東試協構成機関一覧表

試 A：通常のコンクリート［設計基準強度(Fc)が 36N/mm2 以下］を扱う試験機関（A 類）
試 B：高強度のコンクリート［設計基準強度（Fc）が 36N/mm2 を超える］を扱う機関（B 類）
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都知事登録番号
分類

試験機関の名称

番 号

Ⅰ－A 試A-14-(5)-1

試験機関
の代表者

所 在 地

電話番号

ＦＡＸ番号

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター
http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/

渡邉 秀仁

〒140－0011
東京都品川区東大井1-12-20

03-3471-2691 03-3471 -1290

（一財）建材試験センター 工事材料試験所 武蔵府中試験室
http://www.jtccm.or.jp/

西脇 清晴

〒183-0035
東京都府中市四谷6-31-10

042-351 -7117 042-351-7118

（一財）建材試験センター 工事材料試験所 浦和試験室
http://www.jtccm.or.jp/

赤城 立也

〒338-0822
埼玉県さいたま市桜区中島2-12-8

048-858-2790 048-858-2838

Ⅰ－A 試A-14-(5)-5

（一財）建材試験センター 工事材料試験所 横浜試験室
http://www.jtccm.or.jp/

古山 英資

〒223-0058
神奈川県横浜市港北区新吉田東8-31-8

045-547-2516 045-547-2293

Ⅰ－A 試A-14-(5)-7

（一財）建材試験センター 工事材料試験所 船橋試験室
http://www.jtccm.or.jp/

高藤 典明

〒273-0047
千葉県船橋市藤原3-18-26

047-439-6236 047-439-9266

菅谷 千代子

〒140-0011
東京都品川区東大井1-8-12

03-3474-2525 03-3474-3021

Ⅰ－B 試B-15-(5)-1
Ⅰ－A 試A-14-(5)-3
Ⅰ－B 試B-15-(5)-3
Ⅰ－A 試A-14-(5)-4
Ⅰ－B 試B-15-(5)-4

Ⅰ－A 試A-14-(5)-8

（一財）日本品質保証機構 関東機械試験所
Ⅰ－B 試B-26-(1)-15 http://www.jqa.jp/
Ⅰ－A 試A-14-(5)-9

（一社）建築研究振興協会 戸田試験所
http://www.kksk.or.jp/

船木 哲紀

〒335-0021
埼玉県戸田市新曽2213

048-420-5077 048-420-5066

Ⅰ－A 試A-14-(5)-10

（一社）建築研究振興協会 八王子試験所
http://www.kksk.or.jp/

齋藤 幸弘

〒192-0032
東京都八王子市石川町2683-12

042-645-7275 042-644-8465

Ⅰ－A 試A-29-(0)-35

（一財）日本品質保証機構 関東機械試験所 横浜建材試験室
http://www.jqa.jp/

井上 到

〒223-0057
神奈川県横浜市港北区新羽町174-2

045-534-0180 045-534-0181

稲垣 栄

〒132-0033
東京都江戸川区東小松川4-46-1

03-5662-2777 03-5662-2950

〒341-0042
埼玉県三郷市谷口221

048-952-5401 048-952-2260

〒272-0127
千葉県市川市塩浜2-1-3

047-306-7781 047-306-7788

Ⅲ－A 試A-14-(5)-14 （株）複合材料研究所
Ⅲ－B 試B-15-(5)-8 http://www.fukugo.co.jp/
Ⅲ－A 試A-14-(5)-16 （株）日東コンクリート技術事務所
Ⅲ－B 試B-15-(5)-9 http://www.nittou-con.co.jp/
Ⅲ－A 試A-14-(5)-17 三友エンジニヤリング（株） 構造材料試験所
Ⅲ－B 試B-15-(5)-10 http://www.sanyu-eng.co.jp/

高橋 光広

後藤 篤

Ⅲ－A 試A-14-(5)-18 東京検査（株） 建材研究所
Ⅲ－B 試B-15-(5)-11 http://www.tokyokensa.co.jp/

小山 善行

〒194-0012
東京都町田市金森4-13-13

042-799-0992 042-799-0984

Ⅲ－A 試A-14-(5)-19 （株）テストサービス 材料試験所
Ⅲ－B 試B-27-(1)-16 http://cgi.t-service.co.jp/

渡邉 夏也

〒173-0024
東京都板橋区大山金井町47-12

03-3959-5521 03-3959-6566

〒158-0087
東京都世田谷区玉堤2-3-12

03-3702-8065 03-3702-8241

Ⅲ－A 試A-14-(5)-20 （株）建設材料研究所

猿谷 カヅ子

Ⅲ－A 試A-14-(5)-23 （株）セイブ材料検査

衛藤 隆一

〒358-0015
埼玉県入間市大字二本木字下伊達1173

04-2935-2531 04-2935-2533

Ⅲ－A 試A-14-(5)-24 コンクリートエンジニアリング（株） 建築材料試験センター

仁田 龍雄

〒252-0132
神奈川県相模原市緑区橋本台3-6-7

042-700-1811 042-700-1818

芹澤 一博

〒352-0012
埼玉県新座市畑中2-16-15

048-480-6211 048-480-6212

Ⅲ－A 試A-14-(5)-26 城北建材試験（株）

網島 俊江

〒175-0082
東京都板橋区高島平3-2-6

03-5998-5590 03-5998-5591

Ⅲ－A 試A-14-(5)-27 （有）京浜材料試験

本田 吉郎

〒210-0854
神奈川県川崎市川崎区浅野町6-16

044-366-5652 044-322-2611

Ⅲ－A 試A-14-(5)-28 （株）クォリティー
Ⅲ－B 試B-15-(5)-13 http://www.q-c.jp/

國廣 秀行

〒134-0086
東京都江戸川区臨海町6-3-9

03-3869-8214 03-3869-8314

Ⅲ－A 試A-14-(5)-25

（株）西東京建材試験所
http://wtokyo.jp/

Ⅲ－A 試A-14-(5)-29

（株）東京建材検査サービス
http://www.tkks.co.jp/

松橋 幹次

〒340-0835
埼玉県八潮市浮塚899

048-999-0501 048-999-0502

Ⅲ－A 試A-14-(5)-30

東部建材協同試験所（株）
http://www.tobu-co.jp

篠宮 尉哲

〒340-0005
埼玉県三郷市彦川戸1-25-2

048-949-0261 048-949-0262

Ⅲ－A 試A-18-(4)-33

（株）晃邦テクノ
http://www.kouhoutekuno.com/

高橋 智久

〒146-0081
東京都大田区仲池上2-19-16

03-5748-3910 03-5748-3918

Ⅲ－Ａ 試Ａ-28-(0)-34

（株）ニューテック コンクリート試験所
http://www.kknewtech.co.jp/

笹倉 博行

〒174-0056
東京都板橋区志村1-2-9

03-5918-9688 03-5918-9687

