岡崎市浄化槽保守点検業者
令和元年12月6日
登録番号

業者名

営業所住所

営業所TEL

1

愛信保繕

名古屋市名東区上菅二丁目８１８番地

(052)217-4289

3

有限会社スギウラ技研

岡崎市大平町字西上野26番地１

(0564)24-7807

4

日本理化サ－ビス株式会社

名古屋市千種区千種三丁目20番20号

(052)733-3561

6

中京浄化槽管理株式会社

小牧市郷中二丁目70番地

(0568)72-8084

8

合資会社三河公益社

岡崎市大平町字榎田3番地１

(0564)21-1889

9

バイオシステム有限会社

名古屋市緑区作の山町 236番地の２

(052)892-3437

10

小玉工業株式会社

名古屋市西区南川町48番地

(052)501-3578

11

有限会社岡崎浄化槽管理センター

岡崎市大樹寺一丁目11番地10

(0564)22-3657

12

株式会社日設工務店

名古屋市西区比良二丁目78番地－502号

(052)501-9191

14

フジクリーン工業株式会社 名古屋支店

名古屋市千種区今池四丁目１番４号

(052)733-0250

15

株式会社エステム 安城営業所

安城市三河安城町二丁目26番地１

(0566)74-0422

16

ノザキ株式会社

名古屋市中川区富田町大字千音寺字西福正3552番地

(052)431-1351

17

東邦清掃株式会社

安城市石井町石原55番地１

(0566)92-1605

18

ＡＧ株式会社

名古屋市名東区上菅一丁目410番地

(052)771-1156

19

ト－エイ株式会社 本社

愛知県知多郡東浦町大字藤江字ヤンチャ28番地の１

(0562)83-3880

20

横田設備株式会社

豊橋市藤並町字藤並65番地の１

(0532)46-7714

22

中部保全株式会社

岡崎市柱町字下荒子57番地１

(0564)51-1858

23

有限会社浜名サービス

豊橋市飯村町字高山62番地の９

(0532)63-2396

24

プラントサービス株式会社 刈谷営業所

刈谷市原崎町７丁目808番地

(0566)22-1083

26

株式会社フジクリーンサービスセンター

知立市山町小林17番地４

(0566)82-2315

28

小桜興産株式会社

岡崎市日名西町２番地３

(0564)23-5143

30

中衛工業株式会社

名古屋市南区鶴里町三丁目11番地

(052)811-8111

31

中部パージサービス株式会社

名古屋市緑区西神の倉一丁目1004番地

(052)876-3226

32

株式会社トーブ 岡崎営業所

岡崎市六名東町10番地17－103

(0564)59-5802

33

有限会社大井毎日

知多郡南知多町大字大井字南側43番地の２

(0569)63-0851

35

ニードサービス株式会社

蒲郡市竹谷町油井浜17番地の４

(0533)68-8000

36

中部日化サービス株式会社 岡崎営業所

岡崎市上六名三丁目10番地13

(0564)71-0898

37

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋株式会社 名古屋道路事務所

名古屋市名東区姫若町57番地

(052)704-6254

39

オオブユニティ株式会社 本社

大府市北崎町駒場88番地

(0562)47-0535

41

株式会社西原ネオ 中部支店

名古屋市天白区中平二丁目2745番

(052)803-4521

42

有限会社新東海管理工業

名古屋市天白区野並二丁目262番地

(052)895-0330

45

愛知クリーン

岡崎市庄司田２丁目５番地４

(0564)53-1207

48

有限会社藤洋工業

豊橋市西岩田五丁目５番地15

(0532)63-2267

49

株式会社光商事

岡崎市薮田二丁目12番地８

(0564)21-5265

50

富士工管株式会社

名古屋市中村区太閤一丁目１番８号

(052)452-3181

52

株式会社ツヅケイ

知立市東上重原四丁目123番地

(0566)83-7373

54

有限会社三共舎

岡崎市真伝町字鐘鋳７番地３

(0564)21-4827

55

藤吉工業株式会社 刈谷支店

刈谷市原崎町７－808

(0566)22-1083

56

株式会社サン春日井

春日井市上条町一丁目79番地

(0568)83-4757

57

株式会社高橋商舎

岡崎市渡町字大榎119番地

(0564)31-5620

59

飯島物産株式会社

豊橋市新栄町字東小向70番地の１

(0532)31-2281

61

クリーン管理

豊田市吉原町細池51番地３

(0565)53-3078

62

シラカワ工業株式会社

名古屋市中村区則武一丁目19番３号

(052)451-2621

66

ニッコー株式会社 名古屋営業所

名古屋市中区丸の内３－５－10

(052)959-2390

67

有限会社光クリーン工業

春日井市南花長町13番地の８

(0568)33-0727

68

有限会社総合管理

小牧市中央四丁目96番地

(0568)75-8223

69

株式会社サムテック 本社

名古屋市中村区名駅五丁目18番６号

(052)586-2961

70

株式会社衛設

名古屋市北区玄馬町40番地

(052)901-3721

71

有限会社小坂井衛生社

豊川市小坂井町北浦１番地

(0533)78-2576

74

名鉄環境造園株式会社

名古屋市瑞穂区桃園町２番15号

(052)822-2841

75

株式会社岡崎衛生社 北営業所

岡崎市大樹寺一丁目11番地10

(0564)22-3773

76

有限会社本多商事

岡崎市井田南町７番地14

(0564)21-5746

78

株式会社ダイキアクシス 名古屋営業所

名古屋市西区あし原町86番地

(052)502-1011

79

ダイエイテクノ株式会社 美浜事業所

知多郡美浜町大字上野間字西平井20番地の２

(0569)87-5141

80

ケイ・ア－ル株式会社

名古屋市名東区牧の里二丁目120番地１

(052)703-3610

81

有限会社愛知管理サービス

安城市今本町五丁目３番地３

(0566)98-3722

88

アイシーメンテナンス

名古屋市天白区大根町43－１

(052)808-4719

94

有限会社額田衛生社

岡崎市牧平町字マカゞイツ24番地２

(0564)82-3488

97

有限会社カトウメンテナンス

名古屋市瑞穂区白龍町一丁目22番地の１

(052)858-2025

98

有限会社三共クリーン

日進市藤塚三丁目367番地

(0561)72-5335

99

株式会社ケイテック 本店

岡崎市西阿知和町字下山ノ田30番地５

(0564)45-1333

102

株式会社タスク東海 本社

岡崎市稲熊町字向畑74番地７

(0564)83-9937

103

株式会社ツヅケイラウンドサービス

豊田市丸山町三丁目７番地

(0565)27-4488

104

株式会社アルファテック

岡崎市上地四丁目18番地６

(0564)52-8189

108

中部公営事業株式会社 愛知営業所

愛知郡東郷町兵庫四丁目11番地１

(0561)38-7235

114

マルカ技研株式会社

知立市鳥居二丁目14番地８

(0566)83-2177

115

日立造船株式会社 中部支社

名古屋市中村区名駅南一丁目２４番３０号

(052)581-0164

116

株式会社環企画

名古屋市名東区勢子坊二丁目204番地

(052)702-0035

117

株式会社あくえりあす

小牧市西之島588番地の1

(0568)41-5882

118

日進環境 愛知営業所

一宮市木曽川町里小牧天神25

(0586)86-1755

119

株式会社環境創社

瀬戸市台六町154番地

(0561)85-1982

120

北川産業株式会社 愛知営業所

一宮市大赤見字西川垂16番地

(0586)64-7733

121

総合住設サ－ビス

知立市八橋町源田谷７番地78

(0566)83-0966

122

東海施設メンテナンス

岡崎市鴨田町字北魂場８２番地２

(0564)25-9388

123

株式会社日吉 愛知営業所

半田市住吉町５丁目５番地１号

(0569)22-0723

124

浅野アタカ株式会社 中部支店

名古屋市中区錦１丁目７番34号 STAGE NISHIKI 203

(052)203-1527

125

大創水処理

西尾市吉良町八幡川田カヤハ29番地2

(0563)35-1837

