
建築物ねずみ昆虫等防除業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県19ね第2号 株式会社シティ・クリーン 名古屋市千種区今池二丁目14番13号 052-735-5971  

愛知県56ね第11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57ね第32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57ね第27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28ね第2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  

愛知県21ね第1号 有限会社三共衛研 名古屋市北区大野町3丁目9番1 052-846-7439  

愛知県57ね第37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57ね第5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11ね第1号 有限会社インタークリーン 名古屋市北区金城三丁目10番14号 052-911-8655  

愛知県12ね第3号 株式会社ニットー 名古屋市北区平安二丁目10番19号 052-915-3210  

愛知県12ね第2号 有限会社エファーツ 名古屋市北区平安一丁目４番７号平安ハウス９０３号 052-919-2411  

愛知県6ね第2号 ミソノサービス株式会社 名古屋市北区平安二丁目15番56号 052-916-6789  

愛知県57ね第25号 株式会社雨宮 名古屋市北区城東町七丁目161番地2 052-914-1261  

愛知県22ね第3号 有限会社クリエイト 名古屋市北区城東町一丁目26番地 052-917-5100  

愛知県27ね第21-1号 株式会社モリオメンテナンス 名古屋市西区中小田井3-217 052-504-7571  

愛知県4ね第4号 株式会社ラットパトロール消毒 名古屋市西区長先町207番 052-502-6464  

愛知県16ね第5号 株式会社三共消毒名古屋営業所 名古屋市西区那古野1丁目12番9号 052-990-6400  

愛知県28ね第3号 株式会社名古屋ガードリサーチ 名古屋市西区枇杷島三丁目30番7号 052-528-4500  

愛知県16ね第3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10ね第1号 株式会社三清社 名古屋市中村区名駅四丁目4番１０号 052-584-7272  



建築物ねずみ昆虫等防除業

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ね第29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6ね第3号 国際衛生株式会社　名古屋営業所 名古屋市中村区畑江通１ー10畑江ビル 052-482-8077  

愛知県18ね第1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11ね第4号 株式会社シー・アイ・シー中部支社 名古屋市中村区牛田通2-17 052-369-5685  

愛知県2021ね第1号 株式会社東亜環境 名古屋市中村区長筬町三丁目４８番地 052-446-6802  

愛知県57ね第34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ね第28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57ね第3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11ね第7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ね第1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28ね第1号 シェル商事株式会社 名古屋支店 名古屋市中区錦２－１２－１４ 052-219-6615  

愛知県56ね第3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57ね第17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56ね第2-1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16ね第4号 株式会社アサンテ　愛知支店 名古屋市中区栄五丁目1番32号 052-269-0355  

愛知県9ね第2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ね第20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2020ね第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13ね第1号 株式会社サンリフレ 名古屋市昭和区川名本町一丁目45番地 052-759-4770  

愛知県17ね第3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  



建築物ねずみ昆虫等防除業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県21ね第2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11ね第3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11ね第6号 株式会社サンリビング　名古屋営業所 名古屋市熱田区神宮2-6-22鍋進ビル2FB 052-684-1656  

愛知県57ね第19号 イカリ消毒株式会社　名古屋営業所 名古屋市中川区西伏屋２－９０９ 052-303-9192  

愛知県12ね第1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24ね第1号 株式会社クリーンミニ 名古屋市中川区尾頭橋三丁目３番３号 052-323-7611  

愛知県63ね第1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 052-652-6278  

愛知県19ね第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25ね第2号 有限会社エイチサービス 名古屋市港区金船町１－１－３１ 052-651-0640  

愛知県56ね第1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57ね第26号 旭消毒株式会社 名古屋市南区上浜町328番地の1 052-612-8469  

愛知県4ね第5号 有限会社東海消毒 名古屋市南区明円町242番地の1 052-823-2228  

愛知県16ね第1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56ね第6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17ね第2号 有限会社光陽サービス 名古屋市守山区天子田三丁目813番地 052-775-9231  

愛知県30ね第1号 ダスキン大将ケ根 名古屋市緑区大将ケ根2丁目744番地ZIPTOWN 1-D 052-629-4122  

愛知県61ね第1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10ね第3号 株式会社ベストハウス 名古屋市名東区上社五丁目207番地 052-703-5161  

愛知県6ね第5号 アース環境サービス株式会社名古屋支店 名古屋市名東区上社三丁目８０１番地 052-701-0640  

愛知県20ね第1-1号 株式会社ラインナップ名東営業所 名古屋市名東区高柳町５０６－1 052-776-6400  



建築物ねずみ昆虫等防除業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県20ね第2号 有限会社オーツーシステム 名古屋市名東区猪子石原2丁目312番地 052-778-2262  

愛知県22ね第1号 有限会社トップ・クリエイト 名古屋市天白区元八事四丁目１４６番地 052-836-6474  

愛知県3ね第2号 株式会社テイソートヨカ　名古屋東営業所 名古屋市天白区野並二丁目334番地の2 052-891-8311  

愛知県60ね第1号 株式会社アイキ 名古屋市天白区八事天道913番地 052-834-1010  

愛知県62ね第2号 株式会社エフエスナゴヤ 名古屋市天白区古川町42番地1 052-895-4488  

愛知県24ね第4-1号 有限会社　エムエルメンテナンス 尾張旭市北山町北山１３７－２ 0561-55-4139  

愛知県2ね第3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31ね第4-1号 株式会社住宅ケンコウ社中部 愛知郡東郷町大字春木字新池３９１９番１ 0561-76-2210  

愛知県28ね第6-1号 有限会社　崇堅 春日井市稲口町３丁目１３－５ 0568-31-1028  

愛知県57ね第12号 日本マレニット株式会社　名古屋支社 春日井市御幸町一丁目3番地の5 0568-31-6012  

愛知県2020ね第6-2号 株式会社　愛栄建物管理 春日井市押沢台四丁目8番地9 0568-94-3300  

愛知県2020ね第6-1号 株式会社Ａｒｒｏｗｓ東海 春日井市花長町２丁目１６番地４ 0568-33-1471  

愛知県63ね第6号 中部環境サービス株式会社　春日井営業所 春日井市小野町５丁目８８番１４ 0568-82-6471  

愛知県30ね第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19ね第15-1号 ラコス 江南市般若町宮山５３－６ 0587-54-8855  

愛知県24ね第15-1号 株式会社フジ環境サービス 岩倉市鈴井町中島９６番地 0587-66-6218  

愛知県57ね第35号 光洋ビル管理株式会社 岩倉市中央町１丁目２２番地 0587-37-5916  

愛知県24ね第10-2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64ね第1号 株式会社オルカ 北名古屋市鹿田東海163番地1 0568-22-7307  

愛知県25ね第1号 株式会社コスモシステム 北名古屋市片場郷４８７－３ 0568-39-6167  



建築物ねずみ昆虫等防除業

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ね第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28ね第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ね第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63ね第7号 有限会社三和化工石山 津島市百島町字居屋敷７６番地１ 0567-24-6755  

愛知県18ね第2号 株式会社オオヨドコーポレーション　Ｐテックス社名古屋支店 あま市本郷柿ノ木126番地 052-462-8120  

愛知県18ね第8-1号 クリーンシステム あま市篠田明田62-2 052-449-6418  

愛知県63ね第5号 中部環境サービス株式会社半田営業所 半田市新川町１６番地１ 0569-21-6464  

愛知県56ね第16号 中央消毒株式会社 半田市白山町５-２１９-１３ 0569-22-6474  

愛知県21ね第20-1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29ね第20-1号 有限会社トップ・クリエイト　常滑支店 常滑市斧口３７－７ 0569-47-6474  

愛知県30ね第20-1号 有限会社ライフアシスト 常滑市金山字石田77-1 0569-43-2918  

愛知県63ね第3号 中部環境サービス株式会社　知多営業所 知多市北浜町24番10 0562-55-6794  

愛知県16ね第10-2号 有限会社碧南家屋美装 碧南市中後町3丁目98番地 0566-42-0999  

愛知県22ね第10-2号 株式会社エスケイエム　本社 刈谷市熊野町３丁目３番９ 0566-27-5465  

愛知県24ね第10-1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番地 0566-22-2113  

愛知県16ね第10-1号 株式会社バーム 刈谷市今川町花池161-2 0566-36-7722  

愛知県59ね第3号 有限会社サンケン 刈谷市野田町新上納１０３番地４２ 0566-22-5960  

愛知県22ね第10-1号 イカリ消毒株式会社　三河営業所 知立市宝１－１１－１ 0566-45-6335

愛知県12ね第23-2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8ね第4号 ホーメックス株式会社 豊田市松ケ枝町３－３０ 0565-33-2468  



建築物ねずみ昆虫等防除業

登録番号 営業所名称 営業所所在地 施設電話番号

愛知県6ね第1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12ね第23-1号 株式会社ラットパトロール消毒 豊田市元城町２丁目２番地１ 0565-33-6868  

愛知県59ね第2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21ね第13-1号 アキ・クリーンサービス 西尾市吉良町吉田桐杭４５－６ 0563-32-1185  

愛知県16ね第413-1号 株式会社茂豊　岡崎支店 岡崎市渡町字薬師畔36番地1 0564-33-0400  

愛知県17ね第13-1号 株式会社シー・アイ・シー　岡崎営業所 岡崎市末広町1-7 0564-65-3860  

愛知県11ね第2-1号 丸消環境 岡崎市鴨田南町3番地12 0564-24-0158  

愛知県18ね第7-1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57ね第9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16ね第7-1号 株式会社アイシンテクノス 豊橋市東脇4丁目6番地の11 0532-34-7428  

愛知県22ね第7-1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30ね第7-1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57ね第33号 株式会社　オオヨドコーポレーション　Pテックス社　豊橋支店 豊橋市松村町４７番地 0532-48-4575  

愛知県26ね第7-2号 株式会社　バイオコア 豊橋市南栄町字東山２２０－１メゾン南栄１０８ 0532-48-6360  

愛知県24ね第7-1号 中部環境サービス株式会社　三河営業所 豊橋市神野ふ頭町３番１７号 0532-32-6471  

愛知県3ね第3号 ダスキンターミニックスサンカ 豊橋市春日町２－４－３ 0532-64-0107  

愛知県3ね第1号 管財株式会社 豊橋市前田町二丁目9番地の12 0532-56-0560  

愛知県29ね第7-1号 株式会社　ノービル 豊橋市西岩田５丁目３番地１ 0532-61-1111  


