
令和元年６月末現在

市町村名 字・番地

習志野保健所 （株）ウォシュマン 鎌ケ谷市 鎌ケ谷９－１４－３８

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 鎌ヶ谷清運㈱ 鎌ケ谷市 東中沢三丁目２５番９号

習志野保健所 ㈱トラストワーク 習志野市 東習志野８－２８－１０

習志野保健所 ㈱クリーンカンパニー 習志野市 東習志野１－４－２３

習志野保健所 房総メンテナンス㈱ 習志野市 東習志野１－５－１１

習志野保健所 ㈱習志野工業 習志野市 東習志野８－２８－１１

習志野保健所
株式会社日立産機
ドライブ・ソリューションズ 習志野市 東習志野３－１５－１１

習志野保健所 ㈱齊藤鑿泉管工 八千代市 米本３２０９

習志野保健所 ㈲設備工業 八千代市 高津８３２－１－６－６－１０２

習志野保健所 ㈱森山工業 八千代市 吉橋３０３５

習志野保健所 京葉ビルサービス㈱ 八千代市 勝田台北１－２０－６

習志野保健所
（株）ヒロ住宅ビル環境衛生
管理事務所 八千代市 高津２９９－８

習志野保健所 東洋ユニオン㈱千葉営業所 八千代市 桑橋９３９

習志野保健所 ㈱サイトー水研 八千代市 島田台８１８－７０

市川保健所
株式会社日本住宅管理サー
ビス 市川市 本北方二丁目５番１４号

市川保健所 広内興業 市川市
加藤新田２０２－１　ヴェレーナシティ行徳
Ⅰ街区１１４

市川保健所
株式会社メイショウグループ
本社 市川市 八幡六丁目７番１４号

市川保健所
株式会社　京葉エンジニアリ
ング　市川支店 市川市 富浜１－１－６　プルミエール１０１

市川保健所
株式会社 市川環境エンジニ
アリング 市川市 田尻２－１１－２５

市川保健所
株式会社　市川衛生管理セ
ンター 市川市 曽谷６－３０－２

市川保健所 有限会社報徳サービス工業 市川市 行徳駅前４－１３－１１－７０６

市川保健所 株式会社　建総 市川市 原木３丁目１８番９号

市川保健所 有限会社　江戸川美建 市川市 末広１－１７－１０

市川保健所 株式会社すいぱと 市川市 河原１８番７号

市川保健所 株式会社ワテックシステムズ 市川市 柏井町二丁目１３６３番１号

市川保健所
株式会社クリーンエースカン
パニー 市川市 南行徳一丁目１４番１９号１Ｆ

市川保健所 京葉設備建設株式会社 市川市 本北方一丁目１８番１６号

市川保健所 ＯＢＭ株式会社 市川市 新井二丁目２番４号

建築物飲料水貯水槽清掃業

管轄保健所 営業所名称
営　　業　　所　　所　　在　　地



市川保健所 株式会社三東 市川市 伊勢宿１７番３号

市川保健所
公益財団法人市川市清掃公
社 市川市 二俣新町１３番１

市川保健所
株式会社　市川水道セン
ター 市川市 鬼越二丁目５番４号

市川保健所
新日本空調サービス株式会
社　千葉営業所 浦安市 富士見４丁目１２番３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

松戸保健所 フロンテア産業㈱ 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 ㈲タケダビル管理 我孫子市 柴崎１６７

松戸保健所 千葉メッキン㈱ 我孫子市 寿２－４－１３

松戸保健所 ㈱東進ビルシステム 我孫子市 湖北台１０－６－７

松戸保健所 ㈱流山清掃事業 流山市 平方１１０－９

松戸保健所
㈱ダイシンクリア
流山支店 流山市 平和台５－６５－８

松戸保健所 ㈲流山清運社 流山市 谷１

松戸保健所 ノームラ化水工業㈱ 流山市 野々下２－６８２－６

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 富士サービス㈱ 松戸市 新松戸１－１５８

松戸保健所 松戸ビル管理業協同組合 松戸市 松戸市仲井町３-７

松戸保健所 ㈱日田エンジニアリング 松戸市 金ケ作２６３－２

松戸保健所 近代住機㈱ 松戸市 馬橋２８５１

松戸保健所
中央エンタープライス㈱
千葉支社 松戸市

本町１４－１
松戸本町センタービル

松戸保健所 ㈲ユニテック 松戸市 小金原８－２０－１

松戸保健所 ㈱江戸川サービス 松戸市 新松戸南２－１４４

松戸保健所 ㈱HGD 松戸市 和名ヶ谷７４１

松戸保健所 ㈱M’ｓ．Kクリーンサービス 松戸市 紙敷１４１５

松戸保健所 住宅環境サービス㈱ 松戸市 稔台７－３－１５

松戸保健所 ㈱アドニス松戸支社 松戸市
五香西１－３３－３３
レジデンス五香２０１

松戸保健所 ㈱ジェイレック千葉支店 松戸市 三矢小台３－９－１４　２階

松戸保健所 株式会社　ＴＡＫＡＴＡ 松戸市 松戸市中根４２７番地ＢＰＦビル

松戸保健所
日章テック㈱
千葉営業所 松戸市 古ヶ崎３－３３１２－２

松戸保健所 ㈱一善社 松戸市
小金３
高橋ビル５Ｆ

松戸保健所 ㈱大橋工務店 松戸市 松戸１３２９



松戸保健所 ㈱丸協 松戸市 紙敷５０７

松戸保健所 ㈱ダイエックス 松戸市
稔台７－７－１３
井上ビル２階

松戸保健所 ㈲関東工業 松戸市 古ヶ崎２１９

松戸保健所 ㈲マサシ 松戸市 松戸１１３－１

松戸保健所
㈱ＴＥＣ
松戸営業所 松戸市 紙敷５９９

松戸保健所 常盤興業㈱ 松戸市 松飛台７６

松戸保健所 日本サービス㈱ 松戸市 主水新田４７６－１０

野田保健所 野田清掃（株） 野田市 清水６４１

野田保健所 （株）野田水道センター 野田市 山崎１６３９

野田保健所 西村商事株式会社 野田市 七光台３８５

野田保健所 （株）テック 野田市 目吹１１０１

野田保健所 （有）中央メンテナンス 野田市 七光台３３４－８

野田保健所 （有）共栄環境サービス 野田市 瀬戸上灰毛字下田２２５－１２

野田保健所
中央コントロールサービス
（株） 野田市 鶴奉３２５

野田保健所 （株）アメシス 野田市 堤根１０５－１０

印旛保健所 さくらエンジニアリング㈱ 佐倉市 六崎１５２５－１１

印旛保健所 ㈲佐倉防疫 佐倉市 寺崎２７５８

印旛保健所 (有)石和工業 佐倉市 江原１５８

印旛保健所 アクアサポート 佐倉市
城５３２－１
ガーデンヒルズ城Ａ２０３

印旛保健所 （有）アサマ設備サ―ビス 四街道市 鹿放ｹ丘２８２－３９

印旛保健所 (株)アンバック 四街道市 物井１８１０番地３

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 日本管掃㈲ 酒々井町 酒々井６８６－３

印旛保健所 ㈱成田空港美整社 成田市 取香５２９－６３

印旛保健所 三和総業㈱ 成田市 東和田５５７

印旛保健所 ㈱プラントサービス千葉支社 成田市 並木町字大久保台２１９

印旛保健所 伊藤設備工業㈱ 成田市 本三里塚９１

印旛保健所 ワールドエンタープライズ㈱ 成田市 東町１２１－１１

印旛保健所 ㈲三友メンテナンス 成田市 不動ヶ岡１８９３－３７

印旛保健所 ㈱オーエンス成田支店 成田市 赤坂二丁目１番１４号

印旛保健所 ㈲新藤工業所 成田市 並木町２０６－９



印旛保健所 ㈱ジェス 成田市 飯田町１０８－９　佐野屋ビル２０１号

印旛保健所 ㈱NAAファシリティーズ 成田市 古込字込前118中央冷暖房所B棟

印旛保健所 (有)サンキョウ総業 成田市 三理塚１５０番地

印旛保健所 平本企業㈱成田営業所 成田市 久住中央１－１９－４

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 ㈱ダイサン 成田市 吉岡９５３番地の５

印旛保健所 ㈱幸友メンテナンス 富里市 御料８８４－４２

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

香取保健所 （有）環境衛生センター 香取市 飯島６７３－１

香取保健所 クボキ水工（株） 香取市 牧野２０１３

海匝保健所 ㈱ベルックス銚子支店 銚子市 春日町１０３６

海匝保健所 ㈲三恵産業 銚子市 末広町８－６

海匝保健所 銚子衛生事業㈱ 銚子市 西小川町４４６２

海匝保健所 清和興業㈱ 銚子市 岡野台町２－４８８－１

海匝保健所
(株)旭サニテーションサービ
ス 旭市 江ヶ崎１１１８－６

海匝保健所 ㈱加藤設備 旭市 二－５６５５－１

海匝保健所 向後汽力工業（株） 匝瑳市 大寺１２４０番地３

山武保健所 （株）吉田工業
大網白里
市 大網４５０－１１

山武保健所 三栄メンテナンス（株） 芝山町 香山新田４５－４

山武保健所
第一環境アクア株式会社
北総事業所 芝山町 新井田４４５－５０６

山武保健所 （株）ダイワ千葉支店 東金市 家徳２３８－３

山武保健所 南総住設（株） 東金市 田間９７１

山武保健所 （有）エブリー商会 東金市 押堀１７１－３

山武保健所 （有）渡辺清掃 東金市 東中３２３番地１８

山武保健所 林ウォーターサービス 横芝光町 栗山４２６７－５３

長生保健所 ㈲山幸メンテナンス 茂原市 下永吉７６１

長生保健所 ㈲茂原中央商事 茂原市 下永吉２０７６－１

長生保健所 ㈲斉藤工務店 茂原市 三ヶ谷１３８８－１

長生保健所
飯島設備工業㈱
茂原営業所 茂原市 下永吉２０３４－３

長生保健所 ㈲カイエンタープライズ 長生村 一松丙３１３０

夷隅保健所 （株）南総メンテナンス いすみ市 高谷１０２６



夷隅保健所 （株）房総・総合環境センター いすみ市 大原１１０５９

夷隅保健所 （株）創和 いすみ市 小沢１２２２－１

夷隅保健所 ニュー設備（有） 勝浦市 部原１９２８－２６

夷隅保健所 （有）岡田清掃 勝浦市 上植野８６

安房保健所 ㈱安房環境衛生 館山市 薗８５４

安房保健所 ㈲南房浄化槽サービス 館山市 亀ヶ原６７３－２

安房保健所
中央エンタープライス株式会
社　館山営業所 館山市 浜田３６２

安房保健所 ㈱戸倉商店 南房総市 山田５２１番地

安房保健所 ㈲五光 南房総市 富浦町多田良６７４－６

安房保健所 （株）アクト冷熱工業 鋸南町 下佐久間２３３１－２

安房保健所 鴨川市管工事業協同組合 鴨川市 横渚５９５－１ハイム福原１Ｆ

安房保健所 （有）みまつ産業 鴨川市 西江見１２８

安房保健所 （株）リプラ工営 鴨川市 江見西真門３８４－３

安房保健所 （有）カワナ管理 鴨川市 川代８

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）新倉 鴨川市 東町９９９－１１

君津保健所 有限会社フリーワーク 木更津市 中島２３３２－２

君津保健所 株式会社ホワイト 木更津市 新田３－５－１５

君津保健所 千葉ネスコ株式会社 木更津市 木更津９８６

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
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 有限会社設備保全センター 木更津市 長須賀１１０７

君津保健所 日鉄環境株式会社君津支店 木更津市 築地１－１

君津保健所
株式会社上総環境調査セン
ター 木更津市 潮見町４－１６－２

君津保健所 総合環境整備株式会社 君津市 中野８２０－３

君津保健所 株式会社鈴木工業 君津市 小糸大谷１３５

君津保健所 榎本電機株式会社 富津市 川名１４８９

君津保健所 株式会社佐生 富津市 岩瀬８６０－４

君津保健所 日本ビル防災株式会社 富津市 富津４９－１３

君津保健所
株式会社アルボビルメンテナ
ンス 富津市 下飯野２１８

君津保健所 株式会社エクシート 袖ケ浦市 久保田３４６８－２



君津保健所 袖ヶ浦興産株式会社本社 袖ケ浦市 蔵波２６－２

君津保健所 株式会社君津清掃設備工業 袖ケ浦市 横田３９５４

市原保健所 千種興産㈱ 市原市 千種海岸７－３

市原保健所 三鬼産業㈱ 市原市 姉崎７７５－１

市原保健所 ㈲市原中央商事 市原市 市原４１１－３

市原保健所 ㈱市原産合 市原市 惣社１－１２－２８

市原保健所 クリーンテック㈲ 市原市 荻作５３０－４

市原保健所 ㈱市原環境サービス 市原市 上高根１１７２-３

市原保健所 タカハシ興産㈱ 市原市 能満２０８６－７８

市原保健所 ㈱市原水道センター 市原市 平田１０４６－５

市原保健所 山白産業(株) 市原市 佐是５５－５

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 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
常陽メンテナンス株式会社
千葉支店 千葉市

中央区中央４丁目１２番１２号
中央土地建物ビル５０１号

千葉市保健所
株式会社京葉ビル整備　千
葉営業所 千葉市 中央区村田町７１０番地３

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
太平ビルサービス株式会社
千葉支店 千葉市 中央区新町１番地１７　ＪＰＲ千葉ビル５Ｆ

千葉市保健所
株式会社ハリマビステム　千
葉支店 千葉市 中央区新田町４番２２号　サンライト

千葉市保健所
株式会社クリーン工房　千葉
支店 千葉市

中央区南町２丁目１５番１９号　ＭＴＫビル
７階

千葉市保健所 有限会社中央商事 千葉市 中央区生実町８８７－１

千葉市保健所 株式会社メック 千葉市 中央区弁天１丁目３０番１号

千葉市保健所
ＡＬＳＯＫビルサービス株式
会社千葉支社 千葉市

中央区弁天１丁目２番８号千葉ＣＴビル７
Ｆ

千葉市保健所 株式会社　中野メンテナンス 千葉市 中央区院内２丁目１番１２号

千葉市保健所 株式会社　エイド 千葉市 中央区新宿１丁目５番２３号

千葉市保健所
テラルテクノサービス株式会
社　千葉営業所 千葉市 中央区今井町１４９３番地４

千葉市保健所
株式会社エフイーケー　千葉
事業所 千葉市

中央区新浜町１番地　ＪＦＥスチール（株）
千葉地区内

千葉市保健所
千葉グローブシップ株式会
社 千葉市 中央区中央３丁目９番１６号

千葉市保健所
千葉ビル・メンテナンス株式
会社　千葉支社 千葉市 中央区祐光１丁目１番３８号

千葉市保健所
株式会社ネオ・アメニティー
サービス 千葉市 中央区登戸１丁目２４番２号　たつみビル

千葉市保健所 有限会社ジェットサービス 千葉市 中央区浜野町１１２番９号

千葉市保健所
株式会社オーチュー　千葉
支店 千葉市 中央区長洲１丁目２３番４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　設備管理 千葉市 花見川区大日町１５８１番地３

千葉市保健所
株式会社ベリーズ・インク
千葉管理事務所 千葉市 花見川区千種町２３０番地８

千葉市保健所 光クリーンサービス株式会社 千葉市 花見川区三角町６１０番地の１

千葉市保健所 有限会社　生井澤工業 千葉市 花見川区朝日ケ丘４丁目２番４６号

千葉市保健所 中央日化サービス株式会社 千葉市 花見川区犢橋町１６２７番地１２

千葉市保健所
株式会社千葉プランテーショ
ン 千葉市 花見川区千種町１６５番地１３

千葉市保健所
日本ビルシステム株式会社
千葉支店 千葉市 花見川区幕張町５丁目４１７番地１４８

千葉市保健所 大嶋機工株式会社 千葉市 花見川区宇那谷町８５番地

千葉市保健所
ロート・ルーターサービス株
式会社千葉 千葉市 花見川区大日町１２４０番地１２

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 エヌケイ産業株式会社 千葉市 花見川区千種町３５１番地２３

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
株式会社シンドウ環境セン
ター 千葉市 稲毛区天台３丁目４番１２号

千葉市保健所 丸徳環境株式会社 千葉市 稲毛区宮野木町４４１番地の１２

千葉市保健所 株式会社センエー 千葉市 稲毛区黒砂２丁目１２番１１号

千葉市保健所
日化メンテナンス株式会社
千葉営業所 千葉市 稲毛区小深町１５５－１０

千葉市保健所 三豊工業株式会社 千葉市 稲毛区作草部町７１８番地の１

千葉市保健所 有限会社　長沼興業社 千葉市 稲毛区宮野木町２１４８番地４

千葉市保健所 株式会社　和作 千葉市 稲毛区宮野木町１５２４番地１

千葉市保健所
株式会社　京葉施設管理セ
ンター 千葉市 稲毛区長沼原町１１３番地２

千葉市保健所
新日本ビルサービス（株）千
葉支店 千葉市 稲毛区長沼原町６８６

千葉市保健所
有限会社　ユーコーポレー
ション 千葉市

稲毛区緑町１丁目２９－７　ミーターⅢ　１
階

千葉市保健所 千葉北研水質管理株式会社 千葉市 稲毛区長沼原町７８９番地２

千葉市保健所 千葉空調株式会社 千葉市 稲毛区山王町４１番地２

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 株式会社水巧設備工業 千葉市 若葉区貝塚町９７９番地

千葉市保健所
株式会社貯水槽管理セン
ター 千葉市 若葉区千城台北１丁目１番１１号

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 三鈴工業有限会社 千葉市 若葉区貝塚町１５０６番地９

千葉市保健所
株式会社　共栄環境サービ
ス 千葉市 若葉区愛生町１５０番７



千葉市保健所 サニット株式会社 千葉市 若葉区桜木６丁目１９番５６号

千葉市保健所 共立興業株式会社 千葉市 若葉区若松町５４５番地１３

千葉市保健所 藤海ビルサービス株式会社 千葉市 若葉区高品町１５８３番地８

千葉市保健所 株式会社　ミズホプラント 千葉市 若葉区高品町１０５９番２４

千葉市保健所 株式会社ティイーシィ 千葉市 若葉区若松町２１７３番地４５

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 株式会社　千葉滌化る 千葉市 緑区土気町１７０９番地

千葉市保健所 大金興業株式会社 千葉市 緑区誉田町３丁目７８番地

千葉市保健所 大東防災株式会社　本社 千葉市 緑区誉田町１丁目３２１番地３６

千葉市保健所 三幸株式会社　千葉支店 千葉市
美浜区中瀬１丁目３　幕張テクノガーデン
Ｄ棟１１階

千葉市保健所 日本カレット株式会社 千葉市 美浜区新港１４２番地１

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 （有）吉野工業所 船橋市 楠が山町６５－１５

船橋市保健所 船橋港業（株） 船橋市 栄町２－４－２５

船橋市保健所
（株）都市整美センタ－　千
葉支店 船橋市 宮本８－４２－４

船橋市保健所 株式会社　ユニテック 船橋市 三山４－３１－１

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）エイケン 船橋市 米ヶ崎町７２９

船橋市保健所 船橋興産（株） 船橋市 高瀬町３１－２

船橋市保健所 （株）イズモ 船橋市 日の出２－５－１２

船橋市保健所 特産エンジニアリング（株） 船橋市 大神保町１３５７－４

船橋市保健所 （有）エーアイ 船橋市 大穴北２－１０－２５

船橋市保健所 （株）ビーアイ 船橋市 宮本１－２－１

船橋市保健所
（株）京葉管理工業　千葉営
業所 船橋市 日の出２－２０－２７

船橋市保健所
（株）京葉ＫＳテック　船橋本
店 船橋市 市場５－１－１６

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
（株）シー・アイ・シーアクア
テック千葉支店 船橋市 日の出２－４－１２

船橋市保健所
東京美装興業株式会社　千
葉支店 船橋市 湊町２－５－１　アイカワビルディング３Ｆ

船橋市保健所 トウメイ株式会社 船橋市 藤原８－２５－５

柏市保健所 日本高圧洗浄株式会社 柏市 西山２－２３－５

柏市保健所 株式会社イーエムシステム 柏市 西柏台１－８－５



柏市保健所
株式会社アクト・ツーワン柏
支店 柏市 柏３-９-２１　山崎ビル２０１

柏市保健所 株式会社ギケン 柏市 柏の葉二丁目１番１０号

柏市保健所 柏ビル管理株式会社 柏市 若葉町３－３

柏市保健所 京葉管理事業株式会社 柏市 つくしが丘１－１４－８

柏市保健所 株式会社アミット・テン 柏市 五篠谷４９－１

柏市保健所 有限会社阪東設備サービス 柏市 大津ヶ丘１－５４－１１－５０１

柏市保健所 東京公害防止株式会社 柏市 豊四季５０８－５３

柏市保健所 有限会社キョウセツ 柏市 南増尾４-１７-５

柏市保健所 日本設備管理株式会社 柏市 高田１３７６

柏市保健所 株式会社サン商会 柏市 豊上町２９－４

柏市保健所 東葉ビル管理株式会社 柏市 明原１－１１－１２

柏市保健所 有限会社和幸ビルサービス 柏市 酒井根６２８番地２８

柏市保健所 有限会社　沼南清掃 柏市 高柳１５６３－２７

柏市保健所 株式会社岡田電機水道 柏市 大室１２１８

柏市保健所 有限会社クリーン住工 柏市 花野井７４６番地２８１

柏市保健所 有限会社和光商事 柏市 松ヶ崎９５－１８


