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ラボラトリー

● エスアールエル八王子ラボラトリー
  〒192-8535 八王子市小宮町51
● エスアールエル羽村ラボラトリー
  〒205-0003 羽村市緑ヶ丘3-5-5
● エスアールエル相模原ラボラトリー
  〒252-0245 相模原市中央区田名塩田1-3-14
● エスアールエル北海道ラボラトリー
  〒064-0919 札幌市中央区南19条西13-2-25
● エスアールエル札幌ステーションラボラトリー
  〒060-0005 札幌市中央区北5条西2
● エスアールエル仙台ラボラトリー
  〒980-0013 仙台市青葉区花京院2-1-65
● エスアールエル埼玉ラボラトリー
  〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町4-333-13
● エスアールエル中央ラボラトリー
  〒104-0033 中央区新川1-26-2
● エスアールエル新宿ラボラトリー
  〒169-0074 新宿区北新宿2-21-1
● エスアールエル目黒ラボラトリー
  〒141-0031 品川区西五反田4-31-18
● エスアールエル世田谷ラボラトリー
  〒156-0052 世田谷区経堂1-41-16
● エスアールエル練馬ラボラトリー
  〒179-0082 練馬区錦2-9-14
● エスアールエル町田ラボラトリー
  〒194-0022　町田市森野1-23-19
● エスアールエル横浜ラボラトリー
  〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-27
● エスアールエル川崎ラボラトリー
  〒210-0821 川崎市川崎区殿町3-25-13
● エスアールエル千葉ラボラトリー
  〒260-0018 千葉市中央区院内1-8-12
● エスアールエル柏ラボラトリー
  〒277-0075  柏市南柏中央7-1
● エスアールエル静岡ラボラトリー
  〒420-0803 静岡市葵区千代田1-1-39
● エスアールエル愛知ラボラトリー
  〒485-0072 小牧市元町2-186-2
● エスアールエル名古屋栄ラボラトリー
  〒460-0004 名古屋市中区新栄町1-3
● エスアールエル金沢ラボラトリー
  〒920-0376 金沢市福増町北839
● エスアールエル関西ラボラトリー
  〒552-0013 大阪市港区福崎1-1-54
● エスアールエル杏和総合医学検査センター
  〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜2-1-24
● エスアールエル岡山ラボラトリー
  〒700-0017 岡山市北区伊島北町7-5
● エスアールエル北九州ラボラトリー
  〒805-0014 北九州市八幡東区茶屋町5-3
● SRL Advanced Lab.FMA
  〒814-0001 福岡市早良区百道浜1-6-9
● エスアールエル筑後ラボラトリー
  〒830-0033 久留米市天神町133
● エスアールエル長崎ラボラトリー
  〒851-0103 長崎市中里町1765-1
● エスアールエル佐世保ラボラトリー
  〒859-3214 佐世保市権常寺1-4-10
● エスアールエル熊本ラボラトリー
  〒861-8039 熊本市長嶺南1-1-100
● エスアールエル大分ラボラトリー
  〒870-0030 大分市三芳1071-1
● エスアールエル中津ラボラトリー
  〒871-0162 中津市永添2110-8
● エスアールエル宮崎ラボラトリー
  〒880-0911 宮崎市大字田吉5744-3
● エスアールエル延岡ラボラトリー
  〒882-0851 延岡市浜砂2-19-29
● エスアールエル出水ラボラトリー
  〒899-0202 出水市昭和町2-12

会社名 株式会社エスアールエル

英訳名（英文表記） SRL, Inc.

本社所在地 〒163-0409　東京都新宿区西新宿2-1-1
 新宿三井ビルディング

電話番号 Tel. 03-6279-0900（大代表）

URL http://www.srl-group.co.jp/

設立 1970年6月16日

代表者 代表取締役社長　東 俊一

資本金 11,027百万円（2021年3月31日現在）

事業内容 受託臨床検査事業
 健診機関の運営受託・ 健康増進サービス
 治験（医薬品開発）支援※

 ※関係会社

従業員数 1,643名（827名）
  注）従業員数は2021年3月31日現在の就業人員であり、
 臨時雇用者数は（ ）内に記載しております。

役員 代表取締役社長  東 俊一
 専務取締役  松本 誠
 常務取締役  和田 かおり
 取締役  小見 和也
  福田 憲幸
  竹内 成和
  渡部 眞也
  北村 直樹
  長谷川 正
 監査役  髙木 武夫

関係会社 ● 株式会社 日本医学臨床検査研究所
 〒613-0046 京都府久世郡久御山町大橋辺16-10
 Tel. 075-631-6185

 ● 株式会社 北信臨床
 〒380-0918 長野県長野市アークス1-19
 Tel. 026-223-6366

 ● 株式会社 エスアールエル北関東検査センター
 〒379-2141 群馬県前橋市鶴光路町141-15
 Tel. 027-265-6498

 ● 株式会社 エスアールエル・メディサーチ
 〒163-0408 東京都新宿区西新宿2-1-1
 新宿三井ビルディング
 Tel. 050-2000-5230

会社概要
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営業拠点

東日本支店
札幌 〒064-0919 
 札幌市中央区南19条西13-2-25
 Tel. 050-2000-4932
苫小牧 〒053-0022 
 苫小牧市表町3-2-13
 Tel. 0144-34-1170
室蘭 〒050-0076 
 室蘭市知利別町1-21-15
 Tel. 0143-50-6618
旭川 〒078-8220 
 旭川市10条通22-2-1
 Tel. 050-2000-4672
北見 〒090-0022  
 北見市北二条東1-1
 Tel. 0157-25-6101
釧路 〒085-0008 
 釧路市入江町3-19
 Tel. 050-2000-4680
帯広 〒080-0802 
 帯広市東二条南15-12
 Tel. 0155-27-0740
函館 〒040-0081 
 函館市田家町5-16
 Tel. 050-2000-4750
青森 〒036-8002 
 弘前市駅前2-2-3
 Tel. 050-2000-4670
八戸 〒039-1165 
 八戸市石堂4-5-16
 Tel. 050-2000-4674
盛岡 〒020-0141 
 盛岡市中屋敷町1-57
 Tel. 050-2000-4682
秋田 〒010-0951 
 秋田市山王6-10-9
 Tel. 050-2000-4686
仙台 〒980-0013 
 仙台市青葉区花京院2-1-65
 Tel. 050-2000-4690
山形 〒990-2161 
 山形市漆山488-1
 Tel. 050-2000-4696
酒田 〒998-0012 
 酒田市下安町14-2
 Tel. 0234-22-7551
福島 〒969-1104 
 本宮市荒井字青田原209-10
 Tel. 050-2000-4710
いわき 〒970-8008 
 いわき市平中平窪細田町3-4
 Tel. 050-2000-4714
長野 〒392-0027 
 諏訪市湖岸通り5-11-104
 Tel. 0266-58-0800
東御 〒389-0516 
 東御市田中337
 Tel. 050-2000-4621
甲府 〒400-0031 
 甲府市丸の内3-32-12
 Tel. 050-2000-4795
新潟 〒950-0965 
 新潟市中央区新光町16-4
 Tel. 050-2000-4796
前橋 〒379-2141 
 前橋市鶴光路町141-15
 Tel. 050-2000-4748
宇都宮 〒320-0851 
 宇都宮市鶴田町1557-1
 Tel. 050-2000-4758
佐野 〒327-0022 
 佐野市高砂町2866-1
 Tel. 0283-21-6671
茨城 〒310-0035 
 水戸市東原1-3-12
 Tel. 050-2000-4752
土浦 〒300-0034 
 土浦市港町1-5-15
 Tel. 050-2000-4768

首都圏支店
東京第一 〒104-0033
 中央区新川1-26-2
 Tel. 050-2000-4920
東京第二 〒108-0075
 港区港南4-1-8
 Tel. 050-2000-5009
多摩 〒191-0002
 日野市新町5-4-2
 Tel. 042-586-4415
神奈川第一 〒220-0004
 横浜市西区北幸2-10-27
 Tel. 050-2000-4826
神奈川第二 〒243-0003
 厚木市寿町3-1-1
 Tel. 050-2000-4668
千葉 〒264-0024
 千葉市若葉区高品町1597-5
 Tel. 050-2000-4798
埼玉 〒330-0854
 さいたま市大宮区桜木町4-333-13
 Tel. 050-2000-4612

GP営業部
東日本（札幌） 〒064-0919 
 札幌市中央区南19条西13-2-25
 Tel. 050-2000-4932
東日本 〒980-0013 
 仙台市青葉区花京院 2-1-65
 Tel. 050-2000-4690
東京東 〒104-0033 
 中央区新川1-26-2
 Tel. 050-2000-4920
新宿 〒169-0074 
 新宿区北新宿2-21-1
 Tel. 050-2000-4677
目黒 〒141-0031 
 品川区西五反田4-31-18
 Tel. 050-2000-5013
東京南 〒156-0052 
 世田谷区経堂1-41-16
 Tel. 050-2000-4951
東京西 〒179-0082 
 練馬区錦2-9-14
 Tel. 050-2000-4838
足立 〒120-0034 
 足立区千住1-12-1
 Tel. 050-2000-5082
八王子 〒191-0002 
 日野市新町5-4-2
 Tel. 042-586-4415
町田 〒194-0022 
 東京都町田市森野1-23-19
 Tel. 050-2000-4905
横浜 〒220-0004 
 横浜市西区北幸2-10-27
 Tel. 050-2000-4826
厚木 〒243-0003 
 厚木市寿町3-1-1
 Tel. 050-2000-4668
千葉中央 〒264-0024 
 千葉市若葉区高品町1597-5
 Tel. 050-2000-4798
柏 〒277-0075 
 柏市南柏中央7-1
 Tel. 050-2000-4651
さいたま中央 〒330-0854 
 さいたま市大宮区桜木町4-333-13
 Tel. 050-2000-4612
川越 〒350-0809 
 川越市鯨井新田6-1
 Tel. 050-2000-4684
名古屋中央 〒485-0072 
 小牧市元町2-186-1
 Tel. 050-2000-4960
福岡中央 〒812-0004 
 福岡市博多区榎田1-4-69
 Tel. 092-504-4850

東海・北陸支店
名古屋 〒465-0051 
 名古屋市名東区社が丘1-308
 Tel. 050-2000-4756

鳥取 〒680-0942 
 鳥取市湖山町東4-27-2
 Tel. 050-2000-4725(松江)
山口 〒754-0024 
 山口市小郡若草町2-21
 Tel. 083-973-2801
高松 〒761-8071 
 高松市伏石町2078-10
 Tel. 050-2000-4718
徳島 〒770-0863 
 徳島市安宅3-3-15
 Tel. 050-2000-4726
松山 〒790-0062 
 松山市南江戸3-7-38
 Tel. 050-2000-4730
高知 〒781-8121 
 高知市葛島2-7-13
 Tel. 050-2000-4732

九州支店
福岡 〒812-0004 
 福岡市博多区榎田1-4-69
 Tel. 050-2000-4860
福岡（医師会） 〒814-0001
 福岡市早良区百道浜2-1-22
 Tel. 092-852-1506
北九州 〒805-0014 
 北九州市八幡東区茶屋町5-3
 Tel. 050-2000-4806
飯塚 〒820-0067 
 飯塚市川津366-1
 Tel. 0948-25-0226
久留米 〒830-0033 
 久留米市天神町133
 Tel. 050-2000-5076
大牟田 〒837-0917 
 大牟田市草木471-9
 Tel. 0944-52-9283
佐賀 〒849-0933 
 佐賀市卸本町4-2
 Tel. 050-2000-4660
長崎 〒851-0103 
 長崎市中里町1765-1
 Tel. 050-2000-4812
佐世保 〒859-3214 
 佐世保市権常寺1-4-10
 Tel. 0956-39-3913
熊本 〒861-8039 
 熊本市東区長嶺南1-1-100
 Tel. 050-2000-4816
天草 〒863-0033 
 天草市東町31
 Tel. 0969-23-5668
大分 〒870-0030 
 大分市三芳1071-1
 Tel. 050-2000-4734
中津 〒871-0162 
 中津市永添2110-8
 Tel. 0979-26-0966
宮崎 〒880-0911 
 宮崎市田吉5744-3
 Tel. 050-2000-4742
都城 〒885-0006 
 都城市吉尾町108-3
 Tel. 0986-38-0152
延岡 〒882-0851 
 延岡市浜砂2-19-29
 Tel. 0982-21-7409
鹿児島 〒892-0846
 鹿児島市加治屋町3-10
 Tel. 050-2000-4831
出水 〒899-0202 
 出水市昭和町2-12
 Tel. 0996-62-7910
沖縄 〒900-0034 
 那覇市東町26-1
 Tel. 098-861-6131

健診営業部
練馬 〒179-0082 
 練馬区錦2-9-14
 Tel. 050-2000-4835
大阪 〒552-0013 
 大阪市港区福崎1-1-54
 Tel. 050-2000-5037

岡崎 〒444-0044 
 岡崎市康生通南2-54-1
 Tel. 050-2000-4764
豊川 〒442-0879 
 豊川市萩山町3-77-7
 Tel. 0533-85-5615
小牧 〒485-0072 
 小牧市元町2-186-1
 Tel. 050-2000-4960
岐阜 〒502-0847 
 岐阜市早田栄町3-42
 Tel. 050-2000-4772
津 〒514-0004 
 津市栄町1-840
 Tel. 050-2000-4692
静岡 〒420-0803 
 静岡市葵区千代田1-1-39
 Tel. 050-2000-5182
沼津 〒410-0011 
 沼津市岡宮749-2
 Tel. 050-2000-4776
浜松 〒430-0903 
 浜松市中区助信町40-3
 Tel. 050-2000-4630
金沢 〒920-0376 
 金沢市福増町北839
 Tel. 050-2000-5117
能登 〒925-0015 
 羽咋市大川町ヤ160-9
 Tel. 0767-22-8050
福井 〒910-0837 
 福井市高柳2-1301
 Tel. 050-2000-4778
富山 〒930-0827 
 富山市上飯野33-3
 Tel. 050-2000-4782

西日本支店
大阪 〒552-0013 
 大阪市港区福崎1-1-54
 Tel. 050-2000-5035
豊中 〒560-0083 
 豊中市新千里西町1-1-8
 Tel. 050-2000-4760
堺 〒590-0063 
 堺市堺区中安井町3-2-13
 Tel. 050-2000-4771
京都 〒604-0933 
 京都市中京区御幸町通二条下る山本町425
 Tel. 050-2000-4775
福知山 〒620-0940
 福知山市駅南町2-101
 Tel. 050-2000-4790
滋賀 〒520-2331 
 野洲市小篠原1205
 Tel. 050-2000-4780
阪神 〒663-8142 
 西宮市鳴尾浜2-1-24
 Tel. 050-2000-4788
兵庫西 〒651-2122 
 神戸市西区玉津町高津橋136-3
 Tel. 050-2000-4766
杏和総合 〒663-8142 
 西宮市鳴尾浜2-1-24
 Tel. 050-2000-4664
奈良 〒634-0006 
 橿原市新賀町237-1
 Tel. 050-2000-4659
和歌山 〒640-8066 
 和歌山市東布経丁3-1
 Tel. 073-499-8389
岡山 〒700-0835 
 岡山市北区東中央町3-14
 Tel. 050-2000-4698
福山 〒720-0067 
 福山市西町2-10-1
 Tel. 050-2000-4712
広島 〒732-0811 
 広島市南区段原2-17-2
 Tel. 050-2000-4716
松江 〒690-0006 
 松江市伊勢宮町519-1
 Tel. 050-2000-4725


