建築物清掃業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県7清第6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4清第1号

株式会社つやげん

名古屋市千種区赤坂町二丁目21番地

052-722-4141

愛知県31清第3号

株式会社フロンティアの介護 清掃事業部

名古屋市東区泉1-19-8

052-953-7768

愛知県18清第5号

朝日総業株式会社

名古屋市東区葵二丁目11-22

052-937-6211

愛知県9清第3号

セクダム株式会社 本社

名古屋市東区葵一丁目15番23号

052-936-7070

愛知県30清第1号

大栄興業株式会社

名古屋市東区東大曽根町37番1号

052-935-1123

愛知県17清第6号

株式会社テツコーポレーション

名古屋市東区葵1丁目7番17号

052-937-0707

愛知県5清第10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23清第6号

株式会社グリーン総業

名古屋市東区泉2-11-8

052-931-0362

愛知県8清第8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清第1号

有限会社シノテック

名古屋市東区古出来二丁目８－１６

052-768-5908

愛知県7清第1号

株式会社玉野エコスト

名古屋市東区葵二丁目11番19号

052-931-9148

愛知県12清第8号

邦和ビルサービス株式会社

名古屋市北区黒川本通二丁目17番地

052-918-8222

愛知県2020清第3号

株式会社リツメンテナンス 名古屋支店

名古屋市北区三軒町186番地第一安藤ビル２F

052-908-8858

愛知県20清第2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26清第4号

株式会社東海メンテナンス

名古屋市北区志賀南通一丁目21番地日劇黒川ビル6F

052-910-2511

愛知県2020清第2号

有限会社セイズ

名古屋市北区中丸町2-38アオキビル1F

052-982-1713

建築物清掃業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県３１清第4号

有限会社イシハラ産業

名古屋市北区如意四丁目17番地の1

052-909-6055

愛知県24清第7号

株式会社美創

名古屋市北区若葉通３丁目８番地の２エステート若葉101

052-915-6607

愛知県11清第9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11清第6号

株式会社天龍

名古屋市北区喜惣治一丁目285番地

052-902-1818

愛知県58清第2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３１清第6号

株式会社ジャスト・イン・クリエイト

名古屋市西区天塚町４－６１－２

052-508-6361

愛知県16清第3-1号

株式会社サンメンテナンス 東海支店

名古屋市西区花の木3丁目5番6号

052-528-1366

愛知県12清第13号

株式会社マーケットマネージメント

名古屋市西区鳥見町1－15

052-524-1963

愛知県18清第3号

有限会社佐藤総業

名古屋市西区大野木4丁目566-1

052-501-7256

愛知県5清第2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28清第3号

株式会社アール・エス・シー中部

名古屋市西区那古野一丁目14番18号

052-581-5421

愛知県10清第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1清第2号

株式会社タカハラコーポレーション

名古屋市西区野南町3番地

052-504-3371

愛知県21清第2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2020清第1号

栄和建物管理株式会社 名古屋支店

名古屋市中村区名駅四丁目2番28号

052-589-8855

愛知県19清第8号

東海美装興業株式会社 名古屋営業所

名古屋市中村区名駅三丁目22番8号

052-551-7685

愛知県10清第7号

名鉄ビルディング管理株式会社

名古屋市中村区名駅一丁目2番4号

052-551-0710

建築物清掃業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県31清第2号

サンリフレサポート株式会社

名古屋市中村区剣町145番地

052-412-4770

愛知県12清第14号

エム・トラスト株式会社

名古屋市中村区名駅３丁目22番8号

052-587-2961

愛知県23清第8号

株式会社ハイパー

名古屋市中村区本陣通5丁目235番地

052-412-8186

愛知県24清第6号

株式会社ビルプロ

名古屋市中村区日比津町四丁目18番14号C102

052-414-6633

愛知県30清第4号

大和ライフネクスト株式会社ホテルサポート部 西日本支店中京ホテルグループ

名古屋市中村区平池町四丁目60番地9

052-485-6163

愛知県6清第6号

株式会社ニック

名古屋市中村区稲上町1丁目84番地3

052-413-6031

愛知県22清第1号

株式会社キャッスルサービス

名古屋市中村区名駅四丁目3番25号

052-561-1510

愛知県56清第11号

三幸株式会社 名古屋支店

名古屋市中村区名駅１－１－１JPタワー名古屋１２F

052-561-0500

愛知県28清第5号

株式会社あ・さぽーと

名古屋市中村区草薙町一丁目89番地2

052-419-6431

愛知県15清第3号

松輪ビルテック株式会社

名古屋市中村区名駅二丁目36番10号

052-541-2381

愛知県20清第3号

旭警備保障株式会社

名古屋市中区錦１丁目8番43号

052-203-0539

愛知県16清第5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23清第5号

興栄キャッスル株式会社

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26清第5号

株式会社クルーズ

名古屋市中区富士見町3番7号

052-321-3331

愛知県28清第2号

八木兵殖産株式会社 ＹＳビル管理サービス

名古屋市中区錦二丁目5番32号

052-201-8005

愛知県25清第1号

株式会社白青舎 名古屋支店

名古屋市中区栄3丁目16番10号先エンゼルパーク駐車場B1

052-251-6723

愛知県30清第3号

株式会社 リーフビジョン

名古屋市中区金山５丁目7番23号

052-884-2048

建築物清掃業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県60清第3号

大成ビル管理株式会社

名古屋市中区栄二丁目６番１号

052-222-3002

愛知県28清第4号

株式会社すてっぷ

名古屋市港区名港一丁目18番11号熊澤ビル

052-304-7865

愛知県63清第1号

株式会社美建

名古屋市中区錦一丁目5番13号

052-265-5551

愛知県59清第3号

中日サービス株式会社

名古屋市中区栄四丁目1の1

052-263-7615

愛知県28清第7号

エバーオンワード株式会社

名古屋市中区丸の内２丁目16番22号

052-231-5133

愛知県16清第1号

一般社団法人 愛知高齢者事業団

名古屋市中区平和二丁目2番3号

052-331-4854

愛知県16清第4号

株式会社武田商店 おそうじまま

名古屋市中区千代田２－１０－５

052-241-1940

愛知県27清第2号

株式会社エフ・エム・シー愛知支店

名古屋市中区丸の内２－１６－２２

052-221-8778

愛知県16清第2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2１清第10-4号

株式会社静掃舎 名古屋支店

名古屋市昭和区阿由知通一丁目20番地３ヒルカワビル１F

052-753-5588

愛知県20清第5号

株式会社名古屋交通開発機構 環境部

名古屋市昭和区紅梅町3丁目10番地

052-842-4383

愛知県11清第10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27清第1号

有限会社ダイケン

名古屋市昭和区萩原町６－２４

052-763-5672

愛知県19清第5号

有限会社SEIKA

名古屋市瑞穂区下山町一丁目34番の3

052-834-2261

愛知県14清第4号

株式会社名鉄美装

名古屋市瑞穂区桃園町2番15号

052-819-6225

愛知県31清第5号

株式会社リウシス

名古屋市熱田区川並町４番７号Rビル304

052-678-6543

愛知県19清第1号

株式会社Ａ－ｏｎｅ

名古屋市熱田区伝馬2-2-12

052-679-5101

建築物清掃業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県18清第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

愛知県12清第7号

株式会社ホリエブロス

名古屋市熱田区西郊通5丁目13番地の1

052-671-1950

愛知県57清第2号

サニービルサービス株式会社

名古屋市熱田区六野二丁目１番３号

052-889-6588

愛知県30清第2号

株式会社セイブ 本店

名古屋市中川区万場三丁目1314番地

052-432-2322

愛知県21清第3号

株式会社RAYS

名古屋市中川区吉津一丁目2110番地

052-485-4950

愛知県9清第7号

中部環境サービス株式会社

名古屋市港区砂美町７番地

052-652-6271

愛知県26清第3号

株式会社タカラサービス

名古屋市港区宝神四丁目１２１９番地

052-381-3751

愛知県27清第3号

有限会社ばんばサービス グリーンサイクル事業所

名古屋市港区昭和町１３番地

愛知県23清第7号

昭和サービス株式会社

名古屋市港区木場町９番地１

052-693-2225

愛知県19清第2号

株式会社ライフサポート 本社営業部

名古屋市南区大同町四丁目7番地

052-611-8874

愛知県19清第4号

株式会社サカイ

名古屋市南区曽池町二丁目38番地

052-825-6885

愛知県56清第7号

中部ビルサービス株式会社

名古屋市南区白水町36番地の168

052-612-3929

愛知県7清第14号

アムコ株式会社

名古屋市南区丹後通2丁目4番地

052-612-0890

愛知県58清第11号

名鉄産業株式会社

名古屋市南区前浜通七丁目28番地

052-821-2108

愛知県26清第2号

日本クリエイト株式会社

名古屋市守山区小幡五丁目10番4号

052-793-6129

愛知県29清第2号

トラスコ株式会社

名古屋市守山区金屋二丁目47番地

052-792-5551

愛知県20清第6号

有限会社クリーンアップユーズ

名古屋市守山区太田井10番４号

052-793-5110

建築物清掃業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県19清第3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25清第2号

株式会社オーアンドケー

名古屋市緑区平手南１丁目１１７番地

052-877-2887

愛知県24清第5号

株式会社サンエスサービス

名古屋市名東区高社二丁目245番地

052-774-4360

愛知県３１清第7号

株式会社千美サービス

名古屋市名東区極楽5-4

052-701-8045

愛知県31清第1号

有限会社アイホームサービス

名古屋市名東区梅森坂３丁目2708

052-702-0702

愛知県29清第4号

株式会社ＡＮＹ

名古屋市名東区豊が丘2203番地

052-777-2555

愛知県29清第3号

株式会社トップワーク

名古屋市名東区高針原2丁目1508番地

052-704-7315

愛知県29清第1号

株式会社クリーンスタイル

名古屋市名東区牧の里一丁目701番地

052-439-6617

愛知県10清第11号

株式会社ベストハウス

名古屋市名東区牧の里二丁目119番地

052-703-5161

愛知県22清第2号

株式会社ザ・リストラカンパニー

名古屋市名東区西里町一丁目14番地

052-705-1224

愛知県14清第3号

池忠工業株式会社

名古屋市名東区本郷三丁目151番地

052-772-8344

愛知県24清第3号

有限会社クリーンサービスみよし 本社

名古屋市天白区植田山四丁目１３１０番地

052-835-3441

愛知県23清第3号

株式会社中京コアシス

名古屋市天白区原三丁目３０４－１T&Lビル２階

052-800-8805

愛知県28清第6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10清第3-3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25清第3-1号

株式会社装屋

稲沢市松下2-7-24ハイツリトル松下302

0587-24-3365

愛知県18清第18-1号

株式会社和光

稲沢市奥田白山町112番1

0587-22-1236

建築物清掃業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県16清第4-2号

株式会社瀬戸ビルクリーナー

瀬戸市東松山町135番地1

0561-82-8671

愛知県27清第4-1号

株式会社 日進クリーナー

日進市米野木台五丁目１０２２番地

0561-73-3228

愛知県12清第26-1号

株式会社ライズネット

日進市藤塚3丁目95番地

0561-72-4448

愛知県11清第4-1号

有限会社三興サービス

長久手市城屋敷1406番地

0561-62-1369

愛知県16清第4-1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26清第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番地1

0561-38-9226

愛知県23清第6-1号

株式会社 セイエー

春日井市若草通５丁目１３４番地

0568-83-2575

愛知県24清第6-1号

株式会社 長田清掃

春日井市勝川町一丁目５番地の１１

愛知県12清第6-1号

株式会社 愛栄建物管理

春日井市押沢台4丁目8番地9

0568-94-3300

愛知県29清第6-1号

株式会社ビステイジ

春日井市柏原町５－９３－２

0568-84-9200

愛知県22清第6-1号

株式会社ニュークリエイト

春日井市鳥居松町４丁目１２２番地王子不動産名古屋ビル地下１階 0568-85-2646

愛知県31清第319-10号

Ｈ２プロジェクト株式会社

小牧市村中５２２－１

0568-76-0562

愛知県23清第6-2号

株式会社セイソー

小牧市下末１４７５番地１

0568-42-1755

愛知県29清第15-1号

株式会社エルス

丹羽郡扶桑町高雄天道10アルジェンタビル１Ｆ

0587-81-8550

愛知県19清第21-1号

株式会社モリオメンテナンス

清須市西枇杷島町古城二丁目１６番４

052-504-7571

愛知県21清第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12清第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

建築物清掃業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県7清第10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23清第8-1号

株式会社安部商会

津島市神守町元屋敷139番地

0567-31-6812

愛知県２７清第８－１号

ダスキン松ヶ下

津島市松ヶ下町１５３番地１

0567-28-1192

愛知県26清第8-2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30清第8-2号

株式会社コーワメンテナンス

愛西市根高町郷前１８１－３

0567-69-5801

愛知県30清第8-1号

株式会社エスティワンサービス

あま市西今宿六反地五２２－７

052-526-1181

愛知県19清第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31清第20-1号

東横イン 中部国際空港

常滑市セントレア４－２－５

0569-38-0045

愛知県21清第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16清第20-1号

有限会社明光

常滑市新開町2丁目40番地

0569-34-6565

愛知県13清第20-3号

株式会社安藤組

東海市東海町3－5－1

052-603-1521

愛知県３１清第２０－２号 有限会社小澤メンテナンス

東海市富木島町伏見1丁目6番地5

052-604-3317

愛知県30清第20-1号

有限会社 ホップアップ

東海市加木屋町寺ノ前６－６

0562-38-2080

愛知県62清第7号

株式会社日誠

知多市八幡字小根14番地29

0562-33-0104

愛知県24清第10-1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29清第10-1号

光田美装

碧南市植出町２－５２－１

0566-56-2088

愛知県21清第10-2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

建築物清掃業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県20清第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17清第10-1号

シマツビーエム株式会社

刈谷市神明町４丁目７０２番地

0566-25-2212

愛知県16清第10-1号

株式会社アイシン・コラボ

刈谷市一色町３丁目５番地

0566-24-8572

愛知県27清第10-2号

有限会社 丸和トラストジャパン

豊田市丸山町五丁目２１番地

0565-28-3061

愛知県28清第10-1号

株式会社JTO

安城市緑町１－１６－６ティーワン緑町１Ｆ

0566-91-2880

愛知県27清第10-1号

有限会社ベスト

安城市明治本町15番10号

0566-72-0667

愛知県10清第12-1号

株式会社名美

知立市八ツ田町1丁目8番地3

0566-82-3619

愛知県12清第23-1号

株式会社都市環境サービス

豊田市松ケ枝町３丁目２８番地１

0565-33-2468

愛知県2020清第10-1号

株式会社サンセルフ 事業所

豊田市泉町下前田１７番地１

0565-89-4665

愛知県23清第10-1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25清第10-1号

有限会社愛心ベステ

豊田市宝町竹見３２番地３

0566-25-5800

愛知県61清第1号

株式会社明清社

豊田市朝日ケ丘5丁目22番地

0565-32-1947

愛知県30清第10-1号

株式会社ムツミ建設 美里営業所

豊田市美里５丁目１２番地１２

0565-88-5380

愛知県11清第23-1号

豊田都市メンテナンス株式会社

豊田市広川町5丁目107番地

0565-88-7477

愛知県8清第2号

川原産業合名会社

豊田市高崎町新池4番地4

0565-33-0434

愛知県16清第11-1号

デジタルファーム有限会社

豊田市桜町2丁目57番地

0565-35-6121

愛知県16清第13-3号

有限会社 旭クリーナー

豊田市豊栄町11丁目67番地

0565-25-2633

建築物清掃業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県58清第16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9清第11-1号

有限会社 三友工業

豊田市四郷町下古屋109番地

0565-44-1420

愛知県19清第13-1号

有限会社アサヒクリーンメンテ

岡崎市井田町字茨坪34番地431

0564-21-7824

愛知県22清第13-2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30清第13-1号

中部総合クリーナー株式会社

岡崎市上六名１丁目２－２１

0564-54-6604

愛知県17清第13-2号

有限会社中部美装

岡崎市井田西町１４番地４５

0564-26-0880

愛知県24清第13-1号

株式会社 エイコー

岡崎市井内町字北浦６７番地１

0564-71-3860

愛知県22清第13-1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29清第13-1号

有限会社グローバル・エージェント

岡崎市福岡町字永池２６番地１

0564-51-9911

愛知県61清第2号

有限会社大成社

岡崎市上六名四丁目4番地33

0564-59-3922

愛知県17清第19-1号

光田屋株式会社

新城市字南畑74番地

0536-23-2131

愛知県31清第7-1号

有限会社 愛知ビル管理

豊川市光明町１－１７

0533-84-7952

愛知県19清第7-1号

三愛クリーナー株式会社

豊川市伊奈町南山新田１１７－２

0533-72-7235

愛知県23清第7-1号

株式会社晃章美化

豊川市御津町御馬西１２９番地

0533-75-5453

愛知県61清第9号

株式会社御津クリーナー

豊川市御津町御馬長床127

0533-76-2745

愛知県2020清第7-1号

東三美化有限会社

蒲郡市拾石町倉田１８番地

0533-68-1738

愛知県25清第7-1号

有限会社 福江サンクリーン

田原市長沢町長沢１６３番地３

0531-32-1359

建築物清掃業
登録番号

営業所名称

営業所所在地

電話番号

愛知県20清第7-1号

有限会社モダンビルサービス

豊橋市井原町97番地の2

0532-62-8169

愛知県8清第3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2020清第７－２号 ヒデ・クリーンサービス

豊橋市絹田町６５番地

0532-39-7905

愛知県7清第12号

東海整備株式会社 豊橋事業所

豊橋市花田町西宿無番地 ＪＲ豊橋駅構内

0532-53-1620

愛知県30清第7-1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18清第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62清第6号

有限会社近藤ビル管理

豊橋市佐藤二丁目16番地の23

0532-64-8856

愛知県62清第5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５階

0532-55-2170

愛知県28清第7-1号

株式会社ガード・リサーチ 三河事業本部 豊橋支社

豊橋市広小路一丁目３９番地

0532-52-0346

