
令和元年６月末現在

市町村名 字・番地

習志野保健所 ㈱アルファ 鎌ケ谷市 道野辺本町１－４－２７

習志野保健所 （株）北総美装 鎌ケ谷市 東道野辺１－３－２３

習志野保健所 ㈱中央コミュニティー 鎌ケ谷市 東初富１－５－３

習志野保健所 丸石建設（株） 鎌ケ谷市 粟野８１３

市川保健所 第一優美有限会社 市川市 大和田五丁目１５番１７号

市川保健所 株式会社大進功業 市川市 市川市八幡六丁目７番１４号

市川保健所 安明興業合同会社 市川市 行徳駅前四丁目１７番１３号

市川保健所 株式会社エスエスワーク 市川市 南行徳３－１７－７

市川保健所 株式会社ＬＥＡＤ 市川市 南行徳４－１－８ アサヒビル２階２号

市川保健所
有限会社　晴美舎　市川事
業所 市川市 行徳駅前４－１７－３

市川保健所 株式会社イデア 市川市 市川南一丁目７番３５号

市川保健所 京葉産業株式会社 市川市 市川南４丁目２番１１号

市川保健所
市川市ビル管理事業協同組
合 市川市

市川南三丁目１３番１２号　リバー河端C
棟１０２号

市川保健所 株式会社　三善 市川市 新田５－５－３０

市川保健所
株式会社市川衛生管理セン
ター 市川市 曽谷六丁目３０番２号

市川保健所 株式会社　セイコーサービス 市川市 東菅野３丁目１９番１５号２Ｆ

市川保健所 有限会社藤サービス 市川市 南八幡二丁目５番３号

市川保健所 有限会社ヨシミヤ 市川市 福栄３丁目１２番８号１０１

市川保健所
第一セントラル設備株式会
社 市川市 本北方１丁目３５番５号

市川保健所 有限会社TCK企画 浦安市 東野一丁目２３番２４号

市川保健所 株式会社江陽サービス 浦安市 海楽一丁目２６番７号

市川保健所 株式会社エコ・クリアランス 浦安市 海楽一丁目１１番１号

市川保健所 株式会社ウィッシュスタイル 浦安市 東野二丁目２３番６－５０４号

市川保健所 株式会社ダイゴ 浦安市 北栄三丁目３５番２１号

市川保健所
株式会社浦安総合管理セン
ター 浦安市 猫実三丁目１６番３３号

営業所名称
営　　業　　所　　所　　在　　地

管轄保健所

建築物清掃業



松戸保健所 フロンティア産業㈱ 我孫子市 我孫子４－８－１５

松戸保健所 ㈱第一メンテナンス 我孫子市 東我孫子２－３６－６

松戸保健所 ㈲協栄 我孫子市 布佐２２９０－７

松戸保健所 ㈲タケダビル管理 我孫子市 柴崎１６７

松戸保健所 ㈱ニュー東豊 我孫子市 我孫子１－２４－２５

松戸保健所 ㈲ニューアリビラ 我孫子市 湖北台９－６－１

松戸保健所 ㈲総合ビルメンテナンス 我孫子市 南新木４－２３－２－１０３

松戸保健所 ㈲幸栄ビルサービス 流山市 流山一丁目１３３番地２

松戸保健所 ㈲シー・エス・アイ 流山市 鰭ヶ崎１３７６－４

松戸保健所 ㈲清美ビルサービス 松戸市 馬橋２８４７

松戸保健所 ㈲マサシ 松戸市 松戸１１３－１

松戸保健所
㈱都市整美センター
松戸支店 松戸市

日暮１－７－２
うしおビル６１０号

松戸保健所 ㈱晃伸ビルサービス 松戸市 上本郷２７７７－１２

松戸保健所 共栄産業サービス㈲ 松戸市 東平賀５３７

松戸保健所 ㈱日豊サービス 松戸市
常盤平５－１４－２０
ベルビル８０　３F

松戸保健所
㈱施設管理サービス　千葉
支店 松戸市 横須賀２－７－７

松戸保健所 ㈲スキルド・ワーカー 松戸市 三矢小台３－９－１４

松戸保健所 ㈱ＴＥＣ松戸営業所 松戸市 紙敷５９９番地

松戸保健所 ㈱KG 松戸市 金ケ作４１－２１

松戸保健所 新日本メンテナンス㈱ 松戸市 本町１１－４

松戸保健所 日本サービス㈱ 松戸市 主水新田４７６－１０

松戸保健所 松戸防災警備㈱ 松戸市 松戸１８９７

野田保健所 関東警備保障（株）千葉支社 野田市 野田２３７

印旛保健所 明光サービス（株） 佐倉市 王子台１－２１－１４

印旛保健所 ユーカリワークス 佐倉市 宮ノ台２－２８－１

印旛保健所 サンダムビルサービス（株） 白井市 根７６－１２

印旛保健所 (株)ゼスト 白井市 中１８１－１２



印旛保健所 (株)ブライトアップ 印西市 大森３５３４－７

印旛保健所 ㈲ヨシダヤ 印西市 岩戸１３４７－３

印旛保健所 ㈱エイワン 成田市 田町７５

印旛保健所 ワールドエンタプライズ㈱ 成田市 東町１２１－１１

印旛保健所 京葉ホテルサービス㈱ 成田市 東和田５６９成毛屋陶器ﾋﾞﾙ２階C室

印旛保健所 ㈱ダイサン 成田市 吉岡９５３－５

印旛保健所 三和総業㈱ 成田市 東和田５５７

印旛保健所 ㈱クボキ 成田市 美郷台１－５－１２

印旛保健所 成田環境サービス㈲ 成田市 本城２０９－４３

印旛保健所 株式会社新和産業 成田市 並木町４４－２０

印旛保健所 ㈱コスモクリーン 成田市 松子８９５－１

印旛保健所
㈲総合ビルメンテナンス　成
田支所 成田市 三里塚２０３－３ヴィクトリアリポＢ－１０６

印旛保健所
ワールドホテルマネージメン
ト㈱ 成田市 東町１２１－１１

印旛保健所
㈲和幸ビルサービス成田支
店 成田市 西三里塚１－１３８１シェルバァームA１０２

印旛保健所 常陽メンテナンス成田支店 成田市 玉造７－１０－１

印旛保健所 株式会社東横イン成田空港 成田市 取香５６０

印旛保健所
㈲天野ビルサービス成田支
店 富里市 七栄２６番地２８

印旛保健所 ㈱セブンエイト 富里市 七栄２９２－２

香取保健所 （株）クリーンアンドグリーン 香取市 小見川９８８－１

海匝保健所 清和興業㈱ 銚子市 岡野台町２－４８８－１

海匝保健所 ㈲三恵産業 銚子市 末広町８－６

海匝保健所 (有)旭クリーンサービス 旭市 江ヶ崎１６５４－１０

海匝保健所 （有）世建 匝瑳市 飯倉３３４－３

山武保健所 （有）つくも美装
大網白里
市 南今泉２５９－３

山武保健所
ビジネスセンター千葉株式会
社

大網白里
市 みずほ台２丁目１１番地１

山武保健所 （有）トータルサービス 東金市 田間３２番地４

山武保健所 (有）京葉産業 東金市 松之郷１３６３－２



山武保健所
株式会社五十嵐商会
千葉事業部 横芝光町 栗山４７５８

山武保健所
株式会社Ｊ－バランス
成田営業所 芝山町 宝馬５６－１

長生保健所
㈱長生ビル管理
茂原営業所 茂原市 腰当１３００－８

長生保健所 千葉ビル管理㈱ 茂原市 道表１０－１４

長生保健所 ㈲カイエンタープライズ 長生村 一松丙３１３０

長生保健所 株式会社日生 長生村 一松丙１４４６－１

長生保健所 ㈱アルファ 白子町 剃金２６３２

長生保健所 （有）やまぶき 睦沢町 上市場４１３

夷隅保健所 （株）創和 いすみ市 小沢１２２２－１

夷隅保健所 （株）勝浦ホテル三日月 勝浦市 墨名８２０

安房保健所 房総実業㈱ 館山市 南条２８７－５

安房保健所 館山商事㈱ 館山市 正木５２８番地

安房保健所 （株）ケイテイエス 鴨川市 東町５７０

安房保健所 （有）ｳｴﾊﾗｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ 鴨川市 横渚１４７１

安房保健所 株式会社ケイエムシー 鴨川市 東町６５５－１

安房保健所 鴨川ホテル三日月 鴨川市 内浦２７８１

君津保健所
かずさファシリティサービス
株式会社 木更津市 かずさ鎌足２－３－９

君津保健所 株式会社金田臨海総合 木更津市 瓜倉９８５

君津保健所 株式会社葵商事 木更津市 畑沢２－３６－１１

君津保健所
株式会社東京ベイサービス
清掃事業部 木更津市 中島地先海ほたる１階

君津保健所 サン・テック株式会社 木更津市 中里５９４

君津保健所
有限会社　アビリティサービ
ス木更津 木更津市 真舟５－５－４

君津保健所 竜宮城ホテル三日月 木更津市 北浜町１

君津保健所 株式会社マルヒサ 木更津市 菅生７２５－１

君津保健所 トスコム有限会社 君津市 中野５－２－１０

君津保健所
株式会社ナカネコーポレー
ション君津営業所 君津市 杢師３－９－２７

君津保健所 株式会社アクシア 君津市 東坂田４－３－３



君津保健所 富津総合サービス株式会社 富津市 新富２－９

君津保健所 八富企業株式会社 袖ケ浦市 長浦拓２－５８０－１６３

君津保健所 株式会社エクシート 袖ケ浦市 久保田３４６８－２

市原保健所 三鬼産業㈱ 市原市 姉崎７７５－１

市原保健所 千種興産㈱ 市原市 千種海岸７－３

市原保健所 (有)真栄ビル管理 市原市 五井東３－４６－３５

市原保健所 エムアンドワイ㈱ 市原市 今津朝山４２２

千葉市保健所
ＪＲ千葉鉄道サービス株式会
社 千葉市 中央区弁天１丁目５番１号１０階

千葉市保健所 有限会社　田中企業 千葉市 中央区神明町２５１番地１２

千葉市保健所 ワイビーサービス株式会社 千葉市
中央区長洲１丁目２１番３号　第３羽田ビ
ル２階

千葉市保健所 江戸川商事株式会社 千葉市 中央区富士見２丁目９番２８号

千葉市保健所 株式会社　別大産業 千葉市 中央区長洲１丁目２３番４号

千葉市保健所
テルウェル東日本株式会社
東関東支店 千葉市 中央区祐光２丁目９番１７号

千葉市保健所
株式会社環境コントロールセ
ンター 千葉市 中央区宮崎１丁目２２番１０号

千葉市保健所
千葉総合ビルメンテナンス協
同組合 千葉市 中央区富士見２丁目２１番８号　７０２号室

千葉市保健所
株式会社アジャスト千葉支
店 千葉市 中央区長洲１丁目１０番２４－３０４号

千葉市保健所
キョウワプロテック株式会社
千葉事業所 千葉市

中央区中央３丁目１０番６号　北野京葉ビ
ル８階

千葉市保健所 三和ビルサービス株式会社 千葉市 中央区祐光２丁目７番１

千葉市保健所
株式会社トーカンオリエンス
千葉営業所 千葉市 中央区神明町３３番地２０－２１６

千葉市保健所 興和メンテナンス株式会社 千葉市 中央区登戸１丁目２３番１６号

千葉市保健所 北葉企業株式会社 千葉市 花見川区犢橋町５６６番地

千葉市保健所
株式会社アールエコ　千葉
支店 千葉市 花見川区犢橋町１６１５番地１２

千葉市保健所 株式会社　富士興産 千葉市
花見川区幕張本郷２丁目４番８号　ニュー
よろづや第三ビル２階Ｂ号室

千葉市保健所 株式会社　レクト 千葉市 花見川区横戸町１２６５番地３

千葉市保健所
株式会社アプトコーポレー
ション 千葉市 稲毛区轟町５丁目７番２８号

千葉市保健所
株式会社ビルメン千葉営業
所 千葉市 稲毛区山王町３３４番地

千葉市保健所 株式会社ビルコム千葉支店 千葉市 稲毛区黒砂２丁目７番１０号



千葉市保健所 千葉建物管理株式会社 千葉市 稲毛区作草部１丁目１１番１号

千葉市保健所 シーアンドエー株式会社 千葉市 若葉区太田町１３３番地１

千葉市保健所 東洋メンテ工業株式会社 千葉市 若葉区桜木６丁目５番４０号

千葉市保健所 株式会社鏑木商会 千葉市 若葉区殿台町２８９　サニーヒル１０１

千葉市保健所 株式会社アバブ 千葉市 若葉区源町８７番地８

千葉市保健所
株式会社ホームプロジェクト
千葉 千葉市 若葉区桜木４丁目１３番３０号

千葉市保健所 しまテクノサービス株式会社 千葉市 若葉区小倉町１２６２番地

千葉市保健所
株式会社武翔総合管理　千
葉支店 千葉市 若葉区高品町１７７番２－１０５号

千葉市保健所 フタバホーベル株式会社 千葉市 緑区平山町１９１３番地２１

千葉市保健所 オービックジャパン株式会社 千葉市 緑区古市場町４２５番地２

千葉市保健所 株式会社マルトミ 千葉市 美浜区幸町２丁目１９番２７号　幸町ビル

千葉市保健所
イオンディライト株式会社
関東支社　千葉東支店 千葉市

美浜区高洲３丁目１４番１号　和紅ビル５
階

船橋市保健所 （株）協栄　船橋支店 船橋市 丸山５－４５－１

船橋市保健所 東葉アメニティ（株） 船橋市 前原西７－１７－２０

船橋市保健所 （株）船橋ビルサービス 船橋市 湊町１－１１－１７

船橋市保健所 （公社）船橋市清美公社 船橋市 潮見町１６－７

船橋市保健所 （株）船橋都市サービス 船橋市 本町１－４－８

船橋市保健所 （株）協栄ビル管理 船橋市 日の出２－４－９

船橋市保健所 （株）東関東コミュニティー 船橋市 前原西２－３０－３

船橋市保健所
カネケン京葉コミュニティ
（株） 船橋市 東船橋１－１－８

船橋市保健所 （有）タナベサービス 船橋市 湊町２－２－６

船橋市保健所
（株）都市整美センター千葉
支店 船橋市 宮本８－４２－４

船橋市保健所
（株）楽天地セルビス　千葉
支店 船橋市 前原西２－５－４

船橋市保健所 （株）京葉総業 船橋市 高根町２７１２－１

船橋市保健所
株式会社トライ企画
城東営業所 船橋市 西船５－２２－４

船橋市保健所
株式会社ケイミックス　千葉
支店 船橋市 前原西２－３０－３

船橋市保健所
（株）全研ビルサービス
関東営業所 船橋市 東船橋１－２９－１５



柏市保健所 有限会社サンクスプラニン 柏市 八幡町３番７１号

柏市保健所 株式会社エスアール管理 柏市 逆井１－６－１２　２階B号室

柏市保健所
有限会社佐々木ビルサービ
ス 柏市 十余二２４８－１４９

柏市保健所 株式会社侑成 柏市 十余二２４９－７８　アピエ２F

柏市保健所
有限会社　東葛ビルサービ
ス 柏市 ひばりが丘１５－２１

柏市保健所 株式会社ビル美装 柏市 松葉町２－２８－６

柏市保健所 株式会社アビック柏支店 柏市 増尾台１－１０-１１　関口ハイツ１０５


