
修了証番号 氏　　名 社　　名 所属部署等 会社ホームページ

000001 楳田滋則 (株)熊谷組 ＣＳＲ推進室　品質環境マネジメントグループ

000002 中澤秀樹 (株)熊谷組 ＣＳＲ推進室　品質環境マネジメントグループ

000004 遠藤　恭三 (株)セオス 環境事業部

000005 宮木　敏久 鉄建建設(株) 東京支店　安全品質環境部

000006 中島　純 (株)安藤・間 安全品質環境本部　品質環境部

000008 佐藤　祐一郎 (株)オキ・コーポレーション 施工部

000009 皆川　功 (株)淺沼組 安全・環境管理部

000010 水野　浩二 (株)錢高組 安全環境部

000011 高橋　潤 高俊興業(株) 取締役副社長

000012 芥田　充弘 (株)イーリバースドットコム 経営企画部

000013 廣岡　昭造 (株)廣岡工務店

000014 廣岡　佳世子 (株)廣岡工務店

000015 北村　良樹 (株)日立プラントテクノロジー 環境推進本部

000016 井上　進之介 三井住友建設(株) 建築技術部

000017 酒徳　靖一 (株)熊谷組 首都圏支店  お客さま相談室  品質環境MG

000018 川瀬　智喜 （有）丸智

000020 熊谷　弘一 （株）アーバン設計

000021 山口修平 （株）大成出版社

000023 阪本　廣行 （株）フジタ 建設本部

000024 磯﨑　達也 （株）共和 解体事業部 www.recycle-kyowa.co.jp

000025 小島　努 （株）共和 www.recycle-kyowa.co.jp

000026 具志堅　全志 （株）かみもり ・浦西産業（株） 土木輸送部　

000027 青木　京平 戸田建設（株） 本社土木環境・品質管理部

000028 堀内　寿美 戸田建設（株） 本社土木環境・品質管理部

000030 谷口　勝子 東京建物テクノビルト

000033 樋沢　浩彦 依田窪建設協同組合

000034 深井　一彦 依田窪建設協同組合

000035 佐藤　俊夫 株木建設（株） 東京本店　土木部 www.kabuki.co.jp/

000037 荒田　哲也 東京住宅サービス（株）

000039 林　貞雄

000040 木村　政義 （株）アクトエンジニアリング www.acte.co.jp/

000041 虫明　晋哉 東急建設（株）

000043 斎藤　義文 （株）イーリバースドットコム 経営企画室 www.e-reverse.com/er/index.html

000045 角田　新 不二建設（株） 建築管理部　環境保全課 www.fujikensetsu.com

000046 永井　文男 鹿島建設（株） 東京土木支店　安全環境部 www.kajima.co.jp/

000047 髙橋　成人 大正建設（株） 工事部 www.k5.dion.ne.jp/~taisho/gaiyou.html

000048 梁川　哲 新和環境（株） 工事部 www.shinwa-eco.com

000049 山本　賢治 埼玉建興（株） 環境室

000050 都築　克明 （株）鴻池組

000051 山田　英樹 トヨタホーム（株）

000052 大森　靖史 （株）松下産業 安全環境部 www.mats.co.jp

000053 内藤　幹裕 矢作建設工業（株） 安全環境部

000054 吉田　恵里 東京ガス・エンジニアリング（株） 安全品質部

000055 土橋　朋紀 内田建設（株） 土木部

000056 久保田　靖基 内田建設（株） 土木部

000057 池内　孝司 大旺新洋（株） 建築事業本部　建築部 www.daioh.co.jp/

000058 犬飼　恵治 大旺新洋（株） 建築事業本部　建築部 www.daioh.co.jp/

000060 板垣　昌俊 伊藤組土建（株） 東京支店工事グループ

000064 渡辺　孝二郎 （株）ナベ住環境サービス www.nabejyu.com

000065 横山　健司 横山産業

000066 田島　昌幸 （株）ユーワ

000067 後藤　徳昭 渡辺建設（株） 工事部

000068 在原　弘美 東レ・ファインケミカル（株）

000071 小野　睦弥 K-ｔｅｃ　 総合解体工事部

000072 鈴木　美奈 K-ｔｅｃ　 産業廃棄物収集運搬部

000073 水流　正市

000074 八島　泰輝 スカイビルサービス（株） 建設営業部　建設営業課

産業廃棄物・汚染土壌排出管理者講習会　（産業廃棄物コース）修了者、受講者
（更新日：平成30年2月15日）
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000075 熊野　真也 スカイビルサービス（株） 建設営業部　建設営業課

000077 加藤　康晴 （有）スリーシープランニング 営業部 www.cccpl.jp

000078 小川　純一 （有）スリーシープランニング 営業部 www.cccpl.jp

000080 吉岡　正城 （株）エコワスプラント 営業部 www.ecowasplant.co.jp

000081 橋本　健司 （株）エコワスプラント 業務部 www.ecowasplant.co.jp

000082 伊藤　俊明 （株）ＢＷＭ 代表取締役 www.bwm.co.jp

000083 小林　新吾 国際建設（株）

000084 森田　勝彦 東京ガス・エンジニアリング（株）

000086 宮澤　乃 （有）ナカタツ環境 専務取締役 www.nakatatsu.co.jp/

000087 古田　博志 （株）斫木村 施工管理部 www.h-kimura.co.jp/

000090 小針　康史

000091 玉井　正浩 コベルコ建機（株） 環境マーケティンググループ www.kobelco-kenki.co.jp

000092 渥美　豊 コベルコ建機（株） 環境マーケティンググループ www.kobelco-kenki.co.jp

000094 牧　剛史 東邦液化ガス（株） エネルギー営業部 www.tohoekika.jp/index.html

000096 海老原　康浩 関東資源（株） 運輸部 www.kantoshigen.co.jp/index.htm

000097 永島　眞織 トヨタウッドユーホーム（株） 生産本部施工管理部 www.toyota-woodyou.co.jp/

000098 萩原　勝 三井商事（株）

000100 大澤　敏 （株）ダイトーフジテック 営業部 www.dft.co.jp/HOME.html

000102 峯尾　哲夫

000103 山口　政邦 （株）幸村 www.yukimura-kaitai.com

000105 水津　透 立山工業（株）

000106 廣岡　敏博 （有）関東興運 www.kantou-group.co.jp

000107 佐野　充 ＴＳ興業 土木部

000109 森　裕 メタルリサイクル（株） 遵法・環境室

000110 二藤部　正 ＴＳ興業

000111 向野　隆 ＴＳ興業

000112 野口　嘉之 ＴＳ興業

000113 平川　明晴 ＴＳ興業

000114 石川　栄一 理想科学工業（株）

000115 兼平　順一 積和建設西東京（株）

000117 岩竹　親司 （株）山石工務店

000118 飯岡　明

000119 三本 鋭植 (株）池田商店 事業部

000120 井上　潤 (株）池田商店 事業部

000121 庄司　敦 大日本土木(株） 環境安全品質部

000124 池田　洋一 西松建設(株） 西日本支社 安全環境品質部

000129 早川　健一 神戸環境クリエート(株）

000130 坂本　和也 (株）坂本工務店

000131 坂本　健二 (株）坂本工務店

000134 小平　真也 イー・ステージ（株） 営業部 www.e-stage.jp

000135 畠山　孟賛 （株）日成ストマック・トーキョー 営業部 www.nissei-st.co.jp

000136 伊藤　隆一 （株）日成ストマック・トーキョー 総務部 www.nissei-st.co.jp

000137 西尾　寿一 （株）ケー・イー・シー

000138 佐藤　健二 日立建機日本（株） 監査部　リスク管理グループ www.hitachi-kenki.co.jp

000139 樋口　隆浩 日立建機日本（株） 監査部　リスク管理グループ www.hitachi-kenki.co.jp

000140 山本　幸一 （株）池田商店 事業部 www.takeei.co.jp/ikeda/index.html

000141 山田　哲 （株）前田産業 環境管理課 www.maedasangyo.co.jp

000142 西岡　秀雄 （株）エル・シー・エー

000143 鈴木　将昭 （株）エル・シー・エー

000144 佐藤　博昭 （株）エル・シー・エー

000145 土井　啓利

000146 横須賀　靖 横信建材工業（株） 工事部 www.yokoshin-k.jp/

000147 森下　正雄 （有）村造園

000148 福井　覚

000149 田嶋　大展 （株）寿建工

000151 土田　俊治 （株）トス 施設管理部

000153 田岡　保 （有）田岡工務店

000154 垣本　和志 ブラーザ―技研（株）

000156 高木　敦史 （株）アースアプレイザル 営業部 www.earth-app.co.jp

000158 青池　仁 （株）アシスト

000159 青池　裕子

000160 髙山　和之 イー・ステージ（株） 営業部 www.e-stage.jp
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000162 島津　昇 （株）トス

000167 藤倉　智則 東京ライフクリエーション（株）

000168 野間　幸治

000169 川野　則光

000170 石川　了一 （有）アラプラス

000171 佐藤　雄彦 東京ガス・エンジニアリング（株）

000172 清水　隆 （株）サードウェーブ 安全環境事業部 www.envsafe.jp/

000173 大崎　拓朗 (有）大崎建築事務所

000174 佐々木　宏幸 （株）光洲産業

000175 林　久雄 （株）光洲産業

000176 小尾　正則 （株）光洲産業

000177 鈴木　厚宏 K-ｔｅｃ

000178 浜木　あゆ美 池田商店 事業部

000179 柴田　良一 京王電鉄（株） 総務法務部

000180 下川　一雄 システムサポート

000181 山口　智久 ㈲山口土建 工事部 http://yamaguchidoken.com/

000182 岩松　秀寿 行政書士　岩松秀寿事務所

000184 飯島　孝 行政書士事務所　Ｅーサポート

000185 山本　義和

000186 西口　佳孝 西口産商(株）

000191 高田　圭二郎 清水口建設（株） www.shimizuguchi.com

000192 後藤　進一郎 東京ガス・エンジニアリング（株）

000193 坂本　士郎 （一財）建設物価調査会

000189 青木　秀雄 ㈱エコシス埼玉

000190 千村　薫 東京ガスエンジニアリング

000196 村上　佳 ㈱村上建設

000197 林　靖 大成建設㈱ 名古屋支店　安全環境部

000198 箭内　公一 ㈲ヤナイ興業 www.yanai-kogyo.co.jp/

000199 古川　亮 ㈱プロスパー

000200 柴田　忠 ㈱ヤマムラ

000201 五十嵐　理誠

000202 伊藤　哲吾 （株）合田工務店

000204 小坂　翔太

000205 堀川　明男 ㈱袋内興業 解体工事部

000207 佐伯　貴之 太平洋セメント（株）

000208 川島　広志 大成建設（株）

000209 大前　俊介

000210 児玉　健彦 （株）プロフェッショナル工業

000211 村木　千紗

000212 伊澤　千史希

000213 芦澤　勇 （株）芦沢建設運輸

000214 小林　利之 （株）緑建 代表取締役

000215 三原田　裕一

000216 佐藤　弘治

000217 久保　宣裕 アリアンス（株）

000218 大村　昭仁 アリアンス（株）

000220 大沼　準

000221 上山　則秋 （有）タイワ

000222 小田　晴之 （株）ＭＳコーポレーション

000223 齋藤　喜賢 スターツＣＡＭ（株） リニューアル課 www.starts.co.jp

000224 可野　高門 スターツＣＡＭ（株） リニューアル課 www.starts.co.jp

000225 池田　和洋

000226 田中　勝正

000227 佐内　大 （株）富士グローバルネットワーク 環境法令室 www.fgn.co.jp/

000228 伊藤　正人 （株）福田組

000230 岩﨑　博徳 柴又技建（株）

000231 秋吉　俊正 前田道路（株） 工務部　工務課

000232 大野　美華 （株）ユーワ

000234 岡村　泰宏 （株）ユーワ 営業部 www.yuwa-joint.com/

000236 村瀬　敬司 三井住友建設（株） 企画部　環境経営グループ

000237 荒木　崇幸 スミセキ・コンテック（株） アビテマンション事業部 www.sumiseki-contech.co.ｊｐ

000238 関口　恵 関口電気（株） www.sekigutidenki.com
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000240 安藤　速人 （株）鴻池組

000243 高田　信雄 スターツＣＡＭ（株）

000244 堀川　満 スターツＣＡＭ（株）

000245 三原　洋一 （株）アサノ大成基礎エンジニアリングエンジニアリング事業部 www.atk-eng.jp

000246 小松　正義 (株）ユーワ

000248 兼平　寿史 スターツＣＡＭ（株）

000206 森田　智博

000242 栁原　寿秀

000251 神取　享司 東京ガス・エンジニアリング(株）

000252 星　寿美雄

000253 大山　精博

000256 大場　廣志

000257 玉井　誠一 スミセキ・コンテック(株） アビテマンション事業部

000258 井野　信隆 (有）力開発 www.rikikaihatsu.com

000259 秋元　慶隆 (有）力開発 www.rikikaihatsu.com

000260 中村　大輔 (有）力開発 www.rikikaihatsu.com

000262 細江　賢一 (株）イーリバースドットコム 営業部 www.e-reverse.com

000265 井ノ口　将樹 (株）ＯＫＩプロサーブ ファシリティ第一部

000266 浅見　高志 スターツＣＡＭ（株）

000267 上野　守 スターツＣＡＭ（株）

000268 橋口　忠 寄神建設（株）

000270 光又　祐貴 (株）共同土木 物流統括部　物流管理課

000271 倉持　光治 （株）クマキリ

000276 岡村　英明 （株）岡村

000281 加納　啓有 （株）ミヤ産興 営業部

000282 田邉　順和 関東リソース（株）） http://www6.ocn.ne.jp/~resource/index.html

000293 赤星　宗近 三幸建設工業（株） 土木部

000295 小川　健一 （株）古川組 工事部

000300 吉実　竜二 大久保興業（株） 営業本部　営業課 http://www.ohkubokogyo.com/company

000301 伊藤　太一 大久保興業（株） 事業本部

000302 堀　善威 日本ハウズイング（株） 営繕管理部 http://www.housing.co.jp/

000306 吉田　幸弘 大久保興業（株）

000309 塚本　和広 大成建設（株） 建築部 http://www.taisei.co.jp/

000311 平岡　政人 エコライン（株） 工務部

000312 飯塚　裕介 エコライン（株） 工務部

000316 今井　浩一

000320 原口　康博 栄和リサイクル（株） リサイクル営業部

000322 髙橋　厚朗 小野田ケミコ（株） 地盤環境部 www.chemico.co.jp/

000323 梶川　大吾 ＳＳＡアジア（株）

000324 柴田　和樹 （株）熊谷組

000325 富安　和輝 大旺新洋（株）

000331 名古屋　節夫

000333 奥田　真司 西華産業（株） 営業統括本部業務部 http://www.seika.com

000334 大南　力 環境技術（株） 総務部 http://www.kankyougijutsu.co.jp

000335 川井　豊春 （株）庄司興業所 http://www.syouji.jp

000336 竹田　明広 環テツクス（株） 代表取締役 http://www.kantechs.com

000340 佐藤　靖 若築建設（株） 千葉支店

000355 中山　信人 大成ロテック（株） 営業本部　営業部 eigilyounonnbu 

000364 石川　順二 伊藤忠エネクス（株） 管理グループ 統括部 コンプライアンス課 http://www.itcenex.com

000367 箕井　伸 新日本開発（株） http://www.njd.co.jp

000375 東谷　充二 大旺新洋（株）

000402 多田　哲也 横河工事（株） 工事部

000477 木田　久隆 （株）クボタ 水処理システム建設部工事管理グループ

000567 中元　靖次 中元建築

000571 關口　永豊 （有）吉本

000576 小實　一雄 （有）小實工務店

000583 木下　秀治 （有）木下工業 代表取締役

000585
大久保　末
夫

（有）大久保工務店 代表取締役

000587 山本　正則 山本商会

000588 黒沢　勇一 （有）黒澤工業所 専務取締役 http://kabu-kurosawa.com

000592 富岡　行沢 トミー商会 内装解体工

000593 金久保　誠 金久保興業

http://www.atk-eng.jp/
http://www.rikikaihatsu.com/
http://www.rikikaihatsu.com/
http://www.rikikaihatsu.com/
http://www.e-reverse.com/
http://www6.ocn.ne.jp/%7Eresource/index.html
http://www.ohkubokogyo.com/company
http://www.housing.co.jp/
http://www.taisei.co.jp/
http://www.chemico.co.jp/
http://www.seika.com/
http://www.kankyougijutsu.co.jp/
http://www.syouji.jp/
http://www.kantechs.com/
http://www.taiseirotec.co.jp/
http://www.itcenex.com/
http://www.njd.co.jp/
http://kabu-kurosawa.com/


000595 工藤　冨夫 リビングライフ 住宅リフォーム http://livinglife.in

000596 清水　克哉 （有）清水工務店

000600 長濱　茂男 長濱建材 建設工事部

000601 石川　哲久 石川建材 建設工事部

000602 米内　政男 東北建工

000604 大木　章 大木工業

000605 岡部　貴嗣 岡部設備

000606 渡部　春美

000608
関根　善一
郎

関根畳店

000609 小林　秀夫 Ｏnes （ﾜﾝｽﾞ）

000613 森田　正幸 森田建築工房 工事部

000614 矢部　友宣 矢部建材（株）

000617
八尾坂　義
雄

八尾坂技研

000621 林　弘直 （株）はが建築社 建築部 www.hagaken.com

000624 後藤　仁 （株）櫻蔭建設

000628 石森　信一 （株）オーテック

000629 大嶋　定男 （株）大嶋技研

000630 瀬尾　忍 （有）セオホーム

000640 谷田部　充 住医やたべ（有） 工事部 http://www.juui-sumai.com/

000644 菊地　利男 菊地建材興業

000645 千原　範久 千原電気

000646 岩井　政聡 咲美創

000652 落合　一也 落合建築

000654 宇治川　克己 宇治川造園

000656 鳥海　章 埼京冷熱 代表

000657 中嶋　芳男 中島工建

000659 角田　貴美雄 住耕

000661 溝井　昭資 溝井建築 宮代支部

000667 根岸　克弘 根岸塗装店

000668 持木　道夫 （株）鳶もちき 代表取締役

000672 荻原　輝一 エコドリーム 代表

000673 浅野　英治 浅野タイル

000675 大川　俊行 （株）大川緑地開発 http://www.ookawaniwashi.com/

000678 小菅　洋一 （有）小菅工務店

000681 前川　尚樹 （有）白浜工務店 型枠工事

000682 白浜　喜代久 （有）白浜工務店 型枠工事

000683 沖ノ井　繁 （株）リオラス

000684 小山　正利

000686 千葉　昌利 千葉工務店

000693 大石　充 （有）大石ブロック工業

000696 川田　瑞穂 川田工務店

000699 南雲　晴隆 （有）南雲電設

000705 中村　和広 （株）NAKAMURA

000708 永島　謙三 （株）ティ・ビー・エム 設備工事部 http://www.kk-tbm.jp/

000712 髙井　純一 ジェイティホーム

000714 山田　三郎 山田工務店

000715 中山　泰貴 （有）日進建興

000719 武藤　清 武藤工務店

000720 澤田　直樹 （有）サイワ塗装工業

000722 本田　幸一 成美興業（株） 建築部

000723 斎藤　文子 斎藤興業（株）

000725 宇賀治　泰弘 ウカジ塗装 代表者

000726 島田　茂男 島田建築

000727 小沼　健志 （有）菅原工業

000728 新井　和也 建築あらい

000733 齊藤　実 （有）ABC総合サービス http://abcsougou.main.jp

000735 岡野　三才 （有）藤二工業

000736 國谷　孝之 國谷設備

000737 松嶋　勲 （株）東栄

000741 新井　富雄 新井電気工事

000743 櫻井　康男

000744 伊東　好郎 レミントン工業（株）

http://livinglife.in/
http://www.hagaken.com/
http://www.juui-sumai.com/
http://www.ookawaniwashi.com/
http://www.kk-tbm.jp/
http://abcsougou.main.jp/


000745 矢野　定幸 レミントン工業（株）

000747
宇田川　康
次

宇田川建工

000751 青柳　秀一 （株）ツカサ 工事部

000753 高瀬　將員 (株）イボキン http://www.ibokin.co.jp

000754 平野　徳己 (株）平野興業 取締役

000755 松原　昌茂 (株）マツケン 代表取締役

000756 三木　忍 (株）ミツエ

000757 坪田　慎哉 (株）ミツエ

000760 松川　純三 (株）マツヒロ

000761 清水　源郷 (株）マツヒロ

000765 小林　徹 （有）マルモ工務店

000767 鈴木　友喜 彩惠工業（株） http://tomos.p-kit.com

000771 高橋　昭則 （有）高橋電気

000772 山岸　和之 佐藤工務店一級建築士事務所

000779 高山　裕治 （有）匠建

000786 上田　博美 上田エクステリア

000787 芦谷　誠一 芦谷工業

000797 堀口　清二 堀口建築

000801 井上　敏郁 ライフアップ住設

000802 清水　正博 （株）清水工務店

000819 池田　淳 池田工業

000823 三浦　賢治 （有）三浦建工

000829 岡田　靖之 （株）岡田建設

000831 橋本　博

000863 黒須　伸司 黒須コンクリート工業所 建設部

000864 荒谷　剛 （株）プラスワンテストシステム

000867 浅野　喜美男 加賀建材工業(株)

000868 川崎　茂 （株）総建工業 代表取締役

000869 細谷　誠 （株）細谷興業 代表取締役

000870 井上　正幸 （株）細谷興業

000871 坂井　芳夫 （株）細谷興業

000872 坂間　修一 （株）細谷興業

000873 相澤　英行 （株）細谷興業 工事部長

000874 細谷　翔平 （株）細谷興業

000875 中村　誠 （有）ナカダイ工業 建設（リホーム）

000879 佐藤　昇 （株）昇和 代表取締役 http://showa-310.co.jp

000898 横田和彦 和建設産業 http://kazken.jp/

000909 金子　誠一 金子土建工業

000952 大平　豊作 （有）東海 代表取締役社長

000958 三田　浩司 三田建材運輸（株）

000907 江口　謙二 江口建設

001096 大賀　浩二 ＯＨＧＡ 代表

001098 笹渕　浩一 タフネス・クルー 代表者

001100 塚本　勝人 塚本建設 北九州支部

001101 隈本　正継 隈本黒板産業

001104 池田　安司 池田設備

001105 佐々木　貴智 佐々木工務店

001108 皆川　達生 佐々木工務店

001215 三好　大樹 鳶翔 代表（解体工事部）

001239 日下　靖雄 （株）山新工務店

001262 近藤　伸一 （株）ＳＭＴ 代表取締役社長

001309 原田　博 キャラット

001318 渡辺　健治 （株）渡辺建設 http://ie-wataken.com

001322 片山　正和 （有）片山建築 代表取締役

001323 梅村　康大 山王産業

001336 林　和彦 ホームテクノ

001346 大山　晋司 （株）大山工務店 代表取締役

001347 服部　貴昇 服部建築 www.wa.commufa.jp/kenchiku

001348 大竹　嘉一 大竹工務店

001349 服部　秀和 インテリアハウスハットリ

001352 森本　敏照 ley-line 外構工事部

001353 中村　隆之 （有）中村築炉

http://www.ibokin.co.jp/
http://tomos.p-kit.com/
http://showa-310.co.jp/
http://kazken.jp/
http://ie-wataken.com/
http://www.wa.commufa.jp/kenchiku


001427 佐竹　義光 協栄建設（株）

001501 市川　勝広 伊藤建設（株）

001507 犬塚　典孝 藤本建設（株） http://fujimoto.ne.jp

001512 大内　哲弘 近藤商事土木（株） www.konsyo.jp

001517 荻　慎二 青木建設（株）

001518 小栗　彰織 （株）今井組

001519 落合　城治 日京工設（株）

001528 河合　稚康 神谷組工業（株） www.kamiyagumi.co.jp

001532 小松　伸介 （株）小松

001535 斉藤　孝 斎藤組建設（株）

001537 佐藤　敏雄 太啓建設（株） 土木部 www.taikei-con.co.jp

001539 澤田　之伸 澤組（株） www.sawagumi.co.jp/

001542 末松　裕司 松山建設工業（株） http://matsuyama-kk.com//

001552 田中　宏明 田中建設工業（株）

001559 早川　篤志 神谷組工業（株） www.kamiyagumi.co.jp

001560 深谷　俊一 （株）メイダイ www.meidai-net.co.jp

001563 松井　誠 松井建設工業（株） http://mtsuken.com/

001567 山田　博章 稲武土建（株）

001568 和出　光生 コメジ・ソシオ（株） www.comeji-socio.co.jp/

001571 岡本　真琴 （株）ＮＥＯ www.neo-ss.com

001593 石田　誠 （有）　八百正住宅機器 http://yaoshou.jp/

001596 今井　英彰 今井管工

001597 今井　由美 今井管工

001598 宇佐美　克幸 碧洋管工（株）

001599 宇佐美　孝明 碧洋管工（株）

001612 鈴木　勇亮 （株）鈴木工設 http://suzukikosetsu.hp.gogo.jp/pc/index.

001613 利根　裕介 （有）利根設備

001617 西嶋　輝人 （株）西島産業

001618 久永　清美 愛豊管工（株）

001619 深津　幸司 豊田市管工事業協同組合

001620 福井　智仁 （有）八百正住宅機器 http://yaoshou.jp/

001622 松岡　功席 愛豊管工（株）

001623 松嶋　賢哉 （有）田中水道設備

001632 渡邉　鎮一 （有）利根設備

001636 池田　淳平 （株）眞栄

001637 板倉　重治 高岡造園土木（株） 代表取締役 http://www.takaokazouen.com

001638 今井　幸治 （有）今井造園

001639 岩附　拓巳 三共造園（株）

001640 及川　翔一朗 （株）バンブー苑 http://www.bamboo-en.co.jp

001641 加藤　政喜 加藤造園（株）

001642 加納　俊和 （株）加納造園

001645 菊池　太郎 （株）鈴鍵 http://www.szken.co.jp

001646 柴田　征充 （有）猿投観葉 http://www.sanagekanyou.jp

001647 島村　利彦 （有）島村造園土木

001648 鈴木　進也 （株）アスケ緑化

001649 鈴木　敏之 志賀造園

001650 多原　由将 三共造園（株）

001651 中村　匡志 （株）中村造園土木 http://naka-z.co.jp

001652 丹羽　守義 （有）丹羽造園

001653 林　健一 豊緑化技研（株）

001654 兵藤　敏光 （株）兵藤造園

001655 福田　功二 福田造園土木（株） http://fukutazoen.co.jp

001656 水野　義政 （株）みどり造園 http://www.hm3.aitai.ne.jp/midori-z

001658 森　政登 （株）豊田緑化苑

001675 川合　喜大 （株）川合造園土木

001676 杢野　高司 （株）眞栄

001695 岩井　勉 旭エー・ブイ産業（株） http://www.asahi-avt.com

001714 小島　新司 （株）福田組 　東京支店、土木部

001721 斉藤　祐二 Ｙ＆Ｙ行政書士事務所 産廃許可申請グループ http://www.yy-sanpai.com

001917 粕谷　毅 株式会社池田商店 http://www.ikeda-s.biz/

001918 吉田　義雄 株式会社池田商店 http://www.ikeda-s.biz/

001919 望月　隆致 株式会社池田商店 http://www.ikeda-s.biz/

http://fujimoto.ne.jp/
http://www.konsyo.jp/
http://www.kamiyagumi.co.jp/
http://www.taikei-con.co.jp/
http://www.sawagumi.co.jp/
http://matsuyama-kk.com/
http://www.kamiyagumi.co.jp/
http://www.meidai-net.co.jp/
http://mtsuken.com/
http://www.comeji-socio.co.jp/
http://www.neo-ss.com/
http://yaoshou.jp/
http://suzukikosetsu.hp.gogo.jp/pc/index.
http://yaoshou.jp/
http://www.takaokazouen.com/
http://www.bamboo-en.co.jp/
http://www.szken.co.jp/
http://www.sanagekanyou.jp/
http://naka-z.co.jp/
http://fukutazoen.co.jp/
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http://www.yy-sanpai.com/
http://www.ikeda-s.biz/
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http://www.ikeda-s.biz/


001924 寺田　淳利 株式会社池田商店 http://www.ikeda-s.biz/

001925 佐川　真美 株式会社池田商店 http://www.ikeda-s.biz/

001927 川嶋　哲郎 株式会社池田商店 http://www.ikeda-s.biz/

001928 大平　達也 株式会社池田商店 http://www.ikeda-s.biz/

001929 佐竹　友儀 株式会社池田商店 http://www.ikeda-s.biz/

001930 古田　知加 株式会社池田商店 http://www.ikeda-s.biz/

001946 秀澤　秀之 行政書士秀澤事務所

001982 遠藤　裕一 有限会社遠藤土木 endoudoboku@yahoo.co.jp

001983 遠藤　裕矢 有限会社遠藤土木 endoudoboku@yahoo.co.jp

001984 遠藤　翔 有限会社遠藤土木 endoudoboku@yahoo.co.jp

001985 大井　学 有限会社遠藤土木 endoudoboku@yahoo.co.jp

002029 株式会社小原ハウジング 工事課

002030 神谷　政人 株式会社加藤土木 http://www.kato-dbk.co.jp

002039 澤田　佳樹 澤組　株式会社 http://www.sawagumi.co.jp

002049 鈴木　陶太 株式会社　小野組 http://www.a-onogumi.co.jp

002061 西尾　佳樹 株式会社　大幸 kikaku@taikoh3.com

002062 服部　行正 株式会社　小野組 http://www.a-onogumi.co.jp

002069 松井　誠 松井建設工業　株式会社 http://www.mtsuken.com/

002093 鈴木　勇亮 株式会社　鈴木工設 http://suzukikosetsu.hp.gogo.jp/pc/

002105 福井　智仁 有限会社　八百正住宅機器 http://yaoshou.jp/

002106 藤村　匡泰 藤村産業　株式会社 info@fujimura-inc.com

002109 吉澤　健 藤村産業　株式会社 info@fujimura-inc.com

002113 今井　幸治 有限会社　今井造園

002119 河木　善照 河木興業　株式会社

002122 鈴木　進也 株式会社　アスケ緑化

002124 祖父江　雅人 株式会社　眞栄

002125 永田　浩樹 河木興業　株式会社

002126 中根　匡平 三共造園　株式会社

002133 水野　義政 株式会社　みどり造園

002156 副島　強 三井住建道路（株） 関東支店 www.smrc.co.jp

002186 野島　直樹 システム・プランナー http://system-planner.com/

002327 渡部　幸太 株式会社隼エンジニアリング 施行部 施行課

002331 佐藤　治弘 日本国関東北部貿易基地建設部 寄居支部

002333 北井　幸治 有限会社 北井商事 http://www.kitaishouji.co.jp

002337 菅野　正人 株式会社菅野工業 代表取締役

002389 立花　広一 日進電設工業(株) 代表取締役

002409 石川　智亜紀 有限会社鈴木建材

002419 臼倉　大輔 （有）臼倉建材興業

002406 野本　洋 （株）野本建設 http://www.geocities.jp/kikjokklk/

002428 酒井　良充 株式会社ＴＳＳ 代表取締役 http://www.tss-123.com/

002436 酒井　研二 酒井工業

002440 大澤　智章 （株）エーステクニカ

002462 小山　弘 有限会社インテリア小山

002466 澤田　雄志 （株）はが建築社 http://www.hagaken.com

002444 榎本　将志 株式会社イー・エム・マテリアル em-material.co.jp

002513 佐藤　栄治 港建物産(株) 営業部 http://www.kouken-b.co.jp/index.html

002514 長水　英夫 港建物産(株) 営業部 http://www.kouken-b.co.jp/index.html

002581 小松　弘史 小松工栄株式会社 http://komatukouei.on.omisenomikata.jp

002564 佐藤　潤 (有)新一工務店

002538 篠見　更生 (株)篠見工務店

002540 樋口　平蔵 (有)樋口塗工店

002504 鈴木　翔 株式会社マツナガ 重機土木部 http://www.matsunaga-cm.jp/

002605 林　敦 埼玉ダンプ企業組合 土木部

002613 髙橋　秀治 髙橋行政書士事務所 建設業許可申請担当 http://taka-gyosei.yokohama/

002664 二又　紀承 日信電子サービス株式会社 品質管理部

002697 小和口　信一 株式会社エスケー 代表取締役 http://www.eskei.jp

002698 小和口　哲也 株式会社エスケー 代表取締役 http://www.eskei.jp

002708 帶川　竜也 有限会社ミウマ工芸

002721 廣瀬　誠彦 関東特殊防水工事 代表

002776 村山　徳一郎 (有)菱光建設

002782 折本　孝良 蒲田建築組合

002785 田中　英典 八王子南多摩建築組合

002786 森上　秀男 八王子南多摩建築組合

http://www.ikeda-s.biz/
http://www.ikeda-s.biz/
http://www.ikeda-s.biz/
http://www.ikeda-s.biz/
http://www.ikeda-s.biz/
http://www.ikeda-s.biz/
mailto:endoudoboku@yahoo.co.jp
mailto:endoudoboku@yahoo.co.jp
mailto:endoudoboku@yahoo.co.jp
mailto:endoudoboku@yahoo.co.jp
http://www.kato-dbk.co.jp/
http://www.sawagumi.co.jp/
http://www.a-onogumi.co.jp/
mailto:kikaku@taikoh3.com
http://www.a-onogumi.co.jp/
http://www.mtsuken.com/
http://suzukikosetsu.hp.gogo.jp/pc/
http://yaoshou.jp/
mailto:info@fujimura-inc.com
mailto:info@fujimura-inc.com
http://www.smrc.co.jp/
http://www.kitaishouji.co.jp/
http://www.geocities.jp/kikjokklk/
http://www.tss-123.com/
http://www.hagaken.com/
http://www.kouken-b.co.jp/index.html
http://komatukouei.on.omisenomikata.jp/
http://www.matsunaga-cm.jp/
http://www.eskei.jp/
http://www.eskei.jp/


002787 黒田　好則 八王子南多摩建築組合

002800 小川　貴久治

002805 椛嶋　厳 (株)山口建設

002808 伊藤　祥司 伊藤工務店

002811 川又　好一 株式会社陶研

002824 小林　達也 株式会社ケースタイルデコレーション http://k-styledecoration.info

002825 露口　雄太 株式会社ケースタイルデコレーション http://www.suehiro-koumuten.com

002826 末廣　秀文 (株)末広工務店

002829 藤森　嘉孝 (有)藤森工務店

002830 大津　馨 (有)奈良瓦工業

002839 藤谷　忠由 (株)藤谷工務店

002841 菅股　譲志 (株)二葉

002852 森田　隆司 R.モリタデザイン工房

002853 加藤　英理 株式会社リフォームアップ

002872 坪井　克樹 坪井工業所

http://k-styledecoration.info/
http://www.suehiro-koumuten.com/


社　　名 所属部署等 会社ホームページ

明治コンサルタント(株)

(株)吉勝重建

(有）調布清掃 工事部

（有）和興開発 www.wako-ltd.com

（株）小島組 建設事業本部

理研工営(株）

(有）丸吉環境

(株）横浜インダストリー

(株）石井吉豊エンジニアリング

京葉環境事業協同組合

(株）ＫＳＪ www.ksj-inc.com

ケイエスライン（株） www.keies-line.com

（有）八千代流設工業

根岸工業 http://www.negishi-k.com/

神田鉄工所

（有）上地組

（株）昇和 http://showa-310.co.jp

（株）青森クリーン

（株）釜淵商事

（株）東通運輸

上毛資源（株） http://www.j-shigen.co.jp/

クリーンサービス（株） http://www.clean-ser.com

オオノ開發（株）

（株）千照運輸

セック（株） www.sec-i.co.jp/

（有）サン・シティワーク http://www.3410w.co.jp

新和環境（株） http://www.shinwa-eco.com/

Ｓ・Ｓ・Ｋ

（株）中央建設

高俊興業（株） http://www.takatoshi.co.jp/

有限会社山健興業 http://www.yamaken-kogyo.co.jp

有限会社須田工業 http://www.suda-k.jp/

山陽美業(株) 本社・倉敷事業所 http://www.sanyobigyo.jp/

000546

000798

000551～000552

000550

001995～001998

000548

001771,001772,001780
001782,001791,001793

001804～001825

000547

001393～001399

000549

001377～001392

修了証番号

000508
000517～000532

000535

000500～000507
000509～000516
000533～000534

000062

000099

000553～000564

000841

000536～000545

000573

000974～001079

001080～001083

000703

000912～000928

000930～000941

000879～000897
000899～000900
000905～000906
000943～000951

000954～000957

000959

001119～001120
001122～001129
001132～001143

001453～001457

001208

300012,300014～300043

300137～300139,
300141～300162
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http://showa-310.co.jp/
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http://www.3410w.co.jp/
http://www.shinwa-eco.com/
http://www.takatoshi.co.jp/
http://www.yamaken-kogyo.co.jp/
http://www.suda-k.jp/
http://www.sanyobigyo.jp/


修了証番号 氏　　名 社　　名 所属部署等 会社ホームページ

200022 菅野　明 ASTワークス

200041 木賀　聖司 木賀建設

200053 鈴木　好幸 鈴木設備

200057 川口　敏彦 （株）西海 http://kk-saikai.com/

200058 小林　義幸

200063 杉本　直久

200064 後藤　雄二 建成システム（株）

200100 番場　克己 （株）東武園芸 代表取締役 http://tobu-engei.com/

200101 宮崎　幸重 トバセ電気工事（株） 工事部長

200102 柿沼　裕 （株）大久保電気 工事部　部長

200103 浦川　尚之 （有）大熊建設

200104 大熊　定男 有限会社 大熊建設 代表取締役 yu.ookuma@ac.auone-net.jp

200105 栗原　修 （有）ムサツ電機商会 代表取締役

200106 山崎　裕司 株式会社 桶新設備 okeshin@fine.ocn.ne.jp

200107 浅子　恵司 株式会社 桶新設備

200108 緑川　正広 （株）大久保電気

200109 櫻井　昭幸 オザワロード（株） 工事課長

200110 藤田　昌樹 株式会社 昭電エンジニアリング 代表取締役 http://www.shouden-eng.co.jp

200111 佐藤　剛 株式会社 昭電エンジニアリング 工事部次長 http://www.shouden-eng.co.jp

200112 青木　康広 （有）沖田土木 取締役 http://www.okitadoboku.com/

200113 飯山　行雄 飯山建鉄（株） 代表者

200114 株式会社 中村公務店 koumuten@kokokoi.com

200115 溝井　桂子 （有）日栄設備

200116 玉井　幸嗣 （株）須賀工務店 info@suka5610.com

200117 川上　正夫 越谷建設推進協同組合 理事

200118 金子　赫男 （有）ヤマト工業所

200119 笹原　定裕 （株）若海建設

200120 鈴木　公雄 有限会社 井戸由管工社

200121 都築　明 有限会社 井戸由管工社

修了証番号 氏　　名 社　　名 所属部署等 会社ホームページ

100001 大宮久雄 （株）小山組

100003 秋本信敏 （株）秋本組

100007 （株）環境管理センター http://www.kankyo-kanri.co.jp/

100008 大瀬　輝彦 （株）大高環境コンサルティング

100009 渡辺　稔明 戸田建設（株） 大阪支店　土木工事部 http://www.toda.co.jp/

100010 松岡　主茂

100011 中西　宏 ＥＱＡ国際認証センター 審査部

100017 板倉　輝佳 （株）イール 調査部

100020 池上　裕平 （株）那須屋興産 http://nasuya-kousan.co.jp/

100021 戎野　彩子 （有）丸新 総務

100024 尾方　清治 （株）サニタリー http://sanitary

100026 高橋　潔志 キョリアライセンス 本部 http://career.in.coocan.jp/

100030 竹内　智 （株）植木機工 工事課 http://career.in.coocan.jp/

100031 米田　智彦 米田行政書士法務事務所 特定行政書士 http://www.yone.org/

100032 北西　剛輝 （株）中間TRC 収集事業部 www.mie-chukan.co.jp

産業廃棄物・汚染土壌排出管理者講習テキスト　修了考査合格者

産業廃棄物・汚染土壌排出管理者講習会（基礎コース）　修了者
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