室戸市
登録番号
18第005号
18第015号
18第016号
18第025号
18第049号
20第052号
18第063号
20第073号
19第090号
20第099号
18第107号
21第109号
18第126号
18第148号
20第157号
18第164号
20第170号
18第179号
18第186号
20第194号
20第203号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成20年10月6日
平成19年2月1日
平成20年4月19日
平成19年10月9日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成21年4月3日
平成18年11月8日
平成18年10月19日
平成20年4月15日
平成19年1月21日
平成20年12月10日
平成19年3月24日
平成18年11月20日
平成21年3月9日
平成20年5月1日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成23年10月5日
平成22年1月31日
平成23年4月18日
平成22年10月8日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成24年4月2日
平成21年11月7日
平成21年10月18日
平成23年4月14日
平成22年1月20日
平成23年12月9日
平成22年3月23日
平成21年11月19日
平成24年3月8日
平成23年4月30日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
日本化工（株）
（株）東洋技研
（有）室戸環衛保全公社
（株）寿工務店
（株）ダイキアクシス 高知営業所
シコク環境ビジネス（株） 高知営業所
（有）田野衛生
高東環境技術（株）
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
室戸衛生
（有）シー・エス高知
（有）クリーン社
扶桑建設工業（株） 高知営業所
東洋電化工業（株）
（株）寿サービス工業
（有）山本メンテナンス
（株） ビル環境衛生管理
(株)関西ネオ 高知営業所
四国パイプ工業(株)

平成21年4月1日
業者数
在 地

営 業 所 所
高知市南ノ丸町12-7
高知市神田703
高知市大津乙1902-4
室戸市室津字浜田2402-2
高知市万々486
高知市大津乙1856-1
高知市一宮西町一丁目２番１３号 楠瀬ﾊｳｽ2F
田野町3246
高知市槇山町12-3
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
室戸市元甲2094-3
高知市南ノ丸町12-9
高知市福井町2187-31
高知市本町4-1-16
高知市萩町2-2-25
高知市万々486
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市桟橋通4丁目7番17号
高知市布師田3961-4
高知市塩田町２０−２６

現在
21
電話番号
088-833-4128
088-833-9000
088-866-6690
0887-22-2015
088-875-5161
088-866-0604
088-846-3223
0887-38-2081
088-844-7673
088-832-2155
088-873-1715
0887-23-0200
088-832-2555
088-875-2345
088-823-3636
088-834-4836
088-822-7250
088-894-5743
088-831-1235
088-846-3280
088-822-4422

東洋町
登録番号
18第005号
18第015号
18第063号
20第096号
20第099号
18第107号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年2月1日
平成20年4月13日
平成20年9月9日
平成18年8月3日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月31日
平成23年4月12日
平成23年9月8日
平成21年8月2日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
日本化工（株）
シコク環境ビジネス（株） 高知営業所
東洋衛生
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）

平成21年4月1日
業者数
在 地

営 業 所 所
高知市南ノ丸町12-7
高知市神田703
高知市一宮西町一丁目２番１３号 楠瀬ﾊｳｽ2F
東洋町大字野根丙2287-2
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21

現在
6
電話番号
088-833-4128
088-833-9000
088-846-3223
0887-28-1353
088-832-2155
088-873-1715

奈半利町
登録番号
18第008号
18第015号
20第072号
20第073号
19第093号
20第099号
18第126号
20第157号
20第165号
20第169号
18第171号
19第201号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成20年11月26日
平成20年4月19日
平成20年3月16日
平成20年9月9日
平成18年11月8日
平成20年4月15日
平成20年4月15日
平成20年10月15日
平成18年6月26日
平成19年12月3日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成23年11月25日
平成23年4月18日
平成23年3月15日
平成23年9月8日
平成21年11月7日
平成23年4月14日
平成23年4月14日
平成23年10月14日
平成21年6月25日
平成22年12月2日

営 業 所 名 称
（有）土佐衛生管理
日本化工（株）
（有）太信浄管
（有）田野衛生
中芸衛生
紀和工業（株）
（有）シー・エス高知
扶桑建設工業（株） 高知営業所
安田衛生（有）
クリ−ンリサ−チ
（有）アクアシステム 山田営業所
（株）四国クリーンテクノ

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
香南市赤岡町624-2
高知市神田703
奈半利町乙1618-1,2
田野町3246
安芸郡奈半利町乙807
高知市南ノ丸町12-16
高知市南ノ丸町12-9
高知市本町4-1-16
安芸郡田野町2259-1
安芸郡奈半利町乙2983-3
香美市土佐山田町佐野 1106
安芸郡安田町大字唐浜１２５６

現在
12
電話番号
0887-55-1992
088-833-9000
0887-38-4855
0887-38-2081
0887-38-5498
088-832-2155
088-832-2555
088-823-3636
0887-38-3778
0887-38-3662
0887-53-5209
0887-38-3999

田野町
登録番号
18第008号
18第015号
20第072号
20第073号
19第093号
20第099号
20第165号
20第169号
19第201号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成20年11月26日
平成20年4月19日
平成20年3月16日
平成20年9月9日
平成20年4月15日
平成20年10月15日
平成19年12月3日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成23年11月25日
平成23年4月18日
平成23年3月15日
平成23年9月8日
平成23年4月14日
平成23年10月14日
平成22年12月2日

営 業 所 名 称
（有）土佐衛生管理
日本化工（株）
（有）太信浄管
（有）田野衛生
中芸衛生
紀和工業（株）
安田衛生（有）
クリ−ンリサ−チ
（株）四国クリーンテクノ

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
香南市赤岡町624-2
高知市神田703
奈半利町乙1618-1,2
田野町3246
安芸郡奈半利町乙807
高知市南ノ丸町12-16
安芸郡田野町2259-1
安芸郡奈半利町乙2983-3
安芸郡安田町大字唐浜１２５６

現在
9
電話番号
0887-55-1992
088-833-9000
0887-38-4855
0887-38-2081
0887-38-5498
088-832-2155
0887-38-3778
0887-38-3662
0887-38-3999

安田町
登録番号
18第008号
18第015号
20第072号
20第073号
19第093号
20第099号
18第108号
20第165号
20第169号
19第201号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成20年11月26日
平成20年4月19日
平成20年3月16日
平成20年9月9日
平成19年1月27日
平成20年4月15日
平成20年10月15日
平成19年12月3日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成23年11月25日
平成23年4月18日
平成23年3月15日
平成23年9月8日
平成22年1月26日
平成23年4月14日
平成23年10月14日
平成22年12月2日

営 業 所 名 称
（有）土佐衛生管理
日本化工（株）
（有）太信浄管
（有）田野衛生
中芸衛生
紀和工業（株）
日立化成メンテナンス（株）高知営業所
安田衛生（有）
クリ−ンリサ−チ
（株）四国クリーンテクノ

平成21年4月1日
業者数
所 在 地

営 業 所
香南市赤岡町624-2
高知市神田703
奈半利町乙1618-1,2
田野町3246
安芸郡奈半利町乙807
高知市南ノ丸町12-16
高知市杉井流31-21（高知日製住機内）
安芸郡田野町2259-1
安芸郡奈半利町乙2983-3
安芸郡安田町大字唐浜１２５６

現在
10
電話番号
0887-55-1992
088-833-9000
0887-38-4855
0887-38-2081
0887-38-5498
088-832-2155
088-880-5433
0887-38-3778
0887-38-3662
0887-38-3999

北川村
登録番号
18第008号
20第052号
20第072号
20第073号
18第081号
19第093号
20第099号
20第165号
20第169号
18第171号
19第201号

登録年月日
平成18年12月28日
平成20年10月6日
平成20年11月26日
平成20年4月19日
平成19年3月11日
平成20年3月16日
平成20年9月9日
平成20年4月15日
平成20年10月15日
平成18年6月26日
平成19年12月3日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成23年10月5日
平成23年11月25日
平成23年4月18日
平成22年3月10日
平成23年3月15日
平成23年9月8日
平成23年4月14日
平成23年10月14日
平成21年6月25日
平成22年12月2日

営 業 所 名 称
（有）土佐衛生管理
（株）ダイキアクシス 高知営業所
（有）太信浄管
（有）田野衛生
（株）四電工 高知支店
中芸衛生
紀和工業（株）
安田衛生（有）
クリ−ンリサ−チ
（有）アクアシステム 山田営業所
（株）四国クリーンテクノ

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
香南市赤岡町624-2
高知市大津乙1856-1
奈半利町乙1618-1,2
田野町3246
高知市桟橋通2-2-25
安芸郡奈半利町乙807
高知市南ノ丸町12-16
安芸郡田野町2259-1
安芸郡奈半利町乙2983-3
香美市土佐山田町佐野 1106
安芸郡安田町大字唐浜１２５６

現在
11
電話番号
0887-55-1992
088-866-0604
0887-38-4855
0887-38-2081
088-833-1211
0887-38-5498
088-832-2155
0887-38-3778
0887-38-3662
0887-53-5209
0887-38-3999

馬路村
登録番号
18第008号
20第072号
20第073号
19第093号
20第099号
20第165号
20第169号
19第201号

登録年月日
平成18年12月28日
平成20年11月26日
平成20年4月19日
平成20年3月16日
平成20年9月9日
平成20年4月15日
平成20年10月15日
平成19年12月3日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成23年11月25日
平成23年4月18日
平成23年3月15日
平成23年9月8日
平成23年4月14日
平成23年10月14日
平成22年12月2日

営 業 所 名 称
（有）土佐衛生管理
（有）太信浄管
（有）田野衛生
中芸衛生
紀和工業（株）
安田衛生（有）
クリ−ンリサ−チ
（株）四国クリーンテクノ

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
香南市赤岡町624-2
奈半利町乙1618-1,2
田野町3246
安芸郡奈半利町乙807
高知市南ノ丸町12-16
安芸郡田野町2259-1
安芸郡奈半利町乙2983-3
安芸郡安田町大字唐浜１２５６

現在
8
電話番号
0887-55-1992
0887-38-4855
0887-38-2081
0887-38-5498
088-832-2155
0887-38-3778
0887-38-3662
0887-38-3999

安芸市
登録番号
18第005号
18第008号
18第015号
18第049号
18第051号
20第052号
18第069号
20第073号
18第077号
19第089号
19第090号
19第092号
20第099号
18第107号
19第120号
18第126号
18第129号
18第148号
20第170号
18第171号
20第194号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成20年10月6日
平成19年2月1日
平成20年4月19日
平成19年2月1日
平成19年9月4日
平成19年10月9日
平成20年1月30日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成20年3月16日
平成18年11月8日
平成19年3月27日
平成18年10月19日
平成20年12月10日
平成18年6月26日
平成21年3月9日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成23年10月5日
平成22年1月31日
平成23年4月18日
平成22年1月31日
平成22年9月3日
平成22年10月8日
平成23年1月29日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成23年3月15日
平成21年11月7日
平成22年3月26日
平成21年10月18日
平成23年12月9日
平成21年6月25日
平成24年3月8日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
（有）土佐衛生管理
日本化工（株）
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（株）ダイキアクシス 高知営業所
安芸清掃社
（有）田野衛生
（有）ニホン清掃工業
西部衛生社
高東環境技術（株）
芸陽清掃社
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
マルナカ興業（有）
（有）シー・エス高知
畠山衛生社
（有）クリーン社
（株）寿サービス工業
（有）アクアシステム 山田営業所
(株)関西ネオ 高知営業所

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
高知市南ノ丸町12-7
香南市赤岡町624-2
高知市神田703
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
高知市大津乙1856-1
安芸市伊尾木451-1
田野町3246
香美市土佐山田町宝町3-2-3
安芸市矢ノ丸4-13-15
高知市槇山町12-3
安芸市矢ノ丸3-8-1
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
香南市香我美町下分419-3
高知市南ノ丸町12-9
安芸市伊尾木1846-1
高知市福井町2187-31
高知市万々486
香美市土佐山田町佐野 1106
高知市布師田3961-4

現在
21
電話番号
088-833-4128
0887-55-1992
088-833-9000
088-875-5161
088-882-8661
088-866-0604
0887-35-5253
0887-38-2081
0887-57-2171
0887-35-3886
088-844-7673
0887-35-3888
088-832-2155
088-873-1715
0887-54-5300
088-832-2555
0887-35-5885
088-875-2345
088-822-7250
0887-53-5209
088-846-3280

芸西村
登録番号
18第005号
18第006号
18第008号
18第015号
18第034号
18第049号
18第061号
18第077号
19第092号
20第099号
18第107号
19第120号
18第129号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成19年2月1日
平成19年2月1日
平成20年1月30日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成20年3月16日
平成19年3月27日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成22年1月31日
平成22年1月31日
平成23年1月29日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成23年3月15日
平成22年3月26日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
（有）大和興業
（有）土佐衛生管理
日本化工（株）
（有）四国浄管
（株）寿工務店
（有）高坂設備清掃
（有）ニホン清掃工業
芸陽清掃社
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
マルナカ興業（有）
畠山衛生社

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
高知市南ノ丸町12-7
高知市長浜4413-13
香南市赤岡町624-2
高知市神田703
高知市南御座22-5
高知市万々486
高知市朝倉己1097-1
香美市土佐山田町宝町3-2-3
安芸市矢ノ丸3-8-1
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
香南市香我美町下分419-3
安芸市伊尾木1846-1

現在
13
電話番号
088-833-4128
088-841-1251
0887-55-1992
088-833-9000
088-884-1319
088-875-5161
088-840-1313
0887-57-2171
0887-35-3888
088-832-2155
088-873-1715
0887-54-5300
0887-35-5885

香南市
登録番号
18第005号
18第006号
19第007号
18第008号
20第013号
18第014号
18第015号
18第016号
18第032号
18第034号
19第045号
18第049号
18第051号
20第052号
18第061号
18第063号
18第067号
18第075号
18第077号
18第079号
19第090号
19第094号
20第099号
18第107号
18第108号
19第120号
18第126号
19第130号
18第147号
18第148号
20第157号
20第159号
18第164号
20第170号
18第171号
18第179号
20第182号
18第186号
20第194号
21第195号
18第199号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年6月3日
平成18年12月28日
平成20年5月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年7月17日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成20年10月6日
平成19年2月1日
平成19年2月1日
平成18年8月5日
平成19年2月1日
平成19年2月1日
平成19年2月24日
平成19年10月9日
平成20年3月30日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成19年1月27日
平成20年3月16日
平成18年11月8日
平成19年5月15日
平成18年11月14日
平成18年10月19日
平成20年4月15日
平成20年7月1日
平成19年1月21日
平成20年12月10日
平成18年6月26日
平成19年3月24日
平成20年9月2日
平成18年11月20日
平成21年3月9日
平成21年4月26日
平成19年1月26日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年6月2日
平成21年12月27日
平成23年5月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年7月16日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成23年10月5日
平成22年1月31日
平成22年1月31日
平成21年8月4日
平成22年1月31日
平成22年1月31日
平成22年2月23日
平成22年10月8日
平成23年3月29日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成22年1月26日
平成23年3月15日
平成21年11月7日
平成22年5月14日
平成21年11月13日
平成21年10月18日
平成23年4月14日
平成23年6月30日
平成22年1月20日
平成23年12月9日
平成21年6月25日
平成22年3月23日
平成23年9月1日
平成21年11月19日
平成24年3月8日
平成24年4月25日
平成22年1月25日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
（有）大和興業
（有）紘伸浄化
（有）土佐衛生管理
（有）浄研高知
（株）四国環境管理センター
日本化工（株）
（株）東洋技研
（株）タイヘイ
（有）四国浄管
（有）南国衛生社
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（株）ダイキアクシス 高知営業所
（有）高坂設備清掃
シコク環境ビジネス（株） 高知営業所
（有）高岡サービス
香長清掃（有）
（有）ニホン清掃工業
（株）ニシトミ
高東環境技術（株）
（有）香南衛生社
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
日立化成メンテナンス（株）高知営業所
マルナカ興業（有）
（有）シー・エス高知
（有）南海ハウジング
野雅和設備
（有）クリーン社
扶桑建設工業（株） 高知営業所
エンバイロ
東洋電化工業（株）
（株）寿サービス工業
（有）アクアシステム 山田営業所
（有）山本メンテナンス
セトウチ技研（株） 高知営業所
（株） ビル環境衛生管理
(株)関西ネオ 高知営業所
入交住環境（株）
サニタリーサービスオカモト

平成21年4月1日
業者数
在 地

営 業 所 所
高知市南ノ丸町12-7
高知市長浜4413-13
高知市札場37-1
香南市赤岡町624-2
高知市福井町2269-189
高知市追手筋2-7-8
高知市神田703
高知市大津乙1902-4
高知市桟橋通6-8-39
高知市南御座22-5
南国市東山町2-4-23
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
高知市大津乙1856-1
高知市朝倉己1097-1
高知市一宮西町一丁目２番１３号 楠瀬ﾊｳｽ2F
土佐市高岡町甲2133-1
香南市野市町西野2019-1
香美市土佐山田町宝町3-2-3
南国市立田2535-1
高知市槇山町12-3
南国市大埇乙2638-1
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
高知市杉井流31-21（高知日製住機内）
香南市香我美町下分419-3
高知市南ノ丸町12-9
香南市香我美町山北８９５
高知市石立町14-1
高知市福井町2187-31
高知市本町4-1-16
土佐市高岡町乙782-6
高知市萩町2-2-25
高知市万々486
香美市土佐山田町佐野 1106
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市介良乙3667-12 横堀ハイツ102号
高知市桟橋通4丁目7番17号
高知市布師田3961-4
高知市仁井田4563番地1
香美市土佐山田町宝町１−３−１７

現在
41
電話番号
088-833-4128
088-841-1251
088-883-4429
0887-55-1992
088-873-7739
088-822-2831
088-833-9000
088-866-6690
088-831-1888
088-884-1319
088-863-3531
088-875-5161
088-882-8661
088-866-0604
088-840-1313
088-846-3223
088-852-4614
0887-56-0009
0887-57-2171
088-863-3048
088-844-7673
088-864-2517
088-832-2155
088-873-1715
088-880-5433
0887-54-5300
088-832-2555
0887-54-2388
088-831-3693
088-875-2345
088-823-3636
088-852-5882
088-834-4836
088-822-7250
0887-53-5209
088-894-5743
088-803-4445
088-831-1235
088-846-3280
088-837-3117
0887-53-2651

香美市
登録番号
18第005号
18第006号
19第007号
18第008号
20第013号
18第014号
18第015号
18第016号
18第020号
18第032号
18第034号
19第045号
18第049号
20第052号
18第061号
18第067号
18第075号
18第077号
18第081号
19第090号
19第094号
20第099号
20第101号
18第107号
19第120号
18第126号
19第130号
18第147号
18第148号
20第159号
18第164号
20第170号
18第171号
18第179号
18第186号
20第194号
21第195号
18第199号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年6月3日
平成18年12月28日
平成20年5月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年7月17日
平成19年1月17日
平成20年10月6日
平成19年2月1日
平成18年8月5日
平成19年2月1日
平成19年2月1日
平成19年3月11日
平成19年10月9日
平成20年3月30日
平成20年9月9日
平成20年12月14日
平成18年8月3日
平成20年3月16日
平成18年11月8日
平成19年5月15日
平成18年11月14日
平成18年10月19日
平成20年7月1日
平成19年1月21日
平成20年12月10日
平成18年6月26日
平成19年3月24日
平成18年11月20日
平成21年3月9日
平成21年4月26日
平成19年1月26日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年6月2日
平成21年12月27日
平成23年5月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年7月16日
平成22年1月16日
平成23年10月5日
平成22年1月31日
平成21年8月4日
平成22年1月31日
平成22年1月31日
平成22年3月10日
平成22年10月8日
平成23年3月29日
平成23年9月8日
平成23年12月13日
平成21年8月2日
平成23年3月15日
平成21年11月7日
平成22年5月14日
平成21年11月13日
平成21年10月18日
平成23年6月30日
平成22年1月20日
平成23年12月9日
平成21年6月25日
平成22年3月23日
平成21年11月19日
平成24年3月8日
平成24年4月25日
平成22年1月25日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
（有）大和興業
（有）紘伸浄化
（有）土佐衛生管理
（有）浄研高知
（株）四国環境管理センター
日本化工（株）
（株）東洋技研
（有）嶺北浄管
（株）タイヘイ
（有）四国浄管
（有）南国衛生社
（株）寿工務店
（株）ダイキアクシス 高知営業所
（有）高坂設備清掃
（有）高岡サービス
香長清掃（有）
（有）ニホン清掃工業
（株）四電工 高知支店
高東環境技術（株）
（有）香南衛生社
紀和工業（株）
（有）南国清掃
日本環境メンテナス（株）
マルナカ興業（有）
（有）シー・エス高知
（有）南海ハウジング
野雅和設備
（有）クリーン社
エンバイロ
東洋電化工業（株）
（株）寿サービス工業
（有）アクアシステム 山田営業所
（有）山本メンテナンス
（株） ビル環境衛生管理
(株)関西ネオ 高知営業所
入交住環境（株）
サニタリーサービスオカモト

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
高知市南ノ丸町12-7
高知市長浜4413-13
高知市札場37-1
香南市赤岡町624-2
高知市福井町2269-189
高知市追手筋2-7-8
高知市神田703
高知市大津乙1902-4
長岡郡本山町寺家87-3
高知市桟橋通6-8-39
高知市南御座22-5
南国市東山町2-4-23
高知市万々486
高知市大津乙1856-1
高知市朝倉己1097-1
土佐市高岡町甲2133-1
香南市野市町西野2019-1
香美市土佐山田町宝町3-2-3
高知市桟橋通2-2-25
高知市槇山町12-3
南国市大埇乙2638-1
高知市南ノ丸町12-16
南国市岡豊町中島1422
高知市福井扇町8-21
香南市香我美町下分419-3
高知市南ノ丸町12-9
香南市香我美町山北８９５
高知市石立町14-1
高知市福井町2187-31
土佐市高岡町乙782-6
高知市萩町2-2-25
高知市万々486
香美市土佐山田町佐野 1106
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市桟橋通4丁目7番17号
高知市布師田3961-4
高知市仁井田4563番地1
香美市土佐山田町宝町１−３−１７

現在
38
電話番号
088-833-4128
088-841-1251
088-883-4429
0887-55-1992
088-873-7739
088-822-2831
088-833-9000
088-866-6690
0887-82-1005
088-831-1888
088-884-1319
088-863-3531
088-875-5161
088-866-0604
088-840-1313
088-852-4614
0887-56-0009
0887-57-2171
088-833-1211
088-844-7673
088-864-2517
088-832-2155
088-866-2432
088-873-1715
0887-54-5300
088-832-2555
0887-54-2388
088-831-3693
088-875-2345
088-852-5882
088-834-4836
088-822-7250
0887-53-5209
088-894-5743
088-831-1235
088-846-3280
088-837-3117
0887-53-2651

本山町
登録番号
18第015号
18第020号
18第049号
20第099号
18第107号
19第114号
20第135号
20第194号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成19年8月3日
平成20年5月25日
平成21年3月9日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成22年8月2日
平成23年5月24日
平成24年3月8日

営 業 所 名 称
日本化工（株）
（有）嶺北浄管
（株）寿工務店
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）本山衛生
（有）嶺北衛生
(株)関西ネオ 高知営業所

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
高知市神田703
長岡郡本山町寺家87-3
高知市万々486
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
長岡郡本山町上関甲534
土佐町田井1579-3
高知市布師田3961-4

現在
8
電話番号
088-833-9000
0887-82-1005
088-875-5161
088-832-2155
088-873-1715
0887-76-3522
0887-82-0277
088-846-3280

大豊町
登録番号
18第015号
18第016号
18第020号
18第049号
20第099号
18第107号
19第114号
19第133号
20第135号
18第164号
20第182号
20第194号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成19年8月3日
平成20年3月1日
平成20年5月25日
平成19年1月21日
平成20年9月2日
平成21年3月9日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成22年8月2日
平成23年2月28日
平成23年5月24日
平成22年1月20日
平成23年9月1日
平成24年3月8日

営 業 所 名 称
日本化工（株）
（株）東洋技研
（有）嶺北浄管
（株）寿工務店
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）本山衛生
高知道路事務所
（有）嶺北衛生
東洋電化工業（株）
セトウチ技研（株） 高知営業所
(株)関西ネオ 高知営業所

平成21年4月1日
業者数
在 地

営 業 所 所
高知市神田703
高知市大津乙1902-4
長岡郡本山町寺家87-3
高知市万々486
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
長岡郡本山町上関甲534
南国市領石924-34
土佐町田井1579-3
高知市萩町2-2-25
高知市介良乙3667-12 横堀ハイツ102号
高知市布師田3961-4

現在
12
電話番号
088-833-9000
088-866-6690
0887-82-1005
088-875-5161
088-832-2155
088-873-1715
0887-76-3522
088-862-0370
0887-82-0277
088-834-4836
088-803-4445
088-846-3280

土佐町
登録番号
18第015号
18第020号
18第049号
20第099号
18第107号
19第114号
20第135号
20第183号
18第198号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成19年8月3日
平成20年5月25日
平成20年10月24日
平成18年12月11日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成22年8月2日
平成23年5月24日
平成23年10月23日
平成21年12月10日

営 業 所 名 称
日本化工（株）
（有）嶺北浄管
（株）寿工務店
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）本山衛生
（有）嶺北衛生
荏原エンジニアリングサービス（株） 高知事務所
住重環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）高知事務所

平成21年4月1日
業者数
所 在 地

営 業 所
高知市神田703
長岡郡本山町寺家87-3
高知市万々486
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
長岡郡本山町上関甲534
土佐町田井1579-3
高知市高埇22-1
高知市薊野北町2丁目1-31-102号

現在
9
電話番号
088-833-9000
0887-82-1005
088-875-5161
088-832-2155
088-873-1715
0887-76-3522
0887-82-0277
088-882-1319
088-846-2026

大川村
登録番号
18第020号
20第099号
19第114号
20第135号
20第194号

登録年月日
平成18年12月28日
平成20年9月9日
平成19年8月3日
平成20年5月25日
平成21年3月9日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成23年9月8日
平成22年8月2日
平成23年5月24日
平成24年3月8日

営 業 所 名 称
（有）嶺北浄管
紀和工業（株）
（有）本山衛生
（有）嶺北衛生
(株)関西ネオ 高知営業所

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
長岡郡本山町寺家87-3
高知市南ノ丸町12-16
長岡郡本山町上関甲534
土佐町田井1579-3
高知市布師田3961-4

現在
5
電話番号
0887-82-1005
088-832-2155
0887-76-3522
0887-82-0277
088-846-3280

南国市
登録番号
18第005号
18第006号
19第007号
18第008号
18第014号
18第015号
18第020号
18第032号
18第034号
19第045号
18第049号
18第051号
20第052号
18第061号
18第067号
18第077号
18第078号
18第079号
19第090号
19第094号
20第099号
20第101号
18第107号
18第108号
18第126号
19第133号
18第147号
18第148号
20第159号
18第164号
19第167号
20第170号
18第171号
18第173号
18第179号
20第182号
20第183号
18第186号
20第194号
21第195号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年6月3日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年7月17日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成20年10月6日
平成19年2月1日
平成18年8月5日
平成19年2月1日
平成19年2月8日
平成19年2月24日
平成19年10月9日
平成20年3月30日
平成20年9月9日
平成20年12月14日
平成18年8月3日
平成19年1月27日
平成18年11月8日
平成20年3月1日
平成18年11月14日
平成18年10月19日
平成20年7月1日
平成19年1月21日
平成20年2月22日
平成20年12月10日
平成18年6月26日
平成18年8月31日
平成19年3月24日
平成20年9月2日
平成20年10月24日
平成18年11月20日
平成21年3月9日
平成21年4月26日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年6月2日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年7月16日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成23年10月5日
平成22年1月31日
平成21年8月4日
平成22年1月31日
平成22年2月7日
平成22年2月23日
平成22年10月8日
平成23年3月29日
平成23年9月8日
平成23年12月13日
平成21年8月2日
平成22年1月26日
平成21年11月7日
平成23年2月28日
平成21年11月13日
平成21年10月18日
平成23年6月30日
平成22年1月20日
平成23年2月21日
平成23年12月9日
平成21年6月25日
平成21年8月30日
平成22年3月23日
平成23年9月1日
平成23年10月23日
平成21年11月19日
平成24年3月8日
平成24年4月25日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
（有）大和興業
（有）紘伸浄化
（有）土佐衛生管理
（株）四国環境管理センター
日本化工（株）
（有）嶺北浄管
（株）タイヘイ
（有）四国浄管
（有）南国衛生社
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（株）ダイキアクシス 高知営業所
（有）高坂設備清掃
（有）高岡サービス
（有）ニホン清掃工業
（株）高知県浄化槽綜合センター
（株）ニシトミ
高東環境技術（株）
（有）香南衛生社
紀和工業（株）
（有）南国清掃
日本環境メンテナス（株）
日立化成メンテナンス（株）高知営業所
（有）シー・エス高知
高知道路事務所
野雅和設備
（有）クリーン社
エンバイロ
東洋電化工業（株）
（有）橋田工務店
（株）寿サービス工業
（有）アクアシステム 山田営業所
四国三研工業（株）
（有）山本メンテナンス
セトウチ技研（株） 高知営業所
荏原エンジニアリングサービス（株） 高知事務所
（株） ビル環境衛生管理
(株)関西ネオ 高知営業所
入交住環境（株）

平成21年4月1日
業者数
所 在 地

営 業 所
高知市南ノ丸町12-7
高知市長浜4413-13
高知市札場37-1
香南市赤岡町624-2
高知市追手筋2-7-8
高知市神田703
長岡郡本山町寺家87-3
高知市桟橋通6-8-39
高知市南御座22-5
南国市東山町2-4-23
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
高知市大津乙1856-1
高知市朝倉己1097-1
土佐市高岡町甲2133-1
香美市土佐山田町宝町3-2-3
南国市下末松307-6
南国市立田2535-1
高知市槇山町12-3
南国市大埇乙2638-1
高知市南ノ丸町12-16
南国市岡豊町中島1422
高知市福井扇町8-21
高知市杉井流31-21（高知日製住機内）
高知市南ノ丸町12-9
南国市領石924-34
高知市石立町14-1
高知市福井町2187-31
土佐市高岡町乙782-6
高知市萩町2-2-25
南国市前浜6-1
高知市万々486
香美市土佐山田町佐野 1106
高知市池２９８８番地
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市介良乙3667-12 横堀ハイツ102号
高知市高埇22-1
高知市桟橋通4丁目7番17号
高知市布師田3961-4
高知市仁井田4563番地1

現在
40
電話番号
088-833-4128
088-841-1251
088-883-4429
0887-55-1992
088-822-2831
088-833-9000
0887-82-1005
088-831-1888
088-884-1319
088-863-3531
088-875-5161
088-882-8661
088-866-0604
088-840-1313
088-852-4614
0887-57-2171
088-863-5117
088-863-3048
088-844-7673
088-864-2517
088-832-2155
088-866-2432
088-873-1715
088-880-5433
088-832-2555
088-862-0370
088-831-3693
088-875-2345
088-852-5882
088-834-4836
088-865-1288
088-822-7250
0887-53-5209
088-847-8811
088-894-5743
088-803-4445
088-882-1319
088-831-1235
088-846-3280
088-837-3117

いの町（旧伊野町）
登録番号
18第005号
18第006号
19第007号
20第013号
18第014号
18第015号
18第016号
18第020号
19第022号
18第032号
18第034号
18第046号
18第048号
18第049号
18第051号
18第061号
18第065号
18第067号
18第083号
19第090号
20第099号
18第107号
18第108号
18第126号
20第143号
18第145号
18第147号
18第148号
18第152号
19第155号
20第157号
20第159号
19第163号
20第170号
18第171号
18第179号
18第186号
20第194号
21第195号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年6月3日
平成20年5月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年7月13日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月10日
平成18年4月14日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成19年2月1日
平成19年2月1日
平成18年8月5日
平成19年3月31日
平成19年10月9日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成19年1月27日
平成18年11月8日
平成21年3月9日
平成18年10月27日
平成18年11月14日
平成18年10月19日
平成19年4月1日
平成19年10月16日
平成20年4月15日
平成20年7月1日
平成19年4月1日
平成20年12月10日
平成18年6月26日
平成19年3月24日
平成18年11月20日
平成21年3月9日
平成21年4月26日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年6月2日
平成23年5月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年7月12日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月9日
平成21年4月13日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成22年1月31日
平成22年1月31日
平成21年8月4日
平成22年3月30日
平成22年10月8日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成22年1月26日
平成21年11月7日
平成24年3月8日
平成21年10月26日
平成21年11月13日
平成21年10月18日
平成22年3月31日
平成22年10月15日
平成23年4月14日
平成23年6月30日
平成22年3月31日
平成23年12月9日
平成21年6月25日
平成22年3月23日
平成21年11月19日
平成24年3月8日
平成24年4月25日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
（有）大和興業
（有）紘伸浄化
（有）浄研高知
（株）四国環境管理センター
日本化工（株）
（株）東洋技研
（有）嶺北浄管
（有）高北衛生
（株）タイヘイ
（有）四国浄管
（有）春野衛生
（有）西部企業
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（有）高坂設備清掃 土佐支店
（有）高岡設備清掃工業
（有）高岡サービス
西分衛生
高東環境技術（株）
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
日立化成メンテナンス（株）高知営業所
（有）シー・エス高知
(有)いのえいせい
日高衛生
野雅和設備
（有）クリーン社
（有）大創工務店
宇治工業（有）
扶桑建設工業（株） 高知営業所
エンバイロ
(株)宇佐公益社
（株）寿サービス工業
（有）アクアシステム 山田営業所
（有）山本メンテナンス
（株） ビル環境衛生管理
(株)関西ネオ 高知営業所
入交住環境（株）

平成21年4月1日
業者数
所 在 地

営 業 所
高知市南ノ丸町12-7
高知市長浜4413-13
高知市札場37-1
高知市福井町2269-189
高知市追手筋2-7-8
高知市神田703
高知市大津乙1902-4
長岡郡本山町寺家87-3
土佐市蓮池2447-4
高知市桟橋通6-8-39
高知市南御座22-5
吾川郡春野町西分2693-1
高知市大谷公園町6-22
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
土佐市塚地550
土佐市蓮池859
土佐市高岡町甲2133-1
春野町西分140
高知市槇山町12-3
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
高知市杉井流31-21（高知日製住機内）
高知市南ノ丸町12-9
吾川郡いの町大内3112
日高村下分3071-4
高知市石立町14-1
高知市福井町2187-31
春野町弘岡中118-1
伊野町枝川886-5
高知市本町4-1-16
土佐市高岡町乙782-6
高岡郡越知町越知甲1064-4
高知市万々486
香美市土佐山田町佐野 1106
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市桟橋通4丁目7番17号
高知市布師田3961-4
高知市仁井田4563番地1

現在
39
電話番号
088-833-4128
088-841-1251
088-883-4429
088-873-7739
088-822-2831
088-833-9000
088-866-6690
0887-82-1005
088-852-0198
088-831-1888
088-884-1319
088-894-3920
088-844-4444
088-875-5161
088-882-8661
088-852-3066
088-852-3827
088-852-4614
088-894-2543
088-844-7673
088-832-2155
088-873-1715
088-880-5433
088-832-2555
088-893-3700
0889-24-5655
088-831-3693
088-875-2345
088-894-4004
088-892-5521
088-823-3636
088-852-5882
0889-26-0170
088-822-7250
0887-53-5209
088-894-5743
088-831-1235
088-846-3280
088-837-3117

いの町（旧本川村）
登録番号
18第020号
18第049号
20第099号
18第107号
19第114号
20第135号
18第186号
19第190号
20第194号

登録年月日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成19年8月3日
平成20年5月25日
平成18年11月20日
平成19年5月21日
平成21年3月9日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成22年8月2日
平成23年5月24日
平成21年11月19日
平成22年5月20日
平成24年3月8日

営 業 所 名 称
（有）嶺北浄管
（株）寿工務店
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）本山衛生
（有）嶺北衛生
（株） ビル環境衛生管理
(有)テックイン・ヤマナカ
(株)関西ネオ 高知営業所

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
長岡郡本山町寺家87-3
高知市万々486
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
長岡郡本山町上関甲534
土佐町田井1579-3
高知市桟橋通4丁目7番17号
吾川郡いの町下八川甲363-1
高知市布師田3961-4

現在
9
電話番号
0887-82-1005
088-875-5161
088-832-2155
088-873-1715
0887-76-3522
0887-82-0277
088-831-1235
088-867-2139
088-846-3280

いの町（旧吾北村）
登録番号
18第020号
18第049号
20第099号
18第107号
20第135号
18第148号
18第186号
19第190号
20第194号

登録年月日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成20年5月25日
平成18年10月19日
平成18年11月20日
平成19年5月21日
平成21年3月9日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成23年5月24日
平成21年10月18日
平成21年11月19日
平成22年5月20日
平成24年3月8日

営 業 所 名 称
（有）嶺北浄管
（株）寿工務店
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）嶺北衛生
（有）クリーン社
（株） ビル環境衛生管理
(有)テックイン・ヤマナカ
(株)関西ネオ 高知営業所

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
長岡郡本山町寺家87-3
高知市万々486
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
土佐町田井1579-3
高知市福井町2187-31
高知市桟橋通4丁目7番17号
吾川郡いの町下八川甲363-1
高知市布師田3961-4

現在
9
電話番号
0887-82-1005
088-875-5161
088-832-2155
088-873-1715
0887-82-0277
088-875-2345
088-831-1235
088-867-2139
088-846-3280

土佐市
登録番号
18第005号
18第006号
19第007号
20第013号
18第014号
18第015号
18第016号
19第022号
18第032号
18第034号
18第046号
18第048号
18第049号
18第051号
20第052号
18第061号
18第063号
18第065号
18第067号
18第081号
18第083号
19第090号
20第099号
18第107号
18第126号
19第133号
20第143号
18第145号
18第147号
18第148号
18第152号
19第155号
20第157号
20第159号
20第161号
19第163号
18第164号
20第170号
18第171号
18第179号
20第182号
18第186号
20第194号
21第195号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年6月3日
平成20年5月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年7月13日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月10日
平成18年4月14日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成20年10月6日
平成19年2月1日
平成19年2月1日
平成19年2月1日
平成18年8月5日
平成19年3月11日
平成19年3月31日
平成19年10月9日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成18年11月8日
平成20年3月1日
平成21年3月9日
平成18年10月27日
平成18年11月14日
平成18年10月19日
平成19年4月1日
平成19年10月16日
平成20年4月15日
平成20年7月1日
平成20年9月12日
平成19年4月1日
平成19年1月21日
平成20年12月10日
平成18年6月26日
平成19年3月24日
平成20年9月2日
平成18年11月20日
平成21年3月9日
平成21年4月26日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年6月2日
平成23年5月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年7月12日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月9日
平成21年4月13日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成23年10月5日
平成22年1月31日
平成22年1月31日
平成22年1月31日
平成21年8月4日
平成22年3月10日
平成22年3月30日
平成22年10月8日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成21年11月7日
平成23年2月28日
平成24年3月8日
平成21年10月26日
平成21年11月13日
平成21年10月18日
平成22年3月31日
平成22年10月15日
平成23年4月14日
平成23年6月30日
平成23年9月11日
平成22年3月31日
平成22年1月20日
平成23年12月9日
平成21年6月25日
平成22年3月23日
平成23年9月1日
平成21年11月19日
平成24年3月8日
平成24年4月25日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
（有）大和興業
（有）紘伸浄化
（有）浄研高知
（株）四国環境管理センター
日本化工（株）
（株）東洋技研
（有）高北衛生
（株）タイヘイ
（有）四国浄管
（有）春野衛生
（有）西部企業
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（株）ダイキアクシス 高知営業所
（有）高坂設備清掃 土佐支店
シコク環境ビジネス（株） 高知営業所
（有）高岡設備清掃工業
（有）高岡サービス
（株）四電工 高知支店
西分衛生
高東環境技術（株）
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）シー・エス高知
高知道路事務所
(有)いのえいせい
日高衛生
野雅和設備
（有）クリーン社
（有）大創工務店
宇治工業（有）
扶桑建設工業（株） 高知営業所
エンバイロ
東邦工業（株）
(株)宇佐公益社
東洋電化工業（株）
（株）寿サービス工業
（有）アクアシステム 山田営業所
（有）山本メンテナンス
セトウチ技研（株） 高知営業所
（株） ビル環境衛生管理
(株)関西ネオ 高知営業所
入交住環境（株）

平成21年4月1日
業者数
在 地

営 業 所 所
高知市南ノ丸町12-7
高知市長浜4413-13
高知市札場37-1
高知市福井町2269-189
高知市追手筋2-7-8
高知市神田703
高知市大津乙1902-4
土佐市蓮池2447-4
高知市桟橋通6-8-39
高知市南御座22-5
吾川郡春野町西分2693-1
高知市大谷公園町6-22
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
高知市大津乙1856-1
土佐市塚地550
高知市一宮西町一丁目２番１３号 楠瀬ﾊｳｽ2F
土佐市蓮池859
土佐市高岡町甲2133-1
高知市桟橋通2-2-25
春野町西分140
高知市槇山町12-3
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
高知市南ノ丸町12-9
南国市領石924-34
吾川郡いの町大内3112
日高村下分3071-4
高知市石立町14-1
高知市福井町2187-31
春野町弘岡中118-1
伊野町枝川886-5
高知市本町4-1-16
土佐市高岡町乙782-6
土佐市蓮池961-3
高岡郡越知町越知甲1064-4
高知市萩町2-2-25
高知市万々486
香美市土佐山田町佐野 1106
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市介良乙3667-12 横堀ハイツ102号
高知市桟橋通4丁目7番17号
高知市布師田3961-4
高知市仁井田4563番地1

現在
44
電話番号
088-833-4128
088-841-1251
088-883-4429
088-873-7739
088-822-2831
088-833-9000
088-866-6690
088-852-0198
088-831-1888
088-884-1319
088-894-3920
088-844-4444
088-875-5161
088-882-8661
088-866-0604
088-852-3066
088-846-3223
088-852-3827
088-852-4614
088-833-1211
088-894-2543
088-844-7673
088-832-2155
088-873-1715
088-832-2555
088-862-0370
088-893-3700
0889-24-5655
088-831-3693
088-875-2345
088-894-4004
088-892-5521
088-823-3636
088-852-5882
088-852-2525
0889-26-0170
088-834-4836
088-822-7250
0887-53-5209
088-894-5743
088-803-4445
088-831-1235
088-846-3280
088-837-3117

日高村
登録番号
18第005号
18第006号
19第007号
20第013号
18第014号
18第015号
18第016号
19第022号
18第032号
18第034号
18第046号
18第048号
18第049号
18第051号
18第061号
18第065号
18第067号
18第083号
19第090号
20第099号
18第107号
18第126号
20第143号
18第145号
18第147号
18第148号
19第155号
20第159号
19第163号
18第164号
20第170号
18第171号
18第179号
20第194号
21第195号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年6月3日
平成20年5月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年7月13日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月10日
平成18年4月14日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成19年2月1日
平成19年2月1日
平成18年8月5日
平成19年3月31日
平成19年10月9日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成18年11月8日
平成21年3月9日
平成18年10月27日
平成18年11月14日
平成18年10月19日
平成19年10月16日
平成20年7月1日
平成19年4月1日
平成19年1月21日
平成20年12月10日
平成18年6月26日
平成19年3月24日
平成21年3月9日
平成21年4月26日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年6月2日
平成23年5月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年7月12日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月9日
平成21年4月13日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成22年1月31日
平成22年1月31日
平成21年8月4日
平成22年3月30日
平成22年10月8日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成21年11月7日
平成24年3月8日
平成21年10月26日
平成21年11月13日
平成21年10月18日
平成22年10月15日
平成23年6月30日
平成22年3月31日
平成22年1月20日
平成23年12月9日
平成21年6月25日
平成22年3月23日
平成24年3月8日
平成24年4月25日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
（有）大和興業
（有）紘伸浄化
（有）浄研高知
（株）四国環境管理センター
日本化工（株）
（株）東洋技研
（有）高北衛生
（株）タイヘイ
（有）四国浄管
（有）春野衛生
（有）西部企業
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（有）高坂設備清掃 土佐支店
（有）高岡設備清掃工業
（有）高岡サービス
西分衛生
高東環境技術（株）
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）シー・エス高知
(有)いのえいせい
日高衛生
野雅和設備
（有）クリーン社
宇治工業（有）
エンバイロ
(株)宇佐公益社
東洋電化工業（株）
（株）寿サービス工業
（有）アクアシステム 山田営業所
（有）山本メンテナンス
(株)関西ネオ 高知営業所
入交住環境（株）

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
高知市南ノ丸町12-7
高知市長浜4413-13
高知市札場37-1
高知市福井町2269-189
高知市追手筋2-7-8
高知市神田703
高知市大津乙1902-4
土佐市蓮池2447-4
高知市桟橋通6-8-39
高知市南御座22-5
吾川郡春野町西分2693-1
高知市大谷公園町6-22
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
土佐市塚地550
土佐市蓮池859
土佐市高岡町甲2133-1
春野町西分140
高知市槇山町12-3
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
高知市南ノ丸町12-9
吾川郡いの町大内3112
日高村下分3071-4
高知市石立町14-1
高知市福井町2187-31
伊野町枝川886-5
土佐市高岡町乙782-6
高岡郡越知町越知甲1064-4
高知市萩町2-2-25
高知市万々486
香美市土佐山田町佐野 1106
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市布師田3961-4
高知市仁井田4563番地1

現在
35
電話番号
088-833-4128
088-841-1251
088-883-4429
088-873-7739
088-822-2831
088-833-9000
088-866-6690
088-852-0198
088-831-1888
088-884-1319
088-894-3920
088-844-4444
088-875-5161
088-882-8661
088-852-3066
088-852-3827
088-852-4614
088-894-2543
088-844-7673
088-832-2155
088-873-1715
088-832-2555
088-893-3700
0889-24-5655
088-831-3693
088-875-2345
088-892-5521
088-852-5882
0889-26-0170
088-834-4836
088-822-7250
0887-53-5209
088-894-5743
088-846-3280
088-837-3117

佐川町
登録番号
18第005号
18第006号
19第007号
20第013号
18第014号
18第015号
18第032号
18第034号
18第042号
18第044号
18第048号
18第049号
18第051号
18第061号
18第063号
18第067号
18第081号
19第090号
20第099号
18第107号
18第126号
20第137号
19第140号
18第146号
18第147号
18第148号
19第155号
20第170号
18第171号
20第194号
21第195号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年6月3日
平成20年5月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年4月14日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成19年2月1日
平成19年2月1日
平成18年8月5日
平成19年3月11日
平成19年10月9日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成18年11月8日
平成20年8月19日
平成19年4月1日
平成18年9月2日
平成18年11月14日
平成18年10月19日
平成19年10月16日
平成20年12月10日
平成18年6月26日
平成21年3月9日
平成21年4月26日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年6月2日
平成23年5月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年4月13日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成22年1月31日
平成22年1月31日
平成21年8月4日
平成22年3月10日
平成22年10月8日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成21年11月7日
平成23年8月18日
平成22年3月31日
平成21年9月1日
平成21年11月13日
平成21年10月18日
平成22年10月15日
平成23年12月9日
平成21年6月25日
平成24年3月8日
平成24年4月25日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
（有）大和興業
（有）紘伸浄化
（有）浄研高知
（株）四国環境管理センター
日本化工（株）
（株）タイヘイ
（有）四国浄管
（有）高吾北衛生社
（有）佐川衛生
（有）西部企業
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（有）高坂設備清掃 土佐支店
シコク環境ビジネス（株） 高知営業所
（有）高岡サービス
（株）四電工 高知支店
高東環境技術（株）
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）シー・エス高知
（有）水 源
(株)越知清掃設備
（株）佐川水道
野雅和設備
（有）クリーン社
宇治工業（有）
（株）寿サービス工業
（有）アクアシステム 山田営業所
(株)関西ネオ 高知営業所
入交住環境（株）

平成21年4月1日
業者数
在 地

営 業 所 所
高知市南ノ丸町12-7
高知市長浜4413-13
高知市札場37-1
高知市福井町2269-189
高知市追手筋2-7-8
高知市神田703
高知市桟橋通6-8-39
高知市南御座22-5
高岡郡越知町越知甲2275-1
高岡郡佐川町甲1675-8
高知市大谷公園町6-22
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
土佐市塚地550
高知市一宮西町一丁目２番１３号 楠瀬ﾊｳｽ2F
土佐市高岡町甲2133-1
高知市桟橋通2-2-25
高知市槇山町12-3
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
高知市南ノ丸町12-9
佐川町乙2119-8
越知町越知甲1064-4
佐川町鳥の巣乙36-1
高知市石立町14-1
高知市福井町2187-31
伊野町枝川886-5
高知市万々486
香美市土佐山田町佐野 1106
高知市布師田3961-4
高知市仁井田4563番地1

現在
31
電話番号
088-833-4128
088-841-1251
088-883-4429
088-873-7739
088-822-2831
088-833-9000
088-831-1888
088-884-1319
0889-26-1053
0889-22-1290
088-844-4444
088-875-5161
088-882-8661
088-852-3066
088-846-3223
088-852-4614
088-833-1211
088-844-7673
088-832-2155
088-873-1715
088-832-2555
0889-22-4312
0889-26-1263
0889-22-0390
088-831-3693
088-875-2345
088-892-5521
088-822-7250
0887-53-5209
088-846-3280
088-837-3117

越知町
登録番号
18第005号
18第006号
18第014号
18第015号
18第042号
18第044号
18第049号
18第061号
18第067号
20第099号
18第107号
20第137号
19第140号
18第146号
18第147号
18第148号
19第155号
20第170号
20第194号
21第195号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成19年2月1日
平成18年8月5日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成20年8月19日
平成19年4月1日
平成18年9月2日
平成18年11月14日
平成18年10月19日
平成19年10月16日
平成20年12月10日
平成21年3月9日
平成21年4月26日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成22年1月31日
平成21年8月4日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成23年8月18日
平成22年3月31日
平成21年9月1日
平成21年11月13日
平成21年10月18日
平成22年10月15日
平成23年12月9日
平成24年3月8日
平成24年4月25日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
（有）大和興業
（株）四国環境管理センター
日本化工（株）
（有）高吾北衛生社
（有）佐川衛生
（株）寿工務店
（有）高坂設備清掃 土佐支店
（有）高岡サービス
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）水 源
(株)越知清掃設備
（株）佐川水道
野雅和設備
（有）クリーン社
宇治工業（有）
（株）寿サービス工業
(株)関西ネオ 高知営業所
入交住環境（株）

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
高知市南ノ丸町12-7
高知市長浜4413-13
高知市追手筋2-7-8
高知市神田703
高岡郡越知町越知甲2275-1
高岡郡佐川町甲1675-8
高知市万々486
土佐市塚地550
土佐市高岡町甲2133-1
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
佐川町乙2119-8
越知町越知甲1064-4
佐川町鳥の巣乙36-1
高知市石立町14-1
高知市福井町2187-31
伊野町枝川886-5
高知市万々486
高知市布師田3961-4
高知市仁井田4563番地1

現在
20
電話番号
088-833-4128
088-841-1251
088-822-2831
088-833-9000
0889-26-1053
0889-22-1290
088-875-5161
088-852-3066
088-852-4614
088-832-2155
088-873-1715
0889-22-4312
0889-26-1263
0889-22-0390
088-831-3693
088-875-2345
088-892-5521
088-822-7250
088-846-3280
088-837-3117

仁淀川町
登録番号
18第006号
18第014号
18第015号
18第042号
18第044号
18第049号
18第051号
20第052号
18第061号
18第067号
20第099号
18第107号
20第137号
19第140号
18第146号
18第147号
19第155号
20第156号
18第164号
20第170号
20第194号
21第195号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成20年10月6日
平成19年2月1日
平成18年8月5日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成20年8月19日
平成19年4月1日
平成18年9月2日
平成18年11月14日
平成19年10月16日
平成20年8月16日
平成19年1月21日
平成20年12月10日
平成21年3月9日
平成21年4月26日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成23年10月5日
平成22年1月31日
平成21年8月4日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成23年8月18日
平成22年3月31日
平成21年9月1日
平成21年11月13日
平成22年10月15日
平成23年8月15日
平成22年1月20日
平成23年12月9日
平成24年3月8日
平成24年4月25日

営 業 所 名 称
（有）大和興業
（株）四国環境管理センター
日本化工（株）
（有）高吾北衛生社
（有）佐川衛生
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（株）ダイキアクシス 高知営業所
（有）高坂設備清掃 土佐支店
（有）高岡サービス
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）水 源
(株)越知清掃設備
（株）佐川水道
野雅和設備
宇治工業（有）
ＡＩＮ電設
東洋電化工業（株）
（株）寿サービス工業
(株)関西ネオ 高知営業所
入交住環境（株）

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
高知市長浜4413-13
高知市追手筋2-7-8
高知市神田703
高岡郡越知町越知甲2275-1
高岡郡佐川町甲1675-8
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
高知市大津乙1856-1
土佐市塚地550
土佐市高岡町甲2133-1
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
佐川町乙2119-8
越知町越知甲1064-4
佐川町鳥の巣乙36-1
高知市石立町14-1
伊野町枝川886-5
吾川郡仁淀川町土居甲1043
高知市萩町2-2-25
高知市万々486
高知市布師田3961-4
高知市仁井田4563番地1

現在
22
電話番号
088-841-1251
088-822-2831
088-833-9000
0889-26-1053
0889-22-1290
088-875-5161
088-882-8661
088-866-0604
088-852-3066
088-852-4614
088-832-2155
088-873-1715
0889-22-4312
0889-26-1263
0889-22-0390
088-831-3693
088-892-5521
0889-34-3833
088-834-4836
088-822-7250
088-846-3280
088-837-3117

須崎市
登録番号
18第005号
18第005号
18第006号
19第007号
18第015号
18第016号
18第021号
19第023号
18第032号
18第034号
18第049号
18第051号
20第052号
18第061号
18第063号
18第067号
19第090号
19第091号
20第099号
21第104号
18第107号
18第108号
20第124号
18第126号
19第133号
18第147号
18第148号
20第162号
20第170号
18第171号
18第179号
18第186号
19第191号
20第194号
21第195号
20第187号
20第166号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年6月3日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年11月30日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成20年10月6日
平成19年2月1日
平成19年2月1日
平成18年8月5日
平成19年10月9日
平成19年12月27日
平成20年9月9日
平成21年4月8日
平成18年8月3日
平成19年1月27日
平成21年1月11日
平成18年11月8日
平成20年3月1日
平成18年11月14日
平成18年10月19日
平成20年9月25日
平成20年12月10日
平成18年6月26日
平成19年3月24日
平成18年11月20日
平成19年9月28日
平成21年3月9日
平成21年4月26日
平成20年11月10日
平成21年3月2日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年6月2日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年11月29日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成23年10月5日
平成22年1月31日
平成22年1月31日
平成21年8月4日
平成22年10月8日
平成22年12月26日
平成23年9月8日
平成24年4月7日
平成21年8月2日
平成22年1月26日
平成24年1月10日
平成21年11月7日
平成23年2月28日
平成21年11月13日
平成21年10月18日
平成23年9月24日
平成23年12月9日
平成21年6月25日
平成22年3月23日
平成21年11月19日
平成22年9月27日
平成24年3月8日
平成24年4月25日
平成23年11月9日
平成24年3月1日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
㈱四国清掃工業 葉山営業所
（有）大和興業
（有）紘伸浄化
日本化工（株）
（株）東洋技研
高陵水道（有）
（有）高陵衛生社
（株）タイヘイ
（有）四国浄管
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（株）ダイキアクシス 高知営業所
（有）高坂設備清掃 須崎支店
シコク環境ビジネス（株） 高知営業所
（有）高岡サービス
高東環境技術（株）
（有）古谷水道工業所
紀和工業（株）
山手設備
日本環境メンテナス（株）
日立化成メンテナンス（株）高知営業所
（有）八幡工業 須崎支店
（有）シー・エス高知
高知道路事務所
野雅和設備
（有）クリーン社
（有）西起組
（株）寿サービス工業
（有）アクアシステム 山田営業所
（有）山本メンテナンス
（株） ビル環境衛生管理
葉山衛生社
(株)関西ネオ 高知営業所
入交住環境（株）
(株)貴水
(株)岡村水道

平成21年4月1日
業者数
在 地

営 業 所 所
高知市南ノ丸町12-7
高岡郡津野町永野431
高知市長浜4413-13
高知市札場37-1
高知市神田703
高知市大津乙1902-4
須崎市西町1-15-18
須崎市新町1-7-3
高知市桟橋通6-8-39
高知市南御座22-5
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
高知市大津乙1856-1
須崎市多ノ郷3889
高知市一宮西町一丁目２番１３号 楠瀬ﾊｳｽ2F
土佐市高岡町甲2133-1
高知市槇山町12-3
須崎市原町1-2-24
高知市南ノ丸町12-16
須崎市山手町4-4-2
高知市福井扇町8-21
高知市杉井流31-21（高知日製住機内）
須崎市上分丙962-5
高知市南ノ丸町12-9
南国市領石924-34
高知市石立町14-1
高知市福井町2187-31
高岡郡津野町大野55
高知市万々486
香美市土佐山田町佐野 1106
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市桟橋通4丁目7番17号
高岡郡津野町西谷甲374
高知市布師田3961-4
高知市仁井田4563番地1
高岡郡中土佐町久礼2550-13
高岡郡中土佐町久礼2219-9

現在
37
電話番号
088-833-4128
0889-55-2501
088-841-1251
088-883-4429
088-833-9000
088-866-6690
0889-42-1179
0889-42-0723
088-831-1888
088-884-1319
088-875-5161
088-882-8661
088-866-0604
0889-43-0353
088-846-3223
088-852-4614
088-844-7673
0889-42-0849
088-832-2155
0889-42-8803
088-873-1715
088-880-5433
0889-46-0965
088-832-2555
088-862-0370
088-831-3693
088-875-2345
0889-56-3030
088-822-7250
0887-53-5209
088-894-5743
088-831-1235
0889-55-2612
088-846-3280
088-837-3117
0889-52-4700
0889-52-4588

中土佐町
登録番号
18第005号
18第005号
19第007号
18第014号
18第015号
20第029号
18第032号
18第049号
18第051号
18第061号
18第063号
19第090号
19第091号
20第099号
21第104号
18第107号
20第124号
18第148号
20第170号
18第171号
18第179号
20第182号
20第183号
18第186号
19第191号
20第194号
20第187号
20第166号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年6月3日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成20年4月5日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成19年2月1日
平成19年2月1日
平成19年10月9日
平成19年12月27日
平成20年9月9日
平成21年4月8日
平成18年8月3日
平成21年1月11日
平成18年10月19日
平成20年12月10日
平成18年6月26日
平成19年3月24日
平成20年9月2日
平成20年10月24日
平成18年11月20日
平成19年9月28日
平成21年3月9日
平成20年11月10日
平成21年3月2日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年6月2日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成23年4月4日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成22年1月31日
平成22年1月31日
平成22年10月8日
平成22年12月26日
平成23年9月8日
平成24年4月7日
平成21年8月2日
平成24年1月10日
平成21年10月18日
平成23年12月9日
平成21年6月25日
平成22年3月23日
平成23年9月1日
平成23年10月23日
平成21年11月19日
平成22年9月27日
平成24年3月8日
平成23年11月9日
平成24年3月1日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
㈱四国清掃工業 葉山営業所
（有）紘伸浄化
（株）四国環境管理センター
日本化工（株）
(有)大正衛生
（株）タイヘイ
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（有）高坂設備清掃 須崎支店
シコク環境ビジネス（株） 高知営業所
高東環境技術（株）
（有）古谷水道工業所
紀和工業（株）
山手設備
日本環境メンテナス（株）
（有）八幡工業 須崎支店
（有）クリーン社
（株）寿サービス工業
（有）アクアシステム 山田営業所
（有）山本メンテナンス
セトウチ技研（株） 高知営業所
荏原エンジニアリングサービス（株） 高知事務所
（株） ビル環境衛生管理
葉山衛生社
(株)関西ネオ 高知営業所
(株)貴水
(株)岡村水道

平成21年4月1日
業者数
在 地

営 業 所 所
高知市南ノ丸町12-7
高岡郡津野町永野431
高知市札場37-1
高知市追手筋2-7-8
高知市神田703
高岡郡四万十町東大奈路438
高知市桟橋通6-8-39
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
須崎市多ノ郷3889
高知市一宮西町一丁目２番１３号 楠瀬ﾊｳｽ2F
高知市槇山町12-3
須崎市原町1-2-24
高知市南ノ丸町12-16
須崎市山手町4-4-2
高知市福井扇町8-21
須崎市上分丙962-5
高知市福井町2187-31
高知市万々486
香美市土佐山田町佐野 1106
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市介良乙3667-12 横堀ハイツ102号
高知市高埇22-1
高知市桟橋通4丁目7番17号
高岡郡津野町西谷甲374
高知市布師田3961-4
高岡郡中土佐町久礼2550-13
高岡郡中土佐町久礼2219-9

現在
28
電話番号
088-833-4128
0889-55-2501
088-883-4429
088-822-2831
088-833-9000
0880-22-0390
088-831-1888
088-875-5161
088-882-8661
0889-43-0353
088-846-3223
088-844-7673
0889-42-0849
088-832-2155
0889-42-8803
088-873-1715
0889-46-0965
088-875-2345
088-822-7250
0887-53-5209
088-894-5743
088-803-4445
088-882-1319
088-831-1235
0889-55-2612
088-846-3280
0889-52-4700
0889-52-4588

檮原町
登録番号
18第005号
18第005号
18第014号
18第015号
18第049号
18第051号
20第099号
18第107号
19第113号
20第122号
20第157号
20第170号
20第187号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成19年7月13日
平成20年7月25日
平成20年4月15日
平成20年12月10日
平成20年11月10日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成22年7月12日
平成23年7月24日
平成23年4月14日
平成23年12月9日
平成23年11月9日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
㈱四国清掃工業 葉山営業所
（株）四国環境管理センター
日本化工（株）
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
檮原衛生
東津野衛生社
扶桑建設工業（株） 高知営業所
（株）寿サービス工業
(株)貴水

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
高知市南ノ丸町12-7
高岡郡津野町永野431
高知市追手筋2-7-8
高知市神田703
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
高岡郡檮原町下西の川２９１
高岡郡津野町北川4702
高知市本町4-1-16
高知市万々486
高岡郡中土佐町久礼2550-13

現在
13
電話番号
088-833-4128
0889-55-2501
088-822-2831
088-833-9000
088-875-5161
088-882-8661
088-832-2155
088-873-1715
0889-65-1055
0889-62-2526
088-823-3636
088-822-7250
0889-52-4700

津野町
登録番号
18第005号
18第005号
19第007号
18第014号
18第032号
18第049号
18第051号
18第061号
18第063号
19第090号
19第091号
20第099号
18第104号
18第107号
20第122号
20第124号
18第126号
20第162号
20第170号
19第191号
20第187号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年6月3日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成19年2月1日
平成19年2月1日
平成19年10月9日
平成19年12月27日
平成20年9月9日
平成18年4月8日
平成18年8月3日
平成20年7月25日
平成21年1月11日
平成18年11月8日
平成20年9月25日
平成20年12月10日
平成19年9月28日
平成20年11月10日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年6月2日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成22年1月31日
平成22年1月31日
平成22年10月8日
平成22年12月26日
平成23年9月8日
平成21年4月7日
平成21年8月2日
平成23年7月24日
平成24年1月10日
平成21年11月7日
平成23年9月24日
平成23年12月9日
平成22年9月27日
平成23年11月9日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
㈱四国清掃工業 葉山営業所
（有）紘伸浄化
（株）四国環境管理センター
（株）タイヘイ
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（有）高坂設備清掃 須崎支店
シコク環境ビジネス（株） 高知営業所
高東環境技術（株）
（有）古谷水道工業所
紀和工業（株）
山手設備
日本環境メンテナス（株）
東津野衛生社
（有）八幡工業 須崎支店
（有）シー・エス高知
（有）西起組
（株）寿サービス工業
葉山衛生社
(株)貴水

平成21年4月1日
業者数
在 地

営 業 所 所
高知市南ノ丸町12-7
高岡郡津野町永野431
高知市札場37-1
高知市追手筋2-7-8
高知市桟橋通6-8-39
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
須崎市多ノ郷3889
高知市一宮西町一丁目２番１３号 楠瀬ﾊｳｽ2F
高知市槇山町12-3
須崎市原町1-2-24
高知市南ノ丸町12-16
須崎市山手町4-4-2
高知市福井扇町8-21
高岡郡津野町北川4702
須崎市上分丙962-5
高知市南ノ丸町12-9
高岡郡津野町大野55
高知市万々486
高岡郡津野町西谷甲374
高岡郡中土佐町久礼2550-13

現在
21
電話番号
088-833-4128
0889-55-2501
088-883-4429
088-822-2831
088-831-1888
088-875-5161
088-882-8661
0889-43-0353
088-846-3223
088-844-7673
0889-42-0849
088-832-2155
0889-42-8803
088-873-1715
0889-62-2526
0889-46-0965
088-832-2555
0889-56-3030
088-822-7250
0889-55-2612
0889-52-4700

四万十町
登録番号
18第005号
18第009号
18第010号
18第015号
20第029号
18第030号
18第049号
18第051号
18第061号
18第081号
19第090号
20第099号
18第107号
18第126号
18第144号
18第149号
20第157号
20第158号
20第168号
20第170号
18第171号
18第179号
20第182号
20第183号
18第186号
20第194号
20第187号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成20年4月5日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成19年2月1日
平成19年3月11日
平成19年10月9日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成18年11月8日
平成18年7月25日
平成18年12月28日
平成20年4月15日
平成20年4月18日
平成20年6月7日
平成20年12月10日
平成18年6月26日
平成19年3月24日
平成20年9月2日
平成20年10月24日
平成18年11月20日
平成21年3月9日
平成20年11月10日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成23年4月4日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成22年1月31日
平成22年3月10日
平成22年10月8日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成21年11月7日
平成21年7月24日
平成21年12月27日
平成23年4月14日
平成23年4月17日
平成23年6月6日
平成23年12月9日
平成21年6月25日
平成22年3月23日
平成23年9月1日
平成23年10月23日
平成21年11月19日
平成24年3月8日
平成23年11月9日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
（有）武田商事
佐賀衛生社
日本化工（株）
(有)大正衛生
光工務店
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（有）高坂設備清掃 須崎支店
（株）四電工 高知支店
高東環境技術（株）
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）シー・エス高知
（有）クリーン四万十
（有）田辺台地衛生
扶桑建設工業（株） 高知営業所
十和衛生社
（有）西部飼料
（株）寿サービス工業
（有）アクアシステム 山田営業所
（有）山本メンテナンス
セトウチ技研（株） 高知営業所
荏原エンジニアリングサービス（株） 高知事務所
（株） ビル環境衛生管理
(株)関西ネオ 高知営業所
(株)貴水

平成21年4月1日
業者数
所 在 地

営 業 所
高知市南ノ丸町12-7
高岡郡四万十町東町2-17
幡多郡黒潮町白浜73-1
高知市神田703
高岡郡四万十町東大奈路438
高岡郡四万十町茂串町5-1
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
須崎市多ノ郷3889
高知市桟橋通2-2-25
高知市槇山町12-3
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
高知市南ノ丸町12-9
四万十町大正田野々242-2
高岡郡四万十町金上野11
高知市本町4-1-16
高岡郡四万十町大井川 1429-3
宿毛市二ノ宮1052-1
高知市万々486
香美市土佐山田町佐野 1106
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市介良乙3667-12 横堀ハイツ102号
高知市高埇22-1
高知市桟橋通4丁目7番17号
高知市布師田3961-4
高岡郡中土佐町久礼2550-13

現在
27
電話番号
088-833-4128
0880-22-1141
0880-55-2570
088-833-9000
0880-22-0390
0880-22-1386
088-875-5161
088-882-8661
0889-43-0353
088-833-1211
088-844-7673
088-832-2155
088-873-1715
088-832-2555
0880-27-0164
08802-2-1588
088-823-3636
0880-28-5165
0880-63-0145
088-822-7250
0887-53-5209
088-894-5743
088-803-4445
088-882-1319
088-831-1235
088-846-3280
0889-52-4700

黒潮町
登録番号
18第010号
18第011号
20第052号
20第099号
18第107号
18第179号
18第186号
20第194号
20第202号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成20年10月6日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成19年3月24日
平成18年11月20日
平成21年3月9日
平成20年4月1日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成23年10月5日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成22年3月23日
平成21年11月19日
平成24年3月8日
平成23年3月31日

営 業 所 名 称
佐賀衛生社
青い鳥大方衛生社
（株）ダイキアクシス 高知営業所
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）山本メンテナンス
（株） ビル環境衛生管理
(株)関西ネオ 高知営業所
大方公衛社

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
幡多郡黒潮町白浜73-1
幡多郡黒潮町入野6929-35
高知市大津乙1856-1
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市桟橋通4丁目7番17号
高知市布師田3961-4
幡多郡黒潮町入野６９２９−１５

現在
9
電話番号
0880-55-2570
0880-43-2737
088-866-0604
088-832-2155
088-873-1715
088-894-5743
088-831-1235
088-846-3280
0880-43-2593

四万十市（旧中村市）
登録番号
18第005号
18第010号
18第015号
18第016号
18第026号
18第039号
18第049号
20第052号
18第054号
18第063号
20第099号
19第106号
18第107号
18第126号
18第132号
18第148号
20第157号
20第168号
20第170号
18第171号
19第175号
19第177号
18第179号
20第184号
18第186号
19第189号
20第194号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成20年10月6日
平成19年1月20日
平成19年2月1日
平成20年9月9日
平成19年5月15日
平成18年8月3日
平成18年11月8日
平成18年5月21日
平成18年10月19日
平成20年4月15日
平成20年6月7日
平成20年12月10日
平成18年6月26日
平成19年5月26日
平成19年10月23日
平成19年3月24日
平成21年2月17日
平成18年11月20日
平成19年5月14日
平成21年3月9日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成23年10月5日
平成22年1月19日
平成22年1月31日
平成23年9月8日
平成22年5月14日
平成21年8月2日
平成21年11月7日
平成21年5月20日
平成21年10月18日
平成23年4月14日
平成23年6月6日
平成23年12月9日
平成21年6月25日
平成22年5月25日
平成22年10月22日
平成22年3月23日
平成24年2月16日
平成21年11月19日
平成22年5月13日
平成24年3月8日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
佐賀衛生社
日本化工（株）
（株）東洋技研
（有）中央公衛社
足摺環境衛生（株）
（株）寿工務店
（株）ダイキアクシス 高知営業所
西部浄管設備（有）
シコク環境ビジネス（株） 高知営業所
紀和工業（株）
（有）ハタ衛生社
日本環境メンテナス（株）
（有）シー・エス高知
（有）西南浄化槽 宿毛営業所
（有）クリーン社
扶桑建設工業（株） 高知営業所
（有）西部飼料
（株）寿サービス工業
（有）アクアシステム 山田営業所
足摺環境整備工業
（有）クリ−ンサ−ビスエコ
（有）山本メンテナンス
（有）中村衛生社
（株） ビル環境衛生管理
アイナンメンテナンス
(株)関西ネオ 高知営業所

平成21年4月1日
業者数
在 地

営 業 所 所
高知市南ノ丸町12-7
幡多郡黒潮町白浜73-1
高知市神田703
高知市大津乙1902-4
四万十市具同字古川252-1
土佐清水市加久見入沢町2-5
高知市万々486
高知市大津乙1856-1
四万十市右山五月町12-2
高知市一宮西町一丁目２番１３号 楠瀬ﾊｳｽ2F
高知市南ノ丸町12-16
四万十市下田4002-1
高知市福井扇町8-21
高知市南ノ丸町12-9
宿毛市橋上町奥奈路388
高知市福井町2187-31
高知市本町4-1-16
宿毛市二ノ宮1052-1
高知市万々486
香美市土佐山田町佐野 1106
土佐清水市浦尻448
四万十市西土佐用井815
高知市春野町秋山１１１０−４
四万十市具同8688-131
高知市桟橋通4丁目7番17号
宿毛市高砂13-18-1
高知市布師田3961-4

現在
27
電話番号
088-833-4128
0880-55-2570
088-833-9000
088-866-6690
0880-37-1738
0880-82-2318
088-875-5161
088-866-0604
0880-34-3633
088-846-3223
088-832-2155
0880-33-0708
088-873-1715
088-832-2555
0880-64-0418
088-875-2345
088-823-3636
0880-63-0145
088-822-7250
0887-53-5209
0880-82-5400
0880-52-1852
088-894-5743
0880-37-2074
088-831-1235
0880-65-5040
088-846-3280

四万十市（旧西土佐村） 保守点検業者一覧表
登録番号
18第016号
18第026号
18第049号
18第054号
19第090号
20第099号
20第125号
19第139号
19第177号
18第186号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成19年1月20日
平成19年10月9日
平成20年9月9日
平成21年2月20日
平成19年6月11日
平成19年10月23日
平成18年11月20日

登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成22年1月19日
平成22年10月8日
平成23年9月8日
平成24年2月19日
平成22年6月10日
平成22年10月22日
平成21年11月19日

営 業 所 名 称
（株）東洋技研
（有）中央公衛社
（株）寿工務店
西部浄管設備（有）
高東環境技術（株）
紀和工業（株）
（有）西土佐衛生
（株）四万十環境衛生社
（有）クリ−ンサ−ビスエコ
（株） ビル環境衛生管理

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
高知市大津乙1902-4
四万十市具同字古川252-1
高知市万々486
四万十市右山五月町12-2
高知市槇山町12-3
高知市南ノ丸町12-16
四万十市西土佐半家257-1
四万十市西土佐用井1057-1
四万十市西土佐用井815
高知市桟橋通4丁目7番17号

現在
10
電話番号
088-866-6690
0880-37-1738
088-875-5161
0880-34-3633
088-844-7673
088-832-2155
0880-52-2080
0880-52-2380
0880-52-1852
088-831-1235

宿毛市
登録番号
18第005号
18第010号
18第015号
18第016号
18第026号
18第039号
18第049号
18第051号
20第052号
18第054号
19第057号
18第063号
18第097号
20第099号
18第107号
19第115号
19第131号
18第132号
18第148号
19第154号
18第164号
20第168号
20第170号
18第172号
18第179号
20第183号
18第186号
19第189号
20第194号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成19年1月17日
平成20年10月6日
平成19年1月20日
平成20年3月31日
平成19年2月1日
平成18年11月28日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成19年10月17日
平成19年12月24日
平成18年5月21日
平成18年10月19日
平成19年5月26日
平成19年1月21日
平成20年6月7日
平成20年12月10日
平成18年8月7日
平成19年3月24日
平成20年10月24日
平成18年11月20日
平成19年5月14日
平成21年3月9日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成22年1月16日
平成23年10月5日
平成22年1月19日
平成23年3月30日
平成22年1月31日
平成21年11月27日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成22年10月16日
平成22年12月23日
平成21年5月20日
平成21年10月18日
平成22年5月25日
平成22年1月20日
平成23年6月6日
平成23年12月9日
平成21年8月6日
平成22年3月23日
平成23年10月23日
平成21年11月19日
平成22年5月13日
平成24年3月8日

営 業 所 名 称
（株）四国清掃工業 本社
佐賀衛生社
日本化工（株）
（株）東洋技研
（有）中央公衛社
足摺環境衛生（株）
（株）寿工務店
マルナカ興業（有）
（株）ダイキアクシス 高知営業所
西部浄管設備（有）
宮﨑クリーン（衛生社）
シコク環境ビジネス（株） 高知営業所
（株）クリタス 宿毛営業所
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
井上衛生社
浅井水道設備
（有）西南浄化槽 宿毛営業所
（有）クリーン社
佐井清掃社
東洋電化工業（株）
（有）西部飼料
（株）寿サービス工業
宿毛衛生社
（有）山本メンテナンス
荏原エンジニアリングサービス（株） 高知事務所
（株） ビル環境衛生管理
アイナンメンテナンス
(株)関西ネオ 高知営業所

平成21年4月1日
業者数
在 地

営 業 所 所
高知市南ノ丸町12-7
幡多郡黒潮町白浜73-1
高知市神田703
高知市大津乙1902-4
四万十市具同字古川252-1
土佐清水市加久見入沢町2-5
高知市万々486
高知市高須新町3-4-1
高知市大津乙1856-1
四万十市右山五月町12-2
宿毛市中角1348-1
高知市一宮西町一丁目２番１３号 楠瀬ﾊｳｽ2F
宿毛市和田１５４３
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
宿毛市和田1674-1
三原村柚ノ木40-2
宿毛市橋上町奥奈路388
高知市福井町2187-31
宿毛市小筑紫町福良51-1
高知市萩町2-2-25
宿毛市二ノ宮1052-1
高知市万々486
宿毛市和田206番地3
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市高埇22-1
高知市桟橋通4丁目7番17号
宿毛市高砂13-18-1
高知市布師田3961-4

現在
29
電話番号
088-833-4128
0880-55-2570
088-833-9000
088-866-6690
0880-37-1738
0880-82-2318
088-875-5161
088-882-8661
088-866-0604
0880-34-3633
0880-63-3059
088-846-3223
0880-63-5123
088-832-2155
088-873-1715
0880-63-1324
0880-46-2328
0880-64-0418
088-875-2345
0880-67-0886
088-834-4836
0880-63-0145
088-822-7250
0880-63-2734
088-894-5743
088-882-1319
088-831-1235
0880-65-5040
088-846-3280

大月町
登録番号
19第056号
18第097号
20第099号
18第132号
20第157号
20第168号
19第175号
19第189号
20第194号
18第197号
20第102号

登録年月日
平成20年3月31日
平成18年11月28日
平成20年9月9日
平成18年5月21日
平成20年4月15日
平成20年6月7日
平成19年5月26日
平成19年5月14日
平成21年3月9日
平成18年11月30日
平成20年12月10日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成23年3月30日
平成21年11月27日
平成23年9月8日
平成21年5月20日
平成23年4月14日
平成23年6月6日
平成22年5月25日
平成22年5月13日
平成24年3月8日
平成21年11月29日
平成23年12月9日

営 業 所 名 称
月灘衛生社
（株）クリタス 宿毛営業所
紀和工業（株）
（有）西南浄化槽
扶桑建設工業（株） 高知営業所
（有）西部飼料
足摺環境整備工業
アイナンメンテナンス
(株)関西ネオ 高知営業所
溝渕産業
尾﨑衛生社

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
大月町姫の井1127-4
宿毛市和田１５４３
高知市南ノ丸町12-16
土佐清水市貝ノ川１３４８−５
高知市本町4-1-16
宿毛市二ノ宮1052-1
土佐清水市浦尻448
宿毛市高砂13-18-1
高知市布師田3961-4
土佐清水市貝ノ川７２８−１
幡多郡大月町弘見3500-1

現在
11
電話番号
0880-74-0135
0880-63-5123
088-832-2155
0880-83-8151
088-823-3636
0880-63-0145
0880-82-5400
0880-65-5040
088-846-3280
0880-87-0129
0880-73-0254

三原村
登録番号
19第056号
18第097号
20第099号
18第107号
19第131号
19第189号
20第194号

登録年月日
平成20年3月31日
平成18年11月28日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成19年12月24日
平成19年5月14日
平成21年3月9日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成23年3月30日
平成21年11月27日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成22年12月23日
平成22年5月13日
平成24年3月8日

営 業 所 名 称
月灘衛生社
（株）クリタス 宿毛営業所
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
浅井水道設備
アイナンメンテナンス
(株)関西ネオ 高知営業所

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
大月町姫の井1127-4
宿毛市和田１５４３
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
三原村柚ノ木40-2
宿毛市高砂13-18-1
高知市布師田3961-4

現在
7
電話番号
0880-74-0135
0880-63-5123
088-832-2155
088-873-1715
0880-46-2328
0880-65-5040
088-846-3280

土佐清水市
登録番号
18第010号
18第015号
18第039号
18第049号
20第052号
18第054号
20第099号
18第107号
18第126号
18第132号
18第142号
18第148号
20第170号
19第175号
18第179号
18第186号
19第189号
20第194号
18第196号
18第197号

登録年月日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成18年12月28日
平成19年1月17日
平成20年10月6日
平成19年1月20日
平成20年9月9日
平成18年8月3日
平成18年11月8日
平成18年5月21日
平成18年11月28日
平成18年10月19日
平成20年12月10日
平成19年5月26日
平成19年3月24日
平成18年11月20日
平成19年5月14日
平成21年3月9日
平成18年5月23日
平成18年11月30日

保守点検業者一覧表
登録有効期間
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成21年12月27日
平成22年1月16日
平成23年10月5日
平成22年1月19日
平成23年9月8日
平成21年8月2日
平成21年11月7日
平成21年5月20日
平成21年11月27日
平成21年10月18日
平成23年12月9日
平成22年5月25日
平成22年3月23日
平成21年11月19日
平成22年5月13日
平成24年3月8日
平成21年5月22日
平成21年11月29日

営 業 所 名 称
佐賀衛生社
日本化工（株）
足摺環境衛生（株）
（株）寿工務店
（株）ダイキアクシス 高知営業所
西部浄管設備（有）
紀和工業（株）
日本環境メンテナス（株）
（有）シー・エス高知
（有）西南浄化槽
(有)小松衛生
（有）クリーン社
（株）寿サービス工業
足摺環境整備工業
（有）山本メンテナンス
（株） ビル環境衛生管理
アイナンメンテナンス
(株)関西ネオ 高知営業所
（有）竜串衛生開発
溝渕産業

平成21年4月1日
業者数
営 業 所 所 在 地
幡多郡黒潮町白浜73-1
高知市神田703
土佐清水市加久見入沢町2-5
高知市万々486
高知市大津乙1856-1
四万十市右山五月町12-2
高知市南ノ丸町12-16
高知市福井扇町8-21
高知市南ノ丸町12-9
土佐清水市貝ノ川１３４８−５
土佐清水市浜町1-2
高知市福井町2187-31
高知市万々486
土佐清水市浦尻448
高知市春野町秋山１１１０−４
高知市桟橋通4丁目7番17号
宿毛市高砂13-18-1
高知市布師田3961-4
土佐清水市竜串２５−２２
土佐清水市貝ノ川７２８−１

現在
20
電話番号
0880-55-2570
088-833-9000
0880-82-2318
088-875-5161
088-866-0604
0880-34-3633
088-832-2155
088-873-1715
088-832-2555
0880-83-8151
0880-82-1751
088-875-2345
088-822-7250
0880-82-5400
088-894-5743
088-831-1235
0880-65-5040
088-846-3280
0880-37-4271
0880-87-0129

