営業区域別 浄化槽保守点検業者名簿
営業区域
村上市(旧荒川町)
村上市(旧山北町)
村上市(旧村上市、旧山北町)
村上市(旧村上市、旧神林村、旧朝日村、旧山北町)
関川村
粟島浦村
新発田市
新発田市
新発田市
新発田市
新発田市
新発田市
新発田市
新発田市(旧加治川村)
新発田市(旧紫雲寺町)
新発田市(旧新発田市)
新発田市(旧新発田市)
新発田市(旧新発田市、旧加治川村)
新発田市(旧新発田市、旧加治川村、旧紫雲寺町)
胎内市
胎内市
胎内市
胎内市(旧中条町)
胎内市(旧中条町)
胎内市(旧中条町)
胎内市(旧中条町)
聖籠町
聖籠町
聖籠町
聖籠町
聖籠町
聖籠町
聖籠町
聖籠町
聖籠町
聖籠町
聖籠町
聖籠町

住所1
村上市
長岡市
村上市
村上市
村上市
村上市
環境をサポートする株式会社きらめき 新潟市
株式会社 都市環境
新発田市
株式会社 新潟環境保全サービス 新発田市
株式会社 カエツ工業
胎内市
新潟日化サービス 株式会社
新潟市
有限会社 タカハシ環境サービス 長岡市
愛知県名古屋市
フジクリーン工業 株式会社
中条総合清掃 株式会社
胎内市
有限会社 紫雲寺清掃社
新発田市
新発田衛生社 深澤 清枝
新発田市
新潟交友事業 株式会社
新潟市
小柳産業 株式会社
新発田市
株式会社 北信
新発田市
株式会社 カエツ工業
胎内市
新潟日化サービス 株式会社
新潟市
胎内市環境事業 合同会社
胎内市
株式会社 公衛社
村上市
中条総合清掃 株式会社
胎内市
株式会社 新潟環境保全サービス 新発田市
株式会社 日立産機中条エンジニアリング 胎内市
環境技研 株式会社
新潟市
株式会社 北信
新発田市
株式会社 都市環境
新発田市
株式会社 新潟環境保全サービス 新発田市
新潟日化サービス 株式会社
新潟市
環境整備 株式会社
新潟市
有限会社 日本海興産
聖籠町
有限会社 積新商会
新潟市
株式会社 浄化槽技術センター
新潟市
小柳産業 株式会社
新発田市
東京都港区
株式会社 西原ネオ
稲田清掃工業 株式会社
新潟市
株式会社
緑水工業
株式会社
有限会社
株式会社
株式会社

名称
公衛社
株式会社
日本アクシィーズ
北部衛生社
公衛社
日本アクシィーズ

住所2
坂町1761番地11
高見町3063番地1
三之町8番11号
七湊1817番地
坂町1761番地11
三之町8番11号
中央区東堀前通六番町1061番地
富塚町2丁目1002番地
藤塚浜3130番地9
東牧726番地28
東区木工新町1180番地1
和島中沢甲106番地
千種区今池四丁目１番４号
高野822番地5
真中2128番地
豊町2丁目5番23号
東区材木町1番46号
八幡新田416番地
佐々木1766番地9
東牧726番地28
東区木工新町1180番地1
東牧726番地28
坂町1761番地11
高野822番地5
藤塚浜3130番地9
富岡46番地1
中央区出来島2丁目10番12号
佐々木1766番地9
富塚町2丁目1002番地
藤塚浜3130番地9
東区木工新町1180番地1
北区葛塚4677番地
大字次第浜1894番地10
中央区高志2丁目16番24号
秋葉区小口878番地2
八幡新田416番地
芝浦二丁目11番5号
中央区白山浦1丁目630番地

電話番号
0254-62-5121
0258-24-0800
0254-52-4520
0254-52-3562
0254-62-5121
0254-52-4520
025-228-7586
0254-22-6337
0254-41-4357
0254-47-2311
025-272-0080
0258-74-2433
052-733-0325
0254-43-2433
0254-41-2359
0254-22-4371
025-270-3400
0254-22-7010
0254-27-6290
0254-47-2311
025-272-0080
0254-47-2311
0254-62-5121
0254-43-2433
0254-41-4357
0254-46-5561
025-284-0221
0254-27-6290
0254-22-6337
0254-41-4357
025-272-0080
025-386-6611
0254-27-2367
025-286-6401
0250-22-2530
0254-22-7010
03-3452-4441
025-231-7181

営業区域別 浄化槽保守点検業者名簿
営業区域
阿賀野市
阿賀野市
阿賀野市
阿賀野市
阿賀野市
阿賀野市
阿賀野市
阿賀野市
阿賀野市
阿賀野市(旧京ヶ瀬村)
阿賀野市(旧京ヶ瀬村)
阿賀野市(旧京ヶ瀬村、旧水原町、旧笹神村)
五泉市
五泉市
五泉市
五泉市
五泉市
五泉市(旧五泉市)
五泉市(旧五泉市)
五泉市(旧五泉市)
五泉市(旧五泉市)
五泉市(旧五泉市)
五泉市(旧五泉市)
五泉市(旧五泉市)
五泉市(旧五泉市)
五泉市(旧五泉市)
五泉市(旧五泉市)
阿賀町
阿賀町
阿賀町
阿賀町(旧三川村)

有限会社
有限会社
有限会社
株式会社
有限会社
株式会社

名称
安田環境テクノ
阿賀衛生工業
水原衛生社
新潟環境保全サービス
積新商会
浄化槽技術センター

エイスイシステムサービス 堀川武行

新潟日化サービス 株式会社
一般社団法人 阿賀野市環境事業公社

有限会社
環境技研
有限会社
株式会社
株式会社
有限会社
環境技研

サトウ環境衛生社
株式会社
南部
高野浄化槽管理サービス
浄化槽技術センター
愛宕清掃センター
株式会社

環境をサポートする株式会社きらめき

環境設備保全 岩城 正史
五泉衛生社 皆川 致光
株式会社 つちだライズ
有限会社 新津浄化槽管理センター
有限会社 田中衛生センター
株式会社 浅井衛生社
有限会社 坂井衛生社
株式会社 伏見清掃
稲田清掃工業 株式会社
株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟

有限会社 岩城屋
環境技研 株式会社
緑水工業 株式会社
株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟

住所1
阿賀野市
阿賀野市
阿賀野市
新発田市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
阿賀野市
新潟市
新潟市
阿賀野市
五泉市
新潟市
五泉市
新潟市
新潟市
五泉市
五泉市
新潟市
新潟市
新潟市
五泉市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
阿賀町
新潟市
長岡市
新潟市

住所2
保田7500番地
六野瀬2431番地22
山口町一丁目6番55号
藤塚浜3130番地9
中央区高志2丁目16番24号
秋葉区小口878番地2
北区太夫浜新町2丁目3番7号
東区木工新町1180番地1
蒔田5番地の3
北区名目所3丁目1897番地
中央区出来島2丁目10番12号
北本町17番17号
今泉194番地1
秋葉区小口878番地2
青橋字新田2257番地
中央区出来島2丁目10番12号
中央区東堀前通六番町1061番地
大字猿和田11番地
本町6-3-17
秋葉区下新170番地
秋葉区田島811番地
秋葉区滝谷町1番21号
旭町7番28号
秋葉区市之瀬209番地8
中央区室町1丁目18番地8
中央区白山浦1丁目630番地
中央区米山五丁目1番35号
津川367番地
中央区出来島2丁目10番12号
高見町3063番地1
中央区米山五丁目1番35号

電話番号
0250-68-3485
0250-68-5177
0250-62-2295
0254-41-4357
025-286-6401
0250-22-2530
025-259-6405
025-272-0080
0250-62-0010
025-259-3730
025-284-0221
0250-62-1577
0250-42-3025
0250-22-2530
0250-58-5303
025-284-0221
025-228-7586
0250-43-5440
0250-42-3724
0250-22-1738
0250-24-3850
0250-22-0758
0250-42-4217
0250-23-0372
025-222-8895
025-231-7181
025-244-8170
0254-92-3318
025-284-0221
0258-24-0800
025-244-8170

営業区域別 浄化槽保守点検業者名簿
営業区域
三条市
三条市
三条市
三条市
三条市
三条市
三条市
三条市
三条市
三条市
三条市
三条市
三条市
三条市(旧下田村)
三条市(旧三条市)
三条市(旧三条市、旧栄町)
三条市(三条市東新保７番７号 ㈱コロナ敷地内に限る)
加茂市
加茂市
加茂市
加茂市
燕市(吉田地区)
燕市(旧燕市)
燕市(旧燕市)
燕市(旧燕市)
燕市(旧燕市)
燕市(旧燕市)
燕市(旧吉田町)
燕市(旧吉田町)
燕市(旧吉田町)
燕市(旧分水町、旧吉田町)
弥彦村
弥彦村
弥彦村
弥彦村

住所1
三条市
三条市
三条市
加茂市
三条市
三条市
環境をサポートする株式会社きらめき 新潟市
株式会社 三条衛生社
三条市
有限会社 馬場福ビル管理
三条市
緑水工業 株式会社
長岡市
有限会社 サンビル総合管理
三条市
有限会社 タカハシ環境サービス 長岡市
鈴木清掃事業所 鈴木 宏治
三条市
株式会社 原産業
長岡市
株式会社 エヌエスケイ
新潟市
有限会社 裏館衛生社
三条市
コロナリビングサービス 株式会社 三条市
有限会社 竹石清掃
加茂市
有限会社 加茂設備工業
加茂市
有限会社 アサノ産業
加茂市
有限会社 加茂清掃工業
加茂市
有限会社 タカハシ環境サービス 長岡市
有限会社 双葉衛生社
燕市
ふじ環境保全 株式会社
燕市
株式会社 新蒲原総業
燕市
株式会社 功明社
三条市
株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟 新潟市
越後清掃 西森 浩司
燕市
株式会社 吉田衛生
燕市
新潟日化サービス 株式会社
新潟市
有限会社 藤中興業
燕市
有限会社 新潟メンテナンス
弥彦村
越後清掃 西森 浩司
燕市
株式会社 吉田衛生
燕市
有限会社 藤中興業
燕市
株式会社
有限会社
株式会社
有限会社
有限会社
株式会社

名称
サンケー企画
下田環境衛生社
みつみ環境
加茂設備工業
大野畑衛生センター
功明社

住所2
西大崎1丁目2番33号
飯田1182番地
泉新田60番地
千刈一丁目4番15号
大野畑2番50号
三竹二丁目13番34号
中央区東堀前通六番町1061番地
貝喰新田3055番地1
林町二丁目4番1号
高見町3063番地1
西大崎一丁目15番14号
和島中沢甲106番地
直江町3丁目11番28号
緑町3丁目51番地
西区小針五丁目1番43号
西裏館2丁目1番17号
曲渕三丁目2番15号
石川一丁目1番2号
千刈一丁目4番15号
石川2丁目10番44号
石川一丁目1番2号
和島中沢甲106番地
南7丁目11番33号
佐渡336番地
杣木3092-2
三竹二丁目13番34号
中央区米山五丁目1番35号
吉田春日町4番13号
吉田学校町11番4号
東区木工新町1180番地1
吉田水道町1番18号
大字矢作7226番地5
吉田春日町4番13号
吉田学校町11番4号
吉田水道町1番18号

電話番号
0256-31-5277
0256-46-4490
0256-45-4587
0256-52-1219
0256-32-0495
0256-35-4011
025-228-7586
0256-45-0388
0256-34-7202
0258-24-0800
0256-38-1105
0258-74-2433
0256-33-3411
0258-27-1932
025-231-9420
0256-33-2301
0256-35-8580
0256-52-8995
0256-52-1219
0256-52-2527
0256-52-8995
0258-74-2433
0256-62-5302
0256-62-2428
0256-62-5537
0256-35-4011
025-244-8170
0256-93-4365
0256-93-2727
025-272-0080
0256-93-2479
0256-94-3523
0256-93-4365
0256-93-2727
0256-93-2479

営業区域別 浄化槽保守点検業者名簿
営業区域
田上町
田上町
田上町
田上町
田上町
田上町
長岡市
長岡市(旧越路町)
長岡市(旧寺泊町)
長岡市(旧寺泊町)
長岡市(旧小国町)
長岡市(旧小国町)
長岡市(旧川口町)
長岡市(旧川口町を除く)
長岡市(旧川口町を除く)
長岡市(旧川口町を除く)
長岡市(旧川口町を除く)
長岡市(旧川口町を除く)
長岡市(旧川口町を除く)
長岡市(旧川口町を除く)
長岡市(旧川口町を除く)
長岡市(旧中之島町)
長岡市(旧長岡市)
長岡市(旧長岡市)
長岡市(旧長岡市)
長岡市(旧長岡市、旧寺泊町)
長岡市(旧与板町)
長岡市(川口地域は除く)
小千谷市
小千谷市
小千谷市
見附市
見附市
見附市

住所1
加茂市
加茂市
加茂市
三条市
田上町
環境をサポートする株式会社きらめき 新潟市
株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟 新潟市
クリーンシステム 株式会社
長岡市
株式会社 寺泊清掃社
長岡市
株式会社 浄化槽技術センター
新潟市
株式会社 ジオメイク功明社
柏崎市
新潟スーパー産業 株式会社
柏崎市
有限会社 中越清掃社
長岡市
有限会社 クリーン栃尾
長岡市
新潟日化サービス 株式会社
新潟市
日環技研 株式会社
長岡市
有限会社 あけぼの清掃社
長岡市
有限会社 協和衛生社
長岡市
有限会社 山古志清掃
長岡市
緑水工業 株式会社
長岡市
中越環境保全 事業協同組合
長岡市
有限会社 中之島清掃社
長岡市
株式会社 エヌエスケイ
新潟市
株式会社 みつわ
長岡市
新潟フジクリーン 株式会社
長岡市
株式会社 原産業
長岡市
ヨイタ清掃 塚越 健一
長岡市
有限会社 タカハシ環境サービス 長岡市
有限会社 糸井環境保全サービス 小千谷市
有限会社 小千谷清掃社
小千谷市
有限会社 中越清掃社
長岡市
有限会社 牛膓環境クリーン
見附市
有限会社 中部設備工業
見附市
新潟日化サービス 株式会社
新潟市
有限会社
有限会社
有限会社
株式会社
有限会社

名称
加茂設備工業
アサノ産業
加茂清掃工業
功明社
田上清掃事業社

住所2
千刈一丁目4番15号
石川2丁目10番44号
石川一丁目1番2号
三竹二丁目13番34号
大字原ｹ崎新田1401番地1
中央区東堀前通六番町1061番地
中央区米山五丁目1番35号
来迎寺甲2342番地5
寺泊大町7736番地
秋葉区小口878番地2
大字剣野186番地1
大字茨目1880番地1
川口牛ヶ島546番地1
栃尾泉2563番地
東区木工新町1180番地1
中島七丁目1番21号
瓜生55番地3
新栄町3丁目7番36号
山古志虫亀3373番地1
高見町3063番地1
中島七丁目1番21号
大曲戸717番地
西区小針五丁目1番43号
中沢町1276番地1
曙2丁目4番地37
緑町3丁目51番地
与板町与板乙5850番地12
和島中沢甲106番地
大字横渡947番地1
栄町2番13号
川口牛ヶ島546番地1
細越二丁目12番25号
南本町1丁目8番26号
東区木工新町1180番地1

電話番号
0256-52-1219
0256-52-2527
0256-52-8995
0256-35-4011
0256-57-2455
025-228-7586
025-244-8170
0258-92-2517
0258-75-2034
0250-22-2530
0257-24-3039
0257-24-3399
0258-81-5670
0258-52-3280
025-272-0080
0258-35-3895
0258-42-2560
0258-52-3432
0258-59-2304
0258-24-0800
0258-33-8774
0258-66-3184
025-231-9420
0258-36-4470
0258-36-1871
0258-27-1932
0258-72-2672
0258-74-2433
0258-82-2492
0258-82-6181
0258-81-5670
0258-63-3231
0258-62-1464
025-272-0080

営業区域別 浄化槽保守点検業者名簿
営業区域
出雲崎町
出雲崎町
出雲崎町
出雲崎町
魚沼市
魚沼市
魚沼市(旧小出町)
南魚沼市
南魚沼市
南魚沼市
南魚沼市
南魚沼市
南魚沼市
南魚沼市(旧塩沢町)
南魚沼市(旧大和町)
南魚沼市(旧大和町)
湯沢町
湯沢町
湯沢町
湯沢町
湯沢町
湯沢町大字湯沢字松の木坂2055番地2、湯沢町大字神立字七谷切3439番地5

十日町市(旧十日町市、旧松代町)
十日町市(旧松之山町、旧中里村)
十日町市(旧松之山町、旧中里村を除く)
津南町
柏崎市
柏崎市
柏崎市
柏崎市(旧柏崎市、旧西山町)
柏崎市(旧柏崎市、旧西山町)
刈羽村
刈羽村
刈羽村
刈羽村

名称
有限会社 出雲崎清掃社
新潟日化サービス 株式会社
株式会社 原産業
鑛和工業 有限会社
株式会社 魚沼市環境事業公社
緑水工業 株式会社
新潟日化サービス 株式会社
森下企業 株式会社
株式会社 ロクセイサービス
株式会社 環境コミュニティ
新潟日化サービス 株式会社
緑水工業 株式会社
株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟

株式会社
魚沼環境
株式会社
森下企業
株式会社

東急コミュニティー
株式会社
魚沼市環境事業公社
株式会社
ロクセイサービス

環境をサポートする株式会社きらめき

株式会社 東急コミュニティー
株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟

アットサービス 株式会社
ミユキメンテナンス 株式会社
株式会社 中央清掃
株式会社 十日町環境
株式会社 中央清掃
新潟日化サービス 株式会社
株式会社 ジオメイク功明社
新潟スーパー産業 株式会社
株式会社 原産業
株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟

株式会社 ジオメイク功明社
新潟スーパー産業 株式会社
新潟日化サービス 株式会社
株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟

住所1
出雲崎町
新潟市
長岡市
上越市
魚沼市
長岡市
新潟市
湯沢町
南魚沼市
南魚沼市
新潟市
長岡市
新潟市
東京都
魚沼市
魚沼市
湯沢町
南魚沼市
新潟市
東京都
新潟市
南魚沼市
十日町市
津南町
十日町市
津南町
新潟市
柏崎市
柏崎市
長岡市
新潟市
柏崎市
柏崎市
新潟市
新潟市

住所2
大字川西1034番地5
東区木工新町1180番地1
緑町3丁目51番地
中門前3丁目6番1号
七日市650番地2
高見町3063番地1
東区木工新町1180番地1
大字神立130番地
六日町1747番地
川窪1232番地1
東区木工新町1180番地1
高見町3063番地1
中央区米山五丁目1番35号
世田谷区用賀四丁目10番1号
青島764番地1
七日市650番地2
大字神立130番地
六日町1747番地
中央区東堀前通六番町1061番地
世田谷区用賀四丁目10番1号
中央区米山五丁目1番35号
上十日町166番地16
伊達甲1696番地9
大字芦ヶ崎甲887番地1
子799番地
大字芦ヶ崎甲887番地1
東区木工新町1180番地1
大字剣野186番地1
大字茨目1880番地1
緑町3丁目51番地
中央区米山五丁目1番35号
大字剣野186番地1
大字茨目1880番地1
東区木工新町1180番地1
中央区米山五丁目1番35号

電話番号
0258-78-2867
025-272-0080
0258-27-1932
025-544-2639
025-793-3131
0258-24-0800
025-272-0080
025-784-3371
025-772-2356
025-772-7337
025-272-0080
0258-24-0800
025-244-8170
03-5717-1001
025-792-1895
025-793-3131
025-784-3371
025-772-2356
025-228-7586
03-5717-1001
025-244-8170
025-782-1213
025-758-4307
025-765-2431
025-761-7935
025-765-2431
025-272-0080
0257-24-3039
0257-24-3399
0258-27-1932
025-244-8170
0257-24-3039
0257-24-3399
025-272-0080
025-244-8170

営業区域別 浄化槽保守点検業者名簿
営業区域
妙高市
妙高市
妙高市(旧妙高高原町)
妙高市(旧妙高高原町)
妙高市(旧妙高村)
上越市
上越市
上越市(旧上越市)
上越市(旧上越市、旧柿崎町、旧大潟町、旧中郷村)
上越市(旧中郷村、旧板倉町)
上越市(旧中郷村、旧板倉町を除く)
上越市(旧板倉町、旧中郷村を除く)
上越市(旧板倉町、旧中郷村を除く)
上越市(旧板倉町、旧中郷村を除く)
上越市(旧板倉町、旧中郷村を除く)
糸魚川市
糸魚川市
糸魚川市
糸魚川市
糸魚川市
糸魚川市(旧糸魚川市、旧青海町)
佐渡市
佐渡市(旧羽茂町、旧赤泊村)
佐渡市(旧相川町)
佐渡市(旧相川町)
佐渡市(旧両津市、旧新穂村)
佐渡市(旧両津市を除く)

名称
住所1
有限会社 上越浄化槽管理センター 上越市
有限会社 頚南清掃社
上越市
株式会社 新潟クリーン
長岡市
株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟 新潟市
長野県飯田市
第一公害プラント 株式会社
有限会社 上越浄化槽管理センター 上越市
株式会社 上越メンテナンス
上越市
株式会社 新潟クリーン
長岡市
株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟 新潟市
有限会社 頚南清掃社
上越市
新潟日化サービス 株式会社
新潟市
新潟スーパー産業 株式会社
柏崎市
一般財団法人 上越市環境衛生公社 上越市
合資会社 平和環境サービス
上越市
株式会社 環境サービス
上越市
糸魚川二幸 株式会社
糸魚川市
株式会社 糸魚川衛生社
糸魚川市
合資会社 信越環境サービス
糸魚川市
長野県飯田市
第一公害プラント 株式会社
株式会社 コンパス
糸魚川市
株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟 新潟市
佐渡浄化槽管理 株式会社
佐渡市
佐渡環境衛生サービス 有限会社 佐渡市
明電ファシリティサービス 株式会社 東京都
池田興業 有限会社
佐渡市
アイマーク環境 株式会社
佐渡市
佐渡浄化槽維持管理 株式会社
佐渡市

住所2
大和3丁目4番53号
中郷区藤沢1118番地3
中沢町1276番地1
中央区米山五丁目1番35号
松尾清水8104番地
大和3丁目4番53号
高土町3丁目9番8号
中沢町1276番地1
中央区米山五丁目1番35号
中郷区藤沢1118番地3
東区木工新町1180番地1
大字茨目1880番地1
春日新田五丁目21番15号
大字新保古新田262番地3
浦川原区横川457番地3
押上二丁目14番13号
横町4丁目7番12号
寺島2丁目6番6号
松尾清水8104番地
寺町二丁目4番34号
中央区米山五丁目1番35号
畑野81番地1
羽茂滝平1575番地4
品川区大崎二丁目8番1号
相川羽田町43番地
潟端403番地5
中原118番地

電話番号
025-525-8269
0255-74-2166
0258-32-1337
025-244-8170
0265-23-1121
025-525-8269
025-524-0444
0258-32-1337
025-244-8170
0255-74-2166
025-272-0080
0257-24-3399
025-543-4121
025-523-4915
025-599-2527
025-552-7417
025-552-1729
025-552-0655
0265-23-1121
025-553-9089
025-244-8170
0259-67-7588
0259-88-2190
03-6420-7940
0259-74-2054
0259-27-2623
0259-57-3067

