
名　　　称 営業所所在地 電話番号 登録番号

㈱フクテックス 水戸市笠原町474-2 029-297-5888 水保第127号

常陽メンテナンス㈱本社 水戸市けやき台3-35-1 029-248-6961 水保第219号

サン・ユー㈱ 水戸市桜川1-11-1SKビル2F 029-227-3556 水保第228号

三国機工㈱ 土浦市中貫字北山2364-20 029-831-7211 水保第９７号

㈲共栄サービス 土浦市中貫字西野2440-1 029-831-6800 水保第10号

浄化槽サービス 土浦市西根南2-10-12 029-801-0312 水保第236号

㈱バイオクリーン茨城営業所 つくば市金田1992-3 029-850-6885 水保第248号

㈱和城産業 鹿嶋市粟生字東山2303 0299-82-5931 水保第16号

共立メンテナンス㈱鹿嶋営業
本部

鹿嶋市神向寺105-12 0299-84-0405 水保第217号

㈱ライフ・クリーンサービス 潮来市潮来233-1 0299-63-0054 水保第128号

㈱イワイアイテック 坂東市長須1495-1 0297-36-2726 水保第227号

㈲クリーンメイト本社営業所 神栖市横瀬9-1 0299-97-2743 水保第258号

鹿島信販㈱ 神栖市砂山2668-5 0479-46-3100 水保第109号

三協ｸﾘｰﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 神栖市下幡木3919-46 0299-92-0022 水保第40号

㈱大善地所環境衛生部 神栖市知手2876-16 0299-90-6216 水保第241号

㈱ヤマニ 行方市麻生355 0299-72-2323 水保第159号

㈱ﾈｸｽｺ東日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ谷
和原道路事務所

つくばみらい市筒戸1606東日本高速道路
㈱谷和原管理事務所内

0297-52-4744 水保第６７号

プラントテック㈱ つくばみらい市日川1958-2 0297-52-4784 水保第222号

㈲リッケンメンテナンス阿見事
業所

稲敷郡阿見町君島536-3 029-834-9770 水保第237号

水考舎 北相馬郡利根町布川5875 0297-86-6577 水保第215号

千葉県外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。

茨城県



名　　　称 営業所所在地 電話番号 登録番号

㈱ティ・アール・シー本社 宇都宮市砥上町412-4 028-648-7920 水保第260号

㈲三明水質 さいたま市中央区大戸3-4-1 048-833-9726 水保第112号

協同プラント㈱ さいたま市岩槻区小溝418 048-795-0122 水保第120号

ｴﾌｼｰ･ｻｰﾋﾞｽ㈱ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ さいたま市緑区大間木574-3 048-810-5092 水保第211号

都市管理サービス㈱ さいたま市岩槻区上野4-3-10 048-794-8000 水保第238号

㈱日本公害管理ｾﾝﾀｰ埼玉支
店

川越市府川字高畑1281-3 0492-22-4545 水保第111号

前澤化成工業㈱熊谷第1工場
水環境施設課

熊谷市市ノ坪408 048-588-9159 水保第152号

㈱八宝商事 川口市南鳩ヶ谷5-36-14 048-281-9161 水保第20号

㈲高戸環衛 行田市藤原町3丁目11番26 048-554-1920 水保第４４号

正和工業㈱本社 春日部市豊野町2-32-19 048-736-6111 水保第２４５号

エスシーエス㈱ 草加市青柳2-19-10 048-936-1234 水保第104号

㈲遠藤商事 草加市青柳8-57-48 048-932-6106 水保第213号

大阿蘇水質管理㈱ 越谷市大林272-1 048-974-8011 水保第６４号

㈱ハッピークリーン 越谷市七左町7-202-1 048-960-2511 水保第29号

㈱メンテックス戸田支店
戸田市新曽2231第一芦原マンション２０１
号

048-432-9729 水保第218号

日光ﾌﾟﾗﾝﾄ工業㈱ 新座市野寺2-17-4 042-471-2030 水保第６３号

富士ｺﾝﾄﾛｰﾙ㈱本社 久喜市栗橋東2-14-14 0480-52-6038 水保第12号

㈱エステム関東営業所 久喜市西大輪3-21-4 0480-59-3877 水保第243号

進生ｸﾘｰﾝ興業㈱ 三郷市幸房124 048-953-4679 水保第105号

㈲テムズ 三郷市小谷堀56-1 048-950-0501 水保第113号

㈱アクアケア 吉川市大字保647 048-981-3068 水保第252号

ﾆｯｹﾝ管理ｾﾝﾀｰ㈱ 北葛飾郡杉戸町杉戸449-2 0480-53-3970 水保第244号

栃木県

埼玉県



名　　　称 営業所所在地 電話番号 登録番号

ミヤコ水質管理 北葛飾郡杉戸町下高野1741－1 0480-33-6009 水保第126号

㈲環境管理システム杉戸営業
所

北葛飾郡杉戸町高野台西2-8-6 0480-53-6662 水保第239号

㈲アクアクリーンサービス 北葛飾郡松伏町大川戸3095－2 048-992-4807 水保第15号

ｱｰﾊﾞﾝ・ｴﾝｼﾞﾆｱｰｽﾞ㈱ 横浜市磯子区原町11-11 045-755-1601 水保第８８号

㈱環境管理ｾﾝﾀｰ 横浜市神奈川区神之木台9-6 045-433-4741 水保第９４号

㈲日成メンテナンス 相模原市中央区下九沢12-4 042-774-1714 水保第5号

㈲美甘製作所本社 相模原市南区大野台3-20-8 042-757-0372 水保第142号

㈲エコ・ブレインズ神奈川事務
所

平塚市大神1956 0463-74-5814 水保第249号

㈲海生工業 海老名市杉久保北５－２－２ 046-204-6711 水保第250号

アムズ㈱ 千代田区神田美土代町3-4ﾆｭｰ楓ﾋﾞﾙ2F 03-3294-1641 水保第５８号

㈱水工ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京支店
千代田区神田須田町2-3-24KT須田町ビ
ル2階

03-3251-2296 水保第８７号

㈱エス・エル東京支店
千代田区東神田2-10-17東神田INビル４
階

03-5829-4490 水保第６９号

ﾌｼﾞｸﾘｰﾝ工業㈱東京支店 千代田区九段北1-11-11第2ﾌﾅﾄﾋﾞﾙ 03-3288-4511 水保第６８号

東海プラント㈱東京営業所 千代田区内神田3－4－14朝陽ビル2F 03-5294-7234 水保第229号

㈱創和エンジニアリング 千代田区五番町1-11 03-3264-4431 水保第255号

㈱フソウ東京支社 中央区新川１－２３－５ 03-3552-7051 水保第257号

藤吉工業㈱東京支社 中央区新川1-15-11小田中ビル2階 03-3297-8261 水保第７８号

日本メックス㈱ 中央区入船3-6-3 03-5541-5664 水保第４７号

㈱クォードコーポレーション東
日本支店

中央区新川2-9-9SHビル7階 03-5541-7871 水保第253号

大栄産業㈱東京支店東京営
業所

港区新橋5-25-2TYビル3F 03-5401-2151 水保第232号

㈱日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 新宿区三栄町27-9 03-3341-5333 水保第106号

太平洋ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 新宿区西新宿5-1-3 03-3372-2051 水保第２号

神奈川県

東京都



名　　　称 営業所所在地 電話番号 登録番号

都市環境整美㈱首都圏セン
ター

文京区湯島3-39-10 03-3832-5071 水保第６２号

㈱太平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 文京区本郷1-19-6 03-3817-5441 水保第46号

ﾃﾗﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱東京本社 文京区後楽2-3-27ﾃﾗﾙ後楽ﾋﾞﾙ3階 03-3818-0700 水保第３６号

㈱善興社 江東区亀戸4-12-1 03-3685-4321 水保第７２号

㈱神鋼環境ソリューション東
京支社

品川区北品川5-9-11 03-5739-6232 水保第261号

共和化工㈱ 品川区西五反田7-25-19 03-3494-1312 水保第７９号

共和メンテナンス㈱ 品川区西五反田7-25-19 03-3494-1337 水保第５０号

㈱サニコン東京事業部 品川区南大井6-12-13 03-6683-3255 水保第234号

日本施設㈱ 世田谷区上馬4-33-10 03-3412-7111 水保第８３号

㈲ﾊﾟｼﾌｨｯｸｸﾘｴｲﾄ本社 世田谷区用賀4-5-22第三小林ビル702 03-3709-6553 水保第22号

ジャペックス㈱ 世田谷区用賀4-5-22第三小林ビル702 03-3709-6441 水保第21号

水道機工㈱ 世田谷区桜丘五丁目48番16号 03-3426-2131 水保第４９号

㈱水機テクノス 世田谷区桜丘5-48-16 03-3426-2620 水保第254号

㈱小田急ビルサービス 渋谷区代々木2-28-12 03-5333-0025 水保第230号

公営事業㈱ 中野区中野3-50-11 03-5340-0361 水保第５７号

日本公害技研㈱ 中野区江古田4-19-5 03-3386-2882 水保第５９号

㈱環境技研 杉並区南荻窪4-11-10 03-3332-7100 水保第８９号

㈱クリタス 豊島区南池袋1-11-22 03-3590-0358 水保第７１号

㈱ｿｰﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
豊島区雑司が谷3-11-4パレドール目白
202

03-5911-4301 水保第２６号

㈱水工社 北区志茂3-12-2 03-3901-5311 水保第６０号

明和工業㈱東京本社 北区滝野川7-18-1 03-3916-6111 水保第8号

メイワサービス㈱東京営業所 北区滝野川7-18-1 03-3915-6011 水保第9号

日本公害管理保障㈱
荒川区西日暮里2-25-1　ｽﾃｰｼｮﾝｶﾞｰﾃﾞﾝﾀ
ﾜｰ8階

03-3891-3261 水保第７６号

幸榮設備工業㈱ 板橋区成増4-18-12 03-3975-3993 水保第６６号



名　　　称 営業所所在地 電話番号 登録番号

㈱敬隣舎 板橋区小茂根4-2-1 03-3958-0501 水保第５６号

ココプラント㈱ 板橋区徳丸1-43-16 03-3550-5771 水保第９６号

㈱日本住設ｻｰﾋﾞｽ 板橋区新河岸2-9-16 03-3975-3511 水保第９０号

毛管浄化システム㈱ 板橋区中丸町11-2ﾜｺｰﾚ要町ﾋﾞﾙ 03-5995-2849 水保第２７号

アーストン工業㈱ 練馬区石神井町2-9-15リープ石神井303 03-6913-1546 水保第８１号

㈱ＴＯＹＯ 足立区西新井栄町3-2-8 03-3852-3311 水保第３号

㈱環境総合サービス 足立区西竹の塚1-17-16大鈴ビル3階 03-3857-0758 水保第223号

東京日化ｻｰﾋﾞｽ㈱東支店 葛飾区鎌倉1-19-14 03-3671-3324 水保第108号

㈱アステム京葉営業所 葛飾区東新小岩2-22-1B-102 03-5698-3200 水保第２５号

㈱テスコ東日本FC本部FC環
境管理部保全管理課

三鷹市上連雀1-12-17 0422-56-2431 水保第39号


