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NDIS 0602 非破壊検査総合管理技術者 資格保持者一覧（1/7 頁）  

（氏名・勤務先公開を希望する資格者のみ記載）  

 

一般社団法人  日本非破壊検査協会  

    非破壊検査総合管理技術者認証委員会  

 

2020 年 4 月 1 日現在  

(五十音順 ) 

 

 

相山  英明  （一社）北海道機械工業会  

青柳  圭祐  診断技術㈱  

浅野  裕一  新日本非破壊検査㈱  

芦田  一弘  （一財）発電設備技術検査協会  

足立  尚志  非破壊検査㈱  

阿部  龍郎  東亜非破壊検査㈱  

有馬  道男  宇部興産機械㈱  

井川  敏之  
 

池ヶ谷  靖  ㈱ｼﾞｬｽﾄ 

池田  忠夫  NDT ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

石倉  智也  
 

石村  文孝  東亜非破壊検査㈱  

伊丹  彰  北日本非破壊検査㈱  

板谷  純一  ㈱ｳｨｽﾞｿﾙ 

井手  茂  東亜非破壊検査㈱  

伊藤  政広  
 

今井  崇夫美  非破壊検査㈱  

今井  義之  非破壊検査㈱  

今川  幸久  新日本非破壊検査㈱  

岩井  正直  
 

岩本  幹夫  新日本非破壊検査㈱  

内橋  寛晴  日本工業検査㈱  

江淵  高弘  非破壊検査㈱  

遠藤  賢  非破壊検査㈱  

遠藤  剛  川崎重工業㈱  

大川内  浩一  東亜非破壊検査㈱  

大久保  拓二  非破壊検査㈱  

大倉  英敏  診断技術㈱  

大塚  優  東芝ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑｽﾞ㈱  

大坪  登喜夫  ㈱ｱｲﾍﾟｯｸ 
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一般社団法人  日本非破壊検査協会  

    非破壊検査総合管理技術者認証委員会  

 

2020 年 4 月 1 日現在  

(五十音順 ) 

 

 

大西  正人  三菱重工業㈱  

大根田  浩之  非破壊検査㈱  

岡澤  弘之  日本非破壊検査㈱  

岡本  潔  日本非破壊検査㈱  

荻野  直樹  非破壊検査㈱  

沖原  禎夫  ㈱川重ｻﾎﾟｰﾄ 

奥村  信也  ㈱ｵｸﾑﾗ 

小澤  雅夫  神鋼検査ｻｰﾋﾞｽ㈱  

小野  学  非破壊検査㈱  

掛  敬宇  ㈱ｳｨｽﾞｿﾙ 

笠原  基弘  
 

梶原  勝義  日本工業検査㈱  

柏木  正義  東京ﾊﾟﾜｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱  

柏田  利之  非破壊検査㈱  

片山  徳光  非破壊検査㈱  

金田  尚志  日鉄ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱  

金川  鐘泰  ㈱東京ｴﾈｼｽ 

加納  昭雄  北日本非破壊検査㈱  

川島  健二  東亜非破壊検査㈱  

川端  武夫  ㈲ MCK 

北尾  和典  ㈱ｼｰｴｯｸｽｱｰﾙ 

北川  美一  ㈱辰起非破壊検査工業  

北阪  純一  非破壊検査㈱  

木津  琢也  ㈱ｱｲ･ｴﾑ･ｼｰ 

城戸  友文  東亜非破壊検査㈱  

木下  勝也  東亜非破壊検査㈱  

木引  高志  ㈱川重ｻﾎﾟｰﾄ 

熊谷  安紘  
 

合田  吉克  非破壊検査㈱  

向野  英之  東亜非破壊検査㈱  
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一般社団法人  日本非破壊検査協会  

    非破壊検査総合管理技術者認証委員会  

 

2020 年 4 月 1 日現在  

(五十音順 ) 

 

 

児島  真一郎  非破壊検査㈱  

小松  義明  
 

小松  伸行  
 

古森  龍一  古森非破壊検査技術士事務所  

近藤  浩  ㈱ｼﾞｬｽﾄ 

斉藤  尚樹  ㈱札幌工業検査  

斉藤  正則  （一社） CIW 検査業協会  

阪戸  秀浩  非破壊検査㈱  

櫻井  智規  ㈱ｼﾞｬｽﾄ 

佐々木  直己  ㈱ｼﾞｬｽﾄ 

佐藤  英世  非破壊検査㈱  

佐藤  政信  北日本非破壊検査㈱  

潮崎  正繁  神鋼検査ｻｰﾋﾞｽ㈱  

篠田  邦彦  非破壊検査㈱  

庄山  泰彦  中外ﾃｸﾉｽ㈱  

城下  悟  非破壊検査㈱  

末包  享志  ㈱ｼﾞｬｽﾄ西日本  

末次  純  非破壊検査㈱  

杉田屋  卓  
 

杉村  誠一  淡路ﾏﾃﾘｱ㈱  

杉森  知和  総合検査㈱  

洲崎  吉範  ㈱ｼｰｴｯｸｽｱｰﾙ 

鈴木  弘訓  東亜非破壊検査㈱  

墨川  大輔  ㈱ｳｨｽﾞｿﾙ 

関位  貴裕  日鉄ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱  

仙崎  功  非破壊検査㈱  

高木  泰  非破壊検査㈱  

高重  昇一  ﾎﾟﾆｰ工業㈱  

高野  馨  非破壊検査㈱  

髙橋  正  ㈱ｼｰｴｯｸｽｱｰﾙ 
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一般社団法人  日本非破壊検査協会  

    非破壊検査総合管理技術者認証委員会  

 

2020 年 4 月 1 日現在  

(五十音順 ) 

 

 

高山  博光  日本工業検査㈱  

竹中  克己  非破壊検査㈱  

竹原  禎夫  新日本非破壊検査㈱  

竹安  浩哉  非破壊検査㈱  

田中  壽  非破壊検査㈱  

田中  隆介  非破壊検査㈱  

塚田  聡  非破壊検査㈱  

辻  哲平  ㈱ｼﾞｬｽﾄ 

辻  憲一  
 

辻野  信也  しまなみ検査㈱  

坪井  亘  第一検査㈱  

外﨑  匡  非破壊検査㈱  

豊田  修治  
 

永井  辰之  非破壊検査㈱  

長位  進  非破壊検査ｻｰﾋﾞｽ㈱  

長尾  泰命  ㈱ｼﾞｬｽﾄ西日本  

長尾  康次  東亜非破壊検査㈱  

永田  義徳  非破壊検査㈱  

永縄  憲一  非破壊検査㈱  

中野  大介  第一検査㈱  

長野  芳浩  非破壊検査㈱  

中村  大起  ﾎﾟﾆｰ工業㈱  

中村  和夫  非破壊検査ｻｰﾋﾞｽ㈱  

中村  信夫  日本非破壊検査㈱  

中村  亮  日本非破壊検査㈱  

中山  弘司  非破壊検査㈱  

西  恵治  東亜非破壊検査㈱  

西村  玲子  
 

野口  真吾  東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱  
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一般社団法人  日本非破壊検査協会  

    非破壊検査総合管理技術者認証委員会  

 

2020 年 4 月 1 日現在  

(五十音順 ) 

 

 

則俊  雅春  日本非破壊検査㈱  

芳賀  勝己  東亜非破壊検査㈱  

萩  匠至  日本非破壊検査㈱  

迫田  豪  日本工業検査㈱  

花井  猛  
 

花田  和彦  東亜非破壊検査㈱  

花田  創一  
 

原  敬一  日本工業検査㈱  

原澤  隆之  東洋検査工業㈱  

平井  正雄  三菱重工業㈱  

平本  多加志  日本工業検査㈱  

福田  真一  日鉄ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱  

藤井  武司  非破壊検査㈱  

藤岡  和俊  
 

藤垣  博敏  非破壊検査㈱  

藤田  斎  ㈱ｼﾞｬｽﾄ 

藤田  昌宏  非破壊検査㈱  

二口  滋啓  札幌ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ㈱  

古舘  岳実  ㈱ｼﾞｬｽﾄ 

細川  貴洋  非破壊検査㈱  

堀川  欽一  非破壊検査㈱  

本庄  兵輔  日本工業検査㈱  

前川  斉史  日揮㈱  

前芝  公男  
 

牧瀬  広孝  非破壊検査㈱  

松木  義明  ㈲ｾﾘｯｸｽ 

松澤  英俊  非破壊検査㈱  

松下  伸史  非破壊検査㈱  

松原  重行  非破壊検査㈱  

松本  実  日本工業検査㈱  
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一般社団法人  日本非破壊検査協会  

    非破壊検査総合管理技術者認証委員会  

 

2020 年 4 月 1 日現在  

(五十音順 ) 

 

 

松山  径助  非破壊検査㈱  

松山  雅幸  ㈱ｳｨｽﾞｿﾙ 

真鍋  聡  非破壊検査㈱  

真仁田  祐三  ㈱ﾆﾁｿﾞｳﾃｯｸ 

三瀬  靖典  非破壊検査㈱  

美藤  貴之  日本非破壊検査㈱  

南  康雄  横浜 NDI ｱｶﾃﾞﾐｰ 

峯  宏之  非破壊検査㈱  

三宅  康之  日本非破壊検査㈱  

宮﨑  幸司  ㈱ｳｨｽﾞｿﾙ 

宮沢  洋  
 

宮地  孝徳  非破壊検査㈱  

宮西  貴義  東亜非破壊検査㈱  

宮本  勝二郎  
 

向井  一弘  非破壊検査㈱  

武藤  理  ㈱大川技研  

望月  秀浩  非破壊検査㈱  

本山  倫視  非破壊検査㈱  

森  雅司  非破壊検査㈱  

森川  正規  非破壊検査㈱  

森重  裕  非破壊検査㈱  

森瀬  高明  ﾄｰﾖｰｶﾈﾂ㈱  

守谷  潤  非破壊検査㈱  

藪下  秀記  非破壊検査㈱  

山口  知綱  東亜非破壊検査㈱  

山口  武志  
 

山口  浩司  日本非破壊検査㈱  

山城  岳晴  
 

山田  真弘  非破壊検査㈱  

山田  克己  日本非破壊検査㈱  
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一般社団法人  日本非破壊検査協会  

    非破壊検査総合管理技術者認証委員会  

 

2020 年 4 月 1 日現在  

(五十音順 ) 

 

 

山中  義一  ㈱札幌工業検査  

山邉  正太  非破壊検査㈱  

山本  弘嗣  非破壊検査㈱  

横野  泰和  ﾎﾟﾆｰ工業㈱  

吉荒  俊克  ﾎﾟﾆｰ工業㈱  

吉江  和晃  非破壊検査㈱  

吉次  博昭  東亜非破壊検査㈱  

吉永  泰久  
 

龍王  晋  非破壊検査㈱  

若林  光治  日本工業検査㈱  

脇部  康彦  新日本非破壊検査㈱  

和田  秀樹  新日本非破壊検査㈱  

渡辺  甲  
 

渡辺  英昭  非破壊検査㈱  

 


