
特例浄化槽工事業者一覧
（土木・建築・管工事業の建設業許可を受け、千葉県に「特例浄化槽工事業者届出書」を提出している業者）

令和２年７月７日時点

※注意
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていないと特例浄化槽工事業者にはなれません。
　業者の詳しい概要等は建設業許可の閲覧制度をご利用ください。
・このリストは当課で受け付けた届出内容のまま掲載しています（市町村の名称を除く）。
　ただし、届出の根拠となる建設業許可が有効な期間（５年）を経過しており、かつ、更新後の建設業許可番号及び許可年月日について
　「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」の提出がなされていない業者は掲載しておりません。
・掲載されている情報は、令和２年７月７日時点のもので、提出された届出の全てが反映されているわけではありませんので御注意ください。
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていない浄化槽工事業の登録業者は含まれませんので、
　「【千葉県登録】浄化槽工事業者一覧」を御確認ください。
・浄化槽工事を発注する際は、このリストに掲載されていても、必ず業者へ届出等の有無の確認をお願いします。
・本資料に関するお問い合わせには対応しかねる場合があります。

都道府県 市区町村
(届－60)第0001号 昭和60年10月1日 大金興業株式会社 千葉県 千葉市
(届－60)第0002号 昭和60年10月1日 株式会社川上工業 千葉県 船橋市
(届－60)第0007号 昭和60年10月1日 南総住設株式会社 千葉県 東金市
(届－60)第0011号 昭和60年10月2日 株式会社篠田設備工業 千葉県 津市
(届－60)第0012号 昭和60年10月2日 古橋工業株式会社 千葉県 船橋市
(届－60)第0020号 昭和60年10月3日 有限会社ところ設備商会 千葉県 東金市
(届－60)第0022号 昭和60年10月3日 前原興業株式会社 千葉県 船橋市
(届－60)第0037号 昭和60年10月7日 有限会社山平商店 千葉県 銚子市
(届－60)第0043号 昭和60年10月7日 有限会社飯山満設備工務店 千葉県 船橋市
(届－60)第0045号 昭和60年10月8日 サービス電機株式会社 千葉県 習志野市
(届－60)第0051号 昭和60年10月8日 三和総業株式会社 千葉県 成田市
(届－60)第0055号 昭和60年10月9日 有限会社小林ポンプ店 千葉県 山武市
(届－60)第0057号 昭和60年10月9日 さくらエンジニアリング株式会社 千葉県 佐倉市
(届－60)第0062号 昭和60年10月11日 中央日化サービス株式会社 千葉県 千葉市
(届－60)第0064号 昭和60年10月12日 有限会社鈴木設備工業所 千葉県 野田市
(届－60)第0067号 昭和60年10月12日 有限会社正雄工業 千葉県 八千代市
(届－60)第0068号 昭和60年10月14日 株式会社サクラ設備 千葉県 習志野市
(届－60)第0071号 昭和60年10月14日 林設備工業 千葉県 旭市
(届－60)第0076号 昭和60年10月14日 伊東建設興業株式会社 千葉県 津市
(届－60)第0080号 昭和60年10月14日 株式会社長岡工作所 千葉県 八千代市
(届－60)第0085号 昭和60年10月15日 岡崎設備工業株式会社 千葉県 市原市
(届－60)第0090号 昭和60年10月16日 庄司工業株式会社 千葉県 東金市
(届－60)第0092号 昭和60年10月16日 有限会社吉田設備 千葉県 市原市
(届－60)第0096号 昭和60年10月16日 株式会社鈴木住宅設備 千葉県 袖ケ浦市
(届－60)第0104号 昭和60年10月17日 有限会社北総住設 千葉県 四街道市
(届－60)第0107号 昭和60年10月17日 株式会社中根工務店 千葉県 銚子市
(届－60)第0111号 昭和60年10月17日 久我ユニ工業株式会社 千葉県 勝浦市
(届－60)第0112号 昭和60年10月17日 昭和水利株式会社 千葉県 流山市
(届－60)第0122号 昭和60年10月17日 株式会社高野住設 千葉県 野田市
(届－60)第0126号 昭和60年10月17日 岬水道株式会社 千葉県 千葉市
(届－60)第0129号 昭和60年10月17日 まえだ興業株式会社 千葉県 船橋市
(届－60)第0139号 昭和60年10月17日 有限会社島山設備 千葉県 野田市
(届－60)第0141号 昭和60年10月17日 株式会社水郷電機 千葉県 香取市
(届－60)第0152号 昭和60年10月18日 有限会社亀入ポンプ店 千葉県 館山市
(届－60)第0159号 昭和60年10月18日 株式会社山田総業 千葉県 船橋市
(届－60)第0165号 昭和60年10月21日 株式会社髙橋水道工業 千葉県 山武市
(届－60)第0167号 昭和60年10月21日 東武工業株式会社 千葉県 船橋市
(届－60)第0168号 昭和60年10月21日 有限会社小池管工設備 千葉県 南房総市
(届－60)第0178号 昭和60年10月23日 有限会社市川ポンプ店 千葉県 館山市
(届－60)第0186号 昭和60年10月23日 和光設備株式会社 千葉県 銚子市
(届－60)第0191号 昭和60年10月24日 エヌエス工業株式会社 千葉県 香取市
(届－60)第0192号 昭和60年10月24日 有限会社小川工作所 千葉県 香取郡多古町
(届－60)第0195号 昭和60年10月24日 房州設備株式会社 千葉県 南房総市
(届－60)第0197号 昭和60年10月24日 株式会社西原環境 東京都 港区
(届－60)第0201号 昭和60年10月25日 薮崎設備工業株式会社 千葉県 柏市
(届－60)第0206号 昭和60年10月26日 竹中水道株式会社 千葉県 八千代市
(届－60)第0212号 昭和60年10月26日 株式会社市川環境エンジニアリング 千葉県 市川市
(届－60)第0213号 昭和60年10月26日 株式会社浦安設備管工 千葉県 浦安市
(届－60)第0214号 昭和60年10月26日 有限会社山崎設備工業 千葉県 館山市
(届－60)第0221号 昭和60年10月26日 株式会社早見設備 千葉県 松戸市
(届－60)第0222号 昭和60年10月26日 株式会社根本商事 千葉県 柏市
(届－60)第0223号 昭和60年10月26日 芝工業株式会社 千葉県 千葉市
(届－60)第0224号 昭和60年10月26日 株式会社齊藤鑿泉管工 千葉県 八千代市
(届－60)第0229号 昭和60年10月28日 森管工株式会社 千葉県 旭市
(届－60)第0230号 昭和60年10月28日 株式会社秋葉設備工業 千葉県 山武市
(届－60)第0231号 昭和60年10月28日 株式会社ケイハイ 千葉県 船橋市
(届－60)第0232号 昭和60年10月28日 有限会社八千代リビング設備 千葉県 八千代市
(届－60)第0233号 昭和60年10月28日 株式会社井上管工 千葉県 四街道市
(届－60)第0236号 昭和60年10月28日 有限会社今井水道 千葉県 市原市
(届－60)第0238号 昭和60年10月29日 有限会社三和商会 千葉県 旭市
(届－60)第0239号 昭和60年10月29日 株式会社西原ネオ 東京都 港区
(届－60)第0240号 昭和60年10月29日 株式会社柏タイル水道 千葉県 柏市
(届－60)第0242号 昭和60年10月29日 有限会社山田水道工業 千葉県 白井市

届出番号 届出年月日 氏名・名称又は商号
所在地
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(届－60)第0244号 昭和60年10月30日 有限会社マルサ設備 千葉県 茂原市
(届－60)第0245号 昭和60年10月30日 清永建設株式会社 千葉県 銚子市
(届－60)第0256号 昭和60年10月31日 株式会社篠原水道 千葉県 船橋市
(届－60)第0263号 昭和60年11月1日 株式会社多古設備 千葉県 香取郡多古町
(届－60)第0274号 昭和60年11月5日 株式会社正徳フジクリーン 東京都 渋谷区
(届－60)第0276号 昭和60年11月5日 有限会社古川設備工業 千葉県 東金市
(届－60)第0277号 昭和60年11月6日 株式会社たつみ管工社 千葉県 松戸市
(届－60)第0278号 昭和60年11月6日 白幡興業株式会社 千葉県 館山市
(届－60)第0282号 昭和60年11月6日 有限会社土屋管工事 千葉県 いすみ市
(届－60)第0283号 昭和60年11月6日 株式会社クォードコーポレーション 福井県 福井市
(届－60)第0289号 昭和60年11月6日 ニッコー株式会社 石川県 白山市
(届－60)第0290号 昭和60年11月7日 近代住機株式会社 千葉県 松戸市
(届－60)第0292号 昭和60年11月7日 飯島設備工業株式会社 千葉県 夷隅郡大多喜町
(届－60)第0301号 昭和60年11月8日 太陽工業株式会社 千葉県 松戸市
(届－60)第0302号 昭和60年11月8日 株式会社粉口製作所 千葉県 香取市
(届－60)第0303号 昭和60年11月8日 有限会社カメヤマ水管工業 千葉県 津市
(届－60)第0308号 昭和60年11月8日 アムズ株式会社 石川県 金沢市
(届－60)第0309号 昭和60年11月9日 NKサントク株式会社 埼玉県 さいたま市
(届－60)第0310号 昭和60年11月11日 藤吉工業株式会社 愛知県 名古屋市
(届－60)第0312号 昭和60年11月11日 株式会社吉田工業 千葉県 大網白里市
(届－60)第0320号 昭和60年11月12日 有限会社清和新興社 千葉県 津市
(届－60)第0324号 昭和60年11月12日 有限会社吉田設備工業 千葉県 八街市
(届－60)第0340号 昭和60年11月12日 佐藤設備工業 千葉県 旭市
(届－60)第0341号 昭和60年11月12日 有限会社小川ポンプ 千葉県 津市
(届－60)第0342号 昭和60年11月12日 株式会社大島設備工業 千葉県 野田市
(届－60)第0347号 昭和60年11月12日 有限会社秋葉水道設備 千葉県 山武市
(届－60)第0350号 昭和60年11月12日 株式会社松樹工業 千葉県 千葉市
(届－60)第0353号 昭和60年11月12日 有限会社長生設備工業 千葉県 長生郡一宮町
(届－60)第0365号 昭和60年11月13日 有限会社日比谷管工 千葉県 船橋市
(届－60)第0370号 昭和60年11月14日 株式会社瀧澤興業 千葉県 市川市
(届－60)第0371号 昭和60年11月14日 有限会社綾部工務店 千葉県 津市
(届－60)第0379号 昭和60年11月14日 有限会社佐瀬ポンプ商会 千葉県 香取郡多古町
(届－60)第0380号 昭和60年11月14日 有限会社喜多住宅設備 千葉県 香取郡多古町
(届－60)第0381号 昭和60年11月14日 有限会社山倉電機 千葉県 香取郡多古町
(届－60)第0387号 昭和60年11月15日 フジクリーン工業株式会社 愛知県 名古屋市
(届－60)第0389号 昭和60年11月15日 共和化工株式会社 東京都 品川区
(届－60)第0390号 昭和60年11月15日 株式会社錦織商店 千葉県 津市
(届－60)第0391号 昭和60年11月15日 京葉設備建設株式会社 千葉県 市川市
(届－60)第0393号 昭和60年11月15日 株式会社大久保 千葉県 袖ケ浦市
(届－60)第0395号 昭和60年11月16日 中央フジクリーン株式会社 東京都 八王子市
(届－60)第0401号 昭和60年11月16日 共和設備工業有限会社 千葉県 館山市
(届－60)第0405号 昭和60年11月18日 萱場工業株式会社 宮城県 仙台市
(届－60)第0409号 昭和60年11月18日 こかい水道設備有限会社 千葉県 津市
(届－60)第0411号 昭和60年11月18日 富士水質管理株式会社 東京都 世田谷区
(届－60)第0426号 昭和60年11月19日 山商住設株式会社 千葉県 流山市
(届－60)第0429号 昭和60年11月19日 株式会社翼管工 千葉県 流山市
(届－60)第0437号 昭和60年11月19日 株式会社上信水道工業所 千葉県 松戸市
(届－60)第0440号 昭和60年11月19日 日化メンテナンス株式会社 東京都 千代田区
(届－60)第0441号 昭和60年11月19日 有限会社若林製作所 千葉県 南房総市
(届－60)第0447号 昭和60年11月20日 有限会社石井総合設備 千葉県 長生郡長柄町
(届－60)第0460号 昭和60年11月21日 有限会社横張ポンプ 茨城県 坂東市
(届－60)第0471号 昭和60年11月22日 株式会社シラト設備 千葉県 銚子市
(届－60)第0475号 昭和60年11月22日 株式会社サイトー水研 千葉県 八千代市
(届－60)第0478号 昭和60年11月22日 株式会社三葉水道 千葉県 八千代市
(届－60)第0480号 昭和60年11月22日 有限会社松井設備 千葉県 香取市
(届－60)第0482号 昭和60年11月22日 日本総合住生活株式会社 東京都 千代田区
(届－60)第0483号 昭和60年11月22日 有限会社桑田設備工業 千葉県 東金市
(届－60)第0485号 昭和60年11月22日 寺田設備工業株式会社 千葉県 野田市
(届－60)第0492号 昭和60年11月22日 株式会社ユタカ設備工業所 千葉県 館山市
(届－60)第0495号 昭和60年11月22日 有限会社大佐和設備 千葉県 津市
(届－60)第0503号 昭和60年11月22日 大川設備工業　株式会社 千葉県 市川市
(届－60)第0505号 昭和60年11月22日 総合設備株式会社 千葉県 いすみ市
(届－60)第0515号 昭和60年11月22日 有限会社庄司水道 千葉県 津市
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・浄化槽工事を発注する際は、このリストに掲載されていても、必ず業者へ届出等の有無の確認をお願いします。
・本資料に関するお問い合わせには対応しかねる場合があります。

都道府県 市区町村
届出番号 届出年月日 氏名・名称又は商号

所在地

(届－60)第0518号 昭和60年11月25日 株式会社和城産業 茨城県 鹿嶋市
(届－60)第0520号 昭和60年11月25日 三菱化工機株式会社 神奈川県 川崎市
(届－60)第0526号 昭和60年11月25日 安房住宅設備機器有限会社 千葉県 南房総市
(届－60)第0533号 昭和60年11月25日 有限会社双葉工業所 千葉県 旭市
(届－60)第0535号 昭和60年11月25日 日光プラント工業株式会社 埼玉県 新座市
(届－60)第0539号 昭和60年11月26日 日本施設株式会社 東京都 世田谷区
(届－60)第0541号 昭和60年11月26日 有限会社東建設備 千葉県 船橋市
(届－60)第0543号 昭和60年11月26日 株式会社山長 千葉県 長生郡一宮町
(届－60)第0546号 昭和60年11月26日 有限会社釜屋燃料店 千葉県 長生郡一宮町
(届－60)第0561号 昭和60年11月26日 ドリコ株式会社 東京都 中央区
(届－60)第0570号 昭和60年11月27日 株式会社ウォーターエージェンシー 東京都 新宿区
(届－60)第0572号 昭和60年11月27日 有限会社菊田浄化設備 埼玉県 さいたま市
(届－60)第0574号 昭和60年11月27日 株式会社日本公害管理センター 東京都 小金井市
(届－60)第0583号 昭和60年11月27日 有限会社日下設備工業 千葉県 香取市
(届－60)第0591号 昭和60年11月27日 冨士三建工業株式会社 千葉県 鴨川市
(届－60)第0596号 昭和60年11月27日 有限会社高谷水道工務店 千葉県 市川市
(届－60)第0613号 昭和60年11月28日 株式会社佐久間総合設備 千葉県 南房総市
(届－60)第0618号 昭和60年11月28日 有限会社薦田鉄工所 千葉県 長生郡一宮町
(届－60)第0622号 昭和60年11月28日 有限会社浅川ポンプ 千葉県 柏市
(届－60)第0623号 昭和60年11月28日 株式会社協同建設 千葉県 津市
(届－60)第0624号 昭和60年11月28日 株式会社ダイエックス 千葉県 松戸市
(届－60)第0627号 昭和60年11月28日 浅野さく泉管工株式会社 千葉県 野田市
(届－60)第0630号 昭和60年11月28日 株式会社谷工務店 千葉県 鴨川市
(届－60)第0635号 昭和60年11月28日 ウッドテック株式会社 千葉県 印西市
(届－60)第0639号 昭和60年11月29日 栗田工業株式会社 東京都 中野区
(届－60)第0642号 昭和60年11月29日 株式会社本田設備工業所 千葉県 市川市
(届－60)第0647号 昭和60年11月29日 株式会社大橋工務店 千葉県 松戸市
(届－60)第0649号 昭和60年11月29日 株式会社加藤工業所 千葉県 大網白里市
(届－60)第0650号 昭和60年11月29日 堤管工有限会社 千葉県 船橋市
(届－60)第0652号 昭和60年11月29日 有限会社岩井住宅設備 千葉県 匝瑳市
(届－60)第0656号 昭和60年11月29日 有限会社上総電気水道 千葉県 津市
(届－60)第0659号 昭和60年11月29日 株式会社協和エクシオ 東京都 渋谷区
(届－60)第0660号 昭和60年11月29日 有限会社産洋設備 千葉県 津市
(届－60)第0663号 昭和60年11月29日 株式会社大幸設備 千葉県 鎌ケ谷市
(届－60)第0666号 昭和60年11月29日 有限会社福田水道 千葉県 津市
(届－60)第0667号 昭和60年11月30日 有限会社宇賀野設備工業 千葉県 柏市
(届－60)第0670号 昭和60年11月30日 株式会社相川精機 千葉県 津市
(届－60)第0671号 昭和60年12月4日 アドバンテック日成株式会社 千葉県 柏市
(届－60)第0673号 昭和60年12月5日 有限会社岡本水道工業所 千葉県 茂原市
(届－60)第0677号 昭和60年12月11日 株式会社日の出設備 千葉県 船橋市
(届－60)第0678号 昭和60年12月12日 株式会社中央工業 千葉県 山武郡横芝光町
(届－60)第0679号 昭和60年12月14日 丸大工業株式会社 千葉県 船橋市
(届－60)第0681号 昭和60年12月14日 有限会社草刈設備 千葉県 市原市
(届－60)第0683号 昭和60年12月16日 第一空調株式会社 千葉県 成田市
(届－60)第0685号 昭和60年12月16日 有限会社市津工業所 千葉県 市原市
(届－60)第0694号 昭和60年12月17日 総武設備工業株式会社 千葉県 市川市
(届－60)第0695号 昭和60年12月17日 有限会社松島設備工業 千葉県 柏市
(届－60)第0699号 昭和60年12月18日 株式会社東和工業 千葉県 船橋市
(届－60)第0700号 昭和60年12月18日 株式会社佐久間設備工業 千葉県 旭市
(届－60)第0703号 昭和60年12月18日 株式会社飯塚水道工務店 千葉県 松戸市
(届－60)第0714号 昭和60年12月19日 大和設備工業株式会社 千葉県 千葉市
(届－60)第0717号 昭和60年12月20日 ノームラ化水工業株式会社 千葉県 流山市
(届－60)第0720号 昭和60年12月20日 株式会社石川商会住宅機材 千葉県 旭市
(届－60)第0730号 昭和60年12月24日 千葉日設株式会社 千葉県 流山市
(届－60)第0740号 昭和60年12月26日 すみれ園管電工 千葉県 津市
(届－60)第0744号 昭和60年12月27日 有限会社清宮水道 千葉県 八街市
(届－60)第0754号 昭和61年1月9日 鈴木管工有限会社 千葉県 市原市
(届－60)第0766号 昭和61年1月20日 株式会社葵商事 千葉県 津市
(届－60)第0770号 昭和61年1月24日 千代田設備株式会社 千葉県 柏市
(届－60)第0772号 昭和61年1月28日 有限会社齋藤工業所 千葉県 市原市
(届－60)第0778号 昭和61年2月14日 松本水道株式会社 千葉県 船橋市
(届－60)第0793号 昭和61年3月20日 東京日化サービス株式会社 東京都 国分寺市
(届－60)第0795号 昭和61年3月25日 株式会社近江屋商会 千葉県 白井市



特例浄化槽工事業者一覧
（土木・建築・管工事業の建設業許可を受け、千葉県に「特例浄化槽工事業者届出書」を提出している業者）

令和２年７月７日時点

※注意
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていないと特例浄化槽工事業者にはなれません。
　業者の詳しい概要等は建設業許可の閲覧制度をご利用ください。
・このリストは当課で受け付けた届出内容のまま掲載しています（市町村の名称を除く）。
　ただし、届出の根拠となる建設業許可が有効な期間（５年）を経過しており、かつ、更新後の建設業許可番号及び許可年月日について
　「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」の提出がなされていない業者は掲載しておりません。
・掲載されている情報は、令和２年７月７日時点のもので、提出された届出の全てが反映されているわけではありませんので御注意ください。
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていない浄化槽工事業の登録業者は含まれませんので、
　「【千葉県登録】浄化槽工事業者一覧」を御確認ください。
・浄化槽工事を発注する際は、このリストに掲載されていても、必ず業者へ届出等の有無の確認をお願いします。
・本資料に関するお問い合わせには対応しかねる場合があります。

都道府県 市区町村
届出番号 届出年月日 氏名・名称又は商号

所在地

(届－60)第0798号 昭和61年3月29日 鹿島建設株式会社 東京都 港区
(届－61)第0802号 昭和61年4月9日 株式会社石上水道 千葉県 八千代市
(届－61)第0803号 昭和61年4月16日 日本技建株式会社 千葉県 船橋市
(届－61)第0811号 昭和61年5月12日 末柄工業株式会社 千葉県 野田市
(届－61)第0819号 昭和61年6月3日 有限会社森水道 千葉県 津市
(届－61)第0835号 昭和61年9月29日 信葉電機水道株式会社 千葉県 長生郡長生村
(届－61)第0840号 昭和61年11月17日 株式会社ミライト 東京都 江東区
(届－61)第0845号 昭和61年12月3日 泉田配管 千葉県 いすみ市
(届－61)第0846号 昭和61年12月11日 株式会社信和アセント 千葉県 千葉市
(届－61)第0848号 昭和61年12月18日 株式会社帝設備 千葉県 市原市
(届－61)第0852号 昭和62年1月10日 寿住宅設備機器株式会社 千葉県 袖ケ浦市
(届－61)第0859号 昭和62年1月29日 株式会社たつみ産業 千葉県 八街市
(届－61)第0863号 昭和62年2月23日 共立設備株式会社 千葉県 柏市
(届－62)第0867号 昭和62年4月16日 池田建設工業株式会社 千葉県 千葉市
(届－62)第0869号 昭和62年5月8日 丸東水道石材有限会社 千葉県 柏市
(届－62)第0872号 昭和62年6月24日 ウスヰ設備工業株式会社 千葉県 富里市
(届－62)第0879号 昭和62年8月26日 有限会社富里総業 千葉県 富里市
(届－62)第0880号 昭和62年7月30日 株式会社池田屋水道 千葉県 市川市
(届－62)第0882号 昭和62年9月25日 平山商会 千葉県 匝瑳市
(届－62)第0887号 昭和62年11月11日 株式会社東晃設備 千葉県 千葉市
(届－62)第0892号 昭和62年12月26日 サンキ設備工業株式会社 千葉県 市川市
(届－62)第0894号 昭和63年2月4日 株式会社ミズホプラント 千葉県 千葉市
(届－62)第0897号 昭和63年2月15日 株式会社クリタス 東京都 豊島区
(届－62)第0901号 昭和63年3月18日 藤田管工事有限会社 千葉県 千葉市
(届－63)第0902号 昭和63年4月1日 有限会社井出野工業 千葉県 山武市
(届－63)第0913号 昭和63年9月27日 株式会社アラチ水道センター 千葉県 茂原市
(届－63)第0917号 昭和63年10月19日 大栄産業株式会社 愛知県 知多郡美浜町
(届－63)第0918号 昭和63年10月25日 松本設備工業有限会社 千葉県 いすみ市
(届－63)第0922号 昭和63年11月29日 千葉精工エンジニアリング株式会社 千葉県 館山市
(届－63)第0926号 平成1年2月9日 環境技研工業株式会社 群馬県 前橋市
(届－63)第0927号 平成1年2月9日 有限会社長谷川設備 千葉県 長生郡睦沢町
(届－01)第0938号 平成1年6月9日 株式会社フソウ 東京都 中央区
(届－01)第0942号 平成1年7月21日 株式会社石井組 千葉県 長生郡白子町
(届－01)第0946号 平成1年7月29日 株式会社戸倉商店 千葉県 南房総市
(届－01)第0950号 平成1年9月8日 有限会社松戸工業所 千葉県 千葉市
(届－01)第0958号 平成1年12月25日 株式会社堀内住設 千葉県 香取郡東庄町
(届－01)第0961号 平成2年3月19日 オリエンタル工業株式会社 千葉県 鎌ケ谷市
(届－02)第0964号 平成2年4月16日 株式会社　イノウエ 千葉県 鴨川市
(届－02)第0967号 平成2年5月15日 有限会社真木商店 千葉県 南房総市
(届－02)第0973号 平成2年8月30日 有限会社北斗設備工業 千葉県 津市
(届－02)第0983号 平成2年11月27日 有限会社秋葉設備 千葉県 いすみ市
(届－03)第0999号 平成3年4月5日 株式会社あづまや 千葉県 旭市
(届－03)第1001号 平成3年4月15日 株式会社佐藤設備 千葉県 千葉市
(届－03)第1011号 平成3年7月16日 有限会社伊藤ポンプ 千葉県 旭市
(届－03)第1013号 平成3年8月21日 有限会社越川設備 千葉県 旭市
(届－03)第1014号 平成3年8月21日 株式会社若菜設備 千葉県 松戸市
(届－03)第1016号 平成3年9月20日 株式会社松本屋 千葉県 東金市
(届－03)第1019号 平成3年10月16日 有限会社滑川さく井設備 千葉県 香取市
(届－04)第1025号 平成4年4月1日 有限会社山田設備 千葉県 八街市
(届－04)第1028号 平成4年5月30日 有限会社秋元設備工業 千葉県 津市
(届－04)第1031号 平成4年6月16日 株式会社共同テクノ 千葉県 千葉市
(届－04)第1032号 平成4年7月9日 株式会社マサキ電設 千葉県 安房郡鋸南町
(届－04)第1042号 平成4年11月6日 有限会社エーエルシー住設 千葉県 鴨川市
(届－04)第1046号 平成4年12月4日 株式会社南総メンテナンス 千葉県 いすみ市
(届－04)第1056号 平成5年3月12日 有限会社大野水道 千葉県 茂原市
(届－05)第1064号 平成5年5月25日 有限会社ダンレイメンテナンス 千葉県 南房総市
(届－05)第1066号 平成5年5月31日 株式会社堀部設備工業 千葉県 八街市
(届－05)第1069号 平成5年6月17日 株式会社中央設備 千葉県 成田市
(届－05)第1070号 平成5年7月13日 正和工業株式会社 埼玉県 春日部市
(届－05)第1072号 平成5年10月13日 有限会社秋葉電機水道 千葉県 山武郡横芝光町
(届－05)第1073号 平成5年10月14日 有限会社　鈴木設備 千葉県 勝浦市
(届－05)第1074号 平成5年10月18日 栃木藤吉工業株式会社 栃木県 宇都宮市
(届－05)第1075号 平成5年10月19日 東日設備株式会社 千葉県 山武郡九十九里町



特例浄化槽工事業者一覧
（土木・建築・管工事業の建設業許可を受け、千葉県に「特例浄化槽工事業者届出書」を提出している業者）

令和２年７月７日時点

※注意
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていないと特例浄化槽工事業者にはなれません。
　業者の詳しい概要等は建設業許可の閲覧制度をご利用ください。
・このリストは当課で受け付けた届出内容のまま掲載しています（市町村の名称を除く）。
　ただし、届出の根拠となる建設業許可が有効な期間（５年）を経過しており、かつ、更新後の建設業許可番号及び許可年月日について
　「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」の提出がなされていない業者は掲載しておりません。
・掲載されている情報は、令和２年７月７日時点のもので、提出された届出の全てが反映されているわけではありませんので御注意ください。
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていない浄化槽工事業の登録業者は含まれませんので、
　「【千葉県登録】浄化槽工事業者一覧」を御確認ください。
・浄化槽工事を発注する際は、このリストに掲載されていても、必ず業者へ届出等の有無の確認をお願いします。
・本資料に関するお問い合わせには対応しかねる場合があります。

都道府県 市区町村
届出番号 届出年月日 氏名・名称又は商号

所在地

(届－05)第1078号 平成5年11月8日 株式会社アールエコ 岡山県 岡山市
(届－05)第1080号 平成5年11月29日 五洋建設株式会社 東京都 文京区
(届－05)第1082号 平成5年11月30日 有限会社三起 千葉県 長生郡長南町
(届－05)第1086号 平成5年12月20日 中澤工業株式会社 千葉県 印西市
(届－05)第1095号 平成6年3月7日 有限会社宮﨑水道 千葉県 長生郡長南町
(届－06)第1102号 平成6年4月22日 ＪＮＣ環境株式会社 千葉県 千葉市
(届－06)第1111号 平成6年6月17日 有限会社みその水道設備工業 千葉県 山武郡九十九里町
(届－06)第1119号 平成6年9月2日 有限会社キミヅカ 千葉県 いすみ市
(届－06)第1123号 平成6年9月26日 株式会社ウッディホーム 千葉県 千葉市
(届－06)第1132号 平成6年12月13日 オビヤ管工株式会社 千葉県 鎌ケ谷市
(届－06)第1135号 平成7年1月31日 平林建設株式会社 千葉県 夷隅郡大多喜町
(届－06)第1136号 平成7年2月6日 有限会社白石設備工業 千葉県 津市
(届－07)第1145号 平成7年6月7日 有限会社月﨑水道 千葉県 津市
(届－07)第1147号 平成7年6月19日 有限会社高橋設備工業 千葉県 匝瑳市
(届－07)第1149号 平成7年8月31日 株式会社緑川組 千葉県 茂原市
(届－07)第1151号 平成7年9月19日 株式会社竹内水道工務店 千葉県 市川市
(届－07)第1163号 平成7年11月30日 有限会社塩島住宅設備 千葉県 いすみ市
(届－08)第1177号 平成8年4月16日 北総管工設備有限会社 千葉県 富里市
(届－08)第1183号 平成8年6月6日 有限会社大高工業 千葉県 いすみ市
(届－08)第1184号 平成8年6月7日 有限会社和光電設 千葉県 茂原市
(届－08)第1185号 平成8年6月7日 有限会社中村フロ興業 千葉県 白井市
(届－08)第1189号 平成8年6月18日 株式会社ハウジングショップ北総 千葉県 香取市
(届－08)第1190号 平成8年6月25日 株式会社八幡管工 千葉県 市川市
(届－08)第1193号 平成8年7月31日 株式会社サクラ建設工業 千葉県 成田市
(届－08)第1194号 平成8年8月9日 有限会社三東建設 千葉県 銚子市
(届－08)第1198号 平成8年9月26日 有限会社浅野設備 千葉県 山武市
(届－08)第1199号 平成8年10月17日 有限会社八幡電気 千葉県 館山市
(届－08)第1201号 平成8年10月24日 伸栄工業 千葉県 山武郡九十九里町
(届－08)第1204号 平成8年11月19日 株式会社不二精工 千葉県 千葉市
(届－08)第1205号 平成8年11月22日 株式会社ショウコウ設備 千葉県 柏市
(届－08)第1208号 平成9年1月14日 クボタ浄化槽システム株式会社 東京都 中央区
(届－08)第1210号 平成9年1月24日 有限会社中村住宅設備 千葉県 長生郡睦沢町
(届－08)第1212号 平成9年2月7日 東亜興業株式会社 千葉県 八千代市
(届－09)第1219号 平成9年4月22日 栄進建設　株式会社 千葉県 野田市
(届－09)第1222号 平成9年5月2日 富士総建株式会社 千葉県 千葉市
(届－09)第1223号 平成9年5月6日 衣鳩設備 千葉県 旭市
(届－09)第1226号 平成9年6月24日 有限会社土屋住設 千葉県 大網白里市
(届－09)第1228号 平成9年7月9日 浪川ガス株式会社 千葉県 旭市
(届－09)第1229号 平成9年7月14日 株式会社日設工業 千葉県 千葉市
(届－09)第1239号 平成9年12月25日 秋葉設備有限会社 千葉県 茂原市
(届－09)第1240号 平成10年1月7日 共同設備工事株式会社 千葉県 千葉市
(届－09)第1242号 平成10年2月4日 株式会社ちば工管 千葉県 香取市
(届－09)第1245号 平成10年3月27日 有限会社岡﨑建設 千葉県 南房総市
(届－10)第1247号 平成10年4月7日 株式会社アクア 千葉県 成田市
(届－10)第1248号 平成10年4月8日 株式会社石塚設備 千葉県 印西市
(届－10)第1250号 平成10年5月11日 有限会社松﨑工務店 千葉県 長生郡長生村
(届－10)第1253号 平成10年5月28日 株式会社安房環境衛生 千葉県 南房総市
(届－10)第1259号 平成10年8月3日 大成企業株式会社 千葉県 八街市
(届－10)第1260号 平成10年8月3日 鈴木建設株式会社 千葉県 旭市
(届－10)第1261号 平成10年9月30日 株式会社フジコー 茨城県 水戸市
(届－10)第1263号 平成10年10月12日 有限会社シンワ・トータル・サービス 千葉県 南房総市
(届－10)第1273号 平成11年3月10日 宇野設備株式会社 千葉県 匝瑳市
(届－11)第1278号 平成11年4月23日 有限会社新星設備 千葉県 流山市
(届－11)第1288号 平成11年7月23日 株式会社東昭建設 千葉県 いすみ市
(届－11)第1289号 平成11年8月4日 株式会社サンショウ冷熱 千葉県 成田市
(届－11)第1297号 平成11年11月19日 西村商事株式会社 千葉県 野田市
(届－11)第1300号 平成11年12月22日 有限会社久保田水道 千葉県 いすみ市
(届－11)第1303号 平成12年1月19日 株式会社荒井水道工務店 千葉県 市川市
(届－12)第1312号 平成12年5月12日 有限会社秋葉設備 千葉県 印旛郡栄町
(届－12)第1328号 平成12年11月9日 株式会社センエー 千葉県 千葉市
(届－12)第1329号 平成12年11月13日 栁堀設備工業 千葉県 香取郡東庄町
(届－12)第1331号 平成12年11月20日 株式会社コハラエンジニアリング 千葉県 長生郡白子町
(届－12)第1336号 平成12年12月19日 株式会社プラントサービス 茨城県 土浦市



特例浄化槽工事業者一覧
（土木・建築・管工事業の建設業許可を受け、千葉県に「特例浄化槽工事業者届出書」を提出している業者）

令和２年７月７日時点

※注意
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていないと特例浄化槽工事業者にはなれません。
　業者の詳しい概要等は建設業許可の閲覧制度をご利用ください。
・このリストは当課で受け付けた届出内容のまま掲載しています（市町村の名称を除く）。
　ただし、届出の根拠となる建設業許可が有効な期間（５年）を経過しており、かつ、更新後の建設業許可番号及び許可年月日について
　「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」の提出がなされていない業者は掲載しておりません。
・掲載されている情報は、令和２年７月７日時点のもので、提出された届出の全てが反映されているわけではありませんので御注意ください。
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていない浄化槽工事業の登録業者は含まれませんので、
　「【千葉県登録】浄化槽工事業者一覧」を御確認ください。
・浄化槽工事を発注する際は、このリストに掲載されていても、必ず業者へ届出等の有無の確認をお願いします。
・本資料に関するお問い合わせには対応しかねる場合があります。

都道府県 市区町村
届出番号 届出年月日 氏名・名称又は商号

所在地

(届－12)第1340号 平成13年3月16日 株式会社ホワイト 千葉県 津市
(届－13)第1352号 平成13年5月9日 株式会社野本 千葉県 鎌ケ谷市
(届－13)第1356号 平成13年6月13日 クボタ環境サービス株式会社 東京都 中央区
(届－13)第1358号 平成13年7月11日 有限会社南房浄化槽サービス 千葉県 南房総市
(届－13)第1359号 平成13年7月10日 積水ホームテクノ株式会社 大阪府 大阪市
(届－13)第1362号 平成13年7月23日 株式会社カノウヤ 千葉県 香取市
(届－13)第1365号 平成13年9月13日 株式会社江戸川サービス 千葉県 松戸市
(届－13)第1370号 平成13年11月5日 有限会社ユウマ住設工業 千葉県 津市
(届－13)第1375号 平成14年3月13日 株式会社里見電気水道設備 千葉県 津市
(届－14)第1376号 平成14年4月5日 有限会社小林設備 千葉県 野田市
(届－14)第1377号 平成14年4月5日 長浦設備株式会社 千葉県 袖ケ浦市
(届－14)第1379号 平成14年4月10日 有限会社下山設備工業 千葉県 習志野市
(届－14)第1380号 平成14年4月10日 有限会社飯島工業 千葉県 成田市
(届－14)第1381号 平成14年4月11日 株式会社市川衛生管理センター 千葉県 市川市
(届－14)第1383号 平成14年4月19日 有限会社渡辺機械 千葉県 津市
(届－14)第1387号 平成14年5月22日 有限会社小高建材設備 千葉県 山武市
(届－14)第1391号 平成14年6月13日 有限会社幸治工務店 千葉県 長生郡睦沢町
(届－14)第1392号 平成14年6月24日 株式会社栗山鉄工所 千葉県 香取市
(届－14)第1393号 平成14年6月27日 東日総業株式会社 千葉県 長生郡一宮町
(届－14)第1394号 平成14年7月1日 有限会社旭住設 千葉県 旭市
(届－14)第1395号 平成14年7月8日 有限会社東條造園土木 千葉県 長生郡長生村
(届－14)第1397号 平成14年7月17日 有限会社長島設備 茨城県 猿島郡五霞町
(届－14)第1398号 平成14年7月29日 京葉住設　株式会社 千葉県 市川市
(届－14)第1402号 平成14年10月17日 京和住設株式会社 千葉県 流山市
(届－14)第1403号 平成14年10月29日 有限会社ヤマイチ上田商店 千葉県 市原市
(届－14)第1407号 平成14年12月3日 有限会社エコー設備 千葉県 安房郡鋸南町
(届－14)第1412号 平成14年12月16日 日本理化工業株式会社 愛知県 名古屋市
(届－15)第1422号 平成15年8月7日 有限会社藤住設 千葉県 市原市
(届－15)第1423号 平成15年10月8日 有限会社内山住設 千葉県 長生郡一宮町
(届－15)第1426号 平成15年10月29日 株式会社三橋土木 千葉県 長生郡長柄町
(届－15)第1429号 平成15年11月20日 有限会社三豊 茨城県 神栖市
(届－15)第1433号 平成16年3月3日 株式会社いたくら商事 千葉県 長生郡長南町
(届－15)第1435号 平成16年3月15日 有限会社伊井建設工業 千葉県 いすみ市
(届－15)第1436号 平成16年3月16日 小金設備工業株式会社 千葉県 館山市
(届－15)第1437号 平成16年3月30日 第一エネルギー設備株式会社 埼玉県 越谷市
(届－16)第1439号 平成16年6月8日 株式会社サエグサ 千葉県 津市
(届－16)第1440号 平成16年6月8日 弘建設備株式会社 千葉県 市原市
(届－16)第1442号 平成16年6月11日 有限会社黒須商会 千葉県 長生郡長柄町
(届－16)第1448号 平成16年9月13日 有限会社荒家設備 千葉県 佐倉市
(届－16)第1449号 平成16年10月7日 株式会社トキワ 千葉県 柏市
(届－16)第1451号 平成16年11月11日 下羽水道設備有限会社 千葉県 南房総市
(届－16)第1458号 平成17年2月21日 株式会社イワイアイテック 茨城県 坂東市
(届－16)第1459号 平成17年3月18日 有限会社国分寺台造園土木 千葉県 市原市
(届－17)第1461号 平成17年4月14日 有限会社今井設備工業 千葉県 東金市
(届－17)第1466号 平成17年8月26日 有限会社神子設備 千葉県 津市
(届－17)第1467号 平成17年9月8日 株式会社ライズ 神奈川県 横浜市
(届－17)第1468号 平成17年10月26日 株式会社ダイキアクシス 愛媛県 松山市
(届－17)第1469号 平成17年10月31日 椿建設　株式会社 千葉県 香取郡神崎町
(届－17)第1473号 平成17年12月6日 有限会社ダイケン 千葉県 船橋市
(届－17)第1474号 平成17年12月16日 株式会社君津清掃設備工業 千葉県 袖ケ浦市
(届－17)第1475号 平成18年1月26日 株式会社うの丸住設 千葉県 千葉市
(届－17)第1476号 平成18年3月20日 株式会社三幸管理 埼玉県 さいたま市
(届－18)第1478号 平成18年4月6日 株式会社笹本土建 千葉県 香取市
(届－18)第1480号 平成18年4月25日 株式会社小堤工業 茨城県 鹿嶋市
(届－18)第1483号 平成18年7月6日 有限会社神栄総業 千葉県 八街市
(届－18)第1484号 平成18年7月7日 アサヒヤ設備株式会社 千葉県 いすみ市
(届－18)第1488号 平成18年10月6日 有限会社長谷川商店 千葉県 長生郡長南町
(届－18)第1491号 平成18年11月10日 有限会社原田土木 千葉県 長生郡睦沢町
(届－18)第1492号 平成18年11月20日 内山設備工業株式会社 茨城県 潮来市
(届－18)第1495号 平成19年1月24日 株式会社ライフィット 千葉県 我孫子市
(届－18)第1496号 平成19年3月13日 住友重機械エンバイロメント株式会社 東京都 品川区
(届－18)第1497号 平成19年3月22日 八千代機工株式会社 千葉県 印西市
(届－19)第1503号 平成19年5月31日 有限会社髙橋商事 茨城県 稲敷郡河内町



特例浄化槽工事業者一覧
（土木・建築・管工事業の建設業許可を受け、千葉県に「特例浄化槽工事業者届出書」を提出している業者）

令和２年７月７日時点

※注意
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていないと特例浄化槽工事業者にはなれません。
　業者の詳しい概要等は建設業許可の閲覧制度をご利用ください。
・このリストは当課で受け付けた届出内容のまま掲載しています（市町村の名称を除く）。
　ただし、届出の根拠となる建設業許可が有効な期間（５年）を経過しており、かつ、更新後の建設業許可番号及び許可年月日について
　「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」の提出がなされていない業者は掲載しておりません。
・掲載されている情報は、令和２年７月７日時点のもので、提出された届出の全てが反映されているわけではありませんので御注意ください。
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていない浄化槽工事業の登録業者は含まれませんので、
　「【千葉県登録】浄化槽工事業者一覧」を御確認ください。
・浄化槽工事を発注する際は、このリストに掲載されていても、必ず業者へ届出等の有無の確認をお願いします。
・本資料に関するお問い合わせには対応しかねる場合があります。

都道府県 市区町村
届出番号 届出年月日 氏名・名称又は商号

所在地

(届－19)第1504号 平成19年6月12日 有限会社小川プロパン 千葉県 夷隅郡御宿町
(届－19)第1505号 平成19年7月4日 松屋水道土木株式会社 千葉県 鴨川市
(届－19)第1506号 平成19年7月24日 三幸電機 千葉県 匝瑳市
(届－19)第1507号 平成19年7月31日 小川物産株式会社 千葉県 津市
(届－19)第1509号 平成19年8月24日 株式会社新清ハイツ 千葉県 いすみ市
(届－19)第1513号 平成19年9月6日 有限会社白鳥水道 千葉県 香取市
(届－19)第1518号 平成20年2月4日 株式会社米倉工業 千葉県 長生郡睦沢町
(届－19)第1519号 平成20年2月18日 コウワ工業 千葉県 いすみ市
(届－19)第1521号 平成20年3月11日 かずさ總建株式会社 千葉県 千葉市
(届－20)第1523号 平成20年4月3日 有限会社髙田設備 千葉県 市原市
(届－20)第1524号 平成20年4月4日 有限会社清宮興業 千葉県 千葉市
(届－20)第1526号 平成20年4月22日 滝原工務店 茨城県 行方市
(届－20)第1527号 平成20年4月24日 有限会社大網管工 千葉県 市原市
(届－20)第1528号 平成20年5月8日 株式会社保坂設備 千葉県 山武市
(届－20)第1529号 平成20年5月15日 株式会社アクア 埼玉県 三郷市
(届－20)第1531号 平成20年6月19日 田村設備株式会社 千葉県 千葉市
(届－20)第1532号 平成20年7月28日 株式会社環境テック 栃木県 鹿沼市
(届－20)第1533号 平成20年9月12日 株式会社和弘 千葉県 千葉市
(届－20)第1534号 平成20年9月17日 有限会社アンザイ工務所 千葉県 夷隅郡大多喜町
(届－20)第1535号 平成20年10月22日 有限会社ユート･アメニティ 千葉県 山武郡横芝光町
(届－20)第1536号 平成20年10月24日 寺田ポンプ 千葉県 旭市
(届－20)第1537号 平成20年11月28日 有限会社ミナミ 千葉県 津市
(届－20)第1538号 平成20年12月19日 有限会社邦栄設備 千葉県 津市
(届－20)第1539号 平成21年3月11日 常泉鉄工株式会社 千葉県 茂原市
(届－20)第1540号 平成21年3月30日 株式会社ハウステック 東京都 印旛郡栄町
(届－21)第1545号 平成21年4月14日 有限会社小河設備 千葉県 東金市
(届－21)第1546号 平成21年4月21日 環境コンサルタント株式会社 香川県 高松市
(届－21)第1547号 平成21年5月1日 有限会社岩瀬設備 千葉県 長生郡長南町
(届－21)第1548号 平成21年5月8日 株式会社日立プラントサービス 東京都 豊島区
(届－21)第1549号 平成21年5月22日 株式会社北袖商事 千葉県 袖ケ浦市
(届－21)第1550号 平成21年5月25日 有限会社シンコーエンジニアリング 千葉県 勝浦市
(届－21)第1554号 平成21年10月14日 株式会社日本プラント 千葉県 柏市
(届－21)第1555号 平成21年12月14日 福栄建設株式会社 千葉県 いすみ市
(届－21)第1556号 平成22年1月12日 トビシゲ建設株式会社 千葉県 長生郡睦沢町
(届－21)第1557号 平成22年1月28日 三栄設備工業株式会社 千葉県 流山市
(届－21)第1558号 平成22年2月10日 長生鉄工所 千葉県 長生郡長生村
(届－21)第1560号 平成22年2月18日 有限会社梓工営 千葉県 津市
(届－21)第1561号 平成22年3月30日 株式会社デンザ 千葉県 旭市
(届－22)第1562号 平成22年4月28日 株式会社イシダ 茨城県 龍ケ崎市
(届－22)第1563号 平成22年4月30日 株式会社房総・総合環境センター 千葉県 いすみ市
(届－22)第1565号 平成22年6月16日 株式会社磯本 千葉県 勝浦市
(届－22)第1566号 平成22年6月21日 株式会社小田急ビルサービス 東京都 渋谷区
(届－22)第1567号 平成22年6月23日 福原工務店 千葉県 安房郡鋸南町
(届－22)第1568号 平成22年6月29日 有限会社フジ設備 千葉県 山武市
(届－22)第1571号 平成22年11月25日 株式会社環境開発 茨城県 つくば市
(届－22)第1573号 平成23年2月1日 株式会社元岡設備 千葉県 長生郡一宮町
(届－22)第1575号 平成23年2月9日 株式会社三幸 千葉県 船橋市
(届－22)第1577号 平成23年3月14日 株式会社伊大知総業 千葉県 いすみ市
(届－22)第1578号 平成23年3月24日 平成理研株式会社 栃木県 宇都宮市
(届－23)第1579号 平成23年4月18日 株式会社伸栄 千葉県 南房総市
(届－23)第1581号 平成23年5月2日 本田ポンプ店 千葉県 匝瑳市
(届－23)第1584号 平成23年7月20日 株式会社テクノ・エー 群馬県 太田市
(届－23)第1588号 平成23年10月20日 株式会社ナンソーテック 千葉県 市原市
(届－23)第1589号 平成23年11月16日 千葉住設株式会社 千葉県 松戸市
(届－23)第1591号 平成24年2月9日 株式会社山路 千葉県 市原市
(届－23)第1593号 平成24年3月8日 株式会社宮崎工業 千葉県 八千代市
(届－24)第1594号 平成24年4月2日 有限会社大竹設備 千葉県 香取郡神崎町
(届－24)第1595号 平成24年4月18日 株式会社ライフラインクリエイター 千葉県 八千代市
(届－24)第1596号 平成24年4月19日 日本設備保全株式会社 東京都 練馬区
(届－24)第1597号 平成24年4月23日 アルコ株式会社 三重県 津市
(届－24)第1598号 平成24年4月27日 菱冷環境エンジニアリング株式会社 千葉県 市川市
(届－24)第1599号 平成24年7月5日 株式会社公友住機 千葉県 柏市
(届－24)第1600号 平成24年7月30日 有限会社中村建設 茨城県 守谷市



特例浄化槽工事業者一覧
（土木・建築・管工事業の建設業許可を受け、千葉県に「特例浄化槽工事業者届出書」を提出している業者）

令和２年７月７日時点

※注意
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていないと特例浄化槽工事業者にはなれません。
　業者の詳しい概要等は建設業許可の閲覧制度をご利用ください。
・このリストは当課で受け付けた届出内容のまま掲載しています（市町村の名称を除く）。
　ただし、届出の根拠となる建設業許可が有効な期間（５年）を経過しており、かつ、更新後の建設業許可番号及び許可年月日について
　「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」の提出がなされていない業者は掲載しておりません。
・掲載されている情報は、令和２年７月７日時点のもので、提出された届出の全てが反映されているわけではありませんので御注意ください。
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていない浄化槽工事業の登録業者は含まれませんので、
　「【千葉県登録】浄化槽工事業者一覧」を御確認ください。
・浄化槽工事を発注する際は、このリストに掲載されていても、必ず業者へ届出等の有無の確認をお願いします。
・本資料に関するお問い合わせには対応しかねる場合があります。

都道府県 市区町村
届出番号 届出年月日 氏名・名称又は商号

所在地

(届－24)第1601号 平成24年7月30日 大管工業株式会社 福岡県 福岡市
(届－24)第1603号 平成24年10月9日 株式会社滝口設備 千葉県 夷隅郡御宿町
(届－24)第1604号 平成24年10月11日 株式会社篠原設備 千葉県 柏市
(届－24)第1605号 平成24年10月25日 株式会社建総 千葉県 市川市
(届－24)第1607号 平成24年11月9日 新和設備株式会社 千葉県 鎌ケ谷市
(届－24)第1608号 平成25年1月17日 豊工業有限会社 千葉県 野田市
(届－25)第1611号 平成25年4月18日 有限会社金子工務店 千葉県 山武郡九十九里町
(届－25)第1612号 平成25年6月18日 伊藤水道株式会社 千葉県 銚子市
(届－25)第1613号 平成25年6月21日 大一設備 千葉県 いすみ市
(届－25)第1614号 平成25年7月1日 有限会社フクダホーム設備 千葉県 茂原市
(届－25)第1615号 平成25年8月8日 有限会社　大川水道設備 千葉県 銚子市
(届－25)第1616号 平成25年10月29日 石毛工業株式会社 千葉県 旭市
(届－25)第1619号 平成26年1月27日 株式会社三石設備コンサルタント 千葉県 習志野市
(届－26)第1621号 平成26年6月23日 有限会社　和工 千葉県 津市
(届－26)第1622号 平成26年6月30日 株式会社　石田設備 千葉県 いすみ市
(届－26)第1624号 平成26年9月11日 カッパー工業株式会社 福岡県 福岡市
(届－26)第1625号 平成26年9月19日 有限会社佐瀬水道 千葉県 山武市
(届－26)第1627号 平成26年10月1日 謙システム株式会社 千葉県 山武市
(届－26)第1628号 平成26年10月15日 有限会社　双葉建設 千葉県 いすみ市
(届－26)第1629号 平成26年12月12日 新港テクノ株式会社 神奈川県 横浜市
(届－26)第1632号 平成27年1月30日 東建産業株式会社 東京都 渋谷区
(届－26)第1633号 平成27年2月13日 有限会社　ナチュラルハウジング 千葉県 津市
(届－26)第1635号 平成27年3月19日 株式会社環企画 愛知県 名古屋市
(届－27)第1637号 平成27年4月9日 株式会社鴨狩商店 千葉県 野田市
(届－27)第1638号 平成27年4月24日 株式会社建水社 東京都 板橋区
(届－27)第1640号 平成27年8月18日 有限会社杉山住宅設備 千葉県 館山市
(届－27)第1642号 平成27年9月7日 第一環境アクア株式会社 東京都 港区
(届－27)第1644号 平成27年11月11日 株式会社みどり電機 千葉県 長生郡白子町
(届－27)第1645号 平成27年11月11日 株式会社サンキョウ 愛知県 名古屋市
(届－27)第1646号 平成27年11月25日 有限会社沼橋管工設備 千葉県 銚子市
(届－27)第1647号 平成27年12月2日 有限会社一角 千葉県 津市
(届－27)第1648号 平成27年12月8日 株式会社荒井工務店 千葉県 長生郡長南町
(届－27)第1649号 平成27年12月28日 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 東京都 港区
(届－27)第1651号 平成28年2月29日 株式会社環境創社 愛知県 瀬戸市
(届－28)第1654号 平成28年4月5日 株式会社サニコン 大阪府 堺市
(届－28)第1655号 平成28年4月21日 株式会社スズキ 東京都 世田谷区
(届－28)第1656号 平成28年5月24日 有限会社新河工業 千葉県 富里市
(届－28)第1659号 平成28年7月1日 株式会社山口設備 千葉県 袖ケ浦市
(届－28)第1660号 平成28年7月15日 有限会社岩井設備 千葉県 八街市
(届－28)第1661号 平成28年8月22日 HEYDAYS株式会社 千葉県 野田市
(届－28)第1662号 平成28年9月9日 有限会社パナクレールなかがわ 千葉県 成田市
(届－28)第1663号 平成28年9月21日 市原企業株式会社 千葉県 市原市
(届－28)第1664号 平成28年9月28日 株式会社日本プラント建設 東京都 江東区
(届－28)第1665号 平成28年10月19日 有限会社サークル設備 茨城県 龍ケ崎市
(届－28)第1666号 平成28年11月21日 株式会社髙橋メンテナンス 千葉県 匝瑳市
(届－29)第1668号 平成29年4月3日 大岩建設工業 千葉県 長生郡長柄町
(届－29)第1669号 平成29年4月6日 有限会社　石坂工業 千葉県 佐倉市
(届－29)第1670号 平成29年6月2日 船橋興産株式会社 千葉県 船橋市
(届－29)第1671号 平成29年7月10日 イズモEPCM株式会社 神奈川県 足柄下郡真鶴町
(届－29)第1672号 平成29年7月10日 株式会社諸岡設備工業 千葉県 長生郡長生村
(届－29)第1673号 平成29年7月12日 荏原実業株式会社　東関東支社 千葉県 千葉市
(届－29)第1674号 平成29年7月18日 株式会社オカモト 千葉県 市原市
(届－29)第1675号 平成29年8月31日 株式会社　松伊燃料店 千葉県 匝瑳市
(届－29)第1676号 平成29年10月6日 土佐工業株式会社 千葉県 船橋市
(届－29)第1677号 平成29年10月5日 瀬戸興業株式会社 千葉県 南房総市
(届－29)第1678号 平成29年10月11日 株式会社東都設備 千葉県 大網白里市
(届－29)第1679号 平成29年10月20日 野田清掃株式会社 千葉県 野田市
(届－29)第1680号 平成29年10月26日 株式会社技建 千葉県 山武郡九十九里町
(届－29)第1681号 平成29年10月30日 有限会社江澤設備工業所 千葉県 いすみ市
(届－29)第1682号 平成29年11月9日 株式会社　ヤマロク 千葉県 印旛郡酒々井町
(届－29)第1683号 平成29年12月13日 株式会社アクアプラント 千葉県 千葉市
(届－29)第1684号 平成30年1月30日 株式会社メンテカ 千葉県 館山市
(届－29)第1685号 平成30年2月16日 株式会社マルシン 茨城県 鉾田市



特例浄化槽工事業者一覧
（土木・建築・管工事業の建設業許可を受け、千葉県に「特例浄化槽工事業者届出書」を提出している業者）

令和２年７月７日時点

※注意
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていないと特例浄化槽工事業者にはなれません。
　業者の詳しい概要等は建設業許可の閲覧制度をご利用ください。
・このリストは当課で受け付けた届出内容のまま掲載しています（市町村の名称を除く）。
　ただし、届出の根拠となる建設業許可が有効な期間（５年）を経過しており、かつ、更新後の建設業許可番号及び許可年月日について
　「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」の提出がなされていない業者は掲載しておりません。
・掲載されている情報は、令和２年７月７日時点のもので、提出された届出の全てが反映されているわけではありませんので御注意ください。
・土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていない浄化槽工事業の登録業者は含まれませんので、
　「【千葉県登録】浄化槽工事業者一覧」を御確認ください。
・浄化槽工事を発注する際は、このリストに掲載されていても、必ず業者へ届出等の有無の確認をお願いします。
・本資料に関するお問い合わせには対応しかねる場合があります。

都道府県 市区町村
届出番号 届出年月日 氏名・名称又は商号

所在地

(届－29)第1686号 平成30年2月21日 大渡設備工業株式会社 千葉県 松戸市
(届－29)第1687号 平成30年2月26日 有限会社小川設備 千葉県 夷隅郡御宿町
(届－29)第1688号 平成30年2月26日 石井建設株式会社 千葉県 東金市
(届－30)第1690号 平成30年4月2日 株式会社双葉巴 東京都 国立市
(届－30)第1691号 平成30年4月16日 鈴木設備株式会社 千葉県 津市
(届－30)第1692号 平成30年4月16日 有限会社藤和設備 埼玉県 越谷市
(届－30)第1694号 平成30年5月16日 株式会社オーアンドエム 千葉県 旭市
(届－30)第1695号 平成30年6月1日 有限会社斎藤設備 千葉県 大網白里市
(届－30)第1696号 平成30年6月4日 新井工業株式会社 千葉県 千葉市
(届－30)第1697号 平成30年6月5日 株式会社ヒタチ設備 栃木県 小山市
(届－30)第1698号 平成30年6月25日 株式会社正徳フジクリーン 東京都 渋谷区
(届－30)第1699号 平成30年6月22日 NEED株式会社 千葉県 八千代市
(届－30)第1700号 平成30年7月4日 株式会社堀組 千葉県 市川市
(届－30)第1701号 平成30年7月5日 株式会社トータルリフォームサービス 栃木県 小山市
(届－30)第1702号 平成30年6月19日 株式会社アクアテクノ 千葉県 山武市
(届－30)第1703号 平成30年12月28日 株式会社環境技研 東京都 杉並区
(届－30)第1704号 平成30年12月12日 有限会社大藤建設 千葉県 山武市
(届－30)第1705号 平成31年1月10日 有限会社木村設備工業 千葉県 流山市
(届－30)第1706号 平成31年1月21日 作佐部水道工務店 千葉県 香取市
(届－30)第1707号 平成31年1月30日 株式会社D-advance 千葉県 習志野市
(届－30)第1708号 平成31年2月8日 鈴木工業株式会社 千葉県 旭市
(届－30)第1709号 平成31年2月13日 有限会社いちふじ 千葉県 津市
(届－31)第1710号 平成31年4月1日 有限会社市原中央商事 千葉県 市原市
(届－1)第1711号 令和1年5月31日 株式会社ピカいち 千葉県 長生郡一宮町
(届－1)第1712号 令和1年7月5日 株式会社ヤマロク 千葉県 千葉市
(届－1)第1713号 令和1年8月28日 有限会社ケイ・テック 千葉県 津市
(届－1)第1714号 令和1年11月13日 有限会社土橋電気 千葉県 いすみ市
(届－1)第1715号 令和1年11月18日 有限会社第一住宅設備 千葉県 山武郡横芝光町
(届－1)第1716号 令和2年2月20日 有限会社小林水道鉄工 千葉県 長生郡長南町
(届－1)第1717号 令和2年3月12日 山中設備工業所 千葉県 いすみ市
(届－2)第1718号 令和2年4月20日 株式会社オダカ設備 千葉県 津市
(届－2)第1719号 令和2年4月27日 有限会社　共成建設 千葉県 市原市
(届－2)第1720号 令和2年5月7日 株式会社　ひらの工管 千葉県 匝瑳市
(届－2)第1721号 令和2年5月25日 株式会社　ALION 千葉県 佐倉市
(届－2)第1722号 令和2年5月29日 株式会社ティ・アール・シー 栃木県 宇都宮市
(届－2)第1723号 令和2年5月29日 有限会社　関鉄工所 千葉県 鴨川市


