公益社団法人千葉県浄化槽検査センター会員名簿
正会員
No

令和4年3月31日現在
事業所名

1 芝工業株式会社
2 株式会社西原ネオ 東関東支店
3 有限会社中央商事

代表者名

郵便番号

住 所

電話番号

所 属

野口 恭男

260-0012 千葉市中央区本町3-3-15

043-225-5222 協

逆井 英樹

260-0013 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 協保

伊藤 公一

260-0813 千葉市中央区生実町887-1

043-261-4121 保

4 富士総建株式会社
5 岬水道株式会社

滝田 宇良

260-0842 千葉市中央区南町3-11-17

043-263-8585 協

田中 紀明

260-0842 千葉市中央区南町2-22-8

043-265-4433 協

6 光クリーンサービス株式会社
7 中央日化サービス株式会社

丸山 佳希

262-0011 千葉市花見川区三角町610-1

043-259-2741 保

山本 豊三

262-0013 千葉市花見川区犢橋町1627-12

043-259-2971 協保

大久保 培

263-0001 千葉市稲毛区長沼原町789-2

043-250-4321 保

岡田 智彦

263-0001 千葉市稲毛区長沼原町789-4

043-215-1441 保

大塚 等

263-0016 千葉市稲毛区天台3-4-12

043-252-3495 保

8 千葉北研水質管理株式会社
9 株式会社日本環境分析センター
10 株式会社シンドウ環境センター
11 株式会社センエー

山本 剛

263-0042 千葉市稲毛区黒砂2-12-11

043-241-3156 協保

12 丸徳環境株式会社
13 フジクリーン一志株式会社

徳山 智美

263-0054 千葉市稲毛区宮野木町441-12

043-250-2847 保

板谷 賢治

264-0011 千葉市若葉区大草町261-4

043-237-7622 保

14 一志プラント工業株式会社
15 有限会社第一京葉興業

板谷 賢治

264-0011 千葉市若葉区大草町261-4

043-237-7262 協

山中 勇

290-0055 市原市五井東2-3-10

0436-22-6611 保

16 共立興業株式会社
17 株式会社ミズホプラント

太田 美保子

264-0021 千葉市若葉区若松町545-13

043-423-9191 保

遠藤 詔二

264-0024 千葉市若葉区高品町1059-24

043-232-1365 協保

18 三成工業株式会社
19 大金興業株式会社

鈴木 賢治

264-0025 千葉市若葉区都賀3-31-10

043-232-3456 協

大野 光政

266-0005 千葉市緑区誉田町3-78

043-291-0161 協保

20 銚子衛生事業株式会社
21 公益財団法人市川市清掃公社

寺井 忠雄

288-0046 銚子市大橋町7-8

0479-23-2015 保

吉野 芳明

272-0002 市川市二俣新町13-1

047-327-8100 保

22 株式会社建総
23 株式会社市川環境エンジニアリング

安部 拓哉

272-0004 市川市原木3-18-9

047-328-8333 保

岩楯 保

272-0014 市川市田尻2-11-25

047-376-1711 保

24 株式会社竹内水道工務店
25 安全産業株式会社

竹内 吉行

272-0832 市川市曽谷2-1-5

047-372-1901 協

上田 重雄

274-0806 船橋市二和西3-18-16

047-424-0046 保

No

事業所名

26 株式会社都市整美センター 千葉支店
27 船橋興産株式会社

代表者名

郵便番号

住 所

電話番号

所 属

並木 崇雄

273-0003 船橋市宮本8-42-4

047-433-1480 保

高橋 政行

273-0014 船橋市高瀬町31-2

047-433-5581 保

28 株式会社イズモ
29 公益社団法人船橋市清美公社

雨宮 大輔

273-0015 船橋市日の出2-5-12

047-434-0119 保

金子 公一郎

273-0016 船橋市潮見町16-7

047-431-3796 協保

30 株式会社エイケン
31 株式会社カントー

太田 美保子

273-0861 船橋市米ヶ崎町729

047-422-0211 協保

宗像 規夫

274-0056 船橋市神保町181-34

047-457-5678 保

木下 千鶴子

294-0006 館山市薗854

0470-24-1630 協保

市川 久夫

294-0037 館山市長須賀227

0470-22-0495 協

御子神 徳重

32 株式会社安房環境衛生
33 有限会社市川ポンプ店
34 株式会社ユタカ設備工業所
35 株式会社ヤマナカ

294-0037 館山市長須賀339-3

0470-22-7235 協

山中 清志
36 中央エンタープライス株式会社館山営業所 森 茂宣
37 株式会社KOUZUKI
立石 照子

294-0038 館山市上真倉1011

0470-22-4194 協保

294-0001 館山市竹原１３０６-3

0470-29-7400 保

292-0003 木更津市万石580-1

0438-41-5306 保

38 株式会社ホワイト
39 株式会社江戸川サービス

出口 康博

292-0832 木更津市新田3-5-15

0438-23-4421 保

佐藤 周作

270-0035 松戸市新松戸南2-144

047-345-1355 保

40 常盤興業株式会社
41 株式会社健心

坂巻 篤

270-2214 松戸市松飛台76

047-388-2101 保

湯浅 健一

270-2218 松戸市五香西1-26-9

047-387-6915 協

42 株式会社丸協
43 株式会社飯塚

熊谷 和美

270-2221 松戸市紙敷507

047-392-0909 保

飯塚 貴之

270-2225 松戸市東松戸4-16-2

047-391-1156 保

44 日本サービス株式会社
45 株式会社TEC

染谷 眞之

271-0042 松戸市主水新田476-10

047-345-5665 保

神林 貴志

270-2221 松戸市紙敷599

047-391-8400 協保

46 株式会社大島設備工業
47 寺田設備工業株式会社

大島 利夫

270-0205 野田市関宿江戸町31-4

04-7196-0133 協

寺田 武史

270-0213 野田市桐ヶ作11-2

04-7196-0736 協

48 株式会社関宿浄化槽サービス
49 野田清掃株式会社

宇野沢 京子

270-0223 野田市岡田688

04-7198-1538 保

丸野 隆二

278-0043 野田市清水641

04-7122-3948 保

50 フジセイコ－株式会社茂原営業所
51 有限会社茂原中央商事

池田 幸貴

297-0022 茂原市町保12

0475-22-4547 協

滝瀬 真理

297-0035 茂原市下永吉2076-1

0475-22-5135 保

52 有限会社マルサ設備

佐藤 保夫

297-0052 茂原市上茂原283

0475-23-8877 協
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事業所名

代表者名
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所 属

53 有限会社清水水道
54 有限会社新生興業

清水 明

297-0052 茂原市上茂原289

0475-24-7698 協

斉藤 正信

286-0029 成田市ウイング土屋138

0476-22-0467 保

55 東洋サービス株式会社
56 協同組合成田市個人下水道管理協会

山村 大剛

286-0123 成田市新駒井野1-1

0476-40-5855 保

林 康博

286-0133 成田市吉倉127-1 成田浄化センター内

0476-22-6431 保

57 三和総業株式会社
58 有限会社豊栄サービス

小倉 理恵
荻原 宏文

286-0134 成田市東和田557

0476-22-4156 協保

286-0807 成田市北羽鳥1502

0476-37-0822 保

59 有限会社印旛防疫社
60 有限会社佐倉防疫

固本 俊男

285-0046 佐倉市高岡303-2

043-484-1206 保

実川 ちゑ子

285-0818 佐倉市寺崎2758

043-484-0436 保

61 有限会社佐倉企業社
62 有限会社森本水道工業

根本 翔真

285-0841 佐倉市下志津1034-2

043-487-8702 保

森本 文子

285-0844 佐倉市上志津原315

043-487-1790 協

63 有限会社ふじい清掃
64 高橋水道株式会社

藤井 謙子

285-0846 佐倉市上志津855

043-489-2491 保

高橋 良充

285-0857 佐倉市王子台6-27-23

043-487-2129 協

渋谷 忠

289-1323 山武市富口2278

0475-82-2172 協

横山 祐一

283-0005 東金市田問971

0475-52-4545 協

石川 勝

283-0062 東金市家徳315-5

0475-54-2231 保

伊藤 武衛

289-4200 旭市野中4200

0479-62-0593 協

加藤 丈雄

289-2504 旭市ニ5655-1

0479-63-8277 協保

佐藤 衛

289-2504 旭市二の260-4

0479-63-0263 協

65 株式会社髙橋水道工業
66 南総住設株式会社
67 株式会社新興ウオターマネージメント工業
68 有限会社伊藤ポンプ
69 株式会社加藤設備
70 佐藤設備工業
71 株式会社デンザ
72 株式会社サクラ設備

鈴木 勝利

289-2708 旭市平松1594

0479-57-2129 協

岩井 健

275-0002 習志野市実籾2-41-21

047-476-2511 協

73 鈴木水道株式会社
74 三徳工業株式会社

鈴木 千博

275-0016 習志野市津田沼3-23-11

047-477-8080 協

三代川 剛

275-0026 習志野市谷津2-2-30

047-451-3161 協

75 京葉管理事業株式会社
76 株式会社清運社

三木 さおり

277-0921 柏市大津ヶ丘1-46-8

04-7190-2131 保

秋山 隆夫

277-0805 柏市大青田1649-1

04-7179-5221 保

77 有限会社和光商事
78 株式会社大山清運

山岡 宏

277-0835 柏市松ヶ崎95-18

04-7133-3056 保

山口 貴司

277-0835 柏市松ヶ崎363-1

04-7131-7000 保

79 株式会社岡田工業所

岡田 勇

277-0863 柏市豊四季258-2

04-7143-5114 協
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80 有限会社荒木清掃
81 有限会社近藤清掃社

荒木 一一

277-0932 柏市藤ヶ谷新田121-5

04-7191-4858 保

近藤 信経

277-0932 柏市藤ヶ谷新田126

04-7191-5554 保

82 有限会社さくら清掃
83 有限会社市原中央商事

江澤 秀気

299-5223 勝浦市部原1917-1

0470-73-1418 保

新井 明

290-0015 市原市市原411-3

0436-42-3451 保

84 岡崎設備工業株式会社
85 有限会社宮島水道

佐久間 常壽

290-0051 市原市君塚1-8-6

0436-22-6211 協

半田 洋一

290-0055 市原市五井東2-4-7

0436-21-0683 協

86 株式会社オカモト
87 有限会社今井水道

岡本 和也

290-0082 市原市五井中央南1-11-8

0436-22-1188 協

今井 秀樹

290-0066 市原市五所1371

0436-41-1386 協

88 有限会社斎藤工業所
89 株式会社ナンソーテック

斎藤 勤

290-0221 市原市馬立1010

0436-95-3610 協

山本 幸正

290-0232 市原市皆吉854

0436-92-1201 保

石川 智視

290-0512 市原市鶴舞306

0436-88-3411 協

田川 平一郎

290-0535 市原市朝生原851

0436-96-0332 協

92 市原企業株式会社
93 三鬼産業株式会社

山崎 敬生

299-0102 市原市青柳2-1-23

0436-21-8100 保

檜垣 昌宏

299-0111 市原市姉崎775-1

0436-61-2281 協保

94 江戸川清掃株式会社
95 ノームラ化水工業株式会社

北村 忠夫

270-0105 流山市平方74

04-7153-5350 保

高 健太

270-0135 流山市野々下2-682-6

04-7148-7751 協保

96 株式会社ダイシンクリア
97 有限会社流山清運社

中山 智純

270-0157 流山市平和台5-65-8

04-7159-1251 保

秋山 耕一

270-0173 流山市谷1

04-7158-0821 保

90 有限会社石川電気設備
91 有限会社田川農機

98 株式会社サイトー水研
99 有限会社八千代リビング設備

斎藤 稔

276-0004 八千代市島田台818-70

047-488-2151 保

藪田 直貴

276-0046 八千代市大和田新田491-8

047-450-8483 協

100 株式会社カワナ
101 有限会社みまつ産業

川名 康一

296-0015 鴨川市川代8

04-7092-5146 保

中井 克俊

299-2841 鴨川市西江見128

04-7096-0368 保

102 株式会社新倉
103 東興運株式会社

斎藤 英之

296-0041 鴨川市東町999-11

04-7094-5588 保

勝又 真貴子

273-0115 鎌ヶ谷市東道野辺2-6-6

047-498-7530 保

104 富士興運株式会社
105 オリエンタル工業株式会社

石井 栄

273-0125 鎌ヶ谷市初富本町2-19-10

047-443-8833 保

前田 久行

273-0131 鎌ヶ谷市軽井沢2060-9

047-446-8591 協

106 株式会社オダカ設備

小川 薫

292-0441 君津市戸崎1617-5

0439-35-3933 協

No
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107 有限会社小櫃清掃社
108 株式会社里見電気水道設備

鳥井 直哉

292-0443 君津市寺沢156

0439-35-3625 保

栗原 幸一郎

299-1117 君津市常代6-1-22

0439-55-5802 協

109 有限会社君津清掃社
110 日本ビル防災株式会社

中山 赫

299-1151 君津市中野1-26-34

0439-52-5128 保

高橋 雅也

293-0021 富津市富津49-13

0439-87-2823 保

111 有限会社すみれ園
112 株式会社マルコー

石倉 美和

293-0024 富津市篠部1427

0439-87-2252 保

寺本 裕美

299-1607 富津市湊1266-34

0439-67-0521 保

井上 恭子

299-1861 富津市金谷4078-11

0439-69-2170 保

113 井上清掃社
114 株式会社イケダ

池田 清志

284-0001 四街道市大日67-3

043-422-2820 協

115 株式会社四街道企業
116 日化メンテナンス株式会社千葉営業所

古川 正芳

284-0027 四街道市栗山1000-8

043-423-0399 保

西條 健一

263-0003 千葉市稲毛区小深町155-10 セカンドステージ1階

043-432-1036 保

117 株式会社君津清掃設備工業
118 袖ヶ浦興産株式会社

松尾 昭憲

299-0236 袖ヶ浦市横田3954

0438-75-3194 協保

鈴木 勝弘

299-0243 袖ヶ浦市蔵波26-2

0438-62-1111 保

119 八街ガス株式会社
120 大成企業株式会社

髙木 秀夫

289-1103 八街市八街に53

043-444-0213 協

真山 会子

289-1115 八街市八街ほ371-9

043-443-2232 保

121 有限会社山田設備
122 株式会社たつみ産業

山田 泰男

289-1115 八街市八街ほ81

043-444-1014 協

庭山 宏治

289-1123 八街市滝台59

043-445-3000 協保

123 ウッドテック 株式会社
124 千葉北部環境整備有限会社

小野寺 弘行

270-1313 印西市小林3990-1

0476-97-2551 協保

湯原 透

270-1324 印西市平岡283-47

0476-42-2716 協保

125 有限会社白井清掃
126 有限会社大久保清掃

川上 忠江

270-1405 白井市富塚735-4

047-492-0768 保

大久保 則雄

270-1431 白井市根1793

047-492-0120 保

127 株式会社浄化槽センター
128 有限会社下総衛生

小澤 潤

270-1431 白井市根294-33

047-491-8311 保

石橋 英知

286-0212 富里市十倉310-24

0476-93-1101 保

129 有限会社山本住設
130 株式会社早川

山本 精也

294-0815 南房総市千代389-6

0470-36-2493 協

早川 金光

295-0011 南房総市千倉町北朝夷180

0470-44-2151 協

131 有限会社小滝設備工業
132 株式会社佐久間総合設備

小滝 智也

299-2701 南房総市和田町花園105-2

0470-47-3329 協

佐久間 両清

299-2712 南房総市和田町海発1534-4

0470-47-3521 協

133 株式会社トーソーエンバイテック

佐藤 修一

289-2122 匝瑳市吉崎584

0479-72-4231 保

No
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134 株式会社緑環境
135 株式会社環境衛生美研

多田 彰次

287-0003 香取市佐原ｲ1963

0478-55-1516 保

田中 幸雄

287-0013 香取市大倉862

0478-57-1606 保

136 株式会社佐原清掃センター
137 有限会社環境衛生センター

堀越 祥子

287-0017 香取市香取1265

0478-57-0570 保

久保木 廣二

287-0056 香取市飯島673-1

0478-54-3283 協保

138 株式会社東京屋
139 有限会社佐瀬水道

圓藤 託麻

289-0402 香取市小見826

0478-78-2217 協

佐瀬 稔

289-1527 山武市松尾町大堤14-1

0479-86-2162 協

佐川 祐

298-0004 いすみ市大原9540-1

0470-60-9901 保

140 有限会社シー・クリアー
141 有限会社土屋管工事

土屋 泰彦

298-0003 いすみ市深堀902-2

0470-62-0258 協

142 外房サービス有限会社
143 株式会社房総･総合環境センター

野村 嘉弘

298-0003 いすみ市深堀1618-3

0470-64-0600 保

浅野 功嗣

298-0004 いすみ市大原11059

0470-62-0220 協保

144 株式会社南総メンテナンス
145 有限会社光進サービス

高橋 実

298-0021 いすみ市高谷1026

0470-66-1024 協保

河野 孝明

298-0134 いすみ市行川1264

0470-86-2407 保

146 有限会社岬サービス
147 有限会社酒々井環境コントロールセンター

木下 健太

299-4625 いすみ市岬町中滝1546-4

0470-80-3930 保

江野澤 利恵

285-0911 酒々井町尾上573-1

043-496-5386 保

148 山崎産業株式会社
149 有限会社川崎管工

山﨑 祐輔

285-0925 酒々井町上本佐倉15

043-496-0541 協

川﨑 憲一

299-3215 大網白里町長国713

0475-72-0535 協

150 三栄メンテナンス株式会社
151 株式会社五十嵐商会 千葉事業部

萩原 康宏

289-1601 芝山町香山新田45-4

0479-78-8700 検

五十嵐 和代

289-1733 横芝光町栗山4758

0479-82-7235 保

152 有限会社マツオ産業
153 セントラル美装株式会社

遠藤 修二

299-4301 一宮町一宮2964

0475-42-3344 保

河野 みどり

299-4345 長生村本郷7362

0475-32-4582 保

154 有限会社白子衛生
155 有限会社石井総合設備

ジミーベラミー 299-4216 白子町幸治3384

0475-33-5551 保

石井 健嗣

297-0125 長柄町徳増638-1

0475-35-4158 協

156 有限会社小林水道鉄工
157 有限会社長谷川商店

小林 圭一

297-0121 長南町長南2380

0475-46-0141 協

長谷川 喜嗣

297-0125 長南町笠森257

0475-46-2086 協

158 有限会中村住宅設備
159 有限会社よしのクリーンサービス

中村 洋

399-4405 睦沢町大谷木３３０

0475-44-0760 協

吉野 全利

299-5111 御宿町上布施1368-1

0470-68-6613 保

160 フジクリーン工業株式会社東京支店

永田 勝芳

102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 第2フナトビル

03-3288-4511 協

No

事業所名

代表者名

郵便番号

住 所

電話番号

所 属

161 株式会社ベリーズ・インク
162 株式会社ハウステック千葉営業所

鈴木 啓太

101-0041 東京都千代田区神田須田町2-7-3

03-6802-8010 保

杉浦 淳

262-0032 千葉市花見川区幕張町2-7701

043-305-5860 協

163 幸榮設備工業株式会社
164 株式会社和城産業

佐藤 秀一

175-0094 東京都板橋区成増4-18-12

03-3975-3993 検

犬塚 行治

314-0021 茨城県鹿島市粟生字東山2303

0299-82-5931 保

165 株式会社八宝商事
166 進生クリーン興業株式会社

八十岡 由博

334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5-36-14

048-281-9161 保

小泉 年幸

341-0026 埼玉県三郷市幸房124

048-953-4679 保

167 積水ホームテクノ株式会社
168 株式会社市川衛生管理センター

田中 伸弘

532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル17Ｆ

06-6397-3683 協

石井 博子

272-0832 市川市曽谷6-30-2

047-372-6788 保

169 南総環境株式会社
170 有限会社渡辺清掃

川本 巧

290-0221 市原市馬立70

0436-95-2747 保

渡邉 浩市

283-0021 東金市東中323-18

0475-58-3308 保

171 富士水質管理株式会社柏営業所
172 富士水質管理株式会社千葉営業所

関口 修司

270-1431 白井市根59-37

047-498-3820 保

田中 将大
小澤 順一

260-0833 千葉市中央区稲荷町2-9-8
289-1134 八街市小谷流876-2

043-266-7182 保
043-3124235 保

173 株式会社誠和管理
賛助会員
No

事業所名
174 株式会社デジタルコア
175 丸十薬品株式会社千葉支店
176 笠原理化工業株式会社

代表者名

郵便番号

住 所

電話番号

所 属

小野崎 伸彦

260-0013 千葉市中央区中央4-10-3 マーキュリー千葉7F

043-224-7733 賛助

中島 徹
笠原 正彦

260-0851 千葉市中央区矢作町643
340-0203 埼玉県久喜市桜田２－１３３－８

043-225-5336 賛助
0480-38-9151 賛助

