
名　　　称 営業所所在地 電話番号 登録番号

中央日化ｻｰﾋﾞｽ㈱柏営業所 柏市塚崎965-5 04-7190-2212 水保第102号

㈱大山清運柏本店 柏市松ヶ崎363-1 04-7131-7000 東地振第11号

㈱清運社 柏市大青田1649-1 04-7179-5221 東地振第10号

㈱ダイシンクリア 柏市豊四季945-876 04-7143-1268 東地振第17号

㈲和光商事柏営業所 柏市松ヶ崎95-18 04-7133-3056 東地振第29号

㈲協栄管理 柏市中新宿3-9-4 04-7174-2188 東地振第48号

㈲沼南清掃 柏市藤ヶ谷1215-4 04-7191-5674 東地振第46号

㈲新日本アクア柏事業所 柏市今谷上町17-5B102 04-7137-7853 東地振第67号

京葉管理事業㈱ 柏市つくしが丘1-14-8 04-7174-2131 東地振第22号

日本総合住生活㈱千葉北支
店

柏市豊四季台2-1 105-101 04-7144-8173 水保第４号

ｹｰ･ｴｽ環境研究所㈱ 柏市篠籠田1455-25 04-7146-2345 東地振第65号

クボタ浄化槽システム㈱南関
東営業所

柏市大青田719-1 04-7137-4666 東地振第59号

栄久産業㈲ 柏市豊四季335-7 04-7107-8230 東地振第70号

㈱市川環境エンジニアリング
松戸支店

松戸市秋山676-1 047-392-2616 水保第172号

㈱ＴＥＣ松戸営業所 松戸市紙敷599 047-391-8400 水保第５４号

㈱日田エンジニアリング 松戸市金ヶ作２６３－２ 047-394-5031 東地振第72号

中央ｺﾝﾄﾛｰﾙｻｰﾋﾞｽ㈱松戸支
店

松戸市小金原4-11-41 047-345-2870 東地振第16号

日本サービス㈱ 松戸市主水新田476-10 047-345-5665 東地振第30号

日本環境開発㈱ 松戸市松飛台158-38 047-384-0851 東地振第43号

㈱江戸川ｻｰﾋﾞｽ 松戸市新松戸南2-144 047-345-1355 東地振第21号

㈱矢切衛生社 松戸市下矢切706 047-367-6225 東地振第40号

柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市に
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

㈲浜田工業 松戸市小金きよしヶ丘3-12-5 047-341-1261 東地振第38号

㈱丸協 松戸市紙敷507 047-392-0909 東地振第36号

常盤興業㈱ 松戸市松飛台76 047-388-2101 東地振第41号

島村興業㈱ 松戸市栄町西4-1221 047-364-8188 東地振第39号

㈱アドニス松戸支社 松戸市五香西1-33-33ｻｲﾄｳﾊｲﾂ201号 047-389-1616 東地振第42号

日章テック㈱千葉営業所 松戸市古ヶ崎3-3312-2 047-365-1170 東地振第37号

㈲ﾆｭｰｱｸｱｸﾘｰﾝ 松戸市上本郷4598 047-361-4055 東地振第27号

㈱京葉機工 松戸市串崎新田216-2 047-389-3501 東地振第3号

㈲日東レビシオン 松戸市東平賀133 047-344-6020 東地振第49号

㈱アクア 松戸市和名ヶ谷741 047-391-5370 東地振第51号

若松サービス 松戸市小金原2-20-3 047-309-3188 東地振第54号

㈱ダイキアクシス千葉営業所 松戸市高塚新田201-3 047-392-2111 東地振第66号

流松管理サービス 松戸市七右衛門新田583-1 047-343-5766 東地振第５号

アイカワメンテナンス 松戸市松飛台555-26 047-385-5525 東地振第４号

㈱エコマックス 松戸市紙敷507 047-394-0003 東地振第62号

中央ｺﾝﾄﾛｰﾙｻｰﾋﾞｽ㈱本社 野田市鶴奉325 04-7124-7161 東地振第16号

野田清掃㈱ 野田市清水641 04-7122-3948 東地振第15号

㈱テック 野田市目吹1101 04-7122-6728 東地振第19号

西村商事㈱ 野田市七光台385 04-7129-3008 東地振第14号

㈲共栄環境サービス 野田市瀬戸上灰毛字下田225-12 04-7138-0124 東地振第57号

㈲関浄化槽管理ｻｰﾋﾞｽ 野田市木間ヶ瀬7555 04-7198-0726 東地振第2号

㈱アメシス 野田市堤根105-10 04-7123-7118 東地振第68号

㈲クリーン浄化 野田市東宝珠花538 04-7198-7948 東地振第69号

㈲中央メンテナンス 野田市七光台334-8 04-7128-0500 東地振第63号



名　　　称 営業所所在地 電話番号 登録番号

㈲峰サービス 野田市木間ヶ瀬3474-1 04-7198-8524 東地振第６号

㈱関宿浄化槽ｻｰﾋﾞｽ 野田市岡田688 04-7198-1538 東地振第50号

㈱関宿清掃 野田市木間ヶ瀬6493 04-7198-8224 東地振第53号

梅郷ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ㈱ 野田市今上1245 04-7125-1780 東地振第55号

須賀清掃㈱ 野田市木間ヶ瀬482-5 04-7198-1341 東地振第61号

㈱アクアワークス野田office 野田市木間ヶ瀬3455-2 04-7198-5159 東地振第73号

㈲流山清運社 流山市谷1 04-7158-0821 東地振第8号

㈱ダイシンクリア流山支店 流山市平和台5-65-8 04-7159-1251 東地振第17号

江戸川清掃㈱ 流山市平方74 04-7153-5350 東地振第12号

ノームラ化水工業㈱ 流山市野々下2-682-6 04-7148-7751 東地振第20号

流山市管工事協同組合 流山市加1-9-8 04-7159-0115 東地振第23号

㈲ヤマケン 流山市大畔295 04-7150-1335 東地振第45号

総合管理センター 我孫子市布佐平和台2-19-20 04-7178-6783 東地振第74号

中央メンテナンス 我孫子市中里11 04-7188-0326 東地振第９号

㈱大山清運我孫子支店 我孫子市柴崎167-1 04-7184-2210 東地振第11号

㈲タケダビル管理 我孫子市柴崎167 04-7182-3822 東地振第26号

㈱東進ビルシステム 我孫子市湖北台１０－６－７ 04-7188-1511 東地振第52号

富士興運㈱本社営業所 鎌ケ谷市初富本町2-19-10 047-443-8833 東地振第18号

東興運㈱ 鎌ケ谷市東道野辺2-6-6 047-443-4092 東地振第35号

㈲東葛環境 鎌ケ谷市南初富5-9-63 047-445-5971 東地振第24号

鎌ヶ谷清運㈱ 鎌ケ谷市東中沢3-25-9 047-443-1212 東地振第34号

やまと興業㈲ 鎌ケ谷市東初富3-17-3 047-445-8188 東地振第44号

㈲セイキ環境管理 鎌ケ谷市初富126-5 047-442-6181 東地振第56号

㈲協同環境管理鎌ヶ谷営業所 鎌ケ谷市東中沢3-16-21 090-1608-2848 東地振第25号



名　　　称 営業所所在地 電話番号 登録番号

㈱エスエス・メンテナンス 鎌ケ谷市北中沢３－７－１７ 047-445-7909 東地振第1号

㈲秋谷総業 鎌ヶ谷市西道野辺11-7 090-8589-6856 東地振第58号

㈱篠田工業 鎌ヶ谷市道野辺中央3-12-25 047-440-8369 東地振第60号


