平成27年2月25日現在
一般社団法人ＣＩＷ検査業協会

コンクリートポンプ車の超音波探傷検査に関する研修会受講会社一覧表
府県名

会社名

北海道 札幌インスペクション㈱

事業所名
本社
本社

㈱札幌工業検査
函館営業所
青森県 ㈱シーエックスアール

青森営業所

東北金属検査㈱

本社

㈱ニッコーケン

本社

宮城県 ㈱シーエックスアール

仙台営業所

㈱ジャスト

仙台営業所

日本工業検査㈱

仙台営業所

東日本検査㈱

本社

山形県 京浜検査工業㈱

山形支店

福島県 ㈱検査サービス

福島営業所

新潟県 北日本非破壊検査㈱

本社

㈱シーエックスアール

柏崎営業所

㈱ジャスト

新潟営業所

日本工業検査㈱

新潟営業所

長野県 ㈱エスティエス
㈱ジャスト
茨城県 ㈱シーエックスアール
㈱ジャパンエコーサービス

本社
長野営業所
日立営業所
本社
鹿島営業所

日本工業検査㈱
日立営業所
日本非破壊検査㈱
栃木県 ㈱茗和検査
群馬県 ㈱広宣

鹿島営業所
栃木営業所
本社

㈲シーアイエス

本社

富士検査㈱

本社

埼玉県

千葉県 ㈲アクトエイションハート
エース・エンジニヤリング㈱
㈱ジィーアイエム

本社
東京支社
本社

㈱シーエックスアール

千葉営業所

㈱ジャスト

千葉営業所

住所
〒007-0870
札幌市東区伏古10条3-10-14
〒003-0872
札幌市白石区米里2条2-3-21
〒040-0051
函館市弁天町4-7
〒035-0021
むつ市大字田名部字下川18-81
〒031-0071
八戸市沼館1-13-3
〒039-1165
八戸市石堂1-27-15
〒984-0032
仙台市若林区荒井7-7-5
〒989-3127
仙台市青葉区愛子東2-3-26
〒985-0832
多賀城市大代3-5-26
〒983-0012
仙台市宮城野区出花1-4-13
〒999-2262
南陽市若狭郷屋253-2
〒960-8165
福島市吉倉字吉田119-1
〒950-0854
新潟市東区南紫竹1-2-14
〒945-0105
柏崎市大字剣164-22
〒950-0923
新潟市中央区姥ヶ山4-6-15
〒950-0985
新潟市中央区和合町1-4-11
〒399-8205
安曇野市豊科4503-19
〒399-8205
安曇野市豊科4319-19 アズミビル
〒319-1116
那珂郡東海村舟石川駅西3-1-3 タウニィKビル
〒311-4153
水戸市河和田町895-1
〒314-0121
神栖市溝口1658-3 根本ビル1階
〒316-0024
日立市大みか町5-1-2
〒314-0112
神栖市知手中央10-2-2
〒323-0154
小山市高橋1877
〒371-3835
前橋市前箱田町148-1 KSビル1F
〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町4-1002-101
〒340-0003
草加市稲荷1-1-1
〒289-0341
香取市虫幡1291
〒276-0046
八千代市大和田新田686-3
〒272-0805
市川市大野町3-1750-1 メゾン光207
〒299-0102
市原市青柳2-16-10
〒270-1166
我孫子市我孫子3-17-5
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電話
ファックス
011-788-1000
011-788-1100
011-879-6366
011-875-6233
0138-26-6387
0138-26-6904
0175-23-0160
0175-31-0830
0178-44-8522
0178-44-8520
0178-28-0730
0178-21-1345
022-349-5318
022-349-5319
022-302-9687
022-302-9688
022-363-4820
022-363-4821
022-259-7551
022-259-7552
0238-43-8100
0238-43-8108
024-539-6003
024-539-6004
025-286-4567
025-286-8026
0257-21-1866
0257-21-1866
025-287-9220
025-287-9221
025-241-9737
025-241-9734
0263-73-7328
0263-73-7940
0263-73-6214
0263-73-6215
029-287-0714
029-287-0746
029-252-9846
029-251-0243
0299-92-8090
0299-92-8089
0294-28-0081
0294-28-0082
0299-90-6115
0299-96-8844
0285-49-3481
0285-49-3483
027-256-8062
027-256-8063
048-658-5322
048-658-5323
048-927-1931
048-927-1650
0478-80-7566
0478-80-7565
047-459-3368
047-409-7184
047-338-2173
047-328-2174
0436-20-1261
0436-20-1262
04-7183-9680
04-7183-9681

〒290-0059
市原市白金町4-48
〒299-0266
綜合非破壊検査㈱
袖ヶ浦出張所
袖ヶ浦市北袖1 富士石油㈱構内
〒299-0245
綜合非破壊検査㈱
千葉営業所
袖ヶ浦市蔵波台7-16-1
〒260-0842
㈱ダンテック
千葉事業所
千葉市中央区南町3-2-1
〒299-0111
東亜非破壊検査㈱
千葉営業所
市原市姉崎830-1
〒299-0263
日本工業検査㈱
千葉営業所
袖ヶ浦市奈良輪309-1
〒290-0047
日本非破壊検査㈱
千葉営業所
市原市岩崎2-8-2
〒276-0022
㈱茗和検査
本社
八千代市上高野1082
〒155-0032
東京都 ㈱アディック
本社
世田谷区代沢4-28-3
〒104-0054
㈱インテック
本社
中央区勝どき3-5-4
〒143-0016
エンジニアリングサービス㈱
本社
大田区大森北1-11-5 共和七番館5階
〒173-0011
㈱建材サービスセンター
本社営業所
板橋区双葉町40-10
〒106-0031
㈱検査サービス
本社
港区西麻布1-4-36-516
〒140-0006
㈱シーエックスアール
東京本社
大田区平和島6-1-1 東京流通センター9階
〒108-0023
新日本非破壊検査㈱
東京営業部
港区芝浦3-20-6 芝浦MYビル4F
〒130-0026
綜合非破壊検査㈱
本社
墨田区両国1-8-5 小林商事ビル4F
〒140-0013
東京理学検査㈱
本社
品川区南大井6-21-12 大森プライムビル3階
〒143-0016
日本非破壊検査㈱
本社
大田区大森北4-4-3
〒239-0805
神奈川 ㈱エフアールアイ・国立
横須賀支社
横須賀市舟倉1-32-1-108
〒221-0052
㈱キュシーコンサルタント
本社
横浜市神奈川区栄町22-10-302
〒236-0004
京浜検査工業㈱
本社
横浜市金沢区福浦2-6-10
〒252-0321
㈱相模理工
本社
相模原市南区相模台3-17-9 ユニハイトビル2F
〒221-0865
㈱さくら検査
本社
横浜市神奈川区片倉2-1-55 水鳥ビル2F
〒224-0001
㈱サンテクノス
関東事業所
横浜市都築区中川3-38-1
〒225-0012
㈱ジャスト
本社
横浜市青葉区あざみ野南2-4-1
〒241-0805
ソニック㈱
本社
横浜市旭区都岡町16-32
〒210-0851
㈱ダンテック
関東支社
川崎市川崎区浜町4-6-23
〒210-0808
㈱ディーアイジェクト
本社
川崎市川崎区旭町2-18-6
テクニカルエンドインスペクショ
〒210-0838
川崎営業所
ンサービス㈱
川崎市川崎区境町14-3 小山ビル
〒210-0804
日本エックス線検査㈱
関東営業所
川崎市川崎区藤崎3-5-1 トークピア川崎ビル4階
〒210-0854
日本工業検査㈱
本社
川崎市川崎区浅野町1-4
〒212-0016
日本非破壊検査㈱
東京営業所
川崎市幸区南幸町1-26-5
〒931-8324
富山県 アイ・エス・シー検査サービス㈱
本社
富山市豊城町5-10
〒931-8326
㈱アイペック
本社
富山市上野新町5-4
〒930-2205
北陸検査㈱
本社
富山市金山新東83-4
千葉県 新日本非破壊検査㈱

関東支社
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0436-25-5811
0436-25-5815
0438-63-2670
0438-63-2809
0438-97-7131
0438-97-7132
043-263-9935
043-265-8725
0436-60-7251
0436-62-7997
0438-62-9311
0438-62-4644
0436-22-9378
0436-22-9379
047-485-8990
047-485-2331
03-3419-0990
03-3419-0988
03-3532-4345
03-3533-2427
03-3766-2945
03-3766-2961
03-3963-2011
03-3963-2330
03-3479-0549
03-3479-2348
03-5767-5901
03-5767-5903
03-5443-8591
03-5443-8593
03-3634-4151
03-3634-4155
03-3766-4501
03-3765-7847
03-3761-3521
03-5763-7053
046-834-3744
046-833-5948
045-441-1194
045-441-1196
045-701-2072
045-784-4100
042-745-7721
042-749-7282
045-488-6401
045-488-6402
045-350-4470
045-350-4471
045-911-5191
045-911-9245
045-953-1022
045-953-8868
044-201-1644
044-201-1647
044-200-7286
044-246-5080
044-245-1410
044-280-3631
044-280-3632
044-366-6031
044-366-6077
044-542-4270
044-542-4271
076-438-0507
076-438-4409
076-438-0808
076-438-0833
076-435-2250
076-435-2157

㈱北陸溶接検査事務所

富山営業所

石川県 ㈱石川検査

本社

福井県 北陸非破壊検査㈱

本社

㈱北陸溶接検査事務所

本社

静岡県 ㈱構造エンジニアリング

本社

岐阜県 太陽検査㈱
愛知県 ㈱シーエックスアール

岐阜営業所
名古屋営業所

㈱ジャスト

名古屋営業所

新日本非破壊検査㈱

名古屋出張所

㈱スクエアインスペクション

本社

㈱ソニック

本社

太陽検査㈱

本社

㈱ダンテック

名古屋事業所

テクニカルエンドインスペクショ
ンサービス㈱

名古屋営業所

東亜非破壊検査㈱

名古屋営業所

日本シーレーク㈱

中部支店

三重県 ㈱ダンテック
㈱ディーテック

中部支社
本社

日本工業検査㈱

四日市営業所

日本非破壊検査㈱

四日市営業所

㈲三重非破壊検査

本社

大阪府 エース・エンジニヤリング㈱

本社

㈱コーケン

本社

㈱サンテクノス

関西営業所

㈱シーエックスアール

大阪営業所

㈱ジャスト

大阪営業所

㈱スクエアインスペクション

大阪

㈱大検

本社

㈱ダンテック
千代田検査工業㈱
テクニカルエンドインスペクショ
ンサービス㈱
東亜非破壊検査㈱
内外エンジニアリング㈱
㈱ニチゾウテック

関西支社
本社
本社
堺事業所
大阪営業所
本社
技術ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
事業本部

〒930-0901
富山市手屋3-7-19
〒921-8132
金沢市しじま台2-14-3
〒910-0121
福井市定正町610-2
〒910-0831
福井市若栄町801
〒411-0834
三島市新谷42-1
〒500-8289
岐阜市須賀3-23-1
〒478-8504
知多市北浜町25 ㈱JXエネルギー知多製造所9号館
〒465-0092
名古屋市名東区社台3-92
〒477-0031
東海市大田町後田192-2
〒457-0048
名古屋市南区大磯通6-7 日置ビル2階
〒455-0884
名古屋市港区七反野1-1203
〒498-0014
弥富市五明4-100-5
〒454-0912
名古屋市中川区野田1-609
〒456-0051
名古屋市熱田区四番2-1-12 後藤ビル南館2階
〒478-0001
知多市八幡字東水代16-3
〒470-2214
知多郡阿久比町椋岡字唐松1-11
〒514-0035
津市西丸之内36-21
〒514-0057
津市一色町302
〒510-0861
四日市市柳町61-2
〒510-0868
四日市市馳出葭原1067-1
〒510-0252
鈴鹿市五祝町331-1
〒551-0023
大阪市大正区鶴町3-1-17
〒555-0021
大阪市西淀川区歌島1-24-22
〒562-0041
箕面市桜1-13-29-201
〒557-0043
大阪市西成区玉出東2-2-6 マーブロイ帝塚山2F
〒564-0044
吹田市南金田2-19-35
〒531-0011
大阪市都島区高倉町2-9-27
〒570-0022
守口市暁町4-27
〒530-0043
大阪市北区天満4-14-13
〒554-0024
大阪市此花区島屋1-1-24
〒530-0041
大阪市北区天神橋2-5-28 千代田第2ビル4階
〒599-8273
堺市中区深井清水町3859
〒593-8327
堺市西区鳳中町10丁4-25
〒540-0011
大阪市中央区農人橋3-1-10 しばたビル1F
〒551-0023
大阪市大正区鶴町2-15-26

-3-

076-451-4221
076-451-5066
076-298-4449
076-298-4452
0776-56-1880
0776-56-1849
0776-53-6585
0776-53-6004
055-941-6230
055-941-6231
058-278-7918
058-275-7945
0562-33-2239
0562-31-8521
052-779-4836
052-779-4837
056-236-2422
056-236-2423
052-811-4100
052-811-4109
052-303-8859
052-301-0983
0567-67-0188
0567-67-0198
052-398-6011
052-398-6066
052-651-6494
052-651-6494
0562-33-3908
0562-33-3969
0569-47-0409
0569-47-0408
059-226-3603
059-226-5738
059-228-3934
059-224-7203
059-347-2553
059-346-7251
059-345-2444
059-347-1497
059-386-7450
059-386-8781
06-6552-8631
06-6554-7480
06-6472-3561
06-6472-3562
072-723-8111
072-723-8112
06-6657-3881
06-6657-3003
06-6368-6526
06-6368-1510
06-6928-7390
06-6928-7390
06-6991-7481
06-6991-7484
06-6354-3641
06-6354-1859
06-6465-1275
06-6462-4611
06-6357-1193
06-6357-1194
072-281-0306
072-281-0306
072-263-3115
072-263-3116
06-6944-3686
06-6944-3688
06-6555-7053
06-6555-7062

大阪府 日本エックス線検査㈱
兵庫県 ㈱川重サポート

新光検査㈱

新日本非破壊検査㈱
㈱ダンテック
東亜非破壊検査㈱
京都府 ㈱ニチゾウテック
滋賀県 ㈱大検
鳥取県 ㈱サンテクノス
島根県 ㈱サンテクノス
㈱シーエックスアール
岡山県
㈱シーエックスアール

㈱ジャスト
東亜非破壊検査㈱
日本工業検査㈱
日本シーレーク㈱
日本非破壊検査㈱
広島県 ㈱サンテクノス
㈱シーエックスアール
㈱ジャスト西日本
新日本非破壊検査㈱
㈱ニチゾウテック

日本シーレーク㈱

山口県 ㈱シーエックスアール
㈱第一検査工業

東亜非破壊検査㈱

日本工業検査㈱

日本シーレーク㈱

〒541-0042
大阪市中央区今橋1-6-19 コルマー北浜ビル9階
検査総括部 〒650-8670
神戸検査事業所 神戸市中央区東川崎町3-1-1（川崎重工業㈱神戸工場内）
〒673-0044
本社
明石市藤江字辻之外1820-3
〒675-2103
加西検査場
加西市鶉野町字西上条2087-1
〒674-0953
関西営業所
姫路市三条町1-72
〒676-0008
姫路事業所
高砂市荒井町新浜2-31
〒675-0144
東播出張所
加古郡播磨町北本荘2-3-7
〒625-8501
京都事業部
舞鶴市字余部下1180
〒520-3025
滋賀営業所
栗東市中沢1-9-15
〒683-0045
鳥取営業所
米子市大谷町54-2-102
〒690-0048
本社
松江市西嫁島1-2-9
〒690-0823
島根営業所
松江市西川津町1244-1
〒706-8651
玉野営業所
玉野市玉3-1-1 三井造船㈱玉野事業所内
〒712-8061
水島営業所
倉敷市神田1-8-3
〒714-0063
福山営業所
笠岡市鋼管町6 JFEスチール㈱西日本製鉄所内
〒700-0011
岡山営業所
岡山市北区学南町3-12-26 片山ビル302
〒712-8052
水島営業所
倉敷市松江3-2-48
〒712-8039
水島営業所
倉敷市水島相生町14-21
〒712-8061
岡山支店
倉敷市水島西千鳥町1-51
〒712-8051
水島事業所
倉敷市中畝9-6-27
〒732-0023
広島事業所
広島市東区中山東3-1-60-201
〒737-8516
呉本社
呉市三条2-4-10
〒732-0017
広島営業所
広島市東区戸板数甲1-3-1
〒730-8642
広島出張所
広島市中区江波沖町5-1
〒722-0062
広島事業部
尾道市向東町14755
〒731-3169
中央支店
広島市安佐南区伴西1-6-11
〒723-0051
東部支店
三原市宮浦4-3-22
〒740-0061
山口営業所
玖珂郡和木町和木6-1-2 三井化学㈱岩国大竹工場内
〒750-0075
下関営業所
下関市彦島江の浦町6-5-12
〒755-0065
宇部営業所
宇部市浜町1-2-6
〒744-0019
周南営業所
下松市桜町3-2-1
〒745-0861
徳山営業所
周南市新地1-8-21
〒740-0001
岩国支店
岩国市装束町1-9-30
〒746-0022
西部支店
周南市野村3-19-60
〒755-0052
宇部営業所
宇部市西本町1-11-5
本社
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06-6210-1031
06-6210-1032
078-682-5456
078-682-5566
078-928-4922
078-928-0914
0790-49-2545
0790-49-2546
079-286-5057
079-286-5061
079-445-7835
079-445-7836
079-437-1948
079-451-7557
0773-62-8811
0773-62-5040
077-552-6701
077-552-6702
0859-31-6310
0859-31-6312
0852-22-4478
0852-26-4982
0852-23-1521
0852-23-1532
0863-31-0678
0863-31-0712
086-446-6681
086-445-1220
0865-66-0772
0865-66-2371
086-256-0998
086-256-0997
086-456-4277
086-450-2884
086-440-2777
086-440-2778
086-448-0041
086-448-0042
086-455-5083
086-455-7594
082-508-6205
082-508-6206
0823-22-4100
0823-24-4467
082-502-5450
082-502-5451
082-532-9070
082-532-9071
0848-45-2298
0848-45-3369
082-849-6800
082-849-5904
0848-64-3633
0848-64-1241
0827-53-5215
0827-53-5228
083-267-8168
083-267-3659
0836-21-6602
0836-21-6536
0833-48-6020
0833-48-6720
0834-33-3161
0834-32-7061
0827-22-6622
0827-22-6620
0834-64-7557
0834-64-7555
0836-21-0606
0836-35-1659

山口県 富士電子工業㈱

本社

香川県 ㈱川重サポート

検査総括部
坂出検査事業所

四国エックス線㈱

本社

㈱ジャスト西日本

本社

東亜非破壊検査㈱
㈱西日本超音波試験
富士電子工業㈱

高松出張所
本社
高松出張所

愛媛県 ㈱シーエックスアール

西条営業所

高知県 富士電子工業㈱

高知営業所

福岡県 ㈱エフアールアイ・国立
㈱ジャスト西日本
新日本非破壊検査㈱
㈱第一検査工業
㈱ダンテック

本社
福岡営業所
本社
大牟田事業所
福岡事業所
本社

東亜非破壊検査㈱
八幡営業所
日本工業検査㈱

北九州営業所

日本シーレーク㈱

九州営業所

佐賀県 ㈱九検
㈲佐賀検査サービス
長崎県

本社
本社
長崎支社

新日本非破壊検査㈱
諫早出張所
本社
大島事業所
㈱第一検査工業

諫早事務所
深堀事務所
立神事務所

東亜非破壊検査㈱
熊本県 ㈱ニチゾウテック
大分県 新日本エックス線㈱

長崎営業所
九州事業部
本社

新日本非破壊検査㈱

大分営業所

日本工業検査㈱

大分営業所

宮崎県 新日本非破壊検査㈱
鹿児島県 日本工業検査㈱
南九州検査工業㈱

延岡出張所
鹿児島営業所
本社

〒752-0927
下関市長府扇町8-5
〒762-8507
坂出市川崎町1 （川崎重工業㈱坂出工場内）
〒763-0093
丸亀市郡家町3355
〒762-0055
坂出市築港町1-6-7
〒760-0065
高松市朝日町5-2-3 泉鋼業㈱内
〒765-0033
善通寺市木徳町118-3
〒763-0081
丸亀市土器町西7-216
〒799-1371
西条市周布680-6
〒781-0270
高知市長浜4450-28
〒811-0201
福岡市東区三苫5-3-62
〒811-0213
福岡市東区和白丘3-24-26
〒803-8517
北九州市小倉北区井堀4-10-13
〒836-0886
大牟田市勝立12-18
〒814-0121
福岡市城南区神松寺1-20-3
〒805-8518
北九州市八幡東区山王1-13-15
〒806-0002
北九州市八幡西区東浜町6-10
〒803-0836
北九州市小倉北区中井5-15-7
〒803-0836
北九州市小倉北区中井1-20-20 マルトモビル2F
〒849-0932
佐賀市鍋島町八戸溝166-35
〒849-1426
嬉野市塩田町大字五町田乙6
〒851-0301
長崎市深堀町5-223-1
〒854-0063
諫早市貝津町1830-3
〒859-3211
佐世保市早苗町529-4
〒857-2427
西海市大島町1605-1 ㈱大島造船所内
〒854-0065
諫早市津久葉町5-77
〒851-0301
長崎市深堀町1-2-1 三菱長崎機工㈱内
〒850-0063
長崎市飽の浦町1-1 三菱重工業㈱長崎造船所 遠見控所3F
〒850-0063
長崎市飽の浦町1-1 三菱重工業㈱長崎造船所内
〒869-0113
玉名郡長洲町大字有明1
〒870-0141
大分市三川新町1-2-1
〒870-0106
大分市大字鶴崎2655
〒870-0108
大分市三佐1-2-87
〒882-0024
延岡市大武町5453-5 インステックビル1F
〒891-0150
鹿児島市坂之上3-5-20
〒891-0104
鹿児島市山田町3435-9
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083-248-4220
083-248-4223
0877-46-1495
0877-46-4065
0877-22-8032
0877-22-8059
0877-46-7973
0877-46-7986
087-851-5895
087-851-5896
0877-63-1902
0877-63-4071
0877-23-3930
0877-23-3930
0898-64-1120
0898-64-3799
088-837-2201
088-837-2131
092-606-6780
092-606-7087
092-607-7772
092-607-7588
093-581-1234
093-581-4567
0944-51-4528
0944-56-3202
092-865-8850
092-865-8860
093-661-1115
093-661-1193
093-644-5701
093-644-5730
093-571-1777
093-571-8957
093-592-5225
093-592-5235
0952-30-8221
0952-30-8495
0954-66-3339
0954-66-2814
095-871-1101
095-871-5186
0957-26-7304
0957-26-7078
0956-39-1155
0956-39-1076
0959-34-3143
0959-34-3176
0957-25-2115
0957-25-2298
095-871-1255
095-871-1250
095-828-7872
095-828-7842
095-862-2842
095-828-7862
0968-78-4821
0968-78-3512
097-551-8665
097-552-1828
097-523-1081
097-523-1083
097-521-2093
097-521-2781
0982-22-3646
0982-33-7546
099-262-2131
099-265-4571
099-265-4576

沖縄工業検査㈱

本社

沖縄非破壊検査㈱

本社

沖縄県

〒904-2426
うるま市与那城平安座8184-1
〒904-2172
沖縄市泡瀬3-39-7

098-977-8309
098-983-1013
098-929-3335
098-929-3337

〒416-0937
富士市前田328

0545-62-6529
0545-62-6710

賛助会員
静岡県 ㈱アイ・ソニック

本社
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