
　１．高圧ガスプラント認定検査事業者一覧 (都道府県順） ２０１８年１月　現在

所在地 認定番号 認　定　区　分

北海道ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)検査事業所苫小牧検査営業所　　 北海道 　KP- 3 　LP-ⅠⅡⅢ
(株)石油ガス工事　白石工場 宮城県 　KP- 2 　LP-ⅡⅢ
斎藤高圧(株) 宮城県 　KP-72 　LP-Ⅱ
(株)北東検　　 山形県 　KP- 5 　LP-Ⅱ
(株)産業ガステクノサービス　 茨城県 　KP-17 　LP-Ⅱ
(株)サイサン　技術開発部 埼玉県 　KP-12 　LP-ⅡⅢ
東京ガスエネルギー(株)　技術部　 埼玉県 　KP-34 　LP-ⅡⅢ
(株)サンプラント　 埼玉県 　KP-48 　LP-ⅡⅢ
(株)ガス檢　朝霞事業所、厚木事業所、土浦事業所及び仙台事業所 埼玉県 　KP-70 　LP-ⅡⅢ
サンワ工事(株)　　 千葉県 　KP-32 　LP-ⅡⅢ
(有)喜多川工業　事務所　 千葉県 　KP-114 　LP-ⅡⅢ
三愛プラント工業(株)　エンジニアリング事業本部　 東京都 　KP-16 　LP-ⅡⅢ
ガスプラント(株)　本社及び中部事業所 東京都 　KP-46 　LP-ⅡⅢ
東京理学検査(株)  プラント技術部 東京都   KP-130 　LP-ⅡⅢ
(株)高圧技研　　 新潟県 　KP-43 　LP-Ⅱ
(株)コバヨウ　検査工事部　検査工事チーム 新潟県 　KP-93 　LP-Ⅱ
ウロコ興業(株) 長野県 　KP-128 　LP-ⅡⅢ

長野県   KP-129   LP-Ⅱ
不二高圧(株) 静岡県 　KP-18 　LP-ⅡⅢ
(株)ガス檢中部　静岡事業所及び春日井事業所 静岡県 　KP-71 　LP-ⅠⅡⅢ  一般-Ⅲ
(株)ケンテック東海 愛知県 　KP-66 　LP-Ⅱ　一般-Ⅲ
長岡工業(株)　婦中工場 富山県 　KP-20 　LP-Ⅱ
北陽エンヂニアリング(株)　事業本部 石川県 　KP-19 　LP-Ⅱ
日本海産業(株) 福井県 　KP-37 　LP-Ⅱ
三保産業(株)　京都営業所 京都府 　KP-75 　LP-ⅡⅢ
(株)ユニ・エンジニアリング 大阪府 　KP-22 　LP-ⅡⅢ
(株)ダンテック　関西支社 大阪府 　KP-35 　LP-Ⅱ
ガス保安検査(株)　東部事業所、名古屋事業所、 大阪府 　KP-39 　LP-Ⅱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西部事業所及び広島事業所
日本ガス開発(株)　検査事業部 大阪府 　KP-40 　LP-Ⅱ
共同ガス開発(株) 大阪府 　KP-88 　LP-ⅡⅢ
川重ファシリテック(株)　西部検査・工事部及び東部検査・工事部 兵庫県 　KP- 1 　LP-ⅠⅡ
伊丹産業検査(株)　 兵庫県 　KP- 6 　LP-ⅡⅢ
カグラエンジニアリング(株)　西部事業所及び中部事業所 兵庫県 　KP-68 　LP-ⅡⅢ
東亜工業(株) 兵庫県 　KP-74 　LP-ⅡⅢ
小村産業(株) 兵庫県 　KP-107 　LP-ⅡⅢ
東洋検査工業(株)　和歌山営業所 和歌山県 　KP-38 　LP-Ⅱ
山陰酸素エンジニアリング(株)　検査部 島根県 　KP-41 　LP-Ⅱ
岡山ガステクノサービス(株) 岡山県 　KP-27 　LP-Ⅱ
三備管工(株)　早島事務所 岡山県 　KP-77 　LP-ⅡⅢ
高圧プラント検査(株) 広島県 　KP-26 　LP-Ⅱ
ヤウチ設備工業(株) 広島県 　KP-110 　LP-Ⅱ
ニｯキフッコー(株)　多賀谷事業所 広島県 　KP-126 　LP-ⅠⅡ
広島ガステクノ・サービス(株)　本社 広島県 　KP-127 　LP-ⅠⅡ

ＫＨＫ認定検査事業者一覧

　　検　査　事　業　者　名

岡谷酸素(株)  技術部



所在地 認定番号 認　定　区　分
大同ガス産業(株) 香川県 　KP-29 　LP-ⅠⅡⅢ
四国アセチレン工業(株)　丸亀事業所 香川県 　KP-124 　LP-Ⅱ
萩尾高圧容器(株)　 愛媛県 　KP-28 　LP-Ⅱ
(株)ＢＦＧエンジニアリング 福岡県 　KP-122 　LP-Ⅱ
(株)九州ガス技研 佐賀県 　KP- 8 　LP-Ⅱ
(株)九州エルピー 佐賀県 　KP-54 　LP-Ⅱ
江藤酸素(株)　エンジニアリング部 大分県 　KP-31 　LP-Ⅱ
(株)ダイプロ　大分事業部　保安技術課 大分県 　KP-86 　LP-Ⅱ
宮崎県エルピーガス商業組合 宮崎県 　KP-113 　LP-Ⅱ
(株)コーアガス日本 鹿児島県 　KP-58 　LP-Ⅱ
(株)オカノ　エンジニアリング部 プラントエンジニアリング課 沖縄県 　KP-59 　LP-ⅡⅢ　一般-Ⅱ

※認定区分

○液化石油ガスプラント（LP-)

　Ⅰ類　　最大貯蔵能力が100ﾄﾝを越える貯槽（地下設置円筒形貯槽を除く）を有するプラント

　Ⅱ類　　最大貯蔵能力が100ﾄﾝ以下の貯槽（地下設置円筒形貯槽を除く）を有するプラント

　Ⅲ類　　地下設置円筒形貯槽を有するプラント

○一般高圧ガスプラント（一般高圧－）

　Ⅰ類　　特殊高圧ガス、毒性ガス、可燃性ガス（酸素を含む。以下同じ）及び特殊高圧ガス、毒性ガス、可燃性ガス以外のガス

　　　　　 　（以下「その他のガス」という。）を取り扱うプラント

　Ⅱ類　　毒性ガス、可燃性ガス及びその他のガスを取り扱うプラント

　Ⅲ類　　可燃性ガス及びその他のガスを取り扱うプラント

　Ⅳ類　　その他のガスを取り扱うプラント

２．液化石油ガスタンクローリ認定検査事業者一覧 (都道府県順） ２０１８年１月　現在

所在地 認定番号
エルピー産業(株)　石狩第二工場 北海道 KT-17
(株)石油ガス工事　白石工場 宮城県 KT- 9
(株)原田運輸 埼玉県 KT-16
陽品ガスエンジニアリング(株)　容器検査所 千葉県 KT-18
極東運輸(株)　タンクローリ検査所 神奈川県 KT-19
(株)高圧技研 新潟県 KT- 2
(株)コバヨウ　検査工事部　検査工事チーム 新潟県 KT- 6
不二高圧(株) 静岡県 KT- 3
日本車輌製造(株)　輸機・インフラ本部 愛知県 KT-11
朝日エンジニアリング(株) 三重県 KT-14
三保産業(株)　京都営業所 京都府 KT-15
(株)福岡大型容器検査所 福岡県 KT- 1
(株)九州エルピー 佐賀県 KT- 4

　　検　査　事　業　者　名　

　　検　査　事　業　者　名


