浄化槽保守点検業者名簿
営業市町村：名張市
登録番号
(60)5-1
(60)6-1
(60)6-2
(60)2-4
(60)9-5

氏名／名称（代表者名）
株式会社マルイチ環境サービス
(倉田 勇人)
株式会社西原ネオ
(久木原 徹)
株式会社西原環境
(ヤニック・ラット)
株式会社東産業
(木室 浩一)
日化メンテナンス株式会社

郵便番号
住所（所在地）
514-1105 三重県津市久居北口町990番地の44

登録期間
郵便番号
営業所所在地
平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 514-1105 三重県津市久居北口町990-44

電話番号
059-255-5058

108-0023

東京都港区芝浦二丁目11番5号

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 515-0002

三重県松阪市郷津町234-1

0598-30-6693

108-0022

東京都港区海岸三丁目20番20号

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 515-0002

三重県松阪市郷津町234-1

0598-52-5520

510-0815

三重県四日市市野田一丁目8番38号

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 510-0815

三重県四日市市野田一丁目8番38号

059-332-2323

101-0031

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 518-0444

三重県名張市箕曲中村1036-1

0595-64-0563

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 514-2328

三重県津市安濃町草生192番地

059-268-2216
059-227-1975

中部企業株式会社
(大西 輝)
中央設備有限会社
(中村 多美子)
株式会社トーブ
(新美 一正)
株式会社ニッシン

514-2328

東京都千代田区東神田二丁目５番１２
号
三重県津市安濃町草生192番地

514-0021

三重県津市万町津196番地

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 514-0021

三重県津市万町津196番地

452-0823

愛知県名古屋市西区あし原町86番地

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 514-1101

462-0063

愛知県名古屋市北区丸新町381番地の1

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 519-0411

457-0821

愛知県名古屋市南区弥次ヱ町二丁目19
番地の1
愛知県名古屋市中村区竹橋町22番11号

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 514-2221
平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 514-1252

三重県津市稲葉町3191

059-252-0217

464-0850

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 510-0067

059-350-0788
059-225-3802

(60)9-16

株式会社エステム
(塩﨑 敦子)
富士工管株式会社
(林下 耕一郎)
フジクリーン工業株式会社
(木村 秀昭)
中部公営事業株式会社
(米澤 正昭)
名張環境事業協業組合

三重県津市久居明神町2720-1 ｻﾝﾊﾟﾙｺF 059-256-2935
号室
三重県度会郡玉城町久保258-2 メゾン 080-6966-9962
グレース102号室
三重県津市高野尾町1897-48
059-230-0099

(60)9-18
(60)4-22

(60)4-7
(60)4-9
(60)6-29
(60)6-30
(60)4-10
(60)5-11
(60)4-13
(60)4-16

(60)4-23
(60)4-25
(63)4-42
(3)4-48
(4)4-51

453-0016

501-6013

愛知県名古屋市千種区今池四丁目1番4
号
岐阜県羽島郡岐南町平成一丁目41番地

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 514-0008

三重県四日市市浜田町３番１２号四日
市三交ビル５階
三重県津市上浜町1丁目120番地1

518-0609

三重県名張市西田原2176-36

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 518-0609

三重県名張市西田原2176-36

0595-67-0130

株式会社菊屋

518-0722

三重県名張市松崎町1443

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 518-0722

三重県名張市松崎町1443

0595-63-9800

三重興業株式会社
(宇陀 秀晃)
株式会社フレンドサニタリー
(田中 正勝)
株式会社カンキョー
(原田 浩伸)
小林 真輔

514-0057

三重県津市一色町203番地の3

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 514-0057

三重県津市一色町203-3

059-228-3687

514-0303

三重県津市雲出長常町1290番地

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 514-0303

三重県津市雲出長常町1290

059-234-4692

514-0019

三重県津市住吉町1番10号

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 514-0019

三重県津市住吉町1番10号

059-223-1111

514-1104

三重県津市久居持川町２２１３番地９

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 514-0819

三重県津市高茶屋6丁目15番10号

059-234-6229

近鉄ビルサービス株式会社
(廣瀬 芳夫)
株式会社エステム三重
(五十君 好可)

542-0076

大阪府大阪市中央区難波二丁目２番３
号
三重県津市高野尾町1897-48

平成27年11月 7日 ～ 平成30年11月 6日 514-0004

三重県津市栄町１丁目８２０番地

059-226-2451

平成28年10月31日 ～ 平成31年10月30日 514-2221

三重県津市高野尾町1897-48

059-230-0464

514-2221

浄化槽保守点検業者名簿
営業市町村：名張市
郵便番号
住所（所在地）
515-0802 三重県松阪市猟師町526番地3

登録期間
郵便番号
営業所所在地
平成29年 7月 1日 ～ 平成32年 6月30日 515-0002 三重県松阪市郷津町381

電話番号
0598-50-3677

近畿環境サービス株式会社
(望田 昭博)
有限会社管理センターオガワ
(志水 幸隆)
株式会社ハヤシ
(林 昌史)
有限会社海山環境衛生
(吉田 伸一)
株式会社アクア
(中川 盛満)
三重藤吉工業株式会社
(鈴木 幸廣)
三重藤吉工業株式会社
(鈴木 幸廣)
三重藤吉工業株式会社
(鈴木 幸廣)
杉本 誠

555-0021

大阪府大阪市西淀川区歌島2-1-12

平成27年 4月13日 ～ 平成30年 4月12日 518-0413

三重県名張市下比奈知3072-3

0595-67-2100

513-0012

三重県鈴鹿市石薬師町2379番地の4

平成27年 8月30日 ～ 平成30年 8月29日 513-0012

三重県鈴鹿市石薬師町2379-4

059-374-3191

462-0006

愛知県名古屋市北区若鶴町142番地

平成27年 9月10日 ～ 平成30年 9月 9日 513-0032

三重県鈴鹿市池田町下り長898-50

059-384-3661

519-3406

三重県北牟婁郡紀北町相賀197-12

平成27年12月23日 ～ 平成30年12月22日 519-3406

三重県北牟婁郡紀北町相賀197-12

0597-32-1616

513-0809

三重県鈴鹿市西条６丁目３６番地

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目36番地

059-384-1882

510-0073

三重県四日市市西浜田町3番3号

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 514-0817

510-0073

三重県四日市市西浜田町3番3号

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 519-0321

三重県津市高茶屋小森町字大新田2892- 059-235-2121
56
三重県鈴鹿市深溝町字京新田2725
059-374-5554

510-0073

三重県四日市市西浜田町3番3号

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 510-0073

三重県四日市市西浜田町3番3号

059-353-7726

519-2802

三重県度会郡大紀町崎2166－1

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 519-2802

三重県度会郡大紀町崎2166－1

0598-74-0061

511-0862

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 517-0011

三重県桑名市大字播磨字岸西下２５４
５番地
三重県鳥羽市鳥羽２丁目１６番８号

0594-22-2211

517-0011

三重県桑名市大字播磨字岸西下２５４
５番地
三重県鳥羽市鳥羽２丁目１６番８号

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 511-0862

(60)8-5

株式会社コスモ
(木村 勇登)
株式会社 鳥羽産業

0599-25-2807

(60)7-7

伊勢市清掃株式会社

516-0012

三重県伊勢市通町６０５番地

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 516-0012

三重県伊勢市通町６０５番地

0596-22-4141

(60)7-7

伊勢市清掃株式会社

516-0012

三重県伊勢市通町６０５番地

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 519-0417

三重県度会郡玉城町上田辺673-2

0596-58-9100

(60)2-8

465-0014

愛知県名古屋市名東区上菅1-410

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 510-0076

三重県四日市市堀木2-4-12

059-353-0778

(60)7-8

ＡＧ株式会社
(児玉 英機)
中南勢清掃有限会社

516-0001

三重県伊勢市大湊町201

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 516-0802

0596-36-2212

(60)7-9

山田清掃有限会社

516-0053

三重県伊勢市中須町７１６－１

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 516-0053

三重県伊勢市御薗町新開字中野９６ー
４
中南勢ビル
三重県伊勢市中須町716-1

(3)1-29

株式会社中部汚水サービス
(松本 春樹)
志摩環境事業協業組合

511-0912

三重県桑名市星川1382-2

平成27年12月27日 ～ 平成30年12月26日 511-0912

三重県桑名市星川1382-2

0594-31-6661

517-0501

三重県志摩市阿児町鵜方9-44

平成28年 1月 1日 ～ 平成30年12月31日 517-0501

三重県志摩市阿児町鵜方9-44

0599-43-5911

藤吉工業株式会社
(加藤 靖始)
坂口 広行

453-0801

愛知県名古屋市中村区太閤四丁目2番8
号
三重県松阪市久保町712番地9

平成28年 1月22日 ～ 平成31年 1月21日 510-0073

三重県四日市市西浜田町3-3

059-353-8181

平成28年 1月15日 ～ 平成31年 1月14日 515-0044

三重県松阪市久保町712-8

0598-29-3752

株式会社環衛
(木村 成一)
有限会社東海管理サービス
(森本 髙夫)

510-8121

平成28年 1月22日 ～ 平成31年 1月21日 510-8121

三重県三重郡川越町大字高松字川下
1368-1
三重県四日市市富田三丁目7-16

059-364-5775

登録番号
(5)6-47
(3)9-31
(6)3-45
(3)3-32
(6)10-10
(60)3-2
(60)2-3
(60)2-3
(60)2-3
(60)6-3
(60)1-5

(63)8-16
(60)2-12
(9)6-58
(60)2-15
(10)2-39

田中

氏名／名称（代表者名）
薫

515-0044

510-8014

三重県三重郡川越町大字高松字川下
1368-1
三重県四日市市富田三丁目7-16

平成28年 4月22日 ～ 平成31年 4月21日 510-8014

0596-24-3115

059-365-4340

浄化槽保守点検業者名簿
営業市町村：名張市
郵便番号
住所（所在地）
450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-18-6

登録期間
郵便番号
営業所所在地
平成28年 5月27日 ～ 平成31年 5月26日 511-0825 三重県桑名市上野字笠松町218

電話番号
0594-23-5610

580-0017

大阪府松原市柴垣1-25-13

平成28年 5月28日 ～ 平成31年 5月27日 518-0473

三重県名張市百合が丘東３番町153

0595-64-1140

514-0008

三重県津市上浜町一丁目120番地の1

平成28年 6月13日 ～ 平成31年 6月12日 514-0008

三重県津市上浜町1丁目120番地の1

059-228-3716

458-0809

三重県伊勢市二見町松下1790-117

05964-3-4156

511-0836

愛知県名古屋市緑区西神の倉1丁目１０ 平成28年12月 2日 ～ 平成31年12月 1日 519-0601
０４番地
三重県桑名市江場五丁目519-1
平成28年12月 5日 ～ 平成31年12月 4日 511-0836

三重県桑名市江場五丁目519-1

0594-22-2283

485-0033

愛知県小牧市郷中二丁目70番地

平成28年12月26日 ～ 平成31年12月25日 513-0834

三重県鈴鹿市庄野羽山3-5-35

059-370-5184

518-0103

三重県伊賀市沖208

平成29年 3月 2日 ～ 平成32年 3月 1日 518-0103

三重県伊賀市沖208

0595-36-2448

481-0038

愛知県北名古屋市徳重御宮前６２番地

平成29年 3月 6日 ～ 平成32年 3月 5日 514-0003

三重県津市桜橋一丁目682番地

059-228-1367

481-0038

愛知県北名古屋市徳重御宮前６２番地

平成29年 3月 6日 ～ 平成32年 3月 5日 510-1234

486-0833

愛知県春日井市上条町1-79

平成29年 4月21日 ～ 平成32年 4月20日 5110912

三重県三重郡菰野町大字福村字南起46- 059-394-0777
6
三重県桑名市星見ヶ丘2-1007
0120-834-757

519-2184

三重県多気郡多気町三疋田262番地の1

平成29年 4月28日 ～ 平成32年 4月27日 519-2184

三重県多気郡多気町三疋田262-1

464-0858

平成26年 9月11日 ～ 平成29年 9月10日 514-2211

516-0004

愛知県名古屋市千種区千種三丁目20番
20号
三重県伊勢市神社港４１８番地９

平成26年10月 9日 ～ 平成29年10月 8日 516-0802

三重県津市芸濃町椋本字東三ッ谷5427- 059-266-1051
15
三重県伊勢市御薗町新開５０７－２
0596-31-1551

515-2504

三重県津市一志町高野２６０８番地２

平成26年11月26日 ～ 平成29年11月25日 515-2504

三重県津市一志町高野２６０８番地２

059-293-5809

(2)9-30

株式会社山口産業
(山口 行治)
スガコー建設株式会社

518-0441

三重県名張市夏見2270-1

平成27年 2月15日 ～ 平成30年 2月14日 518-0441

三重県名張市夏見2270-1

0595-63-5375

(8)7-44

中西

516-0041

三重県伊勢市常磐３丁目１０－９

平成27年 2月27日 ～ 平成30年 2月26日 516-0041

三重県伊勢市常磐３丁目１０－９

0596-21-0300

(11)2-47

465-0068
516-0804

愛知県名古屋市名東区牧の里二丁目120 平成27年 2月28日 ～ 平成30年 2月27日 510-8121
番地1
三重県伊勢市御薗町長屋2212
平成27年 3月 1日 ～ 平成30年 2月28日 516-0804

三重県三重郡川越町高松字川下１３６
８の１(㈱環衛内)
三重県伊勢市御薗町長屋2212

059-366-1801

(11)7-49

ケイ・アール株式会社
(黒川 隆道)
東洋プラント株式会社

0596-22-6996

(12)3-55

荻原

513-0804

三重県鈴鹿市三日市南一丁目2番13号

平成27年 7月12日 ～ 平成30年 7月11日 513-0804

三重県鈴鹿市三日市南一丁目2番13号

059-384-3434

(13)9-51

株式会社ビクトン工業

595-0012

平成28年 6月 6日 ～ 平成31年 6月 5日 518-0418

三重県名張市富貴ヶ丘５番町３２３

0725-21-5271

(13)9-52

近畿衛生技研株式会社

635-0001

大阪府泉大津市北豊中町１丁目３番１
号
奈良県大和高田市松塚１０１４－３

平成28年10月 5日 ～ 平成31年10月 4日 518-0445

三重県名張市瀬古口２０４－２

0595-63-4005

(13)4-75

田辺設備株式会社
(田辺三郎)
有限会社 ネオテック

514-1114

三重県津市久居井戸山町817番地

平成29年 1月26日 ～ 平成32年 1月25日 514-1114

三重県津市久居井戸山町817番地

059-256-1155

518-0131

三重県伊賀市ゆめが丘３丁目２０－８

平成26年 8月 7日 ～ 平成29年 8月 6日 518-0131

三重県伊賀市ゆめが丘３丁目２０－８

0595-26-3085

登録番号
(10)4-63
(10)9-46
(10)4-64
(61)7-28
(10)1-42
(10)3-51
(1)9-28
(10)4-66
(10)4-66
(11)1-43
(11)6-60
(11)4-71
(2)7-33
(5)5-22

(14)9-47

氏名／名称（代表者名）
株式会社 サムテック
(森 一夫)
協栄水工メンテナンス株式会社
(服部 圭介)
有限会社三和技術
(芝 華恵)
中部パージサービス株式会社
有限会社桑名クリーンワールド
(神農 真一郎)
中京浄化槽管理株式会社
(髙築 好)
有限会社上野清掃社
(福田 秀道)
中部日化サービス株式会社
(杉本 由夫)
中部日化サービス株式会社
(杉本 由夫)
株式会社サン春日井
(伊藤 樹孝)
クリーンアップタキ有限会社
(村田 安弘)
日本理化サービス株式会社
(有松 浩二)
れんげメンテナンス株式会社

理

啓一郎

0598-38-2304

浄化槽保守点検業者名簿
営業市町村：名張市
氏名／名称（代表者名）
北川産業株式会社
(北川 守)
東海メンテナンス株式会社
(奥野 徹)
川口 秋彦

郵便番号
住所（所在地）
522-0007 滋賀県彦根市古沢町685番地

登録期間
郵便番号
営業所所在地
平成26年 8月 9日 ～ 平成29年 8月 8日 514-0103 三重県津市栗真中山町343-1

電話番号
059-233-3309

514-0004

三重県津市栄町三丁目257番地

平成26年 9月 3日 ～ 平成29年 9月 2日 514-0004

三重県津市栄町3-257

059-224-7167

514-0051

三重県津市納所町966番地10

平成27年 9月 2日 ～ 平成30年 9月 1日 514-0051

三重県津市納所町966番地10

059-246-5108

有限会社アクアメンテ
(眞弓 司)
トーケンサービス株式会社
(加藤 順健)
奈良日化サービス株式会社

514-2202

三重県津市芸濃町林1909番地64

平成28年 6月24日 ～ 平成31年 6月23日 514-2202

三重県津市芸濃町林1909番地64

059-265-3230

512-8043

三重県四日市市平津新町260番地の611

平成28年11月11日 ～ 平成31年11月10日 512-8043

三重県四日市市平津新町260番地の611

059-363-6030

639-1053

奈良県大和郡山市千日町２５－２

平成29年 4月28日 ～ 平成32年 4月27日 5180471

三重県名張市百合が丘東１－１５７

0595-63-9896

株式会社ダイキアクシス
(大亀 裕)
株式会社ダイキアクシス
(大亀 裕)
新世紀建工株式会社

791-8022

愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

平成26年10月 3日 ～ 平成29年10月 2日 514-1101

三重県津市久居明神町2720-1

791-8022

愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

平成26年10月 3日 ～ 平成29年10月 2日 512-0901

639-0231

奈良県香芝市下田西三丁目9番16号

平成27年 1月19日 ～ 平成30年 1月18日 518-0752

三重県四日市市大谷台2-1622-115(㈱三 059-333-1285
陽工業内)
三重県名張市蔵持町原出528-12
0595-63-1762

497-0050

愛知県海部郡蟹江町学戸一丁目3番地

平成27年 3月 9日 ～ 平成30年 3月 8日 511-0426

(17)7-64

株式会社クリンテック
(東 賢一)
大西 英樹

516-2115

三重県度会郡度会町長原８５０番地

(18)3-66

杉野朋徳

510-0257

(19)1-48

シラカワ工業株式会社
(白川 雅朗)
有限会社白鳳清掃

453-0014

登録番号
(14)4-77
(14)4-78
(15)4-80
(16)4-85
(16)2-61
(17)9-55
(17)2-62
(17)2-62
(17)9-57
(17)1-47

0594-72-7715

平成27年 3月29日 ～ 平成30年 3月28日 516-2115

三重県いなべ市北勢町其原字下新田
871-2
三重県度会郡度会町長原８５０番地

三重県鈴鹿市東磯山一丁目６番７号

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 510-0257

三重県鈴鹿市東磯山１－６－７

059-388-2676

平成28年 5月12日 ～ 平成31年 5月11日 511-0933
平成28年 7月10日 ～ 平成31年 7月 9日 518-0128

三重県桑名市西正和台５丁目１２番地
の９
三重県伊賀市猪田字東川原7088番地

0594-31-7089

518-0128

愛知県名古屋市中村区則武１丁目１９
番３号
三重県伊賀市猪田字東川原7088番地

0595-37-0128

ニッコーエムイー株式会社
(織田 信康)
日本メンテナスエンジニヤリング株
式会社(岡原 貢)
クリーン有限会社
(濵中 長司)
松平 早苗

361-0016

埼玉県行田市藤原町１－２１－１

平成26年 9月 3日 ～ 平成29年 9月 2日 511-0836

三重県桑名市江場１５４７

0594-21-9550

530-0035

大阪府大阪市北区同心一丁目7番14号

平成27年 9月26日 ～ 平成30年 9月25日 514-0011

三重県津市高洲町34-1

059-225-1645

519-3663

三重県尾鷲市宮ノ上町9-3

平成28年 1月15日 ～ 平成31年 1月14日 519-3663

三重県尾鷲市宮ノ上町9-3

0597-22-7888

516-0804

三重県伊勢市御薗町長屋１９７３－１

平成28年10月 6日 ～ 平成31年10月 5日 516-0804

三重県伊勢市御薗町長屋２２１２

0596-22-6998

514-0062

三重県津市観音寺町446番地78

平成29年 1月15日 ～ 平成32年 1月14日 514-0062

三重県津市観音寺町446番地78

059-253-7573

(23)7-76

株式会社コーラルリーフ
(坂下 嘉彦)
株式会社オイリー

517-0501

三重県志摩市阿児町鵜方477番地7

平成29年 5月14日 ～ 平成32年 5月13日

三重県志摩市阿児町鵜方４７７番地７

0599-43-7007

(23)3-73

東條

513-0019

平成26年 7月12日 ～ 平成29年 7月11日 513-0019

三重県鈴鹿市高岡台三丁目１８ー２８

059-348-2218

(23)9-4

大永メンテナンス有限会社
(西羅 和典)
有限会社ルックワークシステムズ
(福嶋 章彦)

三重県鈴鹿市高岡台３丁目１８番２８
号
大阪府大阪市東成区東小橋２丁目１番
４７号
三重県名張市桔梗が丘４番町２－１９

平成27年 1月21日 ～ 平成30年 1月20日 518-0625

三重県名張市桔梗が丘5-1-25-4

06-6981-0456

平成27年 2月 7日 ～ 平成30年 2月 6日 518-0624

三重県名張市桔梗が丘４番町２－１９

0595-66-0747

(19)9-23
(20)1-50
(21)4-95
(9)10-11
(22)7-74
(22)4-98

(23)9-5

秀幸

537-0024
518-0624

0596-64-0572

浄化槽保守点検業者名簿
営業市町村：名張市
登録番号
(24)1-53

郵便番号
住所（所在地）
485-0029 愛知県小牧市中央4-96

登録期間
郵便番号
営業所所在地
平成27年 7月 3日 ～ 平成30年 7月 2日 511-1143 三重県桑名市長島町西外面３８１

電話番号
0594-42-3285

919-0321

平成28年 2月 1日 ～ 平成31年 1月31日 514-0004

三重県津市栄町２丁目４７８

059-213-1038

平成28年 7月 2日 ～ 平成31年 7月 1日 510-0012

三重県四日市市大字羽津4531

059-340-3671

(25)2-70

氏名／名称（代表者名）
有限会社総合管理
(村本 卓三)
株式会社 クォードコーポレーショ
ン(清水 一宏)
志賀 和博

510-0034

(25)7-80

株式会社

519-0416

(26)7-82

羽根

(26)9-2
(26)3-76

(24)4-103

平成29年 1月31日 ～ 平成32年 1月30日 519-0416

三重県度会郡玉城町下田辺１０７５

0596-58-3302

517-0501

福井県福井市下河北町第１１号１３番
地
三重県四日市市滝川町16番2号 ｻﾝﾏﾝｼｮ
ﾝｱﾄﾚ川原町601
三重県度会郡玉城町下田辺１０７５番
地
三重県志摩市阿児町鵜方２５０２－９

平成26年12月11日 ～ 平成29年12月10日 517-0501

三重県志摩市阿児町鵜方２５０２－９

0599-65-7067

欠田長平

518-0205

三重県伊賀市伊勢路6-1

平成27年 2月21日 ～ 平成30年 2月20日 518-0205

三重県伊賀市伊勢路6-1

0595-52-0409

会心株式会社
(氏家 巌)
株式会社サニコン

519-0181

三重県亀山市みずきが丘３番地１０

平成27年 2月27日 ～ 平成30年 2月26日 519-0181

三重県亀山市みずきが丘３番地１０

0595-83-5030

591-8034

大阪府堺市堺区百舌鳥陵南町3丁345

平成27年 3月10日 ～ 平成30年 3月 9日 518-0752

三重県名張市蔵持町原出528-12

0595-63-9090

514-2304

三重県津市安濃町太田１６６４－６０

平成27年 3月13日 ～ 平成30年 3月12日 514-0826

三重県津市野田２１－５３６

059-261-1288

518-0722

三重県名張市松崎町1440-1

平成27年 4月27日 ～ 平成30年 4月26日 518-0722

三重県名張市松崎町1440-1

0595-63-2156

463-0035

名古屋市名東区勢子坊二丁目204番地

平成27年 5月19日 ～ 平成30年 5月18日 512-1111

三重県四日市市山田町字向山577-3

090-1561-1343

(27)7-83

エヌ・エンジニアリング株式会社
(小林 直大)
株式会社丸栄建設
(菊山 賢二)
株式会社環企画
(矢守 満男)
三田 洋平

516-0804

三重県伊勢市御薗町長屋１３５１－１

平成27年 7月11日 ～ 平成30年 7月10日 516-0804

三重県伊勢市御薗町長屋１３５１－１

0596-20-7676

(27)7-85

倉田

516-2111

三重県度会郡度会町下久具１４０番地

平成27年11月26日 ～ 平成30年11月25日 516-2111

三重県度会郡度会町下久具１４０

090-6804-2569

(18)9-1

日本ファシリオ株式会社

107-0061

東京都港区北青山２丁目１２番２８号

平成27年11月30日 ～ 平成30年11月29日 518-0615

三重県名張市美旗中村２７１７－３

0595-65-4153

(18)9-1

日本ファシリオ株式会社

107-0061

東京都港区北青山２丁目１２番２８号

平成27年11月30日 ～ 平成30年11月29日 517-0212

0599-57-2979

(27)4-110

株式会社 アクアス
(山本 健太)
株式会社ユープライム
(佐藤 雄司)
上野ガス株式会社
(木津 龍平)
椿 也寸志

526-0245

滋賀県長浜市湯次町１５５番地ブリリ
アンスシティーⅠ
岐阜県多治見市星ケ台二丁目３７番地
の１
三重県伊賀市上野茅町2706番地

平成28年 2月16日 ～ 平成31年 2月15日 514-0007

三重県志摩市磯部町坂崎下山９５２－
１
三重県津市大谷町164番地の1 レス
ポール大谷106
三重県亀山市栄町１４８６－４ レオ
パレス萩野１１０号室
三重県伊賀市上野茅町2706番地

(26)9-1
(26)4-106
(24)9-1
(27)2-71

(27)3-79
(27)9-1
(27)7-88
(28)1-57
(28)7-90
(28)9-1
(28)6-104

坂口設備

隆彦

和重

ニッコー株式会社
(三谷 明子)
前田 真一
福岡設備工業株式会社
(福岡 清政)
石田 修一

507-0811
518-0838
517-0603

三重県志摩市大王町波切３８６２－１
７
石川県白山市相木町３８３

519-0505

平成28年 2月27日 ～ 平成31年 2月26日 519-0111
平成28年 3月19日 ～ 平成31年 3月18日 518-0838
平成28年 3月25日 ～ 平成31年 3月24日 517-0603

059-253-7763
0595-84-1015
0595-21-3611

平成28年12月29日 ～ 平成31年12月28日 511-0834

三重県志摩市大王町波切３８６２－１
７
三重県桑名市江場１５４７

090-1988-6762
0594-21-9550

三重県伊勢市小俣町本町６８９

平成28年12月29日 ～ 平成31年12月28日 519-0505

三重県伊勢市小俣町本町６８９

0596-65-7667

518-0223

三重県伊賀市岡田５４３番地の２

平成29年 2月18日 ～ 平成32年 2月17日 518-0223

三重県伊賀市岡田543番地の2

0595-52-1232

515-0317

三重県多気郡明和町大字池村1501番地1 平成29年 3月25日 ～ 平成32年 3月24日 515-0317

三重県多気郡明和町池村1501番地1

080-2650-8739

浄化槽保守点検業者名簿
営業市町村：名張市
登録番号
(29)6-105

谷

氏名／名称（代表者名）
裕次

郵便番号
住所（所在地）
515-2341 三重県松阪市小野町３１９番地

登録期間
郵便番号
営業所所在地
平成29年 6月 6日 ～ 平成32年 6月 5日 515-2341 松阪市小野町３１９番地

電話番号
0598-58-2526

