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ボス供試体講習会 受講企業リスト（平成 18・19 年度） 
 

会 社 名 所在地 ＴＥＬ 

（株）メンテナンス・ネットワーク 北海道 011-816-7888 
千代田建工（株） 東京 03-5835-3751 
西松建設（株） 東京 03-3502-0377 
（株）ケミカル工事 東京支店 東京 03-5855-7260 
（株）ケミカル工事 本社 兵庫 078-411-9111 
（株）ケミカル工事 名古屋支店 愛知 052-509-0780 
（有）テーエスコンサルタンツ 東京 03-3648-5391 
城北建材試験（株） 東京 03-5998-5590 
（株）ディーアイジェクト 神奈川 044-200-7286 
（株）日鐵テクノリサーチ 神奈川 044-814-3464 
（株）日鐵テクノリサーチ 山口 0833-71-5389 
コンクリートエンジニアリング（株） 神奈川 042-700-1811 
（株）ピーエス三菱 神奈川 0465-46-2780 
（株）ピーエス三菱 宮城 022-273-8124 
（株）八洋コンサルタント 神奈川 0467-87-3451 
三友エンジニアリング（株） 千葉 047-306-7780 
（株）東京建材検査サービス 埼玉 048-999-0501 
（株）複合材料研究所 東京 03-5662-2777 
九州地区コンクリート診断士センター 福岡 092-641-8667 
富山検査（株） 富山 076-438-0808 
（株）鴻治組 広島 082-822-5216 
（有）イー・エヌ・シー 愛媛 0898-53-5301 
（株）愛建総合設計研究所 愛知 0566-22-6100 
興繕セキシン（株） 広島 0848-86-0633 
（有）オーヤック 北海道 011-837-0893 
（株）計測技研 福岡 092-939-2606 
計測技研（株） 兵庫 06-6426-7778 
（有）大日建設 沖縄 098-965-5700 
（財）名古屋市建設事業サービス財団 愛知 052-361-3700 
大鉄工業（株） 大阪 06-6394-1286 
大鉄工業（株） 大阪 06-6305-2810 
梅林建設（株） 広島 082-295-7810 
（株）ケーピーシー 東京  
日本工営（株） 広島 082-262-6607 
寺下建設（株） 青森 0178-70-1234 
溶接検査（株） 宮城 022-365-6040 
古谷建設（株） 千葉 047-318-8322 
積水ハウス（株） 大阪 06-6440-3434 
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（株）ティーネットジャパン 愛知 052-589-9201 
（有）仙台エンジニアリング 宮城 022-366-7527 
（株）日栄建設 北海道 011-892-2345 
（株）材料検査センター 東京 03-5941-6620 
石川県生コンクリート工業組合 石川 076-242-1401 
六会コンクリート（株） 神奈川 0466-81-5464 
佐田建設（株） 群馬 027-290-1641 
河本工業（株） 群馬 0276-72-3321 
日東建設（株） 北海道 011-874-6200 
東北検査（株） 宮城 022-216-8608 
ダイチ工営（株） 北海道 011-883-7220 
（有）釧路工業検査センター 北海道 0154-57-7888 
（財）日本品質保証機構 佐賀 0942-83-7763 
（株）シーエックスアール 広島 0823-22-4100 
（有）ソクテック 愛知 0568-85-5201 
肥海建設（株） 広島 082-815-1863 
（株）サンテクノス 島根 0852-22-4478 
（株）半田組 島根 0855-22-1022 
（株）東開技術 岩手 0197-24-1311 
（有）イノベックス 北海道 011-753-1590 
（株）山陽電測 岡山 086-297-7272 
（株）富士ピー・エス 広島 082-247-9733 
（株）富士ピー・エス 大阪 06-6372-0383 
（株）富士ピー・エス 群馬 0279-30-5591 
飛島建設（株） 東京 03-3222-9421 
（株）日東コンクリート技術事務所 埼玉 048-952-5401 
大成建設（株） 大阪 072-895-7611 
（株）ビューテック 北海道 0166-48-7280 
（株）半田組 島根 0855-22-1022 
（有）泰平測建 兵庫 079-294-4511 
（有）緑鉄工所 兵庫 0799-45-0325 
若築建設（株） 徳島 088-622-9508 
（株）第一検査工業 長崎 0957-25-7772 
（株）アイ・エム・シー 兵庫 078-577-3691 
共立建設（株） 東京 03-3464-2716 
（株）建材サービスセンター 東京 03-3963-2011 
（株）ＫＳＫ 茨城 0297-70-5961 
ジオテック関西（株） 兵庫 079-221-7247 
ＳＭＣテック（株） 千葉 04-7154-9192 
（有）エコケアコーポレーション 富山 076-462-1170 

 



  3/3 
会 社 名 所在地 ＴＥＬ 

（株）イーエス総合研究所 北海道 011-791-1941 
（株）ダイアテック 新潟 025-222-3288 
戸田建設（株）本社 東京 03-3535-1354 
戸田建設（株）東京支店 東京 03-3535-1501 
戸田建設（株）千葉支店 千葉 043-242-4599 
戸田建設（株）関東支店 埼玉 048-827-1301 
戸田建設（株）横浜支店 神奈川 045-228-6072 
戸田建設（株）大阪支店 大阪 06-6531-6095 
戸田建設（株）北陸支店 石川 076-231-4121 
戸田建設（株）名古屋支店 愛知 052-951-8549 
戸田建設（株）札幌支店 北海道 011-231-9211 
戸田建設（株）東北支店 宮城 022-222-1293 
戸田建設（株）広島支店 広島 082-545-7500 
戸田建設（株）四国支店 香川 087-835-1153 

戸田建設（株）九州支店 福岡 092-525-0362 
 


