
作成：滋賀県計量検定所

●事業区分

一般計量証明事業

・ 長さ、質量、面積、体積または熱量の計量証明を行う事業（本県で登録のある区分は「質量」の区分のみ）
・

環境計量証明事業

濃　　　度 ： 大気、水または土壌中の物質の濃度の計量証明を行う事業
特定濃度 ： 濃度にかかる物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行う事業
音圧レベル　 ： 聴感補正にかかる音圧レベルの計量証明事業
振動加速度レベル ： 感覚補正にかかる振動加速度レベルの計量証明事業

●計量証明事業に含まれないものには次のものがあります

一般計量証明事業 ： 船積貨物の陸揚げ、積み込みの際の証明

環境計量証明事業（濃度） ：

質量の区分において計量証明事業の対象になるのは、運送・寄託・売買の目的での貨物の積みおろし・入出庫の際
行う計量としている（船積貨物の陸揚げ、積み込みは除く）

建築物内の空気、飲料水、肥料、鉱物、重油、風速、温度、透視度、電気伝導率、色
度、臭気、石綿濃度、大腸菌群数

計量証明登録事業者一覧

（令和４年1１月作成）



●事業の区分：一般計量証明事業（質量） ※敬称略

登録番号 登録年月日 氏名または名称 事業所所在地

19 平成5年11月1日 株式会社ＳＩＮＫＩ金属 湖南市
20 平成5年11月1日 甲賀バラス株式会社 甲賀市
21 平成5年11月1日 オオヤマホールディング株式会社 高島市
22 平成5年11月1日 株式会社桑原組 高島市
27 平成5年11月1日 株式会社栗東商会 栗東市
30 平成5年11月1日 キョウヤマ鋼業株式会社 大津市
31 平成5年11月1日 株式会社昭建 湖南市
38 平成5年11月1日 イサム塗料株式会社 草津市
39 平成5年11月1日 黒田紙業株式会社 栗東市
40 平成5年11月1日 木下栄吉 大津市
41 平成5年11月1日 株式会社晴嵐商会 大津市
43 平成5年11月1日 近江鉱業株式会社 米原市
46 平成11年6月23日 喜楽鉱業株式会社 湖南市
51 平成5年11月1日 有限会社山口屋 長浜市
52 平成5年11月1日 株式会社杉本商事 彦根市
59 平成5年11月1日 株式会社オリシック 湖南市
63 平成9年12月8日 株式会社杉本商事 長浜市
65 平成14年6月12日 株式会社ヒロセ 甲賀市
66 平成14年12月18日 株式会社湖南リサイクルセンター 湖南市
67 平成15年1月14日 有限会社伊藤リサイクルセンター 野洲市
68 平成15年5月15日 有限会社クリエイト・マエダ 高島市
69 平成16年1月22日 株式会社タケノウチ 大津市
70 平成16年8月12日 有限会社日鋼 大津市
71 平成16年12月15日 株式会社アイランド 湖南市
72 平成17年4月14日 登録事業者の希望により掲載していません 野洲市
73 平成17年4月14日 イチイ産業株式会社 甲賀市
74 平成17年5月19日 有限会社トラスト 米原市
75 平成17年9月14日 株式会社日吉 近江八幡市
76 平成17年10月7日 株式会社中川嘉弘商店 東近江市
77 平成18年6月12日 有限会社国城商店 米原市
78 平成19年1月4日 東陽紙業株式会社 彦根市
79 平成19年7月6日 黒田紙業株式会社 草津市
80 平成20年1月7日 株式会社プロテック 近江八幡市
81 平成20年3月14日 株式会社堀井商店 守山市
82 平成20年7月22日 東陽紙業株式会社 長浜市
83 平成21年1月20日 株式会社能登川計量所 甲賀市
84 平成21年3月19日 進幸金属興業株式会社 野洲市
85 平成21年3月19日 株式会社山﨑砂利商店 大津市
88 平成23年12月21日 株式会社堀井商店 野洲市
89 平成24年3月28日 株式会社ヒロセ 日野町
90 平成25年1月23日 株式会社ＢＯＲＥＲＯ 甲賀市
91 平成25年6月24日 巖本金属株式会社 愛荘町
92 平成25年6月24日 巖本金属株式会社 栗東市
93 平成25年6月24日 巖本金属株式会社 甲賀市
94 平成26年12月16日 アイディｅメタル株式会社 湖南市
95 平成28年2月3日 黒田紙業株式会社 甲賀市
96 平成28年2月3日 黒田紙業株式会社 高島市
97 平成28年7月12日 滋賀運送株式会社 甲賀市
98 平成28年9月5日 有限会社トラスト 甲賀市
99 平成30年10月22日 黒田紙業株式会社 大津市
100 平成30年12月28日 有限会社成和商事 近江八幡市
101 令和2年2月21日 株式会社日立建機ティエラ 甲賀市
102 令和3年3月18日 株式会社山﨑砂利商店 大津市



●事業の区分：環境計量証明事業（濃度） ※敬称略

事業の詳細区分 登録番号 登録年月日 氏名または名称 事業所所在地

大気、水・土壌 1 平成5年11月1日 株式会社近畿分析センター 栗東市

大気、水・土壌 6 平成5年11月1日 株式会社日吉 近江八幡市

大気、水・土壌 13 平成5年11月1日 三菱ケミカル株式会社 長浜市

水・土壌 15 平成5年11月1日 公益社団法人湖南工業団地協会 湖南市

大気、水・土壌 17 平成5年11月1日 株式会社西日本技術コンサルタント 草津市

大気 20 平成5年11月1日 近江オドエアーサービス株式会社 近江八幡市

大気、水・土壌 26 平成5年11月1日 東レテクノ株式会社 大津市

大気、水・土壌 27 平成5年11月1日 夏原工業株式会社 彦根市

大気、水・土壌 28 平成5年11月1日 株式会社近畿エコサイエンス 大津市

大気、水・土壌 31 平成7年7月28日 株式会社テクノサイエンス 守山市

水・土壌 34 平成11年2月17日 岩谷化学工業株式会社 湖南市

水・土壌 35 平成11年8月27日 株式会社アクアリサーチ 東近江市

大気、水・土壌 36 平成13年4月18日 大五産業株式会社 草津市

水・土壌 38 平成13年12月12日 登録事業者の希望により掲載していません 米原市

水・土壌 42 平成16年3月9日 喜多嘉和株式会社 彦根市

大気、水・土壌 44 平成17年3月25日 株式会社ヒロセ 日野町

水・土壌 47 平成19年5月1日 株式会社エフウォーターマネジメント 大津市

水・土壌 49 平成21年6月22日 滋賀県環境整備事業協同組合 大津市

水・土壌 50 平成21年11月10日 株式会社アヤハ環境開発 湖南市

水・土壌 51 平成22年4月13日 環境創研株式会社 栗東市

水・土壌 52 平成23年10月26日 株式会社山﨑砂利商店 大津市

大気、水・土壌 53 平成26年3月27日 関西保温工業株式会社 守山市

水・土壌 54 平成28年8月2日 近畿地水株式会社 東近江市

水・土壌 55 平成30年9月18日 喜楽鉱業株式会社 湖南市
（登録番号順）

●事業の区分：環境計量証明事業（特定濃度） ※敬称略

事業の詳細区分 登録番号 登録年月日 氏名または名称 事業所所在地

大気、水・土壌 ０３－０１ 平成15年1月10日 株式会社日吉 近江八幡市

大気、水・土壌 ２１－０１ 令和3年10月13日 株式会社近畿分析センター 栗東市
（登録番号順）



●事業の区分：環境計量証明事業（音圧レベル） ※敬称略

登録番号 登録年月日 氏名または名称 事業所所在地

2 平成5年11月1日 株式会社新洲 栗東市
3 平成5年11月1日 株式会社日吉 近江八幡市
5 平成5年11月1日 株式会社近畿分析センター 栗東市
6 平成5年11月1日 東レテクノ株式会社 大津市
7 平成5年11月1日 株式会社西日本技術コンサルタント 草津市
8 平成5年11月1日 夏原工業株式会社 彦根市
9 平成5年11月1日 株式会社近畿エコサイエンス 大津市
13 平成13年3月14日 株式会社テクノサイエンス 守山市
14 平成22年2月23日 一般財団法人滋賀保健研究センター 野洲市

（登録番号順）

※敬称略

●事業の区分：環境計量証明事業（振動加速度レベル）
登録番号 登録年月日 氏名または名称 事業所所在地

1 平成5年12月14日 株式会社近畿分析センター 栗東市
3 平成6年2月23日 東レテクノ株式会社 大津市
4 平成6年3月30日 夏原工業株式会社 彦根市
5 平成6年4月12日 株式会社新洲 栗東市
6 平成6年4月14日 株式会社日吉 近江八幡市
7 平成6年5月31日 株式会社西日本技術コンサルタント 草津市
9 平成12年9月20日 株式会社近畿エコサイエンス 大津市
10 平成13年3月14日 株式会社テクノサイエンス 守山市
11 平成22年2月23日 一般財団法人滋賀保健研究センター 野洲市

（登録番号順）


