
名　　　称 営業所所在地 電話番号 登録番号

㈱スギモト 千葉市中央区院内２－９－６ 043-221-1992 水保第256号

富士水質管理㈱千葉営業所 千葉市中央区稲荷町2-9-8 043-266-7182 水保第171号

㈱西原ネオ東関東支店 千葉市中央区松波1-15-10-101 043-290-8011 水保第９２号

㈱西原環境首都圏支店千葉
営業所

千葉市中央区中央3-3-8 043-308-0370 水保第101号

㈲中央商事 千葉市中央区生実町887-1 043-261-4121 水保第182号

東日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
千葉市中央区中央2-5-1千葉中央ﾂｲﾝﾋﾞﾙ
2号館11階

043-225-4121 水保第204号

(一社)千葉県環境保全セン
ター

千葉市中央区中央港1-11-1 043-245-4222 水保第119号

㈱メック 千葉市中央区弁天1-30-1 043-256-4400 水保第168号

㈱共同テクノ
千葉市中央区神明町206-3ハイツ千葉市
神明町206号

043-241-0881 水保第121号

日廣産業㈱千葉事業所 千葉市中央区新浜町1 043-266-1221 水保第148号

和合ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱本社 千葉市中央区弁天1-5-1白樺ビル8階 043-290-8701 水保第154号

㈱協和エクシオ千葉営業所
千葉市中央区新町24-9千葉ウエストビル
６Ｆ

043-248-2536 水保第156号

三和ビルサービス㈱
千葉市中央区祐光２－７－１千葉サニータ
ウン４０７号室

043-225-8131 水保第２４２号

㈱第一テクノ千葉営業所 千葉市中央区今井2-14-5 043-209-9291 水保第117号

水ing㈱東関東支店 千葉市中央区富士見2-15-11 043-227-9577 水保第115号

㈲ジェイケージー 千葉市中央区浜野町919-1 043-264-7601 水保第176号

㈱エフイーケー千葉事業所 千葉市中央区新浜町1 043-264-3016 水保第145号

メタウォーター㈱千葉営業所
千葉市中央区問屋町1-35千葉ポートサイ
ドタワー９階

043-379-4847 水保第221号

大成有楽不動産㈱千葉支店
千葉市中央区新町1000センシティータワー
15F

043-238-9661 水保第225号

㈱エイド 千葉市中央区新宿1-5-23 043-302-8001 水保第235号

㈱アールエコ東京支店 千葉市花見川区犢橋町1615-12 043-216-5218 水保第259号

千葉市、市原市に営業所が所在する浄化槽保守点検業者一覧

個人で登録している事業者については、希望のあった事業者のみ掲載しています。　　　　　　H２８年３月３１日現在

営業区域については各事業者によって登録状況が異なるため、保守点検を契約する際は必ず事業者に確認してください。



名　　　称 営業所所在地 電話番号 登録番号

光ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ 千葉市花見川区三角町610-1 043-259-2741 水保第194号

㈱設備管理 千葉市花見川区大日町1581-3 043-250-7772 水保第164号

㈱ベリーズ・インク千葉営業所 千葉市花見川区千種町230-8 043-250-9536 水保第93号

中央日化ｻｰﾋﾞｽ㈱本社 千葉市花見川区犢橋町1627-12 043-259-2971 水保第102号

弘済商事㈱ 千葉市花見川区犢橋町1615-12 043-250-7785 水保第207号

㈲フジテクノ 千葉市花見川区千種町77-8 043-286-1351 水保第140号

丸徳環境㈱ 千葉市稲毛区宮野木町441-12 043-250-2847 水保第161号

東京北研㈱千葉営業所 千葉市稲毛区長沼原町789-2 043-298-9545 水保第167号

㈱センエー本社 千葉市稲毛区黒砂2-12-11 043-241-3156 水保第175号

㈱ジェイファスト千葉事業所
千葉市稲毛区長沼原町177東日本高速道
路㈱関東支社千葉管理事務所内

043-258-8159 水保第203号

㈲長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町2148-4 043-250-7729 水保第193号

㈱ｼﾝﾄﾞｳ環境ｾﾝﾀｰ 千葉市稲毛区天台3-4-12 043-252-3495 水保第191号

千葉北研水質管理㈱ 千葉市稲毛区長沼原町789-2 043-250-4321 水保第186号

日進商事㈱ 千葉市稲毛区長沼町172-29 043-259-6118 水保第122号

㈱ミズホプラント 千葉市若葉区高品町1059-24 043-232-1365 水保第165号

共立興業㈱ 千葉市若葉区若松町545-13 043-423-9191 水保第180号

ﾌｼﾞｸﾘｰﾝ工業㈱千葉営業所 千葉市若葉区殿台町122 043-206-5171 水保第６８号

㈱浄化槽センター千葉営業所 千葉市若葉区中田町1202-16 043-226-0131 水保第９８号

日本施工管理㈱ 千葉市若葉区貝塚2-12-5 043-232-6301 水保第205号

水処理㈱ 千葉市若葉区多部田町496-3 043-237-5643 水保第246号

ﾌｼﾞｸﾘｰﾝ一志㈱ 千葉市若葉区大草町261-4 043-237-7622 水保第201号

㈱ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ 千葉市若葉区小倉町1734 043-232-1239 水保第200号

㈲京葉サービス 千葉市若葉区愛生町134-14 043-253-3600 水保第155号

総合ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ㈱ 千葉市若葉区中田町2378-41 043-228-5571 水保第181号



名　　　称 営業所所在地 電話番号 登録番号

小林サービス 千葉市若葉区千城台東4-1-5-101 043-237-3372 水保第151号

㈲環境ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ 千葉市若葉区御殿町2245-18 043-239-0184 水保第169号

大金興業㈱ 千葉市緑区誉田町3-78 043-291-0161 水保第166号

㈱佐藤設備 千葉市緑区誉田町2-20 043-291-0263 水保第173号

㈱マック 千葉市緑区平山町1548 043-307-0128 水保第129号

㈱東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ千葉支店
千葉市美浜区中瀬2-6-1WBGﾏﾘﾌﾞｳｴｽﾄ23
階

043-212-7651 水保第206号

㈱市原市設備建物管理ｾﾝﾀｰ 市原市青柳2-1-23 0436-21-8100 水保第160号

南総環境㈱ 市原市馬立70 0436-95-2747 水保第162号

大金興業㈱市原営業所 市原市瀬又676-80 0436-52-4381 水保第166号

㈱五十嵐商会市原出張所 市原市君塚5-31-7 0436-21-5069 水保第８２号

㈱市原防疫 市原市姉崎854 0436-62-0011 水保第197号

㈱ナンソーテック 市原市皆吉854 0436-92-1201 水保第177号

市原企業㈱ 市原市青柳2-1-23 0436-21-8100 水保第170号

㈲第一京葉興業市原支店 市原市五井東2-3-10 0436-22-6611 水保第178号

㈱センエー市原支店 市原市君塚1-21-5 0436-21-8785 水保第175号

三鬼産業㈱ 市原市姉崎775-1 0436-61-2281 水保第184号

㈲市原中央商事 市原市市原411-3 0436-42-3451 水保第198号

クリーンテック㈲ 市原市荻作530-4 0436-75-3683 水保第147号

㈱プラントサービス市原支店 市原市東国分寺台3-1-13 0436-25-1656 水保第５５号

千葉ｾﾞﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 市原市姉崎海岸5-1 0436-61-2563 水保第179号

ＪＫ’Ｇ－Ｍ 市原市惣社4-14-16 0436-26-1562 水保第118号

浄化槽ハウジング 市原市寺谷1-5 0436-50-3045 水保第150号

市原市環境清掃協同組合 市原市青柳2-1-23 0436-21-8100 水保第149号

新港ﾃｸﾉ㈱千葉営業所 市原市君塚3-17-14オフィスナカヤマ１階 0436-63-3214 水保第247号


