浄化槽保守点検業者名簿
営業市町村：紀宝町
氏名／名称（代表者名）
株式会社西原ネオ
(久木原 徹)
有限会社熊野保全サービス
(内山 直子)
株式会社西原環境
(ヤニック・ラット)
有限会社紀南清掃衛生社
(硎屋 孝郎)
株式会社ニッシン

郵便番号
住所（所在地）
108-0023 東京都港区芝浦二丁目11番5号

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 515-0002 三重県松阪市郷津町234-1

電話番号
0598-30-6693

519-4323

三重県熊野市木本町804番地

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 519-4323

三重県熊野市木本町804

0597-89-5025

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

519-4324

三重県熊野市井戸町541番地の6

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 519-4324

三重県熊野市井戸町541-6

0597-85-3414

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

519-3615

三重県尾鷲市中央町5-1

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 519-3615

464-0850

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 510-0067

514-0019

愛知県名古屋市千種区今池四丁目1番4
号
三重県津市住吉町1番10号

647-0024

(60)8-5

株式会社南清社
(小倉 裕)
フジクリーン工業株式会社
(木村 秀昭)
株式会社カンキョー
(原田 浩伸)
有限会社山口浄化槽工業所
(岡田 清治)
有限会社熊野清掃衛生舎
(鈴木 康仁)
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)
株式会社 鳥羽産業

三重県度会郡玉城町久保258-2
グレース102号室
三重県尾鷲市中央町5-1

(60)7-7

登録番号
(60)6-1
(60)11-2
(60)6-2
(60)11-3
(60)6-30
(60)10-5
(60)4-13

メゾン 080-6966-9962
0597-22-6955

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 514-0019

三重県四日市市浜田町３番１２号四日
市三交ビル５階
三重県津市住吉町1番10号

059-223-1111

和歌山県新宮市熊野地一丁目4番14号

平成27年12月28日 ～ 平成30年12月27日 519-5715

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿805-12

0735-22-3805

519-4325

三重県熊野市有馬町309番地の2

平成27年12月26日 ～ 平成30年12月25日 519-4325

三重県熊野市有馬町309-2

0597-89-2250

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

517-0011

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 517-0011

三重県鳥羽市鳥羽２丁目１６番８号

0599-25-2807

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

(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)
株式会社 サムテック
(森 一夫)
有限会社三和技術
(芝 華恵)

453-0801

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

450-0002

愛知県名古屋市中村区太閤四丁目2番8
号
愛知県名古屋市中村区名駅5-18-6

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

0594-23-5610

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

(60)4-25
(63)11-11
(3)11-14
(6)10-10
(60)3-2
(60)2-3
(60)2-3
(60)2-3

(63)8-16
(60)2-12
(10)4-63
(10)4-64

059-350-0788

浄化槽保守点検業者名簿
営業市町村：紀宝町
登録番号
(10)11-24
(61)7-28

氏名／名称（代表者名）
有限会社北新興業
(橋爪 良季)
中部パージサービス株式会社

郵便番号
住所（所在地）
519-5204 三重県南牟婁郡御浜町阿田和4350番地

電話番号
05979-2-2989

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

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

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

三重県三重郡菰野町大字福村字南起46- 059-394-0777
6
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

株式会社山口産業
(山口 行治)
東洋プラント株式会社

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

516-0804

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

三重県伊勢市御薗町長屋2212

0596-22-6996

519-4325

三重県熊野市有馬町1475番地6

平成26年 7月 2日 ～ 平成29年 7月 1日 519-4325

三重県熊野市有馬町1475-6

0597-89-3821

522-0007

滋賀県彦根市古沢町685番地

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

059-233-3309

519-4325

三重県熊野市有馬町1742番地3

平成26年 9月 9日 ～ 平成29年 9月 8日 519-4325

三重県熊野市有馬町1742-3

0597-89-1716

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

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

三重県四日市市大谷台2-1622-115(㈱三 059-333-1285
陽工業内)
三重県津市久居明神町2720-1

(17)7-64

有限会社熊野浄化槽保守管理
(山本 良正)
北川産業株式会社
(北川 守)
有限会社山洋清掃舎
(濵本 圭司)
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)
大西 英樹

516-2115

三重県度会郡度会町長原８５０番地

平成27年 3月29日 ～ 平成30年 3月28日 516-2115

三重県度会郡度会町長原８５０番地

0596-64-0572

(18)3-66

杉野朋徳

510-0257

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

(18)11-38

647-0033

和歌山県新宮市清水元一丁目1番9号

平成28年 2月22日 ～ 平成31年 2月21日 519-4323

三重県熊野市木本町1182

0597-85-3052

(18)11-39

南紀プロパンガス株式会社
(市川 榮一郎)
佐藤 英輔

649-5143

平成28年 3月31日 ～ 平成31年 3月30日 519-5711

三重県南牟婁郡紀宝町井田958-31

0735-22-0307

(19)11-41

垣本

519-5701

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字八尺
鏡野191番地１
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿811番地11

平成28年 6月12日 ～ 平成31年 6月11日 519-5701

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿811-11

0735-32-2218

(20)1-50

ニッコーエムイー株式会社
(織田 信康)
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

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

(10)1-42
(10)3-51
(10)4-66
(10)4-66
(11)4-71
(2)7-33
(5)5-22
(11)7-49
(14)11-32
(14)4-77
(14)11-33
(17)2-62
(17)2-62

(9)10-11
(22)7-74

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)
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)
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

正善

458-0809

登録期間
郵便番号
営業所所在地
平成28年11月10日 ～ 平成31年11月 9日 519-5204 三重県南牟婁郡御浜町阿田和4350

浄化槽保守点検業者名簿
営業市町村：紀宝町
登録番号
(23)7-76

氏名／名称（代表者名）
株式会社オイリー

郵便番号
住所（所在地）
517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方477番地7

(25)2-70

志賀

510-0034

(25)11-44

651-0094

(26)7-82

共同ビルサービス株式会社
(中田 勤二)
羽根 隆彦

(26)9-1
(26)4-106

517-0501

三重県四日市市滝川町16番2号 ｻﾝﾏﾝｼｮ 平成28年 7月 2日 ～ 平成31年 7月 1日 510-0012
ﾝｱﾄﾚ川原町601
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町二丁目6番 平成29年 2月27日 ～ 平成32年 2月26日 519-4324
3号
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

株式会社サニコン

591-8034

大阪府堺市堺区百舌鳥陵南町3丁345

514-2304

(27)11-45

エヌ・エンジニアリング株式会社
(小林 直大)
阪本 気鋭

519-5203

(27)7-83

三田

(18)9-1

電話番号
0599-43-7007

三重県四日市市大字羽津4531

059-340-3671

三重県熊野市井戸町756-2

0597-88-2211

三重県志摩市阿児町鵜方２５０２－９

0599-65-7067

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

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

平成27年 6月 6日 ～ 平成30年 6月 5日 519-5203

三重県南牟婁郡御浜町下市木1113-6

05979-2-1097

516-0804

三重県南牟婁郡御浜町大字下市木1113
番地6
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

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

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
石川県白山市相木町３８３

平成28年 2月16日 ～ 平成31年 2月15日 514-0007
平成28年12月29日 ～ 平成31年12月28日 511-0834

0594-21-9550

(28)7-90

株式会社 アクアス
(山本 健太)
ニッコー株式会社
(三谷 明子)
前田 真一

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
三重県桑名市江場１５４７

519-0505

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

(28)11-47

玉置

一貴

519-5713

三重県南牟婁郡紀宝町成川622番地8

平成29年 3月 1日 ～ 平成32年 2月29日 519-5713

三重県南牟婁郡紀宝町成川622-9

0735-22-4908

(28)6-104

石田

修一

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

(29)11-48

垣本

明広

和歌山県新宮市新宮3546-11

平成29年 5月19日 ～ 平成32年 5月18日 519-5701

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿811-11

0735-32-2218

(29)6-105

谷

三重県松阪市小野町３１９番地

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

0598-58-2526

(28)1-57

和博

登録期間
郵便番号
営業所所在地
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

洋平

裕次

515-2341

059-253-7763

