
浄化槽工事業者 登録一覧
令和４年６月末現在

四日市 30 2 16 堀田組 堀田義仁 三重郡菰野町潤田357-3 平成31年1月7日 令和6年1月7日
四日市 1 2 17 （有）東海管理サービス 松永 健一郎 四日市市富田3-7-16 令和1年8月26日 令和6年8月26日
四日市 2 2 18 共同テクラス合同会社 近藤 敦 四日市市千代田町702 令和3年1月25日 令和8年1月25日
鈴鹿 2 3 37 （株）アクア 中川盛満 鈴鹿市西条６丁目３６ 令和2年12月28日 令和7年12月27日
鈴鹿 3 3 52 TOJO 東條秀幸 鈴鹿市高岡台三丁目１８－２８ 令和3年6月25日 令和8年6月24日
鈴鹿 3 3 53 荻原テクノサービス 荻原啓一郎 鈴鹿市三日市南一丁目２－１３ 令和4年3月22日 令和9年3月21日
鈴鹿 30 3 55 （有）管理センターオガワ 小河 基彦 鈴鹿市石薬師町２３７９－４ 平成30年5月17日 令和5年5月17日
鈴鹿 3 3 57 （株）セイキョウ 太田 芳雄 鈴鹿市神戸９丁目２６－２４ 令和3年9月27日 令和8年9月27日
津 30 4 14 米澤ポンプ店 米澤正一 津市白山町八対野１２３８ 平成31年1月16日 令和6年1月15日
津 1 4 15 ECO-P 和田信幸 和田信幸 津市片田新町４１－２ 令和1年10月14日 令和6年10月13日
津 2 4 16 美杉中西水道 中西利博 津市美杉町石名原１７３８－２ 令和2年6月4日 令和7年6月3日
津 30 4 19 西出環境設備 西出義高 津市久居緑が丘町１－７－３ 平成31年3月14日 令和6年3月13日
津 29 4 25 中央設備有限会社 中村多美子 津市万町津196 平成29年12月13日 令和4年12月13日
津 1 4 26 （株）ＹＯＧＩＹＯ 李 昌浩 津市八幡町津２５３０ 令和1年5月16日 令和6年5月16日
松阪 29 6 6 （株）大台木材ｾﾝﾀｰ 前川 真佐 多気郡大台町新田１１６－３ 平成29年12月17日 令和4年12月16日
松阪 29 6 11 前納鉄工（株） 西村 裕樹 多気郡大台町佐原４４４ 平成29年7月16日 令和4年7月15日
松阪 3 5 7 （有）ﾔﾏﾓﾄ住設 山本 順也 松阪市嬉野中川町８２３－２ 令和4年3月31日 令和9年3月30日
松阪 3 5 5 （株）三立商会 金森 繁人 松阪市曽原町１２５４－２（三雲営業所） 令和3年4月26日 令和8年4月25日
松阪 1 6 17 三重管工 辻岡行弘 松阪市嬉野黒野町１４４ 令和1年12月28日 令和6年12月27日
松阪 1 6 19 WaterWorksYou 小阪 祐樹 松阪市西野町１５８５－１ 令和2年3月26日 令和7年3月26日
松阪 2 6 20 上設クオリティ 上田 敏也 松阪市垣鼻町１６２２－３ 令和3年3月15日 令和8年3月15日
松阪 3 6 21 NON-U DESIGN 西辻 均 松阪市西黒部町１８５０ 令和3年8月5日 令和8年8月5日
伊勢 2 7 6 (株)野七 野村務 伊勢市吹上２－６－３６ 令和2年12月28日 令和7年12月28日
伊勢 29 7 10 東海ｸﾘｰﾝ 中西理 伊勢市常磐３－１０－９ 平成29年11月2日 令和4年11月2日
伊勢 30 7 13 ﾕﾀｶ設備 谷口豊 伊勢市村松町１３８９－４３ 平成30年5月30日 令和5年5月30日
伊勢 27 7 16 テクノ．Ｓ 中出均 度会郡玉城町田宮寺４２１ 令和2年4月16日 令和7年4月16日
伊勢 29 7 19 杉山機工(株) 杉山克雄 伊勢市曽祢町2-2-17 平成29年11月8日 令和4年11月8日
伊勢 30 7 25 三洋テクノ（株） 三田洋平 伊勢市御薗町長屋１３５１－１ 平成30年5月25日 令和5年5月25日
伊勢 2 7 26 東海テクノス 柴原 健太郎 柴原 健太郎 伊勢市上地町295-25 令和2年12月4日 令和7年12月4日
志摩 1 8 22 浅野鉄工所 浅野博樹 志摩市志摩町布施田４２８ 令和1年8月7日 令和6年8月6日
志摩 29 8 23 大益工務店 鳥羽市菅島町８１ 平成29年11月27日 令和4年11月27日
志摩 30 8 24 ツバキ水利 志摩市大王町波切３８６２－１７ 平成30年11月20日 令和5年11月20日
伊賀 1 9 12 株式会社 福井商店 福井 寛喜 伊賀市山出８０８ 令和1年10月12日 令和6年10月12日
伊賀 2 9 21 有限会社池田設備工業 池田 健二 伊賀市上野車坂町615－63 令和2年6月2日 令和7年6月2日
伊賀 2 9 22 カケダ厨房設備 欠田晃教 伊賀市伊勢路６－１ 令和3年5月17日 令和8年5月17日
尾鷲 1 10 8 (株)共同設備 北村 竜昭 北牟婁郡紀北町船津１３６１ 令和2年1月15日 令和7年1月14日
尾鷲 1 10 9 (株)加藤ポンプ店 加藤 修啓 北牟婁郡紀北町相賀６２５－４ 令和2年2月20日 令和7年2月19日
尾鷲 29 10 10 クリーン(有) 濵中 長司 尾鷲市宮ノ上町９－３ 平成29年12月21日 令和4年12月20日
熊野 30 11 2 吉川水道ﾎﾟﾝﾌﾟ店 吉川守一 熊野市木本町837-3 平成30年10月28日 令和5年10月27日
熊野 3 11 4 真砂電気店 真砂 公 南牟婁郡御浜町阿田和67-8 令和3年11月29日 令和8年11月28日
熊野 3 11 12 （有）小瀬川プロパン 小瀬川 幸生 熊野市井戸町568-20 令和3年8月10日 令和8年8月9日
熊野 29 11 17 下岡水道 下岡竜一 熊野市有馬町5669 平成29年12月1日 令和4年11月30日
熊野 30 11 18 森本住設 森本 達雄 熊野市金山町1019 平成30年4月2日 令和5年4月1日
本庁 1 12 234 （株）ハヤシ 林 昌史 愛知県名古屋市北区若鶴町１４２ 令和1年11月14日 令和6年11月13日
本庁 29 12 264 西口電気工事 西口博正 奈良県宇陀郡曽爾村大字掛９８７ 平成30年1月17日 令和5年1月16日
本庁 3 12 280 トップ建工 松川幹斗 奈良県橿原市城殿町４６７番地の５ 令和3年7月14日 令和8年7月13日
本庁 3 12 288 ＩＮＴ総合サービス 堀田 幸憲 奈良県奈良市二名東町３７３６番地の１２ 令和3年4月12日 令和8年4月11日
本庁 30 1 5 （株）昭研 村田 泰樹 春日井市東山町字平橋２３１３番地３３ 平成30年7月17日 令和5年7月17日
本庁 3 12 290 大和ホームテクノ（株） 別府 多津子 奈良県桜井市大字上之庄160番地の3 令和4年1月17日 令和9年1月17日
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