建築物総合管理業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県17総第15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17総第13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20総第10号

株式会社不二ビルサービス 名古屋支店

名古屋市東区東桜一丁目1番10号アーバンネット名古屋ビル20F

052-959-3471

愛知県20総第7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17総第19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

052-971-8340

愛知県17総第12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17総第7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17総第5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

052-932-3456

愛知県17総第18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17総第3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28総第4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20総第6号

株式会社名鉄クリーニング

名古屋市西区貴生町312番地

052-501-5511

愛知県17総第11号

株式会社トヨタエンタプライズ

名古屋市中村区名駅四丁目4番10号

052-551-8900

愛知県20総第3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18総第8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18総第13号

近鉄ビルサービス株式会社 中部支店

名古屋市中村区名駅四丁目5番28号

052-581-4855

愛知県25総第1号

吉田美装株式会社

名古屋市中村区太閤四丁目6番22号

052-451-3811

建築物総合管理業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県18総第11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18総第10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

愛知県15総第8号

積村ビル管理株式会社

名古屋市中村区横前町66番地

052-411-6571

愛知県15総第6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

052-561-6313

愛知県29総第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17総第6号

大成有楽不動産株式会社 名古屋支店

名古屋市中区錦三丁目15番15号

052-971-2535

愛知県27総第1号

株式会社シミズ・ビルライフケア 東海支社

名古屋市中区丸の内二丁目18番25号

052-202-5267

愛知県20総第8号

株式会社ソクナ

名古屋市中区丸の内一丁目15番9号

052-253-9381

愛知県17総第10-1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

052-261-8411

愛知県28総第3号

日本管財株式会社 中部本部

名古屋市中区栄３丁目18番1号

052-265-3223

愛知県20総第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15総第4号

株式会社アサヒファシリティズ 名古屋支店

名古屋市中区錦2丁目2番13号

052-231-8821

愛知県18総第15号

イオンディライト株式会社 東海支社 名古屋支店

名古屋市熱田区花表町20-17

052-950-0120

愛知県18総第14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16総第5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18総第5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

052-262-7501

愛知県18総第3号

大成株式会社

名古屋市中区栄三丁目31番12号

052-251-6611

建築物総合管理業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県17総第1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17総第17号

新生ビルテクノ株式会社 名古屋支店

名古屋市中区大井町2番3号

052-350-7581

愛知県17総第4号

コスモ建物管理株式会社 名古屋営業所

名古屋市中区錦一丁目１８番３３号ＫＤＤＩ名古屋ビル

052-201-1157

愛知県26総第2号

グローブシップ株式会社 名古屋支店

名古屋市中村区名駅三丁目28番12号

052-485-7566

愛知県16総第1号

昭和建物管理株式会社

名古屋市中区錦三丁目23番31号

052-951-1133

愛知県21総第1号

株式会社モラール 名古屋支店

名古屋市中区千代田三丁目２７番２１号

052-323-0188

愛知県18総第9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16総第4号

名古屋昭和建物サービス株式会社

名古屋市中区錦三丁目23番31号

052-950-5033

愛知県26総第1号

株式会社アールシーエイテクノサービス

名古屋市昭和区紅梅町三丁目６番地

052-859-0631

愛知県16総第3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20総第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16総第2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15総第2号

名古屋ビルサービス株式会社

名古屋市中区栄二丁目３番１号名古屋広小路ビルヂング14階

052-559-5000

愛知県20総第9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19総第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17総第8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30総第1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の２０２

052-799-1161

建築物総合管理業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県16総第6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18総第7号

株式会社東海ビルテック

名古屋市緑区鳴海町字細根111番地8-103号

052-622-8922

愛知県15総第7号

株式会社フジプロパティ

名古屋市名東区八前一丁目104番地

052-777-1721

愛知県17総第2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18総第4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

052-777-2311

愛知県15総第5号

株式会社ＡＰＯ－ＣＯＭＩ 名古屋支店

名古屋市名東区若葉台1401番地

052-760-6651

愛知県28総第5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2020総第4-1号

株式会社 愛清社

豊明市阿野町茶屋浦７３番地

0562-98-8234

愛知県18総第26-1号

株式会社ビケンテクノ 名古屋支店

豊明市新田町吉池20番3

0562-93-4677

愛知県23総第6-1号

株式会社 愛知スイミング

春日井市六軒屋町西三丁目１０番地１６

0568-78-8743

愛知県2１総第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3０総第6－2号

株式会社小牧ビルサービス

小牧市中央２－８０ ２０７

0568-48-2001

愛知県30総第6-1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15総第15-1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21総第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20総第8-1号

三和テクノ株式会社

津島市宮川町1丁目72番地

0567-24-5200

愛知県28総第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

建築物総合管理業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県16総第20-1号

アイコーサービス株式会社

東海市荒尾町上平井５２番地

052-601-3100

愛知県2020総第２０－１号 株式会社ニッコクトラスト

東海市富木島町東山４

052-603-2431

愛知県17総第20-1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17総第11-1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総第11-1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16総第11-1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14総第11-1号

株式会社日本クリーナー

豊田市松ケ枝町3丁目1番地3

0565-34-2271

愛知県25総第10-1号

株式会社 モダン装美

豊田市広川町五丁目１０７番地

0565-80-6565

愛知県21総第10-1号

豊田総合ビルメンテナンス協同組合

豊田市松ヶ枝町3丁目1番地3

0565-37-0036

愛知県27総第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20総第７－１号

建物管理株式会社

豊橋市前田南町１－１７ー１３

0532-56-4649

愛知県18総第7-1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16総第7-1号

株式会社昭和クリーナー

豊橋市井原町１１５番地

0532-62-3124

