
所在地 （令和５年（2023年）３月１日現在）

越谷市

日本公害管理保障㈱ 埼玉県越谷市大字袋山956-15 048-971-8550

大阿蘇水質管理㈱ 埼玉県越谷市大字大林272番地1 048-974-8011

㈱東武エコテック 埼玉県越谷市東町三丁目61番地3 048-988-2231

加藤水質管理 埼玉県越谷市大字船渡1508番地1 048-974-3516

新陽ビルサービス㈱ 埼玉県越谷市南越谷三丁目1番18号 048-962-7066

㈲さくら商事水質管理 埼玉県越谷市南越谷五丁目2番地5 048-985-8181

㈲平野清掃 埼玉県越谷市大字砂原775番地 048-976-0934

㈲大栄清掃 埼玉県越谷市大字大泊126番地 048-974-0088

栄和企業㈱ 埼玉県越谷市砂原848番地14 048-977-7801

㈱ＴＯＹＯ 埼玉県越谷市袋山1070-1 048-979-6240

㈲高橋管理 埼玉県越谷市大字西新井401番地 048-963-1539

㈱ハッピークリーン 埼玉県越谷市七左町七丁目202番地1 048-960-2511

㈱鈴木商事 埼玉県越谷市東越谷七丁目7番地19 048-963-2023

アクアメンテナンスサービス 埼玉県越谷市七左町1丁目190番地35 048-988-2274

フォレストサービス 埼玉県越谷市川柳町1丁目77番地1 048-985-0754
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さいたま市

㈱加藤商事 埼玉県さいたま市西区大字内野本郷297番地4 048-624-5335

㈱セイウン 埼玉県さいたま市桜区田島九丁目31番1号 048-861-5151

富士技建㈱ 埼玉県さいたま市北区奈良町111番地31 048-663-0415

日本環境プラント㈱ 埼玉県さいたま市桜区神田27-16 048-855-3522

大協和工業㈱ 埼玉県さいたま市西区大字宝来1425番地1 048-623-3711

埼玉日化サービス㈱ 埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目111番地8 048-666-1101

㈱三幸管理 埼玉県さいたま市西区三条町69番地 048-620-2244

富士水質管理㈱ 埼玉県さいたま市見沼区中川228番地 048-682-0955

埼玉中央清掃㈱ 埼玉県さいたま市見沼区大和田町一丁目1118番地 048-684-9158

㈱リビングストン 埼玉県さいたま市西区宝来1425番地の1 048-625-3151

エフシー・サービス㈱ 埼玉県さいたま市緑区大間木574番地3 048-458-0928

日本環境クリアー㈱ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地9 048-658-0111

㈱ベリーズ・インク 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田348-1 048-797-2267

㈱サンワ環境開発 埼玉県さいたま市見沼区宮ヶ谷塔三丁目190番地の2 048-684-5079

日化メンテナンス㈱ 埼玉県さいたま市北区本郷町1234 048-668-8800

藤吉工業㈱ 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田348-1 048-797-4188

㈱西原環境 埼玉県さいたま市浦和区常盤7-1-1　 048-814-2750

㈱関東サービス工社 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目59番2号 048-640-1372

安住環境整美㈱ 埼玉県さいたま市岩槻区高曽根1037番地 048-979-8740

2 / 8 



都市管理サービス㈱ 埼玉県さいたま市岩槻区上野四丁目3番地10 048-794-8000

㈲東佑商事 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田820番地 048-798-1063

大倉商事㈱ 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田４９８番地１ 048-798-0113

㈱西原ネオ 埼玉県さいたま市南区沼影1-20-1武蔵浦和大栄ビルB1F 048-762-8765

フジクリーン工業㈱ 埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目８７－１　大宮MKビル２階 048-660-5050

㈱ウォーターライフ 埼玉県さいたま市見沼区東大宮一丁目80番地5 048-686-6538

㈱ダイキアクシス 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-27-13 048-653-9561

㈲オカモト 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上210番地 048-798-0428

㈲田口商事 埼玉県さいたま市岩槻区美園東二丁目４７番８ 048-798-0659

㈱日水管理 埼玉県さいたま市南区内谷4-14-13 048-864-1187

㈱エコロジーフォース 埼玉県さいたま市浦和区常磐七丁目１番１号 048-762-6520
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松伏町

中央コントロールサービス㈱ 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地943-1 090-3317-4513

㈲松伏清掃事業 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地943番地の1 048-991-3011

㈲峰サービス 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏1948番地5 048-991-2724

㈲アクアクリーンサービス 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸3095番地2 048-992-4807

㈲埼玉環境メンテナンス 埼玉県北葛飾郡松伏町大字上赤岩1140番地 048-991-4771

岡安環境メンテナンス 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏3137番地3 080-5535-4975

川口市

㈱ヒット 埼玉県川口市本蓮2丁目23番4号 048-284-3128

㈱八宝商事 埼玉県川口市南鳩ヶ谷五丁目36番14号 048-281-9161

ＦＣサポート㈱ 埼玉県川口市柳崎五丁目17番3 048-424-4621

吉川市

吉川水質管理 埼玉県吉川市中曽根二丁目12番地3 048-982-6699

㈱ミヤタ商事 埼玉県吉川市高富一丁目22番地14 048-982-2755

㈱清運社 埼玉県吉川市三輪野江2112-2 090-3523-3276

アイカワメンテナンス 埼玉県吉川市大字深井新田2031番地 048-981-9725

㈱アクアケア 埼玉県吉川市保647番地 048-981-3068
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春日部市

㈲あすま商事 埼玉県春日部市豊野町三丁目5番地3 048-738-1511

㈲中田商店 埼玉県春日部市飯沼1391番地 048-746-1551

共栄衛生㈲ 埼玉県春日部市豊野町三丁目5番地1 048-735-0015

㈱フジ商 埼玉県春日部市栄町一丁目432番地1 048-761-8875

㈱ サイトー水研 埼玉県春日部市千間1丁目408 048-737-8321

正和工業㈱ 埼玉県春日部市豊野町二丁目32番地19 048-736-6111

東武水研 埼玉県春日部市八木崎町4番地11 048-760-1640

弘済商事㈱ 埼玉県春日部市粕壁６９９５番　 048-760-5515

㈱TEC 埼玉県春日部市上蛭田496-3　ベルフルール202 090-3310-2068

川越市

日本設備保全㈱ 埼玉県川越市府川223番地3 049-224-9303

㈱日本公害管理センター 埼玉県川越市府川字高畑1281-3 049-222-4545

㈱日本水処理技研 埼玉県川越市南田島757-1 049-224-1621

㈱共同テクノ 埼玉県川越市府川1281-3 049-225-4433
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三郷市

㈲三郷浄化 埼玉県三郷市新和五丁目141番地 048-952-6469

㈱三栄興業 埼玉県三郷市戸ヶ崎三丁目347番地 048-955-1632

進生クリーン興業㈱ 埼玉県三郷市幸房124番地 048-953-4679

㈲テムズ 埼玉県三郷市小谷堀56番地1 048-950-0501

アクア・クリーン・サービス 埼玉県三郷市天神1丁目250番地 048-954-0993

草加市

㈲遠藤商事 埼玉県草加市青柳８丁目５７番４８号 048-932-6106

㈱ミドリ 埼玉県草加市旭町六丁目13番22-705号 048-942-5645

浅古商事㈲ 埼玉県草加市瀬崎二丁目3番14号 048-929-0062

㈱西本商事 埼玉県草加市柿木町612番地 048-931-0190

エスシーエス㈱ 埼玉県草加市青柳二丁目19番10号 048-936-1234

環境衛生㈱ 埼玉県草加市小山一丁目20番41号 048-941-9300

㈱メイセイ 埼玉県草加市長栄二丁目2番地4 048-941-3560
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その他の市町村

東京北研㈱ 埼玉県久喜市北青柳491番地 0480-38-9084

三栄管理興業㈱ 埼玉県鴻巣市笠原4700番地 048-543-7211

㈱クリーンウェル 埼玉県鴻巣市神明一丁目3番37号 048-597-1239

㈲三友水質管理 埼玉県上尾市畔吉1061番地の6 048-726-0650

タカマツ㈱ 埼玉県北本市石戸宿三丁目91番2号 048-592-0081

ドリコ㈱ 埼玉県熊谷市万平町2-101-2　 048-526-2350

SGS㈱ 埼玉県本庄市児玉町高柳３５４番地２ 049-523-9202

上星管理 埼玉県桶川市泉一丁目6番25号 048-871-8191

ヴェオリア・ジェネッツ㈱ 埼玉県熊谷市平戸1982-2 048-501-1218

東京日化サービス　㈱ 埼玉県入間市下藤沢3-16-2 048-465-0468

㈲秀和メンテナンス 埼玉県所沢市東所沢和田3丁目17番5号 04-2949-6314

太平ビル管理㈱ 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸二丁目6番3号 0480-32-0381

富士コントロール㈱ 埼玉県久喜市栗橋東二丁目14番14号 0480-52-6038

ニッコー㈱ 埼玉県行田市藤原町1-21-1 048-554-3110

㈱関東水処理センター 埼玉県行田市大字長野638番地 048-554-7019

㈱小島商事 埼玉県久喜市栗橋東六丁目22番54号 0480-52-0367

エコスタッフ 埼玉県久喜市菖蒲町三箇2356番地7 0480-85-6018

進栄環境 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下高野591番地65 0480-34-0370

大栄産業㈱ 埼玉県久喜市吉羽2丁目6番9号 0480-21-8231
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㈲環境管理システム 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西二丁目8番6号 0480-53-6662

日本設備保全㈱ 埼玉県比企郡川島町中山1382-1 049-299-0020

アムズ㈱ 埼玉県鶴ヶ島市脚折町5-8-4 049-286-6624

㈱ティ・アール・シー 埼玉県東松山市御茶山町23-7レオパレスポラールお茶山103号室 080-9983-0452

㈲中央環境メンテナンス 埼玉県熊谷市久下１３５７4 048-523-2174

㈱プラントサービス 埼玉県蓮田市蓮田３－５８ 048-768-8400

海青管理㈱ 埼玉県鴻巣市小松1-4-21 090-7415-6266

㈱ＷＰＳ 埼玉県北葛飾郡杉戸町内田一丁目２-１１　後藤ハイツ２０１ 0285-37-8572

㈲エコクリーンサービス 埼玉県ふじみ野市駒林898-1 049-265-0480

㈲ライフ・サポート 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目314番地　ハイツレジーナ101 048-723-9000

ミヤコ水質管理 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野1741番地1 0480-33-6009

㈱ポラリスサポート 埼玉県加須市久下５丁目３０３番地１ 0480-47-0221

㈲埼玉水質管理センター 埼玉県白岡市太田新井６０８番地の１ 0480-92-0719
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