
 
    
    
    

    
 

  

 

登録番号 採取試験会社名 代表者名 

所在地 

電話      ＦＡＸ 

登録年月日 

有効期限 

採高強-13-(3c)-01 ㈱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 

      04-2934-5778   04-2934-4164 

2022年4月  1日 

2025年3月31日 

採高強-13-(3a)-02 ㈱西東京建材試験所 芹澤 一博 

〒177-0031 東京都練馬区三原台3-25-12 

      03-5387-2800   03-3925-8221 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3a)-04 ㈱コンクリート技術管理 小沼 岳司 

〒335-0031 埼玉県戸田市美女木4-5-11 

      048-422-3627   048-421-3839 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3a)-06 東京検査㈱ 小山 善行 

〒194-0012 東京都町田市金森4-13-13 

      042-799-0992   042-799-0984 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3a)-08 ㈱アクシオ 遠藤 秀樹 

〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾585-5 

      04-7138-7015   04-7138-0015 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3a)-09 技建サービス㈲ 
倉 重  豊 

〒333-0866 埼玉県川口市芝2810 

      048-265-3162   048-261-7441 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3b)-10 ㈱テストサービス 奥平 昌道 

〒173-0024 東京都板橋区大山金井町47-12 

      03-3959-2343   03-3959-0576 

2020年4月  1日 

2024年3月31日 

採高強-13-(3a)-11 
㈱日東コンクリート 

技術事務所 

高橋 光広 

〒341-0042 埼玉県三郷市谷口221 

      048-952-5401   048-952-2260 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3a)-13 オーティーエス㈱ 太田 新二郎 

〒215-0011 神奈川県川崎市麻生区百合丘1-5-15 

      044-952-5011   044-952-5033 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3a)-14 
コンクリート 

エンジニアリング㈱ 

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 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3a)-16 ㈱建材サービスセンター 斉藤 昌稔 

〒173-0011 東京都板橋区双葉町40-10 

      03-3963-2011   03-3963-2330 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3a)-18 ㈱複合材料研究所 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 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3a)-19 技研企画㈲ 山本 昌彦 

〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾102-10 

      04-7138-7722   04-7138-7744 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3b)-21 ㈱東京建材検査サービス 松橋 幹次 

〒340-0835 埼玉県八潮市浮塚899 

      048-999-0501   048-999-0502  

2020年4月  1日 

2024年3月31日 

採高強-13-(3a)-22 
三友エンジニヤリング㈱ 

構造材料検査事業部 

浅沼 秀明 

〒272-0127 千葉県市川市塩浜2-1-3 

      047-306-7782   047-306-7788 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3a)-23 ㈲インスペクション 太田 吉久 

〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地4-23-7 

      044-812-1771   044-812-1772 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3c)-24 ㈱建材総合試験 片桐 節也 

〒216-0012 神奈川県川崎市宮前区水沢1-3-4 

      044-978-4560   044-978-4561 

2022年4月  1日 

2025年3月31日 

採高強-13-(3a)-25 

㈱プラスワン 

テストシステム 

岡部 敏久 

〒353-0003 埼玉県志木市下宗岡4-30-35 

      048-476-2141   048-476-2144 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-13-(3b)-26 育生工業㈱ 本多 孝光 

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢1-14-27 

      03-6316-9788   03-6753-8721 

2020年4月  1日 

2024年3月31日 

採高強-13-(3a)-27 ㈱クォリティー 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 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-14-(2b)-29 ㈱建設材料研究所 猿谷 カヅ子 

〒158-0087 東京都世田谷区玉堤2-3-12 

      03-3702-8065   03-3702-8241 

2020年4月  1日 

2024年3月31日 

採高強-14-(2b)-30 ㈲エイ＆エス 金丸 進一 

〒198-0023 東京都青梅市今井3-20-23 

      0428-34-9253   0428-34-9254 

2020年4月  1日 

2024年3月31日 

採高強-14-(2b)-31 ㈲マテリアルリサーチ 荻野 良一 

〒252-0332 神奈川県相模原市南区西大沼3-4-8 

      042-767-2388   042-741-5770 

2020年4月  1日 

2024年3月31日 

採高強-14-(2b)-32 城北建材試験㈱ 網島  俊江 

〒175-0082 東京都板橋区高島平3-2-6 

      03-5998-5590   03-5998-5591 

2020年4月  1日 

2024年3月31日 

採高強-15-(2c)-33 ㈲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 

2022年4月  1日 

2025年3月31日 

採高強-15-(2c)-34 ㈲ビィ・エム・アイ 緑川 美智代 

〒299-4104 千葉県茂原市南吉田1288-6 

      0475-30-9511   0475-30-9512 

2022年4月  1日 

2025年3月31日 

 

  

 

 

登録番号 採取試験会社名 代表者名 

所在地 

電話      ＦＡＸ 

登録年月日 

有効期限 

採高強-18-(1c)-35 ㈱トラスト 和田 浩史 

〒132-0024 東京都江戸川区一之江3-27-11 

      03-5879-9630   03-5879-9631 

2022年4月  1日 

2025年3月31日 

採高強-18-(1c)-36 ㈲テクノ 吉川  浩志 

〒349-0215 埼玉県白岡市千駄野925-3 

      0480-90-1178   0480-93-5070 

2022年4月  1日 

2025年3月31日 

採高強-18-(1c)-37 ㈲晃邦商事 西 薗  忍 

〒146-0081 東京都大田区仲池上 2-19-14 

      03-5748-3911   03-5748-3913 

2022年4月  1日 

2025年3月31日 

採高強-19-(1a)-56 ㈲興友サービス 小川  幾夫 

〒187-0035 東京都小平市小川西町1丁目 1番3 

      042-343-0054   042-343-6545 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-19-(1a)-57 ㈲ジャパンシステム 目﨑  富雄 

〒190-0033 東京都立川市一番町4-6-4 

      042-569-7911   042-569-7912 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-19-(1a)-58 ㈲東検技術サービス 篠宮 章郎 

〒341-0003 埼玉県三郷市彦成一丁目 383番地 

      048-959-3794   048-959-3795 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採高強-23-(0a)-59 

㈱川久保企画 

ＪＲＣチーム 

川久保 隆幸 

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町176-104 

      045-633-8998   045-633-8995 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

  

 

 

  

登録番号 採取試験会社名 代表者名 

所在地 

電話      ＦＡＸ 

登録年月日 

有効期限 

採一般-12-(4a)-16 ㈱ヤスダ企画 安田 成司 

〒121-0832 東京都足立区古千谷本町2-19-9 

      03-3855-3233   03-5856-9957 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採一般-12-(4a)-31 
㈱リクサ 

光谷  浩二 

〒136-0074 東京都江東区東砂 3-25-3 

      03-6802-5850   03-6802-5860 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採一般-12-(4a)-32 ㈲シー・アイ・エス 大武  昌彦 

〒173-0037 東京都板橋区小茂根 4-3-11 

      03-5986-3367   03-5986-3368 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採一般-12-(4a)-35 ㈲ジャスティス 三 浦  清 

〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内 2-19-21 

      044-750-1625   044-750-1635 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採一般-12-(4a)-42 ㈲三協試験サービス 藤森  繁雄 

〒335-0034 埼玉県戸田市笹目 4-12-3 

      048-422-4855   048-422-4112 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採一般-14-(2b)-44 第一試験サービス㈱ 阿佐見 智弘 

〒182-0007 東京都調布市菊野台3-3-3 1階 

      03-3307-1133   03-3307-1136 

2020年4月  1日 

2024年3月31日 

採一般-14-(2b)-45 

㈲コンクリート 

トライアル 

本間  靖雄 

〒189-0003 東京都東村山市久米川町2-44-41 

      042-392-2909   042-397-1011 

2020年4月  1日 

2024年3月31日 

採一般-14-(2b)-46 

㈲システム 

コーポレーション 

南澤  一英 

〒179-0085 東京都練馬区早宮1-22-3 

      03-3993-2582   03-3993-9890 

2020年4月  1日 

2024年3月31日 

採一般-17-(1b)-53 ㈱シグマエコスペック 石毛  雅夫 

〒273-0123 千葉県鎌ケ谷市南初富 3-14-14 

      047-411-8880   047-411-8881 

2020年4月  1日 

2024年3月31日  

採一般-18-(1c)-59 ㈱ビー・エム・ティー 小川  暁人 

〒208-0013 東京都武蔵村山市大南2-106 

      042-563-6770   042-567-1644 

2022年4月  1日 

2025年3月31日 

採一般-19-(1a)-60 ㈲八葉工業 箕田 裕久 

〒260-0811 千葉県千葉市中央区大森町48-1 

      043-305-2280   043-305-2281 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採一般-22-(0c)-62 
㈱ＳＫＣ 

廣 瀬  翔 

〒354-0037 埼玉県富士見市勝瀬 1005-6 

      049-290-2440   049-270-5181 

2022年4月  1日 

2025年3月31日 

採一般-23-(0a)-63 
㈱シーエスワン試験 

三橋  一也 

〒358-0014 埼玉県入間市宮寺 2255-1-3 

      04-2934-7679   04-2934-7345 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

採一般-23-(0a)-64 
㈱ラボックス 

内 田  良 

〒327-0831 栃木県佐野市浅沼町450-2 

      0283-25-8398   0283-25-8399 

2023年4月  1日 

2026年3月31日 

 

・設計基準強度が 36N/mm2
を超えるコンクリート及びスランプフローで管理するコンクリートの現場採取にあたっては、「一般及び高強度コンク 

リート採取試験会社」に所属する高性能コンクリート採取に関する試験技能資格を持つ採取実務担当者が従事すること（高強度審査基準第 2項）。 

・設計基準強度が 36N/mm2
以下のコンクリート（スランプフロー管理のものを除く）の現場採取にあたっては、「一般及び高強度コンクリート採   

取試験会社」又は「一般コンクリート採取試験会社」に所属する採取実務担当者が従事すること（高強度審査基準第 2項、一般審査基準第 2項）。 

 

登録区分：登録区分：登録区分：登録区分：一般及び高強度一般及び高強度一般及び高強度一般及び高強度コンクリート採取試験会社コンクリート採取試験会社コンクリート採取試験会社コンクリート採取試験会社つづきつづきつづきつづき 

東京都建築材料試験連絡協議会東京都建築材料試験連絡協議会東京都建築材料試験連絡協議会東京都建築材料試験連絡協議会 

202020202222３３３３年年年年    コンクリート採取試験会社登録名簿コンクリート採取試験会社登録名簿コンクリート採取試験会社登録名簿コンクリート採取試験会社登録名簿 

作成日

作成日作成日

作成日 

  

 ２０２

２０２２０２

２０２３

３３

３年４月１日

年４月１日年４月１日

年４月１日 

登録区分：登録区分：登録区分：登録区分：一般一般一般一般コンクリート採取試験会社コンクリート採取試験会社コンクリート採取試験会社コンクリート採取試験会社    

本名簿は、毎年１回以上作成しています。最新版の確認は、東京都建築材料試験連絡協議会のホームページでお願いします。 

登録区分：登録区分：登録区分：登録区分：一般及び高強度一般及び高強度一般及び高強度一般及び高強度コンクリート採取試験会社コンクリート採取試験会社コンクリート採取試験会社コンクリート採取試験会社 



 

 

  

 

東京都建築材料試験連絡協議会

東京都建築材料試験連絡協議会東京都建築材料試験連絡協議会

東京都建築材料試験連絡協議会 

  

 

コンクリート採取試験会社登録制度規程

コンクリート採取試験会社登録制度規程コンクリート採取試験会社登録制度規程

コンクリート採取試験会社登録制度規程  

    

  第１条（目的）

第１条（目的）第１条（目的）

第１条（目的） 

  

 

建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱要綱（以下「要綱」という。）に基づき、東京都内の建築工

事現場において、コンクリート供試体の採取・製作・運搬等及びその他の検査に伴う業務（以下「採取試験業務」とい

う。）を施工者等に代わって行う採取試験会社（要綱第２条第２項にいう「代行業者」。）を登録することにより、東京

都建築材料試験連絡協議会（以下「東試協」という。）の会員試験機関が行う正確かつ公正な試験の信頼性の向上に資

するとともに、建築工事に於けるコンクリート強度確認検査の品質管理の信頼性の向上を図ることを目的とする。 

 

コンクリート採取試験会社審査要領

コンクリート採取試験会社審査要領コンクリート採取試験会社審査要領

コンクリート採取試験会社審査要領    

        

    第３条（審査の区分と基準）

第３条（審査の区分と基準）第３条（審査の区分と基準）

第３条（審査の区分と基準） 

  

 

採取試験会社として業務能力の適合性の審査は、一般審査と高強度審査の２区分がある。 

（１）一般審査

（１）一般審査（１）一般審査

（１）一般審査  

    

  [

[[

[ 

  

 登録区分：一般コンクリート採取試験会社

登録区分：一般コンクリート採取試験会社登録区分：一般コンクリート採取試験会社

登録区分：一般コンクリート採取試験会社 

  

 ]

]]

] 

  

 

コンクリートの設計基準強度が３６Ｎ／mm
２

以下の一般コンクリート（スランプフロー管理のものを除く）を採取

可能な採取試験会社としての業務能力の適合性を審査する。この一般審査の基準は、別に定める「一般コンクリート採

取試験会社審査基準」による。 

（２）高強度審査

（２）高強度審査（２）高強度審査

（２）高強度審査 

  

 [

[[

[ 

  

 登録区分：

登録区分：登録区分：

登録区分：高強度

高強度高強度

高強度コンクリート採取試験会社

コンクリート採取試験会社コンクリート採取試験会社

コンクリート採取試験会社 

  

 ]

]]

] 

  

 

一般審査の業務能力に加えて、コンクリートの設計基準強度が３６Ｎ／mm
２

を超えるコンクリート及びスランプフ

ローで管理するコンクリートについても採取可能な採取試験会社としての業務能力の適合性を審査する。この高強度

審査の基準は、別に定める「高強度コンクリート採取試験会社審査基準」による。 

 

 

 

２０２３年３月１０日現在 

役職 氏名 所属等 推薦機関等 

委員長 橘髙 義典 東京都立大学 大学院 都市環境科学研究科 建築学域 教授 ― 

副委員長 並木   哲 
大成建設株式会社 建築本部 技術部 建築技術室 専任次長 

（一社）日本建設業連合会 

副委員長 髙橋 和也 

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 建築審査部 

確認検査課 課長 

指定確認検査機関 

委員 三和 辰二 
東京都 財務局 建築保全部 建築構造専門課長 

行政庁 

委員 浦  大介 

東京都 都市整備局 多摩建築指導事務所  

建築指導第二課 課長代理（構造設備担当） 

同上 

委員 室原 祥宏 東京都 世田谷区 都市整備政策部 建築審査課 構造審査担当係長 同上 

委員 粟澤 恵里子 

東京都 調布市 都市整備部 建築指導課 

構造設備監察係 構造担当係長 

同上 

委員 原田 功一 東京都 町田市 財務部 営繕課長 同上 

委員 藤田 直人 
日本ＥＲＩ株式会社 確認検査本部 

指定確認検査機関 

委員 仲山 雅一 株式会社久米設計 構造設計室 専門部長 （一社）東京都建築士事務所協会 

委員 樫野 昇一 株式会社梓設計 監理部門 構造監理部 エグゼクティブディレクター 同上 

委員 大岡   彰 有限会社エスフォルム 代表取締役 （一社）日本建築構造技術者協会 

委員 馬籠 良英 株式会社幹建築設計事務所 代表取締役 同上 

委員 金子  樹 

株式会社長谷工コーポレーション 技術研究所 

建築材料研究室  

（一社）日本建設業連合会 

委員 木村 仁治 西松建設株式会社 技術研究所 建築技術グループ 上席研究員 同上 

委員 塩田 博之 

株式会社フジタ 建築本部 建築統括部 建築技術部 

主席コンサルタント 

同上 

委員 大岡 督尚 
東急建設株式会社 技術研究所 構工法・材料グループ 上席研究員 

（一社）東京建設業協会 
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本名簿に関する問い合わせ 

東試協事務局   

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター  建築材料試験所 
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