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6 　菱冷環境エンジニアリング 株式会社 千葉県市川市塩浜3-12 047-318-7001

7 　有限会社 ココユーテック 千葉県成田市竜台712 0476-37-1486

9 　株式会社 カントー 千葉県船橋市神保町181-34 047-457-5678

12 　小林サービス 千葉県千葉市若葉区千城台東4-1-5-101 043-237-3372

13 　株式会社 京葉機工　松戸営業所 千葉県松戸市串崎新田216-2 047-389-3501

14 　日本メックス 株式会社　千葉支店 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 043-306-6091

17 　有限会社　京葉サービス 千葉県千葉市若葉区愛生町134-14 043-253-3600

20   株式会社 TEC　松戸営業所 千葉県松戸市紙敷599 047-391-1158

22 　公営事業 株式会社 東京都中野区中野3-50-11 03-5340-0361

24 　有限会社 テーサン 千葉県四街道市小名木697番地 043-433-1174

27 　幸榮設備工業 株式会社 東京都板橋区成増4-18-12 03-3975-3993

28
　株式会社 プラントサービス　千葉支社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  市原支店

千葉県成田市並木町字大久保台219
千葉県市原市東国分寺台3-1-13

0476-24-0561
0436-25-1656

32 　共立興業 株式会社 千葉県千葉市若葉区若松町545-13 043-254-3037

33 　丸徳環境 株式会社 千葉県千葉市稲毛区宮野木町441-12 043-250-2847

34 　アムズ 株式会社　東京支社 東京都千代田区神田美土代町3-4 ﾆｭｰ楓ﾋﾞﾙ2F 03-3294-1641

35 　日本公害管理保障 株式会社 東京都荒川区西日暮里2-25-1ｽﾃｰｼｮﾝｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰ8F 03-3891-3261

37 　東京北研 株式会社　千葉営業所 千葉県千葉市稲毛区長沼原町789-2 043-298-9545

40 　株式会社 ミズホプラント 千葉県千葉市若葉区高品町1059-24 043-232-1365

41 　有限会社 大久保清掃 千葉県白井市根1793 047-492-0120

42 　藤吉工業 株式会社　東京支社 東京都中央区新川1-15-11　小田中ビル2階 03-3297-8261

45 　大阿蘇水質管理 株式会社 埼玉県越谷市大字大林272-1 048-974-8011

47 　ココプラント 株式会社 東京都板橋区徳丸1-43-16 03-3550-5771

48 　株式会社 京葉管理工業　千葉営業所 千葉県船橋市日の出2-20-27 047-433-3882

50
　富士水質管理 株式会社　柏営業所
　　　　　　　　　　　　　　　　 　千葉営業所

千葉県白井市根59-37
千葉県千葉市中央区稲荷町2-9-8

047-498-3820
043-266-7182
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51
　フジクリーン工業 株式会社　千葉営業所
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  東京支店

千葉県千葉市若葉区殿台町122
東京都千代田区九段北1-11-11　第２フナトビル２F

043-206-5171
03-3288-4511

54 　株式会社 市川環境エンジニアリング 千葉県市川市田尻2-11-25 047-376-1711

58 　株式会社 善興社 東京都江東区亀戸4-11-9　AHAVAビル７階 03-3685-4321

59 　株式会社 イズモ 千葉県船橋市日の出2-5-12 047-434-0119

60 　株式会社 エス・エル　東京支店 東京都千代田区東神田2-10-17 03-5829-4490

63 　株式会社 西原環境　首都圏支店千葉営業所 千葉県千葉市中央区中央3-3-8 043-308-0370

64 　有限会社 中央商事 千葉県千葉市中央区生実町887‐1 043-261-4121

65 　株式会社　センエー 千葉県千葉市稲毛区黒砂2-12-11 043-241-3156

66 　袖ヶ浦興産 株式会社 千葉県袖ケ浦市蔵波26-2 0438-62-1111

67 　株式会社 新興ｳｵﾀｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝ工業 千葉県東金市家徳315-5 0475-54-2231

69 　株式会社　ベリーズ・インク　千葉営業所 千葉県千葉市花見川区千種町230-8 043-250-9536

70 　弘済商事 株式会社 千葉県千葉市花見川区犢橋町1615-12 043-250-7785

74 　株式会社 ホワイト 千葉県木更津市新田3-5-15 0438-23-4421

76 　株式会社 ヒット　千葉支店 千葉県船橋市宮本8-42-4 047-433-1480

78 　株式会社 五十嵐商会　八街営業所 千葉県八街市八街は10-35 043-443-4676

79 　安全産業 株式会社 千葉県船橋市二和西3-18-16 047-402-4701

80 　京葉管理事業 株式会社 千葉県柏市大津ヶ丘1-46-8 04-7190-2131

81 　株式会社 サイトー水研 千葉県八千代市島田台818-70 047-488-2151

82 　株式会社 建総 千葉県市川市原木3-18-9 047-328-8333

83 　船橋興産 株式会社 千葉県船橋市高瀬町31-2 047-433-5581

84 　株式会社 シンドウ環境センター 千葉県千葉市稲毛区天台3-4-12 043-252-3495

85 　株式会社 水工エンジニアリング　東京支店
東京都千代田区神田須田町2-3-24
KT須田町ﾋﾞﾙ2F

03-3521-2296

86 　株式会社 エイケン 千葉県船橋市米ヶ崎町729 047-422-0211
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90

　中央日化サービス 株式会社　千葉営業所（本社）
                                             木更津営業所
                                             茂原営業所
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  柏営業所
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  成田営業所

千葉県千葉市花見川区犢橋町1627-12
千葉県木更津市祇園1-15-10
千葉県茂原市粟生野3410-1
千葉県柏市塚崎965-5
千葉県成田市北須賀1642-1

043-259-2971
0438-30-5341
0475-34-7801
04-7190-2212
0476-28-2711

92 　株式会社 江戸川サービス 千葉県松戸市新松戸南2-144 047-345-1355

93

　株式会社 浄化槽センター　本社
　　　　　　　　　　　　　  　　　    木更津営業所
　　　　　　　　　　　　　  　　　    成田営業所
　　　　　　　　　　　　　  　　　    千葉営業所

千葉県白井市根294-33
千葉県木更津市矢那4489-1
千葉県富里市七栄654-257
千葉県千葉市若葉区中田町1202-16

047-491-8311
0438-52-2841
0476-92-8006
043-226-0131

96 　千葉北研水質管理 株式会社 千葉県千葉市稲毛区長沼原町789-2 043-250-4321

98 　ドリコ 株式会社　千葉管理事務所 千葉県八千代市下市場1-2-5 047-407-0763

102 　有限会社 長沼興業社 千葉県千葉市稲毛区宮野木町2148-4 043-250-7729

104 　ノームラ化水工業 株式会社 千葉県流山市野々下2-682-6 04-7148-7751

107 　ニッコー 株式会社　千葉営業所 千葉県八千代市大和田新田1150-27 047-458-2111

108 　公益社団法人 船橋市清美公社 千葉県船橋市潮見町16-7 047-431-3796

109 　三和総業 株式会社 千葉県成田市東和田557 0476-22-4156

110 　株式会社 日本水処理技研　東関東支店 千葉県鎌ケ谷市初富８０１－２２　いづみビル１Ｆ 047-446-3441

111 　有限会社 和光商事　柏営業所 千葉県柏市松ヶ崎95-18 047-133-3056

113 　株式会社 東急コミュニティー　千葉支店
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
WBGﾏﾘﾌﾞｳｴｽﾄ23F

043-212-7651

117 　鎌ヶ谷清運 株式会社 千葉県鎌ヶ谷市東中沢3-25-9 047-443-1212

118 　日本サービス 株式会社 千葉県松戸市主水新田476-10 047-345-5665

119 　株式会社 市川衛生管理センター 千葉県市川市曽谷6-30-2 047-372-6788

121 　特産エンジニアリング 株式会社 千葉県船橋市大神保町1357-4 047-457-6422

124 　公益財団法人 市川清掃公社 千葉県市川市二俣新町13-1 047-327-8100

125 　日本設備保全 株式会社　千葉支店 千葉県四街道市鹿放ケ丘277-1 043-424-0789
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126 　株式会社 クリーンサービス 千葉県千葉市若葉区小倉町1734 043-232-1239

127 　フジクリーン一志 株式会社 千葉県千葉市若葉区大草町261-4 043-237-7622

130 　株式会社 日本公害管理センター　千葉支店 千葉県成田市東和田348-1 0476-24-3438

132 　日本環境プラント 株式会社　千葉営業所 千葉県習志野市谷津4-2-13 047-454-0381

133 　東京日化サービス 株式会社　東支店 東京都葛飾区鎌倉1-19-14 03-3671-3324

135 　東海メンテナンス 株式会社　千葉営業所 千葉県船橋市日の出2-20-27　㈱京葉管理工業内

136 　株式会社 丸協 千葉県松戸市紙敷507 047-392-0909

139 　エスシーエス 株式会社 埼玉県草加市青柳2-19-10 048-936-1234

148 　株式会社 たつみ産業 千葉県八街市滝台59 043-445-3000

150 　株式会社 環境技研 東京都杉並区南荻窪4-11-10 03-3222-7100

152 　ＡＱＵＡＴＥＣ 株式会社 千葉県八千代市ゆりのき台8-6-6 047-459-1754

153 　有限会社 ユート・アメニティ 千葉県山武郡横芝光町宮川11372-2 0479-84-3270

164 　八千代機工 株式会社 千葉県印西市大森2555-5 0476-42-5400

165 　株式会社 共同テクノ 千葉県千葉市中央区神明町206-3 043-241-0881

166 　日進商事 株式会社 千葉県千葉市稲毛区長沼町172-29 043-259-6118

171 　株式会社 八宝商事 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5-36-14 048-281-9161

176 　有限会社 共栄環境サービス 千葉県野田市瀬戸上灰毛字下田225-12 0471-38-0124

177 　株式会社 マック 千葉県千葉市緑区平山町1548 043-307-0128

180 　有限会社 君津清掃設備工業　袖ヶ浦営業所 千葉県袖ヶ浦市横田3954 0438-75-3194

182 　株式会社 水処理技研東関東 千葉県鎌ケ谷市初富８０１－２２　いづみビル１Ｆ 047-446-3451

183 　株式会社 アンバック 千葉県四街道市物井1810-3 043-309-9211

185 　クボタ浄化槽システム 株式会社　東関東営業所 千葉県柏市大青田719-1 047-137-4666

188 　株式会社 ケイハイ 千葉県船橋市市場3-17-1 047-433-5607

193 　三容商事 株式会社 千葉県船橋市新高根4-15-27 047-467-9385

194 　東建産業 株式会社 東京都渋谷区渋谷1-24-8　渋谷東京海上ビル３F 03-5466-9511

196 　有限会社 新日本アクア　柏事業所 千葉県柏市今谷上町17-5 B102 04-7137-7853
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201 　株式会社 ダイキアクシス　千葉営業所
千葉市花見川区幕張本郷2-20-1
ニッセイ国土開発ビル302号室

043-276-2002

203 　株式会社 アメシス 千葉県野田市堤根105-10 047-123-7118

205   陽和 千葉県習志野市津田沼3-6-37 047-476-2046

206 　有限会社 フジテクノ 千葉県千葉市花見川区千種町77-8 043-286-1351

213 　有限会社 日の出商会 千葉県茂原市南吉田1695-2 0475-34-7518

217 　アイカワメンテナンス 千葉県松戸市松飛台555番地の26 047-385-5525

221 　エフシー･サービス 株式会社　サービスセンター 埼玉県さいたま市緑区大間木574-3 048-810-5092

222 　有限会社 テムズ 埼玉県三郷市小谷堀56-1 048-950-0501

226 　株式会社 アクア・テクニカ 千葉県長生郡長柄町山之郷482-101 0475-35-2877

228 　株式会社 エコシステム 千葉県市川市原木3-12-2 047-328-4007

229 　株式会社 第一テクノ　千葉営業所 千葉市中央区今井2-14-5 043-209-9291

232 　ダイエイ環境 千葉県八千代市上高野1054-6 047-752-0482

233 　大成有楽不動産 株式会社　千葉支店
千葉県千葉市中央区新町1000
センシティタワー15階

043-238-9661

236 　東海プラント 株式会社　東京営業所 東京都千代田区内神田3-4-14 朝陽ﾋﾞﾙ2階 03-5294-7233

237 　株式会社 輝陽設備 千葉県いすみ市日在1416-2 0470-62-6436

238 　株式会社 幸友メンテナンス 千葉県富里市御料884-42 0476-85-7388

239 　大栄産業 株式会社　東京支店 東京都港区新橋5-25-2 TYﾋﾞﾙ3F 03-5401-2151

241 　株式会社 西原ネオ　東関東支店 千葉市中央区中央3-9-9　エレル千葉中央ビル6階 043-223-5601

242 　株式会社 メイショウグループ 千葉県市川市八幡6-7-14 047-333-3680

243 　アクアサービス 千葉県山武市麻生新田4-42 0475-89-1913

246 　有限会社 沼南清掃 千葉県柏市藤ヶ谷1215-4 047-191-5674

247 　富士興運 株式会社　本社営業所 千葉県鎌ヶ谷市初富本町2-19-10 047-443-8833

250 　有限会社 トラストワーク 千葉県習志野市東習志野8-28-10 047-403-8011

253 　株式会社 ナンソーテック 千葉県市原市皆吉854 0436-92-1201
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254 　株式会社 篠田工業 千葉県鎌ヶ谷市道野辺中央3-12-25 047-752-9916

256
　株式会社 南総メンテナンス　本社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  鴨川営業所

千葉県いすみ市高谷1026
千葉県鴨川市横渚1067-3

0470-66-1024
04-7092-3507

257 　株式会社 アールエコ　東京支店 千葉県柏市柏260-11　第3ＫＣＥビル 2Ｆ 04-7170-0228

259 　第一環境アクア 株式会社　北総事業所 千葉県山武郡芝山町新井田445-506 0479-77-1451

260 　ヴェオリア・ジェネッツ 株式会社　千葉営業所 千葉県市川市福栄1-23-10 047-307-1010

261 　株式会社クォードコーポレーション　東日本支店 東京都中央区八丁堀3-25-9 03-5541-7871

262 　有限会社 アクアクリーンサービス　松伏営業所 埼玉県葛飾郡松伏町大字大川戸3095-2 080-2035-7755

264 　水質保全サービス 千葉県四街道市内黒田968-10 090-2900-2005

265 　日化メンテナンス 株式会社　千葉営業所千葉西出張所 千葉県鎌ケ谷市粟野618-3 047-401-9200

266 　トウメイ 株式会社 千葉県船橋市藤原8-25-5 080-4855-9755

267 　ケー・エス環境研究所　株式会社 千葉県柏市篠籠田1455-25 04-7146-2345

268 　新世メンテナンス 千葉県柏市松葉町1-7-9 04-7135-2660

269 　株式会社ティ・アール・シー 栃木県宇都宮市砥上町412-4 028-648-7920

270 　新日本メンテナンス　株式会社 千葉県松戸市本町11番地4 047-361-2882

271 　東武サポート株式会社 千葉県流山市西初石4-1435-18 047-710-0806

272 　株式会社ダイシンクリア 千葉県流山市平和台6-65-8 04-7159-1251

273 　前澤化成工業株式会社　熊谷第一工場 埼玉県熊谷市市ノ坪408 048-588-1331

274 　株式会社小田急ビルサービス 東京都渋谷区代々木2-28-12 03-5333-0025

275 　株式会社ＱＵＡＴＥＣ 埼玉県さいたま市緑区原山2-22-12 048-767-7573

276 　株式会社リバーテックアオキ 千葉県千葉市緑区誉田町2-21-20 043-291-2910

277 　株式会社三和テック 千葉県成田市東和田557 0476-22-7771


