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放射性同位元素等規制法の対象事業所一覧（原子力規制委員会） 

 

１．許可使用者 
事業所名 

東京農業大学生命科学部アイソト
ープセンター 
東京海洋大学放射性同位元素管理
センター 
東京大学 理学部 
東京大学医学部 
同愛記念病院 
日本赤十字社 医療センター 
自衛隊中央病院 
学習院大学 理学部 
慶應義塾大学 医学部 
一 般 財 団 法 人  電 力 中 央 研 究 所 
狛江運営センター 
公益財団法人 佐々木研究所附属
杏雲堂病院 
防衛装備庁先進技術推進センター 
東京大学 大学院総合文化研究科 
ＮＴＴ東日本関東病院 
東京大学 医科学研究所 
東京農工大学 工学部 
東京医科歯科大学統合研究機構研
究基盤クラスターリサーチコアセ
ンター 
順天堂大学大学院医学研究科 
国家公務員共済組合連合会 虎の
門病院 
東京大学 工学系・情報理工学系等 
日本大学医学部 総合医学研究所 
独立行政法人国立病院機構 東京
医療センター 
東京大学 定量生命科学研究所 
東京女子医科大学病院 
国立研究開発法人海上・港湾・航空
技術研究所 海上技術安全研究所 
東京大学大学院農学生命科学研究
科 
国立研究開発法人国立国際医療研
究センター病院 
東京医科歯科大学医学部附属病院 
東京医科大学病院 
国立研究開発法人 国立がん研究
センター 中央病院 
ＪＲ東京総合病院 
学校法人 星薬科大学 
横河電機株式会社 
独立行政法人地域医療機能推進機
構 東京新宿メディカルセンター 
公益財団法人 微生物化学研究会 
微生物化学研究 
日本大学医学部附属板橋病院 
第一三共株式会社 品川研究開発
センター 
東京大学医学部附属病院 
東京慈恵会医科大学附属病院 
東京大学 医科学研究所附属病院 

事業所名 
国家公務員共済組合連合会 立川
病院 
東京学芸大学 
東京大学大学院工学系研究科原子
力国際専攻共同 
慶應義塾大学病院 
日本医科大学付属病院 
公益社団法人日本アイソトープ協
会 
東京工業大学 科学技術創成研究
院 先導原子力研 
東京共済病院 
立教大学 理学部 
女子栄養大学 
独立行政法人国立病院機構 東京
病院 
北里大学 薬学部 
慶應義塾大学 薬学部 
青梅市立総合病院 
東京農工大学 農学部 
興和株式会社 東京創薬研究所 
東邦大学医療センター大森病院 
東京慈恵会医科大学附属第三病院 
駒澤大学 医療健康科学部 
東京都済生会中央病院 
社会福祉法人三井記念病院 
お茶の水女子大学 
国立がん研究センター研究所 
東京大学 アイソトープ総合セン
ター 
後藤合金株式会社 瑞穂工場 
東京逓信病院 
武蔵野赤十字病院 
東京都立墨東病院 
日本医科大学 
学校法人帝京大学医学部附属病院 
北里大学 北里研究所病院 
学校法人帝京大学 中央ＲＩ教育・
研究施設 
杏林大学 医学部 
国立感染症研究所 村山庁舎 
東芝インフラシステムズ株式会社 
府中事業所 
東京医科大学 
公益財団法人結核予防会 複十字
病院 
杏林大学医学部付属病院 
東京都立駒込病院 
東京薬科大学 ＲＩ共同実験室 
公立昭和病院 
法政大学 小金井キャンパス 
生化学工業株式会社 中央研究所 
エスアールエル 八王子ラボラト
リー 
東京都立広尾病院 
東京労災病院 

事業所名 
日本医科大学多摩永山病院 
東京大学大学院理学系研究科附属
遺伝子実験施設 
独立行政法人地域医療機能推進機
構 東京山手メディカルセンター 
国立研究開発法人 国立精神・神経
医療研究センター神経研究所 
帝京大学医学部八王子キャンパス 
東京都立大塚病院 
株式会社ＬＳＩメディエンス 志
村事業所 
聖路加国際病院 
医療法人社団 金地病院 
学校法人 昭和薬科大学 ＲＩ研
究施設 
公益財団法人 日本心臓血圧研究
振興会 国際分子細胞免疫研究セ
ンター 
東京医科大学 八王子医療センタ
ー 
創価大学 
順天堂大学医学部附属 順天堂医
院 
博慈会記念総合病院 
学校法人 中央医療学園 
東京都立多摩総合医療センター 
公立学校共済組合 関東中央病院 
厚生中央病院 
厚生労働省戸山研究庁舎 
富士レビオ株式会社 八王子第２
工場 
公益財団法人東京都保健医療公社 
多摩南部地域病 
全日本空輸株式会社 機体事業室 
東京新第１・第２格納庫 
独立行政法人国立病院機構 災害
医療センター 
株式会社 コスミックコーポレー
ション 
国立研究開発法人 国立国際医療
研究センター研究 
昭和大学ＲＩ共同研究室 
王子マテリア株式会社 江戸川工
場 
学校法人 明治薬科大学 
昭和大学病院 
医療法人社団 親和会 野猿峠脳
神経外科病院 
東京大学 生産技術研究所 
国立研究開発法人 国立成育医療
研究センター 
早稲田大学理工学術院総合研究所 
東京臨海病院 
東京慈恵会医科大学 医学部 
日本ロレックス株式会社 
東京税関コンテナ検査センター 
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事業所名 
日 本 メ ジ フ ィ ジ ッ ク ス 株 式 会 社 
東京ラボ 
帝人ファーマ株式会社 生物医学
総合研究所 
公益財団法人 日本心臓血圧研究
振興会附属 榊原記念病院 
富士電機株式会社 東京工場 
公益財団法人東京都保健医療公社 
大久保病院 
国立研究開発法人 国立成育医療
研究センター研究 
公益財団法人 がん研究会 
社会医療法人財団 大和会 武蔵
村山病院 
医療法人社団あんしん会 四谷メ
ディカルキューブ 
日本獣医生命科学大学 
多摩北部医療センター 
公立大学法人首都大学東京 荒川
キャンパス 
公立大学法人首都大学東京南大沢
キャンパス 
順天堂大学医学部附属練馬病院 
医療法人社団高恵会 築地神経科
クリニック 
医療法人 徳洲会 東京西徳洲会
病院 
日本医科大学 健診医療センター 
東京税関城南島コンテナ検査セン
ター 
横河マニュファクチャリング株式
会社 
公立阿伎留医療センター 
公益財団法人 東京都保健医療公
社 荏原病院 
医療法人社団 三翔会 おか脳神
経外科 
伊藤病院 
東京放射線クリニック 
一般財団法人自警会 東京警察病
院 
早稲田大学先端生命医科学センタ
ー 
公立福生病院 
公益財団法人 東京都医学総合研
究所 
公益財団法人 東京都保健医療公
社 豊島病院 
社会福祉法人 仁生社 江戸川病
院 
地方独立行政法人 東京都立産業
技術研究センター本部 
国立研究開発法人国立精神・神経医
療研究センター 
医療法人社団 洪泳会 東京洪誠
病院 
東海大学医学部付属八王子病院 
国際医療福祉大学 三田病院 
稲城市立病院 
東洋メディック株式会社 関口テ
ストラボ 

事業所名 
医療法人社団明芳会 板橋中央総
合病院 
東京都健康長寿医療センター 
東京理科大学 基礎工学部 
公益財団法人結核予防会 新山手
病院 
医療法人社団苑田会 苑田会放射
線クリニック 
昭和大学江東豊洲病院 
医療法人社団ゆうあい会 ゆうあ
いクリニック台場 
医療法人財団 健貢会 総合東京
病院 
日本大学病院 
産業テック株式会社 
ミッドタウンクリニック東京ベイ 
一般財団法人 日本品質保証機構 
計量計測センター 
東京慈恵会医科大学 葛飾医療セ
ンター 
深田サルベージ建設株式会社 東
京支社 
東京大学 タンデム加速器研究施
設 
杏林大学井の頭キャンパス 
Ｃｌｉｎｉｃ Ｃ４  
早稲田大学西早稲田キャンパス 
陸上自衛隊衛生学校 
ＨＯＹＡ株式会社 八王子工場 
陸上自衛隊第１師団 
陸上自衛隊東部方面総監部 
西台クリニック 
日本製紙株式会社 研究開発本部 
研究棟 
社会福祉法人 仁生社 江戸川病
院 メディカルプラザ江戸川Ⅱ 
東邦大学医療センター大橋病院 
日本インテグリス合同会社 

 
２．届出使用者 

事業所名 
株式会社 日立製作所 中央研究
所 
東京理科大学 理学部 
順天堂大学 医学部附属 順天堂
東京江東高齢者医療センター 
早稲田大学各務記念材料技術研究
所 
東京工業大学 理学院 
電気通信大学大学院 情報理工学
研究科 
一般財団法人健康医学協会 附属
東都クリニック 
医療法人財団 順和会 山王メデ
ィカルセンター 
国家公務員共済組合連合会 虎の
門病院附属健康管理センター・画
像診断センター 
アルツクリニックＰＥＴラボ 

事業所名 
株式会社環境技術研究所 
株式会社 化学分析コンサルタン
ト 
株式会社 分析センター 第一技
術研究所 
株式会社 サンコー環境調査セン
ター 
株式会社 環境管理センター 環
境基礎研究所 
高千穂化学工業株式会社 町田計
測ガス工場 
株式会社 電測 
帝人エコ・サイエンス株式会社 
羽村技術所 
王子ホールディングス株式会社 
王子ホールディングス（東雲） 
いであ株式会社 環境測定事業部 
環境化学部 
水研クリエイト株式会社 
株式会社 オーテック環境 辰巳
工場 
株式会社 エス・ティ・ジャパン 
丸文株式会社 
アースニクス株式会社 東京事業
所 
東京ダイレック株式会社 
アジレント・テクノロジー株式会
社 
日本電気株式会社 府中事業場 
株式会社 ジャムコ 航空機内装
品・機器製造事業本 
株式会社 ＩＨＩ 瑞穂工場 
株式会社 リガク 東京工場 
東邦航空株式会社 調布事業所 
朝日航洋株式会社 航空事業本社 
ファーストエアートランスポート
株式会社 運航部 整 
新日本ヘリコプター株式会社 東
京基地 
株式会社ヤクルト本社 中央研究
所 
品川グランドセントラルタワー・
ＮＢＦ品川タワー （品川スクエ
ア） 
新中央航空株式会社 調布事業所 
株式会社 毎日新聞社 東京国際
空港事務所 
ホーチキ株式会社 信頼性試験セ
ンター 
ホーチキ株式会社 町田事業所 
株式会社ＪＡＬエンジニアリング 
羽田地区事業所 
アジレント・テクノロジー・イン
ターナショナル株式会社 
アトナープ株式会社 東京オフィ
ス 
スカイマーク株式会社 羽田事業
場 部品庫 
株式会社 メディコン 東京物流
センター 
アクロバイオ株式会社 
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事業所名 
公益財団法人 日本食品油脂検査
協会 
中央労働災害防止協会 労働衛生
調査分析センター 
外務省 総合外交政策局軍縮不拡
散・科学部 生物・化学兵器禁止
条約室 
一般財団法人 食品環境検査協会 
東京事業所 
公益財団法人 原子力安全技術セ
ンター 
東京消防庁装備部航空隊多摩航空
センター 
聖路加国際病院附属クリニック 
聖路加メディローカス 
警視庁 航空隊 
陸上自衛隊 東部方面航空隊 
海上保安庁 第三管区海上保安本
部 羽田航空基地 
国立研究開発法人宇宙航空研究開
発機構 調布航空宇宙センター飛
行場分室 
東京消防庁装備部航空隊江東航空
センター 
一般財団法人 日本食品検査 首
都圏事業所 
国立研究開発法人 宇宙航空研究
開発機構 調布航空宇宙センター 

 
３．表示付認証機器届出使用者 

事業所名 
東邦大学 医学部 
東京大学 工学系・情報理工学系
等 
東京大学大学院農学生命科学研究
科 
杏林大学 保健学部 
一般財団法人 日本食品分析セン
ター 多摩研究所 
株式会社ＬＳＩメディエンス 志
村事業所 
東京都市場衛生検査所 
株式会社 伊藤公害調査研究所 
株式会社 白洋舍 洗濯科学研究
所 
株式会社 環境技研 公害分析セ
ンター 
早稲田大学環境保全センター 
成蹊大学 
株式会社 精糖工業会館 精糖技
術研究所 
日本水産株式会社 東京イノベー
ションセンター 
株式会社 化学分析コンサルタン
ト 
株式会社 日本公害管理センター 
株式会社 東京水質研究所 
三洋テクノマリン株式会社 

 

事業所名 
株式会社 環境管理センター 環
境基礎研究所 
株式会社日本シーシーエル 
佐藤製薬株式会社 八王子工場 
株式会社 むさしの計測 分析セ
ンター 
オーヤラックスクリーンサービス
株式会社 
環境保全株式会社 東京本社 
月島食品工業株式会社 東京工場 
株式会社 昭和メディカルサイエ
ンス 本社 
公益社団法人 日本食品衛生協会 
食品衛生研究所 
第一建築サービス株式会社東京支
店 
株式会社 日新環境調査センター 
一般社団法人東京都食品衛生協会 
東京食品技術研究所 
東京都水道局水質センター 
墨田区保健所本所保健センター 
足立区衛生試験所 
東京都市場衛生検査所 大田出張
所 
気象庁 本庁 
一般社団法人 菓子・食品新素材
技術センター 
江東区深川南部保健相談所 
公益財団法人 日本乳業技術協会 
東京都水道局朝霞浄水管理事務所
三園浄水場 
一般財団法人東京顕微鏡院 食と
環境の科学センター 
東京都水道局 金町浄水管理事務
所 
東京都水道局研修・開発センター
水処理実験施設 
東京都市場衛生検査所 足立出張
所 
一般財団法人 日本食品検査 首
都圏事業所 
独立行政法人農林水産消費安全技
術センター農薬検 
特定非営利活動法人 東京労働安
全衛生センター 作業環境分析室 
一般社団法人 食肉科学技術研究
所 
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 
東京ＰＣＢ処理事 
一般社団法人 日本貨物検数協会 
理化学分析セン 
スペクトリス株式会社 PMS 事
業部 
財団法人 労働衛生協会 
株式会社 エス・ティ・ジャパン 
一般財団法人 日本食品分析セン
ター多摩研究所別 
公益財団法人 日本油脂検査協会 
東急技術センター株式会社 
有限会社ヒロデン工業 
ニッタン株式会社 保守事業部 

事業所名 
有限会社システムエンジニアリン
グ 
株式会社北防災 
株式会社Ｒｉｃａテクノサービス 
有限会社エス・ケー防災 
株式会社エヌ・イー サポート 東
京技術研究室 
一般財団法人 食品環境検査協会 
東京事業所 
株式会社 奥島産業 
安全装備株式会社 
公益財団法人 日本肥糧検定協会 
荒川区保健所（荒川区がん予防・
健康づくりセンター）  
東京農工大学 農学部 
株式会社高速道路総合技術研究所 
富士電機株式会社 東京工場 
日本設備サービス株式会社 
株式会社 ハツタテクノ 
日本化薬株式会社 医療事業本部 
医薬研究所 
東洋メディック株式会社 関口テ
ストラボ 
消防設備管理株式会社 
駒澤大学 医療健康科学部 
日本管財株式会社 東京本部 
有限会社 エース 設備 
株式会社 ミズモリ 西東京営業
所 
株式会社 テクノ 
株式会社 ノーツ エンジニアリ
ング 
有限会社 伊藤電気 
前田建設工業株式会社 土木本部 
土木部 機械グループ 
株式会社防災サービスセンター 
オリエンタル酵母工業株式会社 
食品事業本部 研究開発部 食品
研究所 
大崎建設株式会社 技術研究所 
安西メディカル株式会社 
東京防災設備 株式会社 
創価大学 工学部 
警視庁科学捜査研究所 
有限会社 サン・ブリッヂ 
有限会社 小西電業社 
株式会社 日本分析 本店事業所 
東京都市大学 工学部（世田谷キ
ャンパス）  
有限会社タイヨー設備 
太平ビルサービス株式会社 
東電フュエル株式会社 
公益社団法人 日本アイソトープ
協会 
サントリービール株式会社 武蔵
野ビール工場 
独立行政法人労働者健康安全機構 
労働安全衛生総合研究所（清瀬地
区） 
日本電子データム株式会社 分析
室 
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事業所名 
公益財団法人 原子力安全技術セ
ンター 
財団法人日本科学技術振興財団 
早稲田大学理工学術院総合研究所 
東京都健康安全研究センター 
陸上自衛隊 第１師団 第１普通
科連隊 
株式会社東邦興業 
株式会社サン防災設備 
有限会社フジ電気サービス 
大東防災工業株式会社 
株式会社日立製作所 ヘルスケア
汎用分析システム技術部 
株式会社 本間組 東京支店 
エコー防災株式会社 
株式会社東新商会 
アイバ産業株式会社 
株式会社 司測研 
東京ダイレック株式会社 
本社 管理本部環境管理室 
東京農工大学 工学部 
株式会社 スタンション 
株式会社 ヨシダ防災設備 
東京学芸大学 
扇浦浄水場 
日伸管財株式会社 
有限会社 川瀬防災 
鹿島建設株式会社 技術研究所 
一般財団法人 日本文化用品安全
試験所 東京第２ビ 
株式会社 明光設備 
株式会社 ニッショウ 
東京テクニカル・サービス株式会
社 東京ラボ 
東京女子医科大学病院 
無添加食品販売協同組合 
株式会社 富士防災 
日本大学 医学部附属板橋病院 
トキワ防災電機株式会社 
ユージーメンテナンス株式会社 
八重洲ビルメンテナンス株式会社 
セコムテクノサービス株式会社 
公立大学法人 首都大学東京 南
大沢キャンパス 
株式会社 菊水防災設備 
緑水工業株式会社 
有限会社 三友設備工業 
東京都水道局 東村山浄水管理事
務所 
株式会社 ボーサイ開発 
有限会社 エヌ・エス・シー 
有限会社 火報電業 
富士電機株式会社 パラエレシス
テム事業本部 社会ソリューショ
ン事業部 放射線システム部 
陸上自衛隊 東部方面衛生隊 
陸上自衛隊 東部方面通信群 
陸上自衛隊 東部方面後方支援隊 
第１０４全般支援 
株式会社 ビルテクノス 

事業所名 
株式会社 東亜エージェンシー 
日本非破壊検査株式会社 本社 
株式会社ワイズエンジニアリング 
エステー株式会社 Ｒ＆Ｄセンタ
ー 
三津浜工業株式会社 
三協電気工業株式会社 
株式会社 カナメ商事 
日本フェンオール株式会社 分室 
株式会社 坂田防災 
有限会社 昭栄エンジニアリング 
前出工機株式会社 
日本ドライケミカル株式会社 
株式会社 ＡＤＥＫＡ 尾久中央
開発研究所 
ＮＥＣファシリティーズ株式会社 
ホーチキ株式会社 東京支店メン
テナンスセンター 
株式会社 東京環境測定センター 
５号館 分析所 
株式会社 新和防災 
日立ヘルスケアシステムズ株式会
社 三鷹分析システムサービス部 
日本電子株式会社 ＳＥ技術本部 
技術開発部 
有限会社 ボウサイワークス 
東京工業大学 理学院 
有限会社 日東エンジニアリング 
株式会社 日機テクニカルサービ
ス 
株式会社 消防試験協会 
富士電機株式会社 東京工場 
ノーミシステム株式会社 
株式会社 中央防災サービス 
有限会社 マイセック 
武蔵工業株式会社 
東京大学大学院総合文化研究科 
株式会社 鹿島防災設備 
一般財団法人 日本穀物検定協会 
東京分析センター 
有限会社 千代田防災設備 
株式会社 ファイアーコントロー
ル 
東京都消防設備協同組合 
早稲田大学 理工学術院総合研究
所 西早稲田キャンパス 
警視庁 特科車両隊 
ソニック防災設備 
佐川急便株式会社 関東支店 関
東航空店 羽田空港営業所 
帝国繊維株式会社 
株式会社 メンテック・エージェ
ンシー 
東京工業大学 科学技術創成研究
院 先導原子力研 
太平ビルサービス株式会社 東京
支店 
株式会社アイエス・フォーム 
有限会社 菊池 
東京消防庁 第三消防方面本部救
助機動課 

事業所名 
東京消防庁 志村消防署志村坂上
出張所 
東京消防庁 千住消防署 
東京消防庁 城東消防署大島出張
所 
株式会社 明光設備 
アメリカンエアラインズインコー
ポレイテッド 
株式会社 トラス設備検査事務所 
国立極地研究所 
ＢＥＳＰＡＲ株式会社 
東京海洋大学 海洋工学部海洋電
子機械工学科内燃機関工学研究室 
株式会社 日東防火 
有限会社 昭和防災設備 
全日本空輸株式会社 東京空港支
店 
松永ジオサーベイ株式会社 調査
部 
株式会社近畿ヤマト商会 東京都
内ハロン設備事業所 
東京国際エアカーゴターミナル株
式会社 
株式会社 泉州エンジニアリング 
有限会社山本防災設備 
技研興業株式会社 
モニー物探株式会社 
ニチアス株式会社 基幹産業事業
本部 
アジレント・テクノロジー株式会
社 
岡防災工業株式会社 
全日本空輸株式会社 貨物郵便部 
ヤマトグローバルロジスティクス
ジャパン株式会社 首都圏主幹支
店 羽田クロノゲート支店 
警視庁第一機動隊 
警視庁警備部警備第二課 
警視庁 公安機動捜査隊 
警視庁第八機動隊 
株式会社日本航空インターナショ
ナル 空港企画部 
ハワイアン航空 東京国際空港支
店 
陸上自衛隊第１師団第１後方支援
連隊 
陸上自衛隊第１師団第１通信大隊 
陸上自衛隊第１師団第１施設大隊 
株式会社 リガク 東京工場 
日本大学理工学部（駿河台校舎） 
公益財団法人日本食品油脂検査協
会 
ヤナギダ防災 
新日本防災 株式会社 
陸上自衛隊東部方面後方支援隊第
３０１通信直接支 
株式会社 セイワ 
株式会社ザイマックス防災テクニ
カ 
光栄テクノサービス株式会社 
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事業所名 
地方独立行政法人 東京都立産業
技術研究センター本部 
株式会社 アスク 
デルタ・エアー・ラインズ・イン
ク 羽田国際空港支店 
株式会社 防災メンテナンス 
テクノヒル株式会社 
陸上自衛隊東部方面航空野整備隊 
クリアパルス 株式会社 
東京電設サービス株式会社 多摩
川事業所 
中央理化工業株式会社 東京北営
業所 
公益財団法人 がん研究会 
株式会社 蔵王 
陸上自衛隊 衛生教導隊 
陸上自衛隊 輸送学校 
株式会社 日本公害管理センター 
八王子事業所 
有限会社 丸三防災 
株式会社 多摩ニッタンサービス 
株式会社 スエヒロ 
東京大学 生産技術研究所 
株式会社ワールドビルシステム 
テクニコ株式会社 東京支社 
株式会社 エスアールエル 第３
八王子ラボラトリー 
国立研究開発法人 国立がん研究
センター中央病院 
サイバーテック株式会社 
株式会社防災整美 
Ｊ＆Ｔ環境(株) 東京事業本部 
東京臨海エコクリーン 
陸上自衛隊 第１師団第１師団司
令部付隊 
株式会社 千代田テクノル アイ
ソトープ事業本部 
産業科学株式会社 
株式会社 エージーピー 羽田支
社 
株式会社 桂防災工業 
株式会社 ＴＦＦフルーク社 特
約店営業部 
Ｓｍｉｔｈｓ Ｈｅｉｍａｎｎ 
ＧｍｂＨ  
東京医科大学病院 
アーガス工業株式会社 
株式会社 大東設備 
三幸産業株式会社 ドラゴンスク
エアⅡビル 
テーブルマーク株式会社 東京品
質管理センター 
株式会社イープル内 株式会社ク
アトロプラン 製品開 
スミダ防災株式会社 
東京大学 理学部 
エフシー工業株式会社 
エンヴィテック株式会社 
有限会社 友翔 
株式会社 フェスコ 
株式会社 プロテック 

事業所名 
株式会社ペガサスグローバルエク
スプレス 
株式会社 ティーエスエー防災設
備 東京営業所 
東京電設サービス株式会社 
株式会社藤建ビルテクノス 
ディー・エイチ・エル・ジャパン
株式会社 東京ディストリビュー
ションセンター/港サービスセン
ター 
防災設備サービス株式会社 
共同ネットワーク株式会社 
株式会社 日本防災技術センター 
東京支店 
株式会社 サードウェーブ 安全
環境事業部 
株式会社 フジテックス 
株式会社システムトークス 
陸上自衛隊東部方面後方支援本部
付隊 
アドバンスデザインテクノロジー
株式会社 
全日本空輸株式会社 
株式会社清水商会 東京支店 
株式会社練馬ホゼン 
株式会社トラストサービス 
丸須建物株式会社 
株式会社 エヌテック 
学校法人 帝京大学 
応用光研工業株式会社 
ユーピーエス・ジャパン株式会社 
新木場ハブ 
航空自衛隊 航空気象群 
株式会社 クォリティー 
株式会社防災サービス 
有限会社臨海テクノ 
株式会社 分析センター 第一技
術研究所 
日本化薬株式会社東京工場 
岩通計測株式会社 
株式会社 オガワ防災 
全日本空輸株式会社 貨物郵便部 
国内貨物 
日本通運株式会社 東京航空支店 
国際貨物オペレーション部 羽田
センター 
株式会社 クレスト 計測器事業
所 
株式会社ナカボウ 
一般財団法人 材料科学技術振興
財団 ６号棟 
旭防災設備株式会社 
日本航空株式会社 羽田貨物支店 
東京工業大学 環境・社会理工学
院 
中村防災工業 
スカイビルサービス株式会社 羽
田支店 
陸上自衛隊 第１師団 第１特殊
武器防護隊 
株式会社 日開防災 東京支所 

事業所名 
株式会社 日水コン 環境事業部 
小沢消防設備管理株式会社 
株式会社 ＩＨＩ検査計測 制御
システム事業部 立川事業所 
株式会社共栄防災工業 
株式会社協立防災工業 
株式会社千代田防災 
株式会社 ＩＨＩ 瑞穂工場 
警視庁警備部警備第一課（機動隊
総合訓練所）  
株式会社ジオフィール 
日本赤十字社医療センター 
東京女子医科大学 医学部 
新日本防災設備株式会社 
フェデラルエクスプレスジャパン
合同会社 
岩田地崎建設株式会社 東京支店 
警視庁第二機動隊（１１）建築工
事 
東豊サービス 
高圧メンテナンス株式会社 
東京都環境科学研究所 
オリックス・レンテック株式会社 
中央理化工業株式会社 本社設備
部 
エムエス技研 
日立コンクリート株式会社 新砂
工場 
テクト株式会社 
株式会社エクセル設備 
ティエヌティエクスプレス株式会
社 
国土交通省 東京航空局 東京空
港事務所 
細谷コンクリート株式会社 
ニッタ株式会社 クリーンエンジ
ニアリング（事）モニタリング課
サービスセンター 
国立研究開発法人 国立精神・神
経医療研究センター病院 
株式会社スコア・ジャパン 
佐川急便株式会社 東京サービス
センター 
航空集配サービス株式会社 多摩
ロジスティクスセン 
日本医科大学 健診医療センター 
ヤマトパッキングサービス株式会
社 京浜島流通トリニティーセン
ター 
中武防災株式会社 
株式会社東邦電探 
日本医科大学付属病院 
富士電機株式会社 東京工場 技
術開発本部 計測ソリューション
開発部 
株式会社東峰 
有限会社グランド設備 
特殊精機工事株式会社 
日本大学病院 
慶應義塾大学病院 
フェイス株式会社 
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事業所名 
株式会社神谷商会 
株式会社三美テックス 
ジャストウィン東京株式会社 
森下防災工業株式会社 
東京都健康長寿医療センター 
ユナイテッド航空 東京国際空港
支店 
株式会社小石川管工 
陸上自衛隊衛生学校 
ワークメンテナンス株式会社 
東邦大学医療センター大森病院 
有限会社エアーズプロジェクツ 
警視庁警備部警備第一課（東京国
際空港テロ対処部 
学校法人 帝京大学 中央ＲＩ教
育・研究施設 
五洋建設株式会社 有明工事事務
所 
株式会社セーブ防災 
株式会社ロジ・レックス 国内物
流支店 
株式会社ファーストメイン 
有限会社南多摩防災 
株式会社関東消防機材 
株式会社アトムプロテック 
ユカインダストリーズ株式会社 
清水建設株式会社 清水・鴻池・
大豊建設共同企業体小田急代田地
下化作業所 
株式会社千代田テクノル 原子力
事業本部 
株式会社鬼塚硝子 
警察庁長官官房会計課工場 
幸和防災株式会社 
地熱技術開発株式会社 
エア・ウォーター防災株式会社 
株式会社ＴＵＢＥ  
株式会社国際エキスプレス 東京
航空支店 
株式会社ユニ商会 東京支店 
株式会社朝日メンテナンス 
有限会社丸石産業 
いであ株式会社 環境測定事業部 
環境化学部 
株式会社福永商会 
有限会社富多巳防災 
株式会社十條合成化学研究所 本
社工場 
東京慈恵会医科大学附属病院 
株式会社大塚建築設備 
東京都市大学世田谷キャンパス 
チョダ防災株式会社 
サンコーコンサルタント株式会社 
東日本支社 
株式会社コーレンス 
有限会社鈴木建材店 旧江戸川
(江戸川二丁目地区) 築堤工事 
新日本防災設備株式会社 
合資会社 日晃 
成友興業株式会社 城南島第二事
業所 

事業所名 
一般財団法人自警会 東京警察病
院 
富士電機株式会社 産業インフラ
事業本部 素材ソリューション事
業部 
電気通信大学大学院 情報理工学
研究科 
株式会社トネクション 
富士電機株式会社 東京工場 機
器生産センター 
モロタ防災株式会社 
日本物理探鑛株式会社 
東急ビルメンテナンス株式会社 
有限会社 千立設備 
東京都公立大学法人東京都立大学 
荒川キャンパス 
東京都済生会中央病院 
株式会社ニチボウ 
株式会社ボーサイ 
学校法人 東海大学医学部付属八
王子病院 
医療法人社団あんしん会 四谷メ
ディカルキューブ 
株式会社ＤＮＰエンジニアリング 
大成建設株式会社 東京支店 南
山造成作業所 
帝人エコ・サイエンス株式会社 
羽村技術所 
アイ・アンド・アイ株式会社 
五洋建設株式会社 新可燃ごみ処
理施設建設工事東京建築支店 建
築工事事務所 
リオン株式会社 
株式会社森本組 UR 羽田作業所 
羽田空港跡地基盤整備工事その 1 
株式会社鶴間防災システム 
マルヤマ防災設備株式会社 
西台クリニック 
有限会社グッド防災 
有限会社 日の丸 
株式会社 ベストン 
新木場保税蔵置場 
東京電機大学 工学部 機械工学
科 
正和興業株式会社 
東鉄工業株式会社 東北線外利用
高架線その他耐震補強工事その
１、２ 
鴻池運輸株式会社 大井物流営業
所 
株式会社信和 
ユージーメンテナンス株式会社 
町田営業所 
レスコ株式会社 
株式会社Ｍ・Ｂ・Ｓ  
株式会社サイボウ 東京支店 
株式会社 大成社 目黒営業所 
有限会社 八昌ビルメンテナンス 
セリティーメンテナンス株式会社 
中央消防機材株式会社 

事業所名 
戸田道路株式会社 日野バイパス
作業所 
中央理化工業株式会社 東京西営
業所 
工学院大学 八王子キャンパス 
株式会社ＳＳＣ  
有限会社 セーフティワン 町田
営業所 
有限会社 バーンストップ 
株式会社 シイナ防災 
株式会社サンワ 
株式会社大林組 東京本店 外環
北行シールドＪＶ工事事務所 
国際医療福祉大学 三田病院 
株式会社 イワナガ 
日野自動車株式会社 
清水建設株式会社 清水・五洋特
定建設工事共同企業体 羽田空港
際内トンネル作業所 
広域防災株式会社 
株式会社環境技術研究所 
戸田建設株式会社 東京外環中央
ＪＣＴ北側ランプ函渠工事 
株式会社関友防災 
堀川建材工業株式会社 Ｋ＆Ｈ生
コン若洲 
りんかい日産建設株式会社 土木
事業部 
有限会社消防技術サービス 
東京消防庁 消防技術安全所 
前田防災管理有限会社 
西松建設株式会社 東名高速道路
大和地区付加車線工事 
株式会社東陽土質技研 表層改良
工事に伴う地盤事後確認調査工事 
一般財団法人日本品質保証機構 
計量計測センター 
株式会社東陽土質技研 三門富浦
間作業所 
海上保安庁海洋情報部 
東京都立産業技術高等専門学校 
システムライフ株式会社 
株式会社東横イン 
東京海洋大学放射性同位元素管理
センター 
有限会社ＡＯＳ  
飛鳥建設株式会社 飛鳥・大豊・
中村特定建設共同企業体 ＪＳ立
川シールド作業所 
大成建設株式会社 大成・飛島・
大豊特定建設工事共同企業体 外
環大泉南工事作業所 
鉄建建設株式会社 東京鉄道支店 
新河岸築堤作業 

 


