-gal.com

06-6418-8577

ソワーズ（株）

大阪府大阪市中央区内本町2-1-19

06-6910-6913

関西

http://www.sowards.co.jp/

06-6910-6919

更新日 2015年12月24日
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関西

第一設計監理株式会社

在

地

ＴＥＬ

考

ＦＡＸ

滋賀県湖南市中央1-6

0748-72-3888
0748-72-5408

滋賀県、京都府、福井県、三重県、大阪府

関西
関西
関西

（株）田中測量設計事務所

京都府京都市南区久世殿城町220-1

075-933-7772

近畿地区

http:.//tsstanaka.com

075-933-7725

（株）中和コンストラクション

奈良県桜井市桜井281-22

0744-42-9312

近畿圏（２府５県）

http://www.chuwa-hdg.jp

0744-42-9315

(株)中研コンサルタント

大阪府大阪市大正区南恩加島7-1-55

06-7668-2401

http://www.chuken.co.jp/

06-6536-2389

滋賀県大津市馬場3-1-20

077-524-2772

関東・中部・北陸・関西・中国・四国・九
州

関西

東洋建設（株）

関西

滋賀県

077-524-7995

（株）土木管理総合試験所 大阪営業所 大阪府堺市中区深井水池町3080

072-276-7201

大阪・兵庫・奈良・和歌山・京都

072-276-7202

http://www.dksiken.co.jp/

関西

（財）日本品質保証機構 関西試験センター 大阪府東大阪水走3-8-19
近畿・四国・中国地区（広島より東を担
当）

関西

（一財）日本建築総合試験所

072-966-7200

http://www.jqa.jp

072-966-7160

兵庫県神戸市中央区港島南町3-3-7

078-304-0001
078-304-1888

関西

（株）堀組

和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬2502-6

和歌山県
関西

（株）星山建設 星山生コンクリート工場

0739-49-0176
京都府京都市右京区西京極中沢町23-3

京都市内及び周辺部
関西

株式会社益田組

0739-49-0214

075-321-5896
075-311-1823

京都府京都市中京区西ﾉ京北壷井町147

京都府

075-802-3308
075-802-3309

関西
関西
関西
関西

（有）丸重屋

京都府京都市山科区大宅関生町66

075-591-1919

全国

http://www.marushigeya.com

075-592-1919

村本道路（株）

奈良県北葛城郡広陵町大字平尾11-1

0745-55-1072

奈良県

http://www.muramotoroad.co.jp

0745-55-2678

村本建設（株）

大阪府大阪市中央区南船場2-4-8

06-6262-8036

関西地域

http://www.muramoto.co.jp

06-6262-8078

（株）森崎組

兵庫県佐用郡佐用町安川217

0790-78-0056

兵庫県
関西

（株）ユーテック

0790-78-1053
兵庫県佐用郡佐用町安川205-1

兵庫県
関西

和歌山航測（株）
和歌山県、大阪府他近畿圏内

0790-78-1080
0790-78-1080

和歌山県和歌山市直川591-2

073-462-1231
073-462-3631

更新日 2015年12月24日
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中国

(株)アクティブ

在

地

ＴＥＬ

考

ＦＡＸ

広島県福山市曙町5-4-30 ｱｸﾃｨﾌﾞﾋﾞﾙ2F

中四国地方
中国

（株）ＩＮＥ検測

084-981-1710
084-981-1755

岡山県岡山市南区泉田48-12

中国地方

086-239-0705
086-239-0701

中国
中国
中国

ウムヴェルト（株）統括事業所

広島県呉市阿賀南8-1-7

0823-76-5855

西日本地域

http://www.geocities.jp/umwelts57/

0823-76-5856

ウムヴェルト（株）広島支店

広島県広島市佐伯区五月が丘5-3-13

082-942-6664

西日本地域

http://www.geocities.jp/umwelts57/

082-942-6665

（株）ＫＵＵ

島根県出雲市斐川町出西3713-6

0853-25-7933

中国５県

0853-25-7934

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

（株）ＫＵＵ

島根県出雲市斐川町出西3650-10

0853-25-7933

中国地方

http://kuu.p-kit.com

0853-25-7934

（株）ＫＵＵ 松江営業所

島根県松江市西忌部町525-18

0852-33-2111

中国地方

http://kuu.p-kit.com

0852-33-2131

（株）サンテクノス

鳥取県松江市西嫁島1-2-9

0852-22-4478

中国・近畿・関東

http://www.sut.co.jp

0852-26-4982

（株）山陽電測

岡山県岡山市楢原523-5

086-297-7272

中国圏（全国）

http://www.sanyodensoku.co.jp

086-297-7200

(株)三造試験センター

岡山県玉野市玉3-1-1

0863-23-2620

中国地方・関東地方

http://www.tamano.or.jp/usr/trcpost/

0863-23-2622

サンイン技術コンサルタント（株）

鳥取県米子市昭和町25-1

0859-32-3308

中国地方、関西

http://www.sanin-gc.co.jp

0859-34-4489

（株）シーエックスアール

広島県呉市三条2-4-10

0823-22-4100

中国地方

http://www.cxr.co.jp

0823-22-5698

ソレックス（有）

鳥取県東伯郡北栄町田井195

0858-48-3722

山陰地区
中国

(株)辰起非破壊検査工業

0858-48-3723
山口県下松市桜町3-2-1

山口・広島・島根・福岡
中国

中国重機（株）

0833-41-1680
広島県東広島市西条土与丸4-2-72

中国、四国、九州
中国

（株）トーワエンジニアリング

中国

島根県

082-430-6050
082-430-6051

島根県出雲市荻杼町420-1

島根県
（株）トーソク

0833-41-1688

0853-24-1102
0853-24-2019

島根県出雲市斐川町併川1646-8

0853-27-9300
0853-27-9311

更新日 2015年12月24日
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事 業 所 名

所

営 業 地 域

備

西日本高速道路エンジニアリング中国（
株）

広島県広島市西区西観音町2-1第3ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ8F

地 域

在

中国

中国５県

地

ＴＥＬ

考

ＦＡＸ
082-532-1433
082-532-8052

中国
四国

（株）プラグレス

山口県下関市小月本町2-14-33

083-281-3334

中国地方・九州地方

http://progress.servehttp.com

083-281-3336

（有）イー・エヌ・シー

愛媛県今治市大西町紺原甲766

0898-53-5301

愛媛
四国

（有）井上測量事務所

0898-53-2339
愛媛県西予市宇和町下松葉622

全国

0894-62-5928
0894-62-6808

四国
四国
四国

(株)環境防災 （防災調査部）

徳島県徳島市鮎喰町1-57

088-632-0111

四国全域

http://www.kan-bou.jp/

088-632-0480

（株）工栄

高知県高知市鳥越54-4

088-840-5505

四国内

http://www.koei-cc.jp/

088-840-5543

（有）伸浩技建

香川県綾歌郡宇多津東分1729-7

0877-49-3241

四国・近畿

http://www.shinkougiken.jp/

0877-49-3241

四国
四国

(株)中研コンサルタント 四国技術センター 高知県須崎市押岡123

0889-42-8693

高知県内を中心とした四国内

http://www.chuken.co.jp/

0889-42-8694

（株）Ｄｒ．ネクスト

愛媛県今冶市桜井5-1-13

0898-35-4656

四国全域・中国地方
四国

（有）松本組

0898-35-4657
愛媛県宇和島市曙町4-12

四国全域
九州

（株）井原組

0895-22-0918
大分県玖珠郡九重町大字右田719-3

大分県
九州

（株）Ｆ・Ｃ

0973-77-6812
0973-77-7355

宮崎県宮崎市大塚町六ツ合733-1

宮崎（九州）
九州

九州地区コンクリート診断士センター

0895-22-7255

0985-62-3071
0985-62-3072

福岡県福岡市東区箱崎5-11-3-1107

九州管内

092-641-8667
092-641-8667

九州
九州

（株）計測技研

福岡県粕屋郡粕屋町上大隈617-1

092-939-2606

九州・沖縄・中国・四国地方

http://www.keisokugiken.jp

092-939-2619

（有）Ｋ・ソッキ企画

宮崎県延岡市小野町6027-1

0982-42-3510

宮崎県内

0982-42-3511

九州
九州

（有）コンクリートサポートセンター

福岡県福岡市早良区次郎丸6-13-24

092-865-5338

九州

http://www.namaconnobannin.com

092-865-5247

（株）興和測量設計

熊本県熊本市改寄町2141-1

096-272-7711

熊本県

http://www.kowa-kk.co.jp

096-272-7770
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事 業 所 名

所

営 業 地 域

備

九州

三幸建設工業（株）九州支店

在

地

ＴＥＬ

考

ＦＡＸ

福岡県福岡市博多区東北恵3-19-2

090-472-3281

(株)ジャスト西日本 福岡営業所

福岡県福岡市東区和白丘3-24-26

092-607-7772

九州

http://www.just-nisinihon.jp/index.html

092-607-7588

（株）ジェイテック

大分県大分市三佐5-180

097-528-8288

九州・沖縄（四国・中国地方）

http://www.jtev-solution.net

097-528-8277

新日本非破壊検査（株）

北九州市小倉北区井堀4-10-13

093-581-1235

九州・中国

http://www.shk-k.co.jp

093-571-5008

（株）全日本検査技術

宮崎県延岡市大武町5453-5

0982-34-9110

全国

http://zen-ken.info/

0982-34-2083

（株）第一検査工業 建設コンサル部

長崎県諫早市津久葉町5-77 1階

0957-25-7772

九州全域

http://www.d-k-k.co.jp

0957-25-2298

(株)大進コンサルタント

熊本県熊本市沼山津4-2-22

096-365-0112

九州一円

http://www.daishin-c.co.jp

096-365-0112

（株）ティア福岡

福岡県みやま市山川町清水1523-3

0944-67-0510

九州

http://www.tia-f.co.jp

0944-67-0572

東亜非破壊検査(株)

福岡県北九州市八幡西区東浜町6-10

093-644-5701

全国
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州

福岡県

093-644-5730

九州
九州
九州
九州
九州

（財）日本品質保証機構 九州試験所

福岡県久留米市宮ﾉ陣3-2-33

0942-48-7763

九州・沖縄地区 他中国地区（広島以西）

http://www.jqa.jp

0942-48-7760

日本テクニクス（株）

大分県大分市高城南町12-6

097-594-4433

全国

http://nkt.jpn.com

097-594-4448

西日本総合コンサルタント（株）

佐賀県佐賀市久保泉町大字上和泉3114-3

0952-98-2141

九州・山口地区

http://www.nisicon.co.jp

0952-98-3538

（財）福岡県建設技術情報センター

福岡県粕屋郡篠栗町大字田中315-1

092-947-2277

九州全域

http://fcti.jp/

092-947-2280

（株）堀内組

長崎県佐世保市光町109

0956-47-2127

長崎県
沖縄

（有）石川土建興業

0956-48-5069
沖縄県国頭郡本部町字謝花15

沖縄県
沖縄

（株）内間土建

0980-48-3372
0980-48-4133

沖縄県浦添市伊祖2-5-3

沖縄県

098-879-3481
098-879-7000

沖縄

沖縄ピーシー（株）

沖縄県浦添市牧港5-6-8

098-874-4150

沖縄県全域

http://www.okipc.co.jp/

098-874-47165
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沖縄

金城技術士事務所

在

沖縄県宜野湾市普天間1-9-7

沖縄県
沖縄

（有）総検エンジニア

地

ＴＥＬ

考

ＦＡＸ
098-896-0255
098-896-0256

沖縄県沖縄市美原2-15-1

沖縄県

098-929-0727
098-929-0728

沖縄
沖縄

光建設（株）

沖縄県糸満市西崎町5-6-8

098-994-5635

沖縄県内

http://www.hikarikensetu.jp/

098-994-5637

本部造園（株）

沖縄県国頭郡本部町字山川1432

0980-48-3291

沖縄県内
沖縄

（株）丸政工務店

0980-48-4322
沖縄県国頭郡金武町金武7905-1

沖縄県
沖縄

（株）丸石建設

098-968-3322
沖縄県うるま市みどり町4-1-10

沖縄
沖縄

（株）万田建設
沖縄県全域

098-968-2631

098-973-3828
098-973-1928

沖縄県名護市屋部204

0980-53-6483
0980-54-2427

