
建築物清掃業(令和2年11月5日現在)

営業所住所 営業所名 電話番号

高知市高須２丁目３番５０－１４号 有限会社榮和整美 088-884-1252

高知市長浜字浜田５４０６－３ 有限会社二美美装 088-841-0577

高知市大津甲５２５番地１ ニチエイサービス株式会社 088-804-5584

四万十市具同２４００番地 有限会社大平美装 0880-37-6471

高知市南川添９番５号 株式会社ダイセイ 088-884-3811

高知市横浜３６７－５ 有限会社イー・クリーン 088-837-9125

高知市八反町一丁目４－２２ 有限会社よさこい管理 088-873-7507

中村市京町２丁目３２番地 有限会社富士管財 0880-34-1304

高知市南ノ丸町７番８ ひびき産業株式会社 088-803-1150

高知市塚ノ原１５０番地８号 有限会社　大国 088-840-3488

高知市仁井田４５６３番地１ カネタビジネスサービス株式会社 088-837-3400

高知市帯屋町2丁目５－１１ テルウェル西日本株式会社 四国支店 高知営業支店 088-823-8501

高知市本町２丁目２番２９号　畑山ﾋﾞﾙ８階 株式会社徳島四国ダイケン高知営業所 088-822-3846

須崎市妙見町２番１２号 南海ビルサービス株式会社 0889-42-7750

高知市薊野南町２８番８号 南国美装有限会社 088-845-7788

高知市種崎５０６番地４ 株式会社ケミサプライ高知 088-847-3898

土佐清水市加久見入沢町２番５号 足摺環境衛生株式会社 0880-82-2318

高知市北本町１丁目10番28号 高知ビルメンテナンス協同組合 088-831-6860

香美市土佐山田町楠目18-4 SORA 0887-52-0101

高知市布師田字大久保2405-1 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ四国ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 高知支店 088-846-2226

香南市赤岡町256-5 株式会社慶金 0887-55-5701

香美市土佐山田町2158番地１ 株式会社ビルサポート 0887-57-0080

四万十市古津賀3136-8 有限会社四国美装工業 0880-35-4047

土佐市高岡町甲542-6 サンクリーンインターナショナル 088-852-3795



空気環境測定業(令和2年11月5日現在)

営業所住所 営業所名 電話番号

高知市八反町一丁目４－２２ 有限会社よさこい管理 088-873-7507

四万十市中村京町２丁目３２番地 有限会社富士管財 0880-34-1304



飲料水水質検査業(令和2年11月5日現在)

営業所住所 営業所名 電話番号

南国市十市４４６５－１９ 株式会社東洋技研　環境技術センター 088-837-6690

高知市萩町二丁目２番２５号 株式会社東洋電化テクノリサーチ 088-834-4836

高知市丸の内２丁目４－１１
一般社団法人高知県食品衛生協会
食品検査センター 088-822-6263



飲料水貯水槽清掃業(令和2年11月5日現在)

営業所住所 営業所名 電話番号

高知市仁井田４５６３番地１ カネタビジネスサービス株式会社 088-837-3400

高知市八反町１丁目４－２２ 有限会社よさこい管理 088-873-7507

高知市追手筋２丁目７番８号 株式会社四国環境管理センター 088-822-2831

高知市南川添９番５号 株式会社ダイセイ 088-884-3811

香南市野市町西野２０６４番地１ マルナカ興業有限会社 0887-57-1230

中村市具同７３６１番地５ 株式会社奥宮工業 0880-37-5151

四万十市中村新町５丁目10番地 有限会社大同設備 0880-35-4879

高知市六泉寺町９３番地１５ 高知市管工事設備業協同組合 088-832-2851

高知市駅前町１番８号 太平ビルサービス株式会社 088-861-1161

高知市南ノ丸町１２番地１６ 紀和工業株式会社 088-832-2155

高知市朝倉西町二丁目１６－１２－１０６号 有限会社ファイブ・エコ 088-844-5939

土佐市蓮池９６１－３ 東邦工業株式会社 088-852-2525

高岡郡佐川町鳥の巣乙３６の１番地 株式会社佐川水道 0889-22-0390

高知市堺町２番２６号　 四国教施研綜合サービス株式会社 088-825-1686

高知市南ノ丸町１２番地７ 株式会社四国清掃工業 088-833-4128

高知市葛島３丁目１４番３２号 株式会社四国パイプクリーナー 088-882-1192

高知市万々４８６番地 株式会社寿サービス工業 088-822-7250

南国市篠原１７８－１ 有限会社野村工業 088-864-2507

四万十市下田４３２２－７ 有限会社カキタニ設備 0880-33-0311

高知市南ノ丸町１２番地９ 有限会社シー・エス高知 088-832-2555

土佐清水市加久見入沢町２番５号 足摺環境衛生株式会社 0880-82-2318

高知市百石町２－１６－２０ 株式会社冨士美装 088-803-5622

高知市桟橋通３丁目23－10 株式会社ビル環境衛生管理 088-831-1235

高知市南ノ丸町５８－１６ 高知ビル美装有限会社 088-833-4004

高知市南ノ丸町５番地７ 株式会社　濱田水道工業 088-831-0270

高知市朝倉己１０９７－１ 有限会社高坂設備清掃 088-840-1313

高知市和泉町６番２２号 株式会社　近藤工務店 088-872-5752

高知市長浜４４１３番地１３ 株式会社大和 088-841-1251

高知市南はりまや町２丁目４番１５号 四国管財株式会社 088-884-3777

高知市塩屋崎町１丁目１２－６ 株式会社　日東水道 088-832-6084

高知市塩田町２０番２６号 四国パイプ工業株式会社 088-822-4422

高知市長浜３１０１番地４ 四国三研工業株式会社 088-855-5545

高知市本町４丁目２番５２号住友生命ビル5階 株式会社　日東商事 088-822-7571

高知市福井町２２６９番地１８９ 有限会社浄研高知 088-873-7739

香南市吉川町吉原７５１ 株式会社　香美水道組合 0887-55-4100

四万十市入田３５５８番地２ 株式会社　朝比奈メンテナンス 0880-34-9951

高知市長浜６１１ 有限会社馬場建材店 088-842-3000

宿毛市平田町戸内２０８５番地１ 有限会社宿毛水道工業 0880-66-1930

四万十市具同２４００番地 有限会社大平美装　 0880-37-6471

土佐市蓮池2447番地４ 有限会社高北衛生 088-852-0198

高知市葛島４丁目７番35号 マルナカ興業有限会社 088-882-8661



排水管清掃業(令和2年11月5日現在)

営業所住所 営業所名 電話番号

高知市葛島３丁目１４番３２号 株式会社四国パイプクリーナー 088-882-1192

香南市吉川町吉原７５１ 株式会社　香美水道組合 0887-55-4100



ねずみ昆虫等防除業(令和2年11月5日現在)

営業所住所 営業所名 電話番号

高知市桟橋通1丁目8－19 イカリ消毒株式会社高知営業所 088-837-8666

高知市本町4丁目2番52号住友生命ビル5F 株式会社日東商事 088-822-7571

高知市南はりまや町2丁目4番15号 四国管財株式会社 088-884-3777

高知市駅前町1番8号　第7駅前観光ビル 太平ビルサービス株式会社 088-861-1161

高知市西塚ノ原229-1 株式会社マツダ住宅サービス 088-843-3549

高知市桟橋通1丁目14-27 有限会社四国サニタ 088-833-1103

高知市長浜4567番地1 株式会社大進 088-848-1001

宿毛市平田町黒川2744 西南クリエイト 0880-62-2182

高知市南ノ丸町58-16 高知ビル美装有限会社 088-833-4004

高知市竹島町82番地9 有限会社環境コントロールセンター 088-833-0050

南国市国分1295-19 サンノック 088-880-8118



環境衛生総合管理業(令和2年11月5日現在)

営業所住所 営業所名 電話番号

高知市堺町２番２６号 四国教施研綜合サービス株式会社 088-825-1686

高知市本町４丁目２番５２号住友生命高知ビル 株式会社日東商事 088-884-3811

高知市南ノ丸町５８－１６ 高知ビル美装有限会社 088-833-4004

高知市南はりまや町２丁目４番１５号 四国管財株式会社 088-884-3777

高知市桟橋通３丁目23－10 株式会社ビル環境衛生管理 088-831-1235

高知市駅前町１番８号 太平ビルサービス株式会社 088-861-1161

高知市朝倉西町2丁目16番12-106号 有限会社ファイブ・エコ高知支店 088-844-5939

高知市百石町２－１６－２０ 株式会社冨士美装 088-803-5622

高知市追手筋２丁目７－８レジデンス大手前6F 株式会社四国環境管理センター 088-822-2831

高知市北久保9-23 ワタキューセイモア株式会社四国支店 088-861-1600


