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15 東北北海道 (一財)札幌市水道サービス協会

24 東北北海道 (一財)山形県理化学分析センター

25 東北北海道 (公財)福島県保健衛生協会

72 東北北海道 (一財)宮城県公衆衛生協会

75 東北北海道 (公財)秋田県総合保健事業団

91 東北北海道 (株)新環境分析センター　福島県分析センター

95 東北北海道 日本衛生(株)

99 東北北海道 (株)秋田県分析化学センター

111 東北北海道 (株)丹野

131 東北北海道 (株)大東環境科学

132 東北北海道 (株)環境科学研究所

149 東北北海道 ジャパンクリエイト(株)

162 東北北海道 (一財)青森県薬剤師会食と水の検査センター

2 関東甲信越 (一社)群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

7 関東甲信越 (公財)日本建築衛生管理教育センター

9 関東甲信越 (一財)日本文化用品安全試験所

12 関東甲信越 (公財)神奈川県予防医学協会

14 関東甲信越 (一財)北里環境科学センター

21 関東甲信越 (一社)埼玉県環境検査研究協会

22 関東甲信越 (一財)千葉県薬剤師会検査センター

41 関東甲信越 (公財)栃木県保健衛生事業団

43 関東甲信越 (一財)新潟県環境衛生研究所

44 関東甲信越 (一財)上越環境科学センター

55 関東甲信越 (一社)長野県薬剤師会

57 関東甲信越 (一社)足立区薬剤師会

61 関東甲信越 (一財)茨城県薬剤師会検査センター

79 関東甲信越 (一社)神奈川県保健協会

80 関東甲信越 (一財)東京顕微鏡院

82 関東甲信越 (一財)日本環境衛生センター

85 関東甲信越 (一社)新潟県環境衛生中央研究所

86 関東甲信越 平成理研(株)

87 関東甲信越 日本理化サービス(株)

93 関東甲信越 (一財)新潟県環境分析センター

96 関東甲信越 (一社)長野市薬剤師会

97 関東甲信越 (一社)神奈川県貯水槽協会

101 関東甲信越 (一社)上田薬剤師会検査センター

112 関東甲信越 (株)江東微生物研究所

124 関東甲信越 東京環境衛生(株)
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126 関東甲信越 中央環境理研(株)

133 関東甲信越 (株)科学技術開発センター

143 関東甲信越 (株)環境技研

147 関東甲信越 (一財)かながわ水・エネルギーサービス

150 関東甲信越 (株)日本分析

3 東海北陸 (一財)三重県環境保全事業団

11 東海北陸 (一財)岐阜県公衆衛生検査センター

16 東海北陸 (一財)静岡県生活科学検査センター

23 東海北陸 (一財)北陸公衆衛生研究所

28 東海北陸 (一社)愛知県薬剤師会

39 東海北陸 (一財)石川県予防医学協会

53 東海北陸 (一財)中部微生物研究所

108 東海北陸 (一財)北陸保健衛生研究所

134 東海北陸 (株)イズミテック

140 東海北陸 福井県環境保全協業組合

144 東海北陸 (株)環境科学研究所

146 東海北陸 環境未来(株)

148 東海北陸 (株)総合保健センター

153 東海北陸 (株)駿河環境検査センター

154 東海北陸 (株)金沢環境サービス公社

17 近畿 (一社)関西環境開発センター

19 近畿 (一財)関西環境管理技術センター

20 近畿 (一財)大阪防疫協会

34 近畿 (公社)京都保健衛生協会

60 近畿 (一社)京都微生物研究所

68 近畿 (一社)姫路市医師会

69 近畿 (公財)兵庫県予防医学協会

92 近畿 日本水処理工業(株)

102 近畿 奈良アクア・ラボ(株)

105 近畿 (株)タイヨー

107 近畿 (株)総合水研究所

114 近畿 (株)大阪水道総合サービス

118 近畿 西宮管工事業協同組合

123 近畿 エスク(株)

128 近畿 (株)日吉

130 近畿 (株)ケイ・エス分析センター

137 近畿 (一財)神戸市水道サービス公社

142 近畿 日本メンテナスエンジニヤリング(株)

145 近畿 関西環境科学(株)

151 近畿 クリタ分析センター(株)　滋賀事業所

156 近畿 日本水道システム(株)

29 西日本 (一社)香川県薬剤師会
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35 西日本 (公社)長崎県食品衛生協会

36 西日本 (公財)鳥取県保健事業団

45 西日本 (一財)宮崎県公衆衛生センター

46 西日本 (公社)大分県薬剤師会検査センター

47 西日本 (公財)北九州市環境整備協会

48 西日本 (一財)沖縄県環境科学センター

50 西日本 (公社)鹿児島県薬剤師会

58 西日本 (一社)下関市薬剤師会

59 西日本 (公財)山口県予防保健協会

63 西日本 (公財)北九州生活科学センター

67 西日本 (一財)高知県環境検査センター

73 西日本 (公財)岡山県健康づくり財団

74 西日本 (公財)福岡市水道サービス公社

78 西日本 (一財)広島県環境保健協会

81 西日本 (公財)愛媛県総合保健協会

129 西日本 (株)環境分析技術センター

141 西日本 (株)沖縄環境保全研究所

157 西日本 (株)三計テクノス


