
建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県16貯第2号 日本理化サービス株式会社 名古屋市千種区千種三丁目20番20号 052-733-3561  

愛知県4貯第1号 ダイトー株式会社 名古屋市千種区千種三丁目1番9号 052-732-5821  

愛知県5貯第15号 株式会社システック 名古屋市千種区今池五丁目２４番３２号 052-745-1661  

愛知県56貯第57号 中日コプロ株式会社 名古屋市千種区今池南26番4号 052-733-8131  

愛知県56貯第87号 株式会社長谷川工業所 名古屋市千種区春岡一丁目14番18号 052-761-8901  

愛知県56貯第50号 藤吉工業株式会社　水処理技術研究所 名古屋市千種区末盛通二丁目13番2号 052-763-2548  

愛知県56貯第36号 株式会社アイセイ 名古屋市千種区竹越一丁目2番9号 052-723-3821  

愛知県56貯第31号 東邦動力工業株式会社 名古屋市千種区井上町33番地 052-782-3131  

愛知県56貯第64号 株式会社建光社 名古屋市東区白壁三丁目12番13号 052-931-1687  

愛知県60貯第9号 株式会社鈴木建物管理　東営業所 名古屋市東区泉二丁目15番20号鈴木ビル1階 052-932-3456  

愛知県56貯第85号 中部技研工業株式会社 名古屋市東区矢田三丁目12番2号4 052-711-4102  

愛知県13貯第2号 株式会社昭和美装 名古屋市東区矢田二丁目１２番１９号 052-722-8808  

愛知県57貯第20号 旭興業株式会社 名古屋市東区東桜一丁目３番７号 052-265-6630  

愛知県9貯第3号 有限会社アイコーメンテナンス 名古屋市東区大幸二丁目1番17号 052-722-0128  

愛知県56貯第75号 ビルクリーナー株式会社 名古屋市東区泉一丁目4番10号 052-971-2007  

愛知県56貯第72号 日本空調システム株式会社 名古屋市東区白壁一丁目9番地 052-961-2661  

愛知県56貯第62号 東海ビル管理株式会社　営業本部 名古屋市東区代官町35番16号第一富士ビル5階 052-931-7006  

愛知県11貯第3号 日本建築検査機構株式会社 名古屋市東区矢田五丁目8番29号 052-721-0666  

愛知県8貯第5号 日進實業株式会社 名古屋市東区葵一丁目25番1号 052-935-1111  

愛知県28貯第6号 株式会社サン東海ビルメンテナス 名古屋事業所 名古屋市北区大曽根三丁目5番15号 052-919-7210  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県16貯第3号 三協熱研株式会社 名古屋市北区丸新町453番地 052-902-0007  

愛知県2022貯第2号 J&M 名古屋市北区敷島町３７メゾン敷島１０１ 052-982-7819  

愛知県56貯第30号 陽光建物サービス株式会社 名古屋市北区清水五丁目19番14号 052-914-6500  

愛知県20貯第6号 株式会社オーケテック 名古屋市北区清水三丁目１５番１８号 052-325-3307  

愛知県31貯第4号 アポロ産業株式会社 名古屋市北区浪打町二丁目44番地の2 052-981-7733  

愛知県26貯第4号 株式会社G・M・K 名古屋市北区楠5丁目501番地 052-508-6811  

愛知県57貯第1号 株式会社管理センター 名古屋市北区駒止町１丁目70番地の3 052-914-0771  

愛知県19貯第5号 株式会社アムテス 名古屋市北区大杉一丁目17-12 052-939-0501  

愛知県56貯第80号 株式会社ソシオ 名古屋市北区水草町１丁目１番地１ 052-910-2200  

愛知県3貯第10号 有限会社ムラヤマ設備工業 名古屋市北区猿投町22－１エトワール猿投B棟 052-912-0610  

愛知県3貯第8号 アクアメニテイ工業株式会社 名古屋市北区稚児宮通2丁目30番地 052-914-7688  

愛知県57貯第26号 東冷設備工業株式会社 名古屋市北区光音寺町1919番地 052-991-6811  

愛知県18貯第1号 環境サービス株式会社 名古屋市北区五反田町80番地 052-901-9805  

愛知県62貯第10号 水処理システム株式会社 名古屋市北区池花町61番1 052-909-0211  

愛知県4貯第7号 有限会社　伊藤サービス商会 名古屋市北区中味鋺２－５１７－３ 052-325-2698  

愛知県16貯第5号 株式会社ワークスタッフ 名古屋市北区石園町一丁目27番5号 052-917-6771  

愛知県22貯第7号 株式会社尾張メンテナンス 名古屋市西区名塚町一丁目１２６番地の１ 052-523-9888  

愛知県3貯第1号 株式会社トーブ 名古屋市西区あし原町86番地 052-502-8211  

愛知県63貯第7号 大建設備保守株式会社 名古屋市西区あし原町369番地の2 052-504-9445  

愛知県15貯第10号 株式会社サニックス名古屋環境衛生事業所 名古屋市西区則武新町４－３－１２NRSさくまビル４F 052-533-6680  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県22貯第1号 メイセイ株式会社 名古屋市西区上小田井二丁目３２４番地 052-784-7580  

愛知県56貯第1号 大昭工業株式会社 名古屋市西区清里町18番地 052-503-5311  

愛知県21貯第1号 株式会社平田設備 名古屋市西区平中町63番地 052-502-6385  

愛知県2020貯第5号 有限会社石川商会 名古屋市西区比良２-１９ 052-506-0140  

愛知県2020貯第2号 有限会社ライフサポート 名古屋市西区中小田井4-149 052-502-7776  

愛知県11貯第4号 株式会社東海ヒューテック 名古屋市西区中沼町41番地 052-504-4131  

愛知県12貯第9号 株式会社中部クリーン 名古屋市西区丸野二丁目49番地の4 052-502-0627  

愛知県18貯第21-1号 株式会社カムロテクノス 名古屋市西区長先町267番地 052-508-8216  

愛知県57貯第14号 管清工業株式会社　名古屋支店 名古屋市西区花原町46番地2 052-502-6852  

愛知県17貯第3号 株式会社栄ビルサービス 名古屋市西区栄生一丁目12-21 052-551-6470  

愛知県62貯第2号 中日本産業株式会社　名古屋営業所 名古屋市西区中沼町100番地 052-501-1253  

愛知県16貯第4号 株式会社ニッカン 名古屋市西区栄生二丁目22番5号 052-561-1348  

愛知県3貯第12号 三菱電機ビルソリューションズ株式会社　中部支社 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 052-388-1113  

愛知県56貯第37号 近鉄ファシリティーズ株式会社中部支店 名古屋市中村区名駅四丁目10番25号 052-581-4855  

愛知県17貯第6号 新生ビルテクノ株式会社　名古屋支店 名古屋市中村区名駅南1丁目2４番3０号名古屋三井ビルディング本館12階 052-562-0090  

愛知県30貯第1号 照建サービス株式会社 名古屋市中村区北浦町7番地 052-734-6320  

愛知県62貯第7号 株式会社中部総合ビルサービス 名古屋市中村区名駅南一丁目23番1号 052-533-2333  

愛知県57貯第17号 中部互光株式会社 名古屋市中村区那古野一丁目47番1号名古屋国際センタービル内 052-561-6313  

愛知県26貯第2号 株式会社ミニミニハウジング水まわり事業部 名古屋市中村区畑江通九丁目２６番２号 052-486-7535  

愛知県60貯第3号 日本クリーナーサービス株式会社 名古屋市中村区猪之越町一丁目1番10号 052-461-2391  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県57貯第41号 株式会社セイコー 名古屋市中村区名駅４丁目6番23号 052-581-5551  

愛知県57貯第27号 コニックス株式会社 名古屋市中村区太閤四丁目6番22号 052-451-3838  

愛知県57貯第9号 有限会社森山環境科学研究所 名古屋市中村区稲上町三丁目87番地 052-411-2386  

愛知県57貯第10号 日新工業株式会社 名古屋市中村区横井一丁目58番地 052-412-6060  

愛知県56貯第33号 ライノセラス総業株式会社 名古屋市中村区北浦町7番地 052-482-5728  

愛知県29貯第1号 株式会社トータルライフ名古屋営業所 名古屋市中村区宿跡町2丁目52-2 052-411-5100  

愛知県4貯第8号 丸八興業株式会社 名古屋市中村区則武一丁目9番9号 052-451-2733  

愛知県29貯第2号 テルウェル西日本株式会社東海支店 名古屋市中区松原三丁目2番8号 052-331-4171  

愛知県56貯第82号 日本総合住生活株式会社　名古屋支社 名古屋市中区正木三丁目5番30号 052-350-2800  

愛知県2020貯第3号 朝日建物管理株式会社名古屋支店　名古屋営業所 名古屋市中区栄1-3-3 052-221-8030  

愛知県23貯第4号 興和ファシリティマネジメント株式会社 名古屋市中区錦三丁目２３番１８号ニューサカエビル８階 052-684-7771  

愛知県16貯第1号 株式会社カギヤ美装 名古屋市中区上前津一丁目15番24号 052-350-1535  

愛知県56貯第23号 大成株式会社 名古屋市中区栄三丁目31番12号 052-251-6611  

愛知県56貯第52号 株式会社ソクナ 名古屋市中区丸の内一丁目15番9号SUGAKICO第2ビル４F 052-253-9381  

愛知県57貯第44号 株式会社ケントク　中部支社 名古屋市中区栄二丁目１番１号 052-209-6290  

愛知県17貯第4-1号 株式会社東海ダイケンビルサービス 名古屋市中区栄４丁目１４番２号久屋パークビル８階 052-261-8411  

愛知県62貯第16号 太平ビルサービス株式会社　名古屋支店 名古屋市中区栄五丁目1番32号 052-262-3747  

愛知県57貯第15号 株式会社セイビ　名古屋支店 名古屋市中区栄四丁目16番36号久屋中日ビル5階 052-262-7501  

愛知県56貯第6号 昭和建物管理株式会社 名古屋市中区丸の内二丁目18番25号 052-728-1133  

愛知県56貯第26号 エヌビーエス株式会社 名古屋市中区栄二丁目３番１号 052-559-5000  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県26貯第3号 株式会社ホゼン名古屋支店 名古屋市中区錦2-4-15ＯＲＥ錦二丁目ビル6階 052-229-4511  

愛知県20貯第1号 株式会社クリーン工房　名古屋支店 名古屋市中区大須4-11-50カミヤビル７F 052-799-5450  

愛知県23貯第6-2号 朝日メインテナンス工業株式会社 名古屋市中区栄二丁目11番3号 052-202-0581  

愛知県56貯第68号 サニター株式会社 名古屋市中区千代田五丁目12番23号 052-241-5759  

愛知県60貯第1号 日本カルミック株式会社　名古屋オフィス 名古屋市中区栄二丁目3番16号 052-204-3011  

愛知県2貯第6号 テラルテクノサービス株式会社　名古屋支店 名古屋市中区伊勢山一丁目1番19号名古屋急送ﾋﾞﾙ６Ｆ 052-339-0894  

愛知県59貯第13号 サンリツメンテ株式会社 名古屋市中区新栄二丁目44番10号 052-251-4181  

愛知県58貯第4号 福佳株式会社 名古屋市昭和区檀渓通３丁目１番地 052-853-2944  

愛知県15貯第8号 株式会社ナゴヤタイキ 名古屋市昭和区円上町23番4号平井ビル 052-883-2095  

愛知県2020貯第1号 SOUKI株式会社 名古屋市昭和区萩原町六丁目24番地 052-763-5672  

愛知県18貯第6号 サトクリーン有限会社 名古屋市昭和区鶴舞三丁目4番3号 052-784-8920  

愛知県57貯第28号 ユタコロジー株式会社 名古屋市昭和区広路本町4丁目48番地 052-851-0077  

愛知県31貯第2号 株式会社トーシンホーム 名古屋市昭和区石仏町２丁目29番地1 052-852-0050  

愛知県56貯第32号 株式会社アイケン 名古屋市瑞穂区白羽根町二丁目１７番地 052-842-1234  

愛知県56貯第18号 タイガー総業株式会社 名古屋市瑞穂区妙音通四丁目40番地TS新瑞ビル 052-875-6300  

愛知県18貯第3号 株式会社クリーン・ダストマン 名古屋市瑞穂区弥富通1丁目39番地の1 052-835-2339  

愛知県23貯第6号 Ｉ－Ｗｏｒｋｓ 名古屋市瑞穂区弥富町紅葉園５０番地の１ 052-837-5631  

愛知県7貯第7号 新日本コーポレーション株式会社 名古屋市熱田区三本松町13番6号 052-871-6721  

愛知県12貯第3号 イオンディライト株式会社東海支社 愛知・岐阜支店 名古屋市熱田区花表町20-17 052-950-0120  

愛知県18貯第4号 宝エステートサービス株式会社 名古屋市熱田区神宮四丁目6番10号 052-683-1250  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県57貯第19号 株式会社イナトク 名古屋市熱田区神宮4丁目1番5号 052-681-8878  

愛知県56貯第59号 名古屋上水管理有限会社 名古屋市熱田区大瀬子町816番地 052-681-3911  

愛知県59貯第16号 犬飼産業株式会社 名古屋市中川区富川町二丁目1番地 052-354-5770  

愛知県15貯第5号 有限会社ジョブテックス 名古屋市中川区吉津5丁目408番地シティハイツ松下103 052-439-5930  

愛知県57貯第37号 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  

愛知県15貯第2号 有限会社カンリ 名古屋市中川区山王三丁目8番24号 052-322-1819  

愛知県56貯第4号 東名サニタリー株式会社 名古屋市中川区山王三丁目17番1号 052-350-3500  

愛知県7貯第8号 総合プラント株式会社 名古屋市中川区清川町三丁目1番地 052-362-4387  

愛知県28貯第5号 株式会社光洋設備商会 中川倉庫 名古屋市中川区かの里3丁目1530 052-301-2358  

愛知県12貯第8号 中部環境サービス株式会社 名古屋市港区入船二丁目２番２８号 052-652-6271  

愛知県13貯第4号 有限会社モリエンジニアリング 名古屋市港区藤前一丁目738番地 052-302-0454  

愛知県19貯第1号 株式会社トラスト 名古屋市港区浜一丁目２番１１号 052-665-2410  

愛知県31貯第1号 アイエム高圧洗浄株式会社 名古屋市港区港楽二丁目2番3号 052-653-1375  

愛知県56貯第21号 株式会社サツマヤ商会 名古屋市港区名港二丁目9番19号 052-661-2003  

愛知県5貯第14号 株式会社中央ビルサービス 名古屋市港区浜二丁目1番3号 052-654-2670  

愛知県12貯第2号 大都ビルメンテナンス株式会社　名古屋営業所 名古屋市港区木場町6-7 052-693-2556  

愛知県3貯第7号 三愛設備工業有限会社 名古屋市南区加福本通一丁目26番地 052-627-1218  

愛知県5貯第18号 東亜環境サービス株式会社 名古屋市南区北内町一丁目22番地 052-822-9654  

愛知県56貯第79号 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  

愛知県29貯第3号 株式会社サカイ 名古屋市南区曽池町2-38 052-825-6885  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県23貯第5号 株式会社トラスティ 名古屋市南区鳴尾一丁目１３５番地 052-619-6444  

愛知県4貯第6号 株式会社エスケーサービス社 名古屋市守山区元郷一丁目1309番地 052-798-6305  

愛知県9貯第11号 有限会社ビル研 名古屋市守山区町北25番20号-1 052-725-8357  

愛知県21貯第2号 興和産業株式会社 名古屋市守山区守牧町48番地 052-795-3051  

愛知県56貯第55号 施設総業株式会社 名古屋市守山区新守山3311番地 052-792-5700  

愛知県63貯第2号 松本テクニコ株式会社 名古屋市守山区原境町917番地 052-777-2411  

愛知県13貯第3号 株式会社ケイエス 名古屋市守山区大字中志段味字東原2488番地の2 052-736-9511  

愛知県19貯第2号 株式会社クラスワン 名古屋市守山区鳥羽見二丁目14番14号 052-793-2686  

愛知県18貯第7号 有限会社ワタナベ営繕設備 名古屋市守山区城土町221-1 052-797-9551  

愛知県30貯第3号 株式会社環境公害センター 名古屋市守山区花咲台二丁目201番地 052-739-1350  

愛知県30貯第2号 中部誠建サービス株式会社 名古屋市守山区天子田4－1204 052-715-4500  

愛知県63貯第6号 有限会社カワイ 名古屋市守山区川北町122番地 052-791-4988  

愛知県9貯第9号 株式会社コーケン 名古屋市守山区天子田一丁目806番地 052-778-2262  

愛知県8貯第14号 有限会社今村総合設備 名古屋市守山区川上町97番地 052-792-6525  

愛知県59貯第5号 セントラルトリニティ株式会社 名古屋市守山区大森1丁目202番地 052-799-1161  

愛知県2022貯第1号 株式会社真和総業 名古屋市緑区鳴海町字小森8-1 052-899-1728  

愛知県27貯第2号 株式会社谷口商会 名古屋市緑区鳴海町字杜若５８番地２ 052-891-6248  

愛知県2021貯第1号 株式会社松本サービス 名古屋市緑区浦里5丁目8番地 052-602-5363  

愛知県19貯第4号 株式会社エス・ユナイテッド 名古屋市緑区東神の倉二丁目2418番地 052-878-2211  

愛知県12貯第10号 有限会社フタバ環境 名古屋市緑区徳重四丁目201番地 052-877-9101  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県56貯第25号 株式会社中部ピーシーサービス 名古屋市緑区大高町字西正地52番地 052-629-0012  

愛知県23貯第3号 大信設備株式会社 名古屋市緑区青山二丁目56番地の２ 052-623-6101  

愛知県4貯第5号 株式会社プロパティウッド 名古屋市名東区八前一丁目104番地 052-777-1721  

愛知県22貯第4-1号 株式会社エブリデイピープル 名古屋市名東区一社三丁目138番地 052-747-5512  

愛知県1貯第2号 三永ビルド株式会社 名古屋市名東区高針原一丁目307番地 052-701-8333  

愛知県2021貯第3号 株式会社クリーンスタイル 名古屋市名東区牧の里１－７０１ 052-439-6617  

愛知県15貯第9号 株式会社ＡＰＯ－ＣＯＭＩ　名古屋支店 名古屋市名東区若葉台1401 052-760-6651  

愛知県2021貯第2号 有限会社ハートクリーン 名古屋市名東区貴船二丁目６０２番地 052-734-2643  

愛知県56貯第81号 日本空調サービス株式会社　名古屋支店 名古屋市名東区小井堀町504-1 052-709-1700  

愛知県13貯第6号 株式会社太平エンジニアリング　名古屋支店 名古屋市名東区猪高台二丁目114番地 052-777-2315  

愛知県12貯第11号 有限会社名東設備サービス 名古屋市名東区牧の里三丁目305 052-784-7415  

愛知県25貯第1号 株式会社大成 名古屋市名東区亀の井2－116 052-704-7301  

愛知県6貯第14号 株式会社清和工業 名古屋市名東区猪高台2丁目312番地 052-773-3112  

愛知県23貯第1号 株式会社エプロスジャパン 名古屋市名東区小井堀町７０３番地 052-709-2777  

愛知県17貯第1号 株式会社浚洗工業 名古屋市名東区高柳町219番地 052-775-3300  

愛知県59貯第3号 クリアライト商事株式会社 名古屋市天白区御前場町49番地 052-804-1821  

愛知県21貯第4号 株式会社イエスマン営業本部 名古屋市天白区原1-813 052-803-7544  

愛知県27貯第1号 アイケファシリティーズ 名古屋市天白区原2-2601-1-202 052-918-2672  

愛知県2020貯第4号 ダイトー管理株式会社 名古屋市天白区植田西二丁目1414番地 052-807-1321  

愛知県31貯第3号 株式会社メイコーサービス 名古屋市天白区植田本町1-1002 052-717-5420  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県12貯第13号 株式会社ケイズエコロジーテクニカル 名古屋市天白区井の森町113番地 052-892-5681  

愛知県30貯第4号 株式会社アット・クリーナー 名古屋市天白区井口1丁目1003番地 052-804-2356  

愛知県12貯第7号 有限会社パイプマスター 名古屋市天白区山根町317番地 052-806-7500  

愛知県59貯第11号 有限会社大栄サービス 名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2878-333 052-804-2441  

愛知県22貯第6号 株式会社P・C・G・テクニカ 名古屋市天白区原1-1204 052-804-0081  

愛知県61貯第4号 東海環境株式会社 瀬戸市幡野町2番地 0561-82-9311  

愛知県56貯第44号 岡村管工業株式会社 瀬戸市刎田町20番地 0561-82-2550  

愛知県60貯第4号 株式会社大日産商 尾張旭市東名西町２丁目６７番地の２ 052-798-6100  

愛知県30貯第4-2号 株式会社ベストフロー 尾張旭市東本地ケ原町３丁目１０１エスト本地が原２０１号 0561-58-3342  

愛知県21貯第4-1号 株式会社エスエヌビー 豊明市沓掛町石畑１８８番地２ 0562-93-7831  

愛知県26貯第4-1号 株式会社新星 豊明市沓掛町西田２３番地１ 0562-92-0985  

愛知県2貯第9号 有限会社ワイケイプラント 日進市五色園二丁目２０５番地 0561-72-2414  

愛知県14貯第26-1号 株式会社日進クリーナー 日進市米野台五丁目１０２２番地 0561-73-3228  

愛知県23貯第4-2号 株式会社リタンク 日進市五色園三丁目2801番地 052-269-8720  

愛知県29貯第4-1号 株式会社石川メンテナンス 日進市三本木町細廻間394番2地 0561-72-0859  

愛知県2貯第7号 赤門ウイレックス株式会社 長久手市戸田谷1323番地 0561-63-0789  

愛知県2020貯第4-1号 有限会社　トライアングル東海 長久手市五合池２２１１ 0561-76-3216  

愛知県1貯第4-1号 有限会社アクセス 愛知郡東郷町大字諸輪字上市９４－１ 0561-38-9226  

愛知県30貯第4-1号 有限会社アイビ 愛知郡東郷町白鳥４－４－５押草団地２０１棟４０３号 0561-39-3861  

愛知県2022貯第6-1号 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  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県28貯第6-2号 株式会社　セイエー 春日井市旭町４丁目２６番地 0568-27-6271  

愛知県25貯第6-3号 日本水環境事業株式会社 春日井市上条町8-2707 0568-85-1662  

愛知県21貯第6-1号 株式会社ソーエイ 春日井市熊野町629の2 0568-56-0868  

愛知県2020貯第6-2号 春日井HIRAクリーン 春日井市下市場町四ー八ー四 0568-56-9594  

愛知県25貯第6-1号 ＴＳメンテナンス　株式会社 春日井市知多町一丁目６６番地 0568-29-6901  

愛知県18貯第6-1号 有限会社　名阪ビル管理 春日井市下条町３丁目１５番地１ 0568-56-5544  

愛知県63貯第3号 有限会社　中央ベルク管理 春日井市鳥居松町２－２１２ 0568-85-3281  

愛知県60貯第8号 株式会社　梅木美装 春日井市東野町７丁目３番地５ 0568-81-9619  

愛知県57貯第11号 株式会社下原水道工務店 春日井市西山町４－７－９ 0568-83-3400  

愛知県8貯第15号 環境エンジニアリング株式会社 春日井市知多町２丁目１０３番地 0568-32-2175  

愛知県62貯第12号 丸水設備株式会社 春日井市鳥居松町7丁目53番地 0568-81-2428  

愛知県8貯第7号 有限会社　入沢クリーナー 春日井市花長町２丁目23-2 0568-33-7871  

愛知県23貯第6-1号 ケームサービス 春日井市桃山町２丁目３９７－１ 0568-48-2424  

愛知県11貯第6-1号 株式会社　サン春日井 春日井市上条町1丁目79番地 0568-83-4757  

愛知県30貯第6-1号 株式会社小牧ビルサービス 小牧市中央二丁目８０番地 0568-48-2001  

愛知県28貯第6-1号 株式会社総合設備サービス 小牧市外堀１丁目135番地 0568718098    

愛知県10貯第17-1号 輪栄工業株式会社　小牧営業所 小牧市久保新町87番地 0568-73-5210  

愛知県2020貯第6-1号 株式会社貢献 小牧市安田町９４番地 0568-75-3361  

愛知県14貯第17-2号 ライフアップパイプクリーン有限会社 小牧市大字東田中２３４５番地２ 0568-74-6005  

愛知県25貯第6-2号 株式会社 あくえりあす 小牧市西之島５８８－１ 0568-41-5882  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県56貯第53号 株式会社アクアス 小牧市大字西之島９６７番地１ 0568-73-5086  

愛知県2022貯第15-1号 株式会社　吉　犬山営業所 犬山市前原天道新田８１－６４３ 0568-61-5781  

愛知県20貯第15-4号 有限会社藤本メンテナンス 江南市藤ヶ丘６丁目１－４江南団地６６棟４０４号 0587-57-5139  

愛知県25貯第15-1号 伊藤水道工業株式会社　岩倉支店 岩倉市鈴井町法成寺38-4 0587-37-1345  

愛知県57貯第43号 光洋ビル管理株式会社 岩倉市中央町一丁目２２番地 0587-37-5916  

愛知県30貯第15-1号 クリーン美輝株式会社 岩倉市石仏町五山寺２３番地１ 0587-66-6227  

愛知県7貯第10号 株式会社愛北産業 岩倉市曽野町７０９番地 0587-66-2112  

愛知県28貯第15-1号 桜井工業株式会社 岩倉市西市町西野々20番地 0587-37-2205  

愛知県26貯第15-1号 株式会社　エルス 丹羽郡扶桑町斎藤座敷野192 0587-81-8550  

愛知県22貯第3-2号 株式会社和光 稲沢市奥田白山町112－1 0587-22-1236  

愛知県13貯第18-1号 株式会社サンキョークリエイト 稲沢市正明寺二丁目22番5号 0587-32-2541  

愛知県2022貯第21-1号 有限会社　和合商会 清須市西枇杷島町北大和１９７ 052-503-8969  

愛知県27貯第21-1号 株式会社ADVANCEコーポレーション 清須市阿原八幡104番地T'sスクエア201 052-400-2140  

愛知県29貯第21-2号 HRSファシリティーズ株式会社 清須市助七1丁目163番2 052-400-5100  

愛知県60貯第11号 中部日化サービス株式会社 北名古屋市徳重御宮前62番地 0568-26-0090  

愛知県16貯第21-1号 株式会社ビルテクノス 北名古屋市沖村西ノ郷218番地 0568-26-1284  

愛知県6貯第19号 有限会社寺川設備工業 北名古屋市熊之庄十二社３２－３ 0568-25-3454  

愛知県21貯第21-1号 株式会社宣光 北名古屋市九之坪長堀５２番地２ 0568-22-8962  

愛知県23貯第2号 株式会社山越 北名古屋市石橋白目80番地 0568-25-8977  

愛知県26貯第3-1号 一宮中部衛生株式会社 一宮市奥町字六丁山１２番地４ 0586-45-3611  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県2020貯第3-2号 有限会社ニシムラ　大赤見営業所 一宮市大赤見清水45-3 090-8869-0177 

愛知県20貯第3-1号 木曽川メンテナンス株式会社 一宮市木曽川町黒田三ノ通り１７１番地 0586-86-8271  

愛知県2020貯第3-1号 愛共テック 一宮市春明南本郷９－５ 0586-76-5676  

愛知県29貯第3-1号 スイセイ株式会社 一宮市あずら1丁目4番地1 0586-77-7570  

愛知県28貯第8-1号 株式会社　ワイサポート 津島市新開町１丁目６番地 0567-23-7100  

愛知県29貯第21-1号 株式会社マルマ　名古屋支店 津島市大字津島北新開２３４－２ 0567-69-4080  

愛知県4貯2022第8-1号 丹羽設備管理 愛西市北一色町昭和２７ 0567-74-3397  

愛知県61貯第6号 株式会社アメニティライフ 弥富市五明四丁目66番地 0567-65-2285  

愛知県14貯第8-1号 株式会社クリンテック　弥富支店 弥富市鯏浦町東気開41-7 0567-67-0649  

愛知県2020貯第8-1号 株式会社　真栄テクノ あま市蜂須賀四反割１１０６番地２ 052-441-9047  

愛知県6貯第7号 有限会社ツカサエンジニアリング あま市本郷四反田31 052-443-5502  

愛知県19貯第8-1号 株式会社エーエス 海部郡大治町大字三本木字屋形２１２番地１ 052-462-6606  

愛知県25貯第8-1号 株式会社東海商事 海部郡大治町北間島屋敷105番地3 052-449-6062  

愛知県22貯第5-1号 クラウンビル管理株式会社 半田市岩滑中町３－１３ 0569-25-0160  

愛知県29貯第5-1号 中部環境サービス株式会社　半田営業所 半田市浜町新川町１６番地１ 0569216464    

愛知県2020貯第5-1号 アース開発株式会社 半田市亀崎月見町４丁目８４番地２ 0569-29-1144  

愛知県13貯第5-1号 株式会社松谷クリーネス 半田市山代町１－１０６－６ 0569-24-7897  

愛知県30貯第5-1号 株式会社IMAZ 半田市乙川畑田町１－８ 0569-23-1030  

愛知県56貯第11号 三和株式会社　半田支店 半田市亀崎町9－123－8 0569-28-2464  

愛知県61貯第3号 株式会社アグメント 知多郡阿久比町大字草木字末広22 0569-48-3594  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県57貯第30号 トーエイ株式会社 知多郡東浦町大字藤江字ヤンチャ28番地の1 0562-83-3880  

愛知県9貯第22-1号 有限会社大井毎日 知多郡南知多町大字大井字南側43－2 0569-63-0851  

愛知県10貯第5-1号 株式会社　エイゼン 知多郡武豊町字向陽３－１ 0569-72-3764  

愛知県29貯第20-1号 株式会社　テクア 常滑市白山町一丁目２００番地 0569-35-3817  

愛知県56貯第46号 有限会社早川ポンプ店 常滑市大野町二丁目220番地 0569-42-0575  

愛知県19貯第138-3号 株式会社ビーメック 常滑市金山字六治６８番地タケヤビル２Ｆ 0569-43-5522  

愛知県56貯第47号 株式会社丸秀商会 常滑市多屋町1丁目1５５番地 0569-35-4364  

愛知県56貯第48号 有限会社岩田工業所 常滑市阿野町一丁目56番地 0569-35-3641  

愛知県6貯第16号 株式会社上野清掃社　富木島営業所 東海市富木島町池脇3-63 052-604-3600  

愛知県18貯第20-3号 株式会社新栄 東海市高横須賀町大宮１番地 0562-32-3920  

愛知県56貯第90号 株式会社アートクリーン工業 東海市加木屋町内堀107番地 0562-33-2181  

愛知県28貯第20-1号 平尾設備 大府市大府町ウド９３－１ 090-3453-4091

愛知県2021貯第20-3号 株式会社エスケイエム　大府事業所 大府市森岡町八丁目１番地 0562-48-8674  

愛知県30貯第20-1号 株式会社サンテクノ 大府市吉田町５－１９ 0562-44-0506  

愛知県24貯第20-1号 オオブユニティ株式会社 大府市北崎町駒場８８番地 0562-47-0535  

愛知県2022貯第20-1号 東海サービス株式会社 知多市南粕谷新海４丁目128番地 0569-47-8757  

愛知県62貯第9号 株式会社日誠 知多市八幡字小根14番地の29 0562-33-0104  

愛知県62貯第11号 株式会社佐藤実業 知多市岡田字海渡66番地 0562-55-3231  

愛知県1貯第5号 株式会社朋栄社 碧南市相生町2丁目115番地 0566-48-2888  

愛知県31貯第10-1号 株式会社中日カンキョウサービス 碧南市大浜上町1丁目6番地 0566-48-1477  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県56貯第91号 サンエイ株式会社　サービス事業部 刈谷市泉田町西沖ノ河原1 0566-22-2113  

愛知県2021貯第10-1号 三河サニタリー株式会社 刈谷市高須町一丁目１番地４ 0566-21-8044  

愛知県2020貯第10-3号 株式会社兼高クリーンメンテ 刈谷市小垣江町南諸１９－１ 0566-28-6582  

愛知県20貯第10-2号 トータルマネージメント 刈谷市青山町２－１５７－７ 0566-78-2322  

愛知県14貯第10-1号 三河環境サービス有限会社 刈谷市稲場町6丁目410番地 0566-24-7805  

愛知県2021貯第10-2号 株式会社アストプロズ 安城市東端町明祥北１０番地 0566918607    

愛知県30貯第10-2号 有限会社モアテック産業 高浜市豊田町１丁目２１４－１０ 0566-53-8530  

愛知県9貯第7号 有限会社神龍 高浜市二池町一丁目１番地２６ 0566-53-0829  

愛知県10貯第5号 テムズ中日株式会社 豊田市山之手１０丁目２３番９ 0565-28-7551  

愛知県24貯第10-1号 株式会社サンセルフ 豊田市泉町下前田１７番地１ 0565-89-4665  

愛知県5貯第6号 ホーメックス株式会社 豊田市松ケ枝町３－３０ 0565-33-2468  

愛知県19貯第11-1号 株式会社西三　本社営業所 豊田市加納町市坂１５－５ 0565-77-2314  

愛知県11貯第23-1号 小松開発工業株式会社　豊田支社 豊田市豊栄町１丁目１２７番地 0565-28-2202  

愛知県30貯第10-1号 モリ環境衛生センター株式会社 豊田市月見町1丁目1番地5 0565-32-0356  

愛知県6貯第5号 株式会社メンテック 豊田市若宮町２丁目７０番地 0565-33-0112  

愛知県22貯第10-1号 有限会社フレック 豊田市松ケ枝町3丁目1番地3 0565-37-1390  

愛知県22貯第13-1号 有限会社清和サービス 西尾市吉良町吉田桐杭３７－１ 0563-32-3461  

愛知県9貯第13-1号 株式会社　エヌジェイエス 西尾市下矢田町薄畑36番地1 0563-59-8814  

愛知県56貯第39号 株式会社吉良工事センター 西尾市吉良町荻原桐杭39番地1 0563-32-1005  

愛知県22貯第13-3号 株式会社サニック 岡崎市大門五丁目１６番地８ 0564-65-7200  



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県60貯第17号 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  

愛知県2020貯第13-1号 株式会社アルクス 岡崎市矢作町猫田１０番地１ 0564-32-4101  

愛知県19貯第13-2号 株式会社アルファテック 岡崎市上地4丁目18番地6 0564-52-8189  

愛知県19貯第13-1号 株式会社福井ポンプ技研 岡崎市矢作町祇園79番地3 0564-32-5628  

愛知県56貯第45号 中部保全株式会社 岡崎市柱町字下荒子57番地1 0564-51-1858  

愛知県5貯第12号 合資会社三河公益社　大平支店 岡崎市大平町字榎田3番地1 0564-21-1889  

愛知県8貯第6号 中日株式会社 岡崎市庄司田二丁目１番地２ 0564-52-8110  

愛知県18貯第7-2号 シロキクリエイトサービス株式会社 豊川市千両町下野市場35番地1 0533-84-3791  

愛知県19貯第7-1号 株式会社　御津クリーナー 豊川市御津町御馬長床127番地 0533-76-2745  

愛知県30貯第7-1号 株式会社晃章美化 豊川市御津町御馬西１２９ 0533-75-5453  

愛知県56貯第15号 株式会社　東海分析化学研究所 豊川市御津町赤根下川５０番地 0533-65-3571  

愛知県6貯第3号 共同メンテナンス株式会社 蒲郡市拾石町前田１３番地 0533-68-7052  

愛知県56貯第10号 株式会社　山兼 蒲郡市浜町７１番地の１１ 0533-68-3071  

愛知県21貯第7-1号 株式会社　鳳 田原市高木町中畑１０７番２ 0531-33-0578  

愛知県19貯第25-1号 株式会社天野ポンプ 田原市大久保町黒河22-231 0531-24-1888  

愛知県16貯第7-2号 有限会社　ジュンライフ 豊橋市下地町字横山２９番地の１ 0532-53-5280  

愛知県7貯第2号 ヨシダ株式会社 豊橋市神明町88番地 0532-56-6001  

愛知県56貯第77号 ミナト設備工業株式会社 豊橋市前田南町二丁目１４番地１０ 0532-54-3336  

愛知県6貯第2号 建物管理株式会社 豊橋市前田南町１－１７－１３ 0532-56-4649  

愛知県2021貯第7-1号 株式会社クリーンサービスＭｉｓａｋｉ 豊橋市牛川町字洗島８８－３ 090-9028-7449 



建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県57貯第38号 株式会社中部技術サービス 豊橋市神野新田町字トノ割28番地 0532-32-9991  

愛知県25貯第7-1号 株式会社　中部ビルサービス 豊橋市神野新田町字へノ割１４番地 0532-32-9730  

愛知県26貯第7‐1号 株式会社　大建 豊橋市東森岡一丁目4番地の８ 0532-88-1511  

愛知県20貯第7-2号 株式会社平本管工 豊橋市下地町字大圦63番地 0532-54-0388  

愛知県20貯第7-1号 株式会社鈴国設備工業 豊橋市つつじが丘一丁目12番地の6 0532-54-8452  

愛知県13貯第7-1号 株式会社　アーバス 豊橋市花田町字中ノ坪６１番地 0532-80-5666  

愛知県23貯第7-1号 株式会社　藤森管工商会 豊橋市東松山町３５番地 0532-55-8158  

愛知県22貯第7-2号 株式会社　ダイワ　事業所 豊橋市吉前町字西吉前新田１０７－１０ 0532-34-0245  

愛知県31貯第7-1号 有限会社　協和衛生社 豊橋市往完町字郷社東２７番地の１ 0532-31-0484  

愛知県56貯第58号 株式会社　中部メンテナンス 豊橋市柱八番町５０ー２ 0532-45-8915  

愛知県24貯第7-1号 日栄ビル管理株式会社 豊橋市三弥町字元茶屋５５－２ 0532-41-0517  

愛知県9貯第8号 有限会社東商会 豊橋市神野新田町字ヘノ割３０番地３ 0532-31-1444  

愛知県6貯第1号 株式会社東海ビルメンテナス　豊橋営業所 豊橋市駅前大通２丁目３３番地の１開発ビル内 0532-55-2170  

愛知県17貯第7-1号 株式会社アイセイ　豊橋支店 豊橋市新栄町字東小向９－２ 0532-32-0765  

愛知県23貯第7-2号 有限会社　大孝設備工業 豊橋市西幸町字笠松１７７番地の２ 0532-46-6062  

愛知県23貯第7-3号 三河設備工業株式会社 豊橋市佐藤五丁目８番地の１０ 0532-61-0077  

愛知県1貯第6号 管財株式会社 豊橋市前田町二丁目9番地の12 0532-56-0560  


