
定期報告 車輪軸に係る探傷試験
最新の 報告者 検査者

報告日 氏名 所属・役職 氏名 所属

1 北海道 ルスツリゾート　カントリーランド ゴーゴースニーカー H17.4.28 留寿都村 北海道 （特定行政庁の定める最初の定期報告時期に至っていないため報告実績がない）※１ H17.12.14～19

2 北海道 ルスツリゾート　カントリーランド フリーフォール S62.7.10 留寿都村 北海道 H18.6.26 戸田　美和
加森観光（株）

取締役総支配人 小野寺　聡
加森観光（株）
アトラクション部 H17.12.14

3 北海道 ルスツリゾート　カントリーランド ループザループ S58.5.24 留寿都村 北海道 H18.6.26 戸田　美和
加森観光（株）

取締役総支配人 小野寺　聡
加森観光（株）
アトラクション部 H17.3.19

4 北海道 三井グリーンランド遊園地 ビッグバーンコースター S61.6.18 岩見沢市 北海道 H18.6.7 野田　耕治
空知リゾートシティ（株）

代表取締役 工藤　之男 空知リゾートシティ（株） H16.4.8

5 北海道 三井グリーンランド遊園地 ３回転コースター S61.6.3 岩見沢市 北海道 H18.6.7 田中　健一
三鉱造園土木（株）

代表取締役 三浦　誠 泉陽興業（株） H16.4.2

6 北海道 三井グリーンランド遊園地 ミニコースター H8.4.17 岩見沢市 北海道 H18.7.3 中道　保信
（株）ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明晶

常務取締役 岡田　弘明 （株）ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明晶 H16.3.30

7 北海道 三井グリーンランド遊園地 トロッココースター H9.4.21 岩見沢市 北海道 H18.6.7 高橋　幸悦
高橋機械産業（株）

代表取締役 高橋　輝夫 高橋機械産業（株） H17.12.14～19

8 北海道 ● ファミリー愛ランドユー ドラゴンコースター H3.8.3 湧別町 北海道 H18.6.26 檜山　洋一 （株）湧別振興公社 羽多　翼 泉陽機工（株）

9 北海道 ● サンタプレゼントパーク ダウンヒルコースター S63.5.24 旭川市 旭川市 H17.6.29 山下　裕久
㈱ダンケジャパン

代表取締役 白取　秀明 ㈱ダンケジャパン

10 北海道 ● サンタプレゼントパーク ドラゴンコースター H1.4.28 旭川市 旭川市 H17.6.29 山下　裕久
㈱ダンケジャパン

代表取締役 白取　秀明 ㈱ダンケジャパン

11 北海道 ● 帯広動物園 ドラゴンコースター H11.4.25 帯広市 帯広市 H19.4.22 （帯広市）※２  羽田　翼 泉陽興業(株）

12 北海道 ● 帯広動物園 ジャングルマウス S54.6.7 帯広市 帯広市 H19.4.22 （帯広市）※２ 森川　繁 （株）ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明晶

13 北海道 釧路市動物園 SLコースター H3.3.31 釧路市 釧路市 H18. 4.21 （釧路市）※２ 鶴見　貞夫 ㈱ツノダ H18. 4.21

14 岩手 岩山パークランド ジェットコースター S56.7.13 盛岡市 盛岡市 H18.5.29 波紫 隆幸 平和観光開発㈱代表取締役 源 吉　　晋 豊永産業株式会社 H15.8.7

15 岩手 ● 岩山パークランド ドラゴンコースター H13.9.6 盛岡市 盛岡市 H18.4.21 波紫 隆幸 平和観光開発㈱代表取締役 鶴見　貞夫 株式会社ツノダ

16 宮城 ● 仙台ハイランド遊園地 ドラゴンコースター H13 .2.26 仙台市 仙台市 H19. 4.24 佐伯　弘 ㈱ツノダ　　代表取締役 鶴見　貞夫 ㈱ツノダ

17 秋田 ● ファンタジア男鹿 スキップくんのウインドトリップ H3.11.1 男鹿市 秋田県 H18.11.14 下村　英春 （株）アルノ　代表取締役 田村　昇 日本レジャーサービス（株）

18 秋田 ● 大森山動物園遊園地 キッズコースター H18.3.20 秋田市 秋田市 H19.5.10 加藤　次男 浜田観光（株）　代表取締役社長 芝崎　強 豊栄産業（株）

19 福島 郡山カルチャーパークドリームランド ジェットコースター H1.3.31 郡山市 郡山市 H19.4.23 太田　久雄
(財)郡山市観光交流振興公社理事

長 筒井　彰彦 泉陽機工㈱ H18.3.3

20 福島 ● いわき市海竜の里センター ドラゴンコースター H8.3 いわき市 いわき市 H19.3.26 （いわき市）※２ 渡邊　公善 自営

21 茨城 国営ひたち海浜公園 マッドマウス H10.4.23 ひたちなか市 ひたちなか市 H19.4.2 能美　政彦
(株)常陸サンライズパーク

代表取締役 鎌田　光 泉陽興業(株） H14.7.22/9.3/10.11

22 栃木 那須ハイランドパーク ドラゴンコースター H9.3 那須町 栃木県 H18.3.23 岡本　昌明 ㈱岡本製作所　代表取締役 増渕　耕樹 ㈱岡本製作所 H18.1.26

23 栃木 那須ハイランドパーク パニックドライブ H16.2 那須町 栃木県 H18.3.24 岡本　昌明 ㈱岡本製作所　代表取締役 増渕　耕樹 ㈱岡本製作所 H18.1.26

24 栃木 ● 宇都宮動物園遊園地 ジェットコースター H8.12.11 宇都宮市 宇都宮市 H19.4.4 荒井　大介 (有)宇都宮動物園　代表取締役 田村　昇 日本レジャーサービス㈱

25 栃木 ● FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店２Fテクモピアロックダム アップダウントレイン H15.7.8 宇都宮市 宇都宮市 H18.8.29 阪口　一芳 テクモウェーブ㈱代表取締役社長 佐原　道哉 エイケイワークス㈱

26 群馬 渋川スカイランドパーク ネイブルコースター H9.12.22 渋川市 群馬県 H19.3.26 吉原　康之 渋川市公共施設管理公社・理事長 小林　洋繁 アイテック H17.2.28

27 群馬 軽井沢おもちゃ王国 ドラゴンコースター H6.8.1 嬬恋村 群馬県 H18.9.26 佐伯　弘 佐伯工業㈱代表取締役 田端　淳次 佐伯工業㈱ H18.2.10

28 群馬 前橋市中央児童遊園 ウェーブスターライト H11.7.19 前橋市 前橋市 H19.3.8 （前橋市）※２ 増田　功 ㈲ジョイテクノ
Ｈ19.3.8（1/4両） 、Ｈ18.3.22（1/4両)
Ｈ17.3.14（1/4両)、 Ｈ16.3.8（1/4両)

29 埼玉 ● むさしの村 サイクルコースター S62.8.7 加須市 埼玉県 H19.4.23 根井　栄 ㈱むさしの村施設園芸部長 田村　昇 日本ﾚｼﾞｬｰｻｰﾋﾞｽ㈱

30 埼玉 ● スーパービバホーム三郷店 アップダウントレイン H17.5.26 三郷市 埼玉県 H19.4.11 猪狩　茂 ㈱ｱﾄﾗｽ　代表取締役 佐原　道哉 ｴｲｹｲﾜｰｸｽ㈱

31 埼玉 ● 西武園遊園地 エンジェルコースター H16.7.12 所沢市 所沢市 H19.5.1 村越　隆男 西武鉄道㈱西武園遊園地支配人 平野　晴巳 西武鉄道㈱西武園遊園地

32 千葉 ● マザ－牧場 グラヴィティーコースター H15.4.22 富津市 千葉県 H19.4.5 中谷　元彦 泉陽興業㈱東京支社長 加多駄　将人 泉陽興業㈱東京支社長

33 千葉 ● 東京ドイツ村 ブタ天キッズコースター H18.3.2 袖ヶ浦市 千葉県 H19.4.16 古村　純子
明和興産株式会社東京ドイツ村事

業部代表取締役 源吉　晋 豊永産業㈱

34 千葉 ● 蓮沼海浜公園 マウンテンコースター H14.3.25 山武市 千葉県 H19.3.28 酒谷　泰功
千葉県レクリエーション都市開発株

式会社代表取締役社長 谷藤　敦 ㈲ｺｽﾓﾃﾞﾝｷ社長
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35 千葉 ● もりのゆうえんち ドラゴンコースター H1.7.4 野田市 千葉県 H19.5.18 中谷　元彦 泉陽興業㈱東京支社長 竹本　昌弘 泉陽機工㈱

36 東京 東京ドームシティアトラクションズ サンダードルフィン H15.4.8 文京区 文京区 H19.5.10 安達　昇 ㈱東京ドームアミューズメント部長 大隈　保幸 ㈱東京ドーム Ｈ18.1.16～Ｈ18.2.12

37 東京 浅草花やしき コ－スタ－ S35.-.- 台東区 台東区 H18.10.30 田井　春次
(株)花やしき
運営支配人 山野　幹彦 （株）花やしき H18.4.11

38 東京 ● 多摩テック でんでん虫 H3.3.22 日野市 日野市 H18.12.29 山下　晋 多摩テック総支配人 加藤　英信 ㈱鈴鹿サーキットランドテックプロ

39 東京 ● 多摩テック ガリオン H3.3.28 日野市 日野市 H18.12.29 山下　晋 多摩テック総支配人 加藤　英信 ㈱鈴鹿サーキットランドテックプロ

40 神奈川 よこはまコスモワールド ダイビングコースター『バニッシュ！』 H11.3.3 横浜市 横浜市 H18.4.5 岡本　正憲
泉陽興業㈱東京支社

代表取締役専務東京支社長 辻野　智裕
泉陽興業㈱　東京支社

よこはまコスモワールド事業部 H16.2.3～6/H16.3.8,9

41 神奈川 よこはまコスモワールド スピニングコースター H11.3.3 横浜市 横浜市 H18.4.5 岡本　正憲
泉陽興業㈱東京支社

代表取締役専務東京支社長 辻野　智裕
泉陽興業㈱　東京支社

よこはまコスモワールド事業部
H16.2.11,12/H16.3.2～

4/H16.3.22,23

42 富山 ● 魚津市総合公園ミラージュランド サイクルコースター S57.4.13 魚津市 富山県 H18.5.8 澤崎　義敬
(財)魚津市施設管理公社

理事長 筒井　彰彦 泉陽機工(株)

43 富山 富山市ファミリーパーク チャイルドコースター H15.3.12 富山市 富山市 H19.3.7 森　雅志
(財)富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ公社

理事長 鍋吉　広樹 ㈱ｻﾉﾔｽ･ﾋｼﾉ明昌 H18.3.24

44 石川 手取フィッシュランド スーパーキャメルコースター S55.7.10 能美市 石川県 H18.8.15 辻本　憲次
手取観光(株)
代表取締役 宮崎　孝志 手取観光(株) H17.1.31

45 石川 ● のとじま臨海公園 ウォーターコースター H8.5.23 七尾市 七尾市 H18.6.9 伊藤　勝昭 のとじま臨海公園　園長 菊地　正 ㈱アールアンドアール

46 福井 ● ワンダーランド スペースコースター S63.4.25 坂井市 福井県 H8.3.12 関山　功二
㈲関山観光
代表取締役 室田　敏郎 ㈱北陽製作所

47 長野 白樺リゾートファミリーランド ボブスター S57.3.30 立科町 長野県 H18.7.6 竹内　雅裕 株式会社池の平ホテル　副支配人 久米　琢士
株式会社

トーゴサービス
H17.7.12

48 静岡 ● 日本サイクルスポーツセンター サイクル電車 H3.3.15 伊豆市 静岡県 H19.3.2 阿部毅一郎
（財）日本サイクルスポーツセン

ター　会長 田端　淳次 佐伯工業㈱

49 静岡 伊豆ぐらんぱる公園 キッズコースター H14.5.10 伊東市 静岡県 H18.8.25 哥丸　公章 シンセネット㈱　社長 小島　俊男
株式会社

トーゴサービス
H17.6.14

50 静岡 ● 野守公園 ボブコースター H8.3.13 川根町 静岡県 H19.4.27 又平　琢己 川根町長 古川　貴 モノレール工業㈱

51 静岡 ● 静岡市日本平動物園 オートチェア H12.7.31 静岡市 静岡市
H19.2.26

　　　　～27
（静岡市）※２ 鎌田　光 泉陽興業（株）

52 静岡 奥山高原 チャイルドコースター H1.6.7 浜松市 浜松市 H18.8.24 佐藤　英年
㈱奥浜名湖レジジャーランド　代表

取締役 中西　雅邦 ㈱名邦エンジニア H13.3.15

53 愛知 ラグーナ蒲郡ラグナシア ファイアファイア H14.2.18 蒲郡市 愛知県 H19.3.12 瓜生　邦光
蒲郡環境開発（株）

建設部長 山田　耕筰 蒲郡環境開発（株） H16.4.15

54 愛知 刈谷市交通児童公園 ミニコースター H3.3.25 刈谷市 愛知県 H19.3.30 稲垣　建充 刈谷市都市施設管理協会理事長 伊藤　秀樹 泉陽興業（株） H12.2.18

55 愛知 日本モンキーパーク アトミックコースター S54.3.8 犬山市 愛知県 H19.3.7 山田　三郎
泉陽興業（株）
代表取締役 大澤　芳文 泉陽興業（株） H16.10

56 愛知 日本モンキーパーク ハイウェイコースター H6.3.12 犬山市 愛知県 H19.3.7 山田　三郎
泉陽興業（株）
代表取締役 羽田　翼 泉陽興業（株） H16.5

57 愛知 日本モンキーパーク モンキーコースター H6.3.12 犬山市 愛知県 H19.3.6 山田　三郎
泉陽興業（株）
代表取締役 奥村　学 泉陽興業（株） H16.3

58 愛知 ● 日本モンキーパーク バナナコースター H18.3.11 犬山市 愛知県 （特定行政庁の定める最初の定期報告時期に至っていないため報告実績がない）※１

59 愛知 ● 東山動植物園遊園地 くまさんコースター H15.3.12 名古屋市 名古屋市 H19.2.19 波多野慧子 財団法人東山公園協会　事務局長 中西　雅邦
株式会社

名邦エンジニア

60 愛知 豊橋総合動植物公園 ジェットコースター H4.2.5 豊橋市 豊橋市 H19.3.6 （豊橋市）※２ 鎌田　光 泉陽機工（株） H16.1.23

61 三重 ナガシマスパーランド フリーフォール H7.6.28 桑名市 桑名市 H18.11.20 大谷　守彦
長島観光開発株式会社遊園地部

　課長代理 吉田　論 長島観光開発株式会社 H17.11.28、29

62 三重 ● ㈱モビリティランド　鈴鹿サーキット スーパースカイライダー S59.5.29 鈴鹿市 鈴鹿市 H18.6.6 山田　格 鈴鹿サーキット　取締役総支配人 加藤　英信
㈱鈴鹿サーキットランド　テック

プロダクション

63 三重 ● ㈱モビリティランド　鈴鹿サーキット フライングシップ S60.7.25 鈴鹿市 鈴鹿市 H18.6.6 山田　格 鈴鹿サーキット　取締役総支配人 加藤　英信
㈱鈴鹿サーキットランド　テック

プロダクション

64 滋賀 滋賀南郷水産センター ジェットコースター S41.11.7 大津市 大津市 H18.10.27 西浦純子 西浦実業 枝谷　邦夫
株式会社サノヤス・ヒシノ明

昌
H15.7

65 滋賀 ● ワンダーパーク彦根店 アップダウントレイン H8.4.22 彦根市 彦根市 H19.4.10 筒井　彰
㈱ﾅﾑｺ営業ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ

京滋北陸ｴﾘｱ 肥後　洋一 ㈱ナムコ

66 大阪 ● 関西サイクルスポーツセンター サイクルコースター S60.9.13 河内長野市 大阪府 H18.12.15 森本　龍男 ㈶自転車センター 専務理事 菊池　正 ㈱ｱｰﾙ ｱﾝﾄﾞ ｱｰﾙ

67 大阪 ● みさき公園 チャイルドコースター S62.3.11 泉南郡岬町 大阪府 H19.3.29 山中　諄 南海電気鉄道㈱ 取締役 佐原　茂雄 朝日科学模型遊園㈱

68 大阪 みさき公園 ワイルドマウス H8.8.15 泉南郡岬町 大阪府 H18.8.31 山中　諄 南海電気鉄道㈱ 取締役 佐原　茂雄 朝日科学模型遊園㈱ H17.12

69 大阪 ● みさき公園 ドラゴンコースター H14.9.12 泉南郡岬町 大阪府 H19.5.11 佐伯　弘 佐伯工業㈱ 代表取締役 古家　尊史 佐伯工業㈱

70 大阪 ● スカイシティ泉南ナムコランド アップダウントレイン H4.12.18 泉南市 大阪府 H18.12.26 山口　伊三郎
㈱ナムコ 西日本営業ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 阪

神ｴﾘｱ担当ｴﾘｱﾏﾈｼﾞｬｰ 安田　新
㈱ﾅﾑｺ ﾊﾟ-ﾑｼﾃｨ和歌山ﾅﾑｺﾗﾝ

ﾄﾞ

71 大阪 ● ひらかたパーク サイクルモノレール H6.3.10 枚方市 枚方市 H19.1.29 俣野　隆
京阪電気鉄道㈱ ひらかたパーク

園長 笠﨑　吉範 ㈱京阪ﾚｼﾞｬｰｻｰﾋﾞｽ
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72 大阪 エキスポランド 風神雷神Ⅱ H4.3.18 吹田市 吹田市 H19.2.23 山田三郎
㈱エキスポランド･取締役

社長
松田博 ㈱エキスポランド H18.3.10

73 兵庫 淡路ワールドパークＯＮＯＫＯＲＯ ベイサイドコースター H10.3.18 淡路市 兵庫県 H19.2.19 中道　保信
（株）サノヤス・ヒシノ明昌　常務取

締役レジャー事業本部長 鍋吉　弘樹 （株）サノヤス・ヒシノ明昌 H18.1.20

74 兵庫 ● グリーンピア三木 ローリングコースター S62.5.30 三木市 兵庫県 H19.3.20 （兵庫県）※２ 菊池　正 （株）アールアンドアール

75 兵庫 ● 姫路セントラルパーク フリーフォール S61.4.19 姫路市 姫路市 H19.2.27 佐々木　孝雄 加森観光（株）　取締役支配人 尾古　尚道
姫路パークマネジメント

（株）

76 兵庫 ● ダイヤモンドシティーテラス アップダウントレイン H14.9.30 伊丹市 伊丹市 H19.3.10 阪口　一芳 テクモウェーブ（株）代表取締役 佐原　遒哉 エイケイワークス（株）

77 奈良 ● 生駒山上遊園地 サイクルモノレール S55.7.16 生駒市 生駒市 H19.5.14 丸山　隆司
近鉄レジャー

サービス株式会社
取締役社長

服部　重孝
近鉄レジャー

サービス株式会社

78 奈良 ● 生駒山上遊園地 スカイダンボ S57.4.6 生駒市 生駒市 H19.4.2 丸山　隆司
近鉄レジャーサービス株式会社

取締役社長 服部　重孝
近鉄レジャー

サービス株式会社

79 奈良 ● 生駒山上遊園地 スカイシャトル H5.3.11 生駒市 生駒市 H19.4.2 丸山　隆司
近鉄レジャーサービス株式会社

取締役社長 服部　重孝
近鉄レジャー

サービス株式会社

80 和歌山 ● パームシティ和歌山ナムコランド モノレール H.5.11.15 和歌山市 和歌山市 H.18.10.24 山口伊三郎
㈱ﾅﾑｺ営業ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ

阪神ｴﾘｱｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 香川　智 ㈱ナムコ

スタンディングコースター S61.5.9 倉敷市 倉敷市 H19.4.3 永山　久泰 鷲羽観光開発㈱　　　代表取締役 米田　保彦 ㈲エマ・プロジェクト

バックナンジャー S61.5.9 倉敷市 倉敷市 H19.4.3 永山　久泰 鷲羽観光開発㈱　　　代表取締役 米田　保彦 ㈲エマ・プロジェクト

82 岡山 ● 鷲羽山ハイランド ウルトラツイスター H3.7.19 倉敷市 倉敷市 H18.7.27 永山　久泰 鷲羽観光開発㈱　　　代表取締役 米田　保彦 ㈲エマ・プロジェクト

83 岡山 ● 鷲羽山ハイランド チューピーコースター H7.8.3 倉敷市 倉敷市 H19.2.13 永山　久泰 鷲羽観光開発㈱　　　代表取締役 米田　保彦 ㈲エマ・プロジェクト

84 岡山 ● おもちゃ王国 チボリコースター H1.3.8 玉野市 玉野市 H19.3.20 高谷　昌宏
玉野レクリェーション総合開発株式

会社　代表取締役社長 谷川　洋介 ㈱三造エムテック

85 広島 ● 広島マーリーナポップ・マリーナサーカス キッズコースター H17.6.9 広島市 広島市 H18.7.10 四宮　武義
㈱ｼｰｷｭｰ・ｱﾒﾆｯｸ
代表取締役社長 源吉　晋 豊永産業㈱

86 広島 ● 広島そごう屋上 アドベンチャーレーサー S49.8.21 広島市 広島市 H18.8.28 野坂　莞爾
㈱ｻﾔﾉス･ﾋｼﾉ明昌
九州営業所　所長 笠　省一

㈱ｻﾔﾉス･ﾋｼﾉ明昌
九州営業所

87 広島 ● みろくの里 ミニコースター H18.3.28 福山市 福山市 （特定行政庁の定める最初の定期報告時期に至っていないため報告実績がない）※１

88 広島 グリーンピアせとうち チャイルドコースター H１．7．7 呉市 呉市 H18.3.17 （呉市）※２ 池田　幸政 （有）池田製作所 H13.2.9

89 徳島 とくしまファミリーランド マッドマウス H10.4.27 徳島市 徳島市 H19.5.11 佐原　茂雄
朝日科学模型遊園株式会社

代表取締役 佐原　圭一 朝日ﾃｯｸ有限会社 H17.4

90 徳島 とくしまファミリーランド ファミリーコースター H10.4.15 徳島市 徳島市 H19.5.11 佐原　茂雄
朝日科学模型遊園株式会社

代表取締役 佐原　圭一 朝日ﾃｯｸ有限会社 H17.4

91 香川 ● ニューレオマワールド レインボーバンデット H3. 3.30 丸亀市 香川県 H19. 3. 2 久枝　幹雄 ㈱ﾚｵﾏﾕﾆﾃｨｰ統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 田端淳次 佐伯工業㈱

92 香川 ● ふれあいパークみの モノレール H10.10.27 三豊市 香川県 H19. 3.12 横山　忠始 ㈱みの代表取締役 酒井　義照 モノレール工業㈱

93 愛媛 ● えひめこどもの城 てんとう虫のモノレール H10.10.12 砥部町 愛媛県 H19.4.25 （愛媛県）※２
村上 誠司

他３名
モノレール工業㈱

94 愛媛 ● プリッズ宇和島店 アップダウントレイン H4.4.21 宇和島市 愛媛県 H18.7.14 浦田　健一
株式会社　ナムコ四国エリアマネー

ジャー 原田　敏之 株式会社ナムコ

95 高知 ● わんぱーくこうち アップダウントレイン H5.3.29 高知市 高知市 H18.6.10 佐原　茂雄
朝日科学模型遊園（株）

代表取締役 佐原　圭一 朝日テック（有）

96 福岡 かしいかえん ペガサス H6.4.20 福岡市 福岡市 H19.4.27 野田　耕治
(株)ｻﾉﾔｽ・ﾋｼﾉ明昌　九州営業所

長 笠　省一 (株)ｻﾉﾔｽ・ﾋｼﾉ明昌 H18.4.17

97 福岡 ● 海の中道海浜公園 サイクルモノレール H5.3.15 福岡市 福岡市 H18.4.25 岡本　正憲
泉陽興業株式会社東京支社　代表

取締役専務東京支社長 鎌田　光 泉陽興業株式会社

98 福岡 スペースワールド ブギウギスペースコースター H2.3.22 北九州市 北九州市 H19.1.4 加森　公継
㈱スペースワールド

代表取締役 松岡　大輔 ㈱スペースワールド H16.11.30

99 福岡 ● スペースワールド ヴィーナスGP H8.2.13 北九州市 北九州市 H19.4.23 加森　公継
㈱スペースワールド

代表取締役 久保田　毅 ㈱スペースワールド

100 福岡 ● 到津の森公園 サイクルモノレール S56.3.5 北九州市 北九州市 H19.2.15 三橋　和博
㈱スカイパーク

代表取締役 堤　義孝 ㈱スカイパーク

101 福岡 だざいふ遊園地 トレインコースター H6.8.8 太宰府市 福岡県 H18.8.18 辻　章
㈱太宰府園
代表取締役 丸岡　良行 ㈱太宰府園 H17.12.29

102 佐賀 ● 花とリスの武雄・嬉野メルヘン村 てんとう虫コースター H8.3.22 武雄市 佐賀県 H19.2.1 竹内　正樹 ㈱肥前観光　代表取締役 堤　義孝 ㈱スカイパーク

103 佐賀 ● 神野公園こども遊園地 チャイルドコースター H3.4.1 佐賀市 佐賀市 H18.11.21 中島　一義 ㈱ハウツ　園長 堤　義孝 ㈱スカイパーク

104 長崎 ● 長崎県亜熱帯植物園 スロープカー H7.11.17 長崎市 長崎市 H19.4.18 吉原　昭信
（財）長崎市野母崎振興公社　理事

長 松井　繁 （株）嘉穂製作所

105 熊本 三井グリーンランド ウルトラツイスター H6.3.10 荒尾市 熊本県 H19.3.19 三橋　国和
(株)ｽｶｲﾊﾟｰｸ
代表取締役 堤　義孝 ㈱スカイパーク H15.12

106 熊本 三井グリーンランド スピンマウス H10.7.9 荒尾市 熊本県 H18.10.18 山田　三郎
泉陽興業(株)
代表取締役 羽田　翼 泉陽機工(株) H17.3

107 熊本 三井グリーンランド アトミックコースター S54.11.19 荒尾市 熊本県 H18.10.18 山田　三郎
泉陽興業(株)
代表取締役 羽田　翼 泉陽機工(株) H17.12

●81 鷲羽山ハイランド岡山
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108 熊本 ● 三井グリーンランド てんとう虫コースター H4.3.18 荒尾市 熊本県 H19.3.19 三橋　国和
(株)ｽｶｲﾊﾟｰｸ
代表取締役 堤　義孝 ㈱スカイパーク

109 熊本 ● 三井グリーンランド スフィンクスコースター H5.3.17 荒尾市 熊本県 H19.5.1 小林　明伸
(有)明好建設工業

代表取締役 三橋　彰治 QMEサービス

110 熊本 ● カドリー・ドミニオン ベアーコースター H8.7.17 阿蘇市 熊本県 H19.3.22 小笠原徹朗
（株）阿蘇熊牧場

代表取締役 堤　義孝 ㈱スカイパーク

111 大分 ● 城島後楽園ゆうえんち ポセイドン30 H8.7.21 別府市 別府市 H18.8.14 林　正之
（株）西日本後楽園
代表取締役社長 後藤　学 ㈱西日本後楽園

112 大分 城島後楽園ゆうえんち ドラゴンコースター H9.7.18 別府市 別府市 H18.7.27 野坂莞爾
㈱ｻﾉﾔｽ・ﾋｼﾉ明昌

九州営業所長 笠　省一 ㈱ｻﾉﾔｽ・ﾋｼﾉ明昌九州営業所 H17.6.15

113 大分 ● ワンダーラクテンチ ジェットコースター S47.3.30 別府市 別府市 H19.4.19 岡本昌明
（株）岡本製作所

代表取締役 伊藤　大輔
㈱岡本製作所

らくてんち営業所

114 宮崎 ● フェニックス自然動物園 ジェットコースター S54.3.15 宮崎市 宮崎市 H18.12.18 谷口利盛
㈱谷口製作所
代表取締役 谷口　博盛 ㈱谷口製作所

115 宮崎 ● フェニックス自然動物園 ミニコースター S46.3.11 宮崎市 宮崎市 H19.3.14 （宮崎市）※２ 青木　大治
宮崎市ﾌｪﾆｯｸｽ

自然動物園管理㈱

116 宮崎 こどものくに ジェットコースター H8.3.14 宮崎市 宮崎市 H18.12.4 伊牟田耕司 部長 園田　浩 泉陽興業㈱ H16.2

117 宮崎 ● こどものくに 急流すべり S55.8.1 宮崎市 宮崎市 H18.12.5 伊牟田耕司 部長 園田　浩 泉陽興業㈱

118 宮崎 ● ＥＴＯランド速日の峰遊園地 ミニコースター H11.3.16 延岡市 延岡市 H19.4.13 柳田　健一
(財)速日の峰

振興事業団　理事長 園田　浩 泉陽興業㈱

119 鹿児島 ● ダクリ岬遊園地 ジェットコースター S56.12.25 志布志市 鹿児島県 H19.1.5 谷口　利盛
（株）谷口製作所

代表取締役 谷口博盛 （株）谷口製作所

注）　施設名欄の「●」は、過去に一度も探傷試験を行っていなかった施設であることを示す（７２基）。

※１　建築基準法施行規則第６条では、報告の時期は概ね６ヶ月から１年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされているが、完了検査の検査済証の交付を受けた場合は、その直後の時期は報告をしなくても良いこととされている。

※２　地方公共団体が所有する遊戯施設は、建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検の対象であり、報告は必要とされていない。なお、報告者氏名欄に（　　）で所有する地方公共団体名を示す。


