
保守点検業者名称 営業所住所 電話番号
茨22- 785 ㈱大佑テック 土浦市右籾2429-8 029-834-3200
茨25- 203 ㈱西原環境 茨城営業所 土浦市下高津1-19-41 029-823-2336
茨23- 668 常盤工事㈱ 土浦市下高津1-2-21 029-821-1942
茨25- 514 ㈱土浦関東商事 土浦市下高津2-1-6 029-821-3793
茨25- 855 ㈱ライフサービス 土浦市下高津4-5-35 029-886-6002
茨26- 877 ㈲常総クリーンサービス 土浦市霞ヶ岡町2-22 029-875-5567
茨21- 457 ㈲新治工業 土浦市高岡1018 029-862-3926
茨26- 734 ㈲マキト 土浦市小岩田東2-9-11 029-826-5525
茨22- 912 扶桑建設工業㈱ 茨城営業所 土浦市城北町16-18　土浦北辰ビル2階 029-823-0982
茨21- 336 ㈲筑波総合サービス 土浦市真鍋4-5-30 029-821-1900
茨25- 864 ㈱環境アドバンス 土浦市真鍋5-11-18 029-827-0059
茨25- 208 サンプラント㈱ 土浦市神立町3436-2 029-831-2583
茨25- 156 ㈱プラントサービス 土浦市神立町3615-1 029-830-1411
茨21- 890 浄化槽サービス　鈴木　豊 土浦市西根南2-10-12 029-801-0312
茨22- 493 ㈲共栄サービス 土浦市中貫字西野2440-1 029-831-6800
茨25- 366 三国機工㈱ 土浦市中貫字北山2364-20 029-831-7211
茨25- 1001 ㈱日本水処理技研 茨城支店 土浦市中神立町35-13 029-832-1480
茨25- 989 ㈱水処理技研東関東 茨城支店 土浦市中神立町35-13 029-832-1480
茨22- 347 ㈱三好商会 茨城営業所 土浦市中神立町35-13 029-833-1633
茨22- 903 東洋ﾌﾟﾗﾝﾄ工業㈱ 土浦市中村南4-5-27 029-842-8611
茨25- 181 富士協和工業㈱ 土浦支店 土浦市田中1-5-3 029-823-6647
茨24- 969 斎藤商事㈱ 土浦市田中3-1-34 029-822-3110
茨22- 936 ㈱西原ネオ 茨城出張所 土浦市田土部964 029-862-5408
茨25- 198 ㈱東栄商事 土浦市白鳥町1096-21 029-831-0450
茨25- 251 竹内住設サービス 竹内 昭雄 土浦市板谷1-710-17 029-832-5367
茨21- 754 常陽水道工業㈱ 土浦市文京町18-28 029-821-1924
茨23- 431 ㈱常陸環境サービス 土浦市並木町1-1-1 029-875-7767
茨25- 298 ㈲豊水エンジニアリング かすみがうら市稲吉東4-2-22 029-831-6058
茨22- 901 茨城県環境整備事業協同組合 つくば市下大島747 029-867-3355
茨25- 591 ｳﾞｪｵﾘｱ･ｳｫｰﾀｰ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 東関東技術ｾﾝﾀｰ つくば市花畑2-10-19 029-864-4141
茨25- 702 環境技術サービス㈱ つくば市花畑2-10-5 0298-77-4477
茨22- 563 日化メンテナンス㈱ つくば営業所 つくば市花畑3-13-10 0298-64-3070
茨25- 53 中山環境エンジ㈱ つくば市吉沼4321 029-875-4880
茨25- 711 ㈱バイオクリーン つくば市金田1992-3 029-850-6885
茨25- 149 ㈱クリタス 茨城支店 つくば市高野台2-8-14 029-836-7022
茨24- 836 ㈱スズキ つくば市寺具912-3 029-869-0106
茨22- 633 都市環境整美㈱ つくば事業所 つくば市春日4-1-15 029-851-4004
茨25- 245 ニッコー㈱ つくば営業所 つくば市松代1-1-9 0298-59-1515
茨25- 849 ニッコーエムイー㈱ つくば営業所 つくば市松代1-1-9 029-859-1515
茨25- 9 ㈱會田工業 つくば市沼田36-1 029-866-0333
茨21- 409 ㈱酒寄設備工業 つくば市沼田986-1 029-866-0706
茨25- 382 ㈲久松商事管理サービス つくば市上横場2121-2 029-837-0285
茨26- 885 フジクリーン工業㈱ 茨城営業所 つくば市上横場2573-89 029-839-2271
茨25- 181 富士協和工業㈱ つくば市上広岡384-1 029-857-7333
茨24- 833 ㈱テツカ つくば市水守1604-2 029-867-2383
茨21- 888 飯工・クリーン㈱ つくば市西高野1531-6 029-865-2028
茨26- 377 飯工クリーン  飯島  実 つくば市西高野1531-6 029-865-0833
茨22- 797 日本設備保全㈱ 茨城営業所 つくば市西大沼615-1-2 029-839-2650
茨25- 214 栃木藤吉工業㈱ 茨城営業所 つくば市西大沼615-1-2日本設備保全㈱茨城営業所内 029-839-2650
茨25- 140 関東商事㈱ つくば市赤塚423 029-836-3007
茨25- 102 ㈱学園関東サービス つくば営業所 つくば市赤塚610-11 029-838-0971
茨26- 453 新和アメニティ㈱ つくば市大角豆2011-70 029-852-3351
茨25- 506 ㈲和光商事 つくば市天宝喜665-1 0298-73-8111
茨25- 979 ㈱環境技研 茨城支店 つくば市梅園2-5-3 ﾀｳﾝﾊｳｽ梅園B-102 029-859-3536
茨25- 268 ㈱環境開発 つくば市北中妻215-1 029-836-3510
茨22- 546 ㈲ココユーテック 石岡市旭台2丁目15-19サンクレスト301 0299-56-4616
茨25- 724 ハラダメンテナンス　原田　弘 石岡市茨城1-16-3 0299-23-2445
茨25- 79 ㈲八郷衛生 石岡市下林2079-4 0299-44-0151
茨21- 898 ㈲山口電気商会 石岡市鹿の子2-1-38 0299-22-4771
茨21- 895 三栄工業㈱ 石岡市鹿の子4-5-1 0299-24-3720
茨23- 805 明治メンテナンス  大図  佳子 石岡市柴間299-4 0299-46-4374
茨25- 95 越智商会  越智  博臣 石岡市石岡2721-4 0299-24-0386
茨25- 17 石岡興業㈱ 石岡市大砂10209-32 0299-23-4149
茨23- 364 ㈲環境保全 石岡市東田中482 0299-24-3106
茨25- 714 ㈲リッケンメンテナンス 阿見事業所 阿見町君島536-3 029-834-9770
茨25- 874 ㈱COSMOS 茨城営業所 阿見町荒川本郷1364-7 029-842-6538
茨25- 997 ㈱ピーエス商事 阿見町荒川本郷1364-7 029-842-6185
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茨23- 952 ㈱オーケー・サービス 阿見町住吉2-3-6 029-841-2510
茨22- 410 ツルヤプラントサービス  安江  源一 阿見町上長1031-3 0298-89-0400
茨22- 919 イガラシメンテナンス　五十嵐孝雄 阿見町青宿646　小林商店内 029-887-0046
茨22- 915 環境トータルサービス　伊藤匡志 阿見町鈴木27-78 029-887-2358
茨23- 949 ㈱常陽環境 取手市稲1432-1 0297-74-1826
茨23- 830 ㈲東西 取手市下萱場1566-2 0297-82-3889
茨26- 520 ㈱八宝商事 取手営業所 取手市戸頭3-9-19 0297-78-3709
茨25- 160 ㈱住恵 取手市白山4-2-12 0297-73-2270
茨24- 970 ㈲みらい環境保全 つくばみらい市杉下2-3　スプリングウインド102 0297-44-5140
茨21- 616 アクア水質保全サービス　津下　行徳 つくばみらい市西の台21-11 0297-52-4906
茨25- 52 ㈱シイナクリーン 伊奈営業所 つくばみらい市青木322-9 0297-58-3566
茨25- 31 ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 谷和原道路事務所 つくばみらい市筒戸1606 0297-25-2207
茨22- 469 プラントテック㈱ つくばみらい市日川1958-2 0297-52-4784
茨25- 234 ㈲イッセークリーンサービス ひたちなか市高場817-6 029-285-1774
茨22- 782 リフォームハナワ　塙　弘之 ひたちなか市津田2153-22 029-275-2796
茨26- 883 ジャパンビルドサービス　磯崎 功 ひたちなか市田宮原4038-22 029-263-0777
茨25- 263 茨城日化サービス㈱ ひたちなか市田彦434-1 029-274-2451
茨24- 693 ㈱バイオス ひたちなか市東大島2-2-21 029-354-6811
茨22- 421 ㈱たつみ産業 茨城営業所 ひたちなか市峰後15-25 043-445-3000
茨25- 853 ライトクリーンサービス㈱ ひたちなか市峰後15-25 029-219-7872
茨22- 629 ㈱エコロジーサービス ひたちなか市湊中原12607 029-262-6611
茨61- 887 信工業㈱ 稲敷市江戸崎甲4769-1 029-892-0040
茨23- 829 江戸崎衛生　大西　実 稲敷市高田234-4 029-892-0456
茨21- 369 椎名　喜義(シイナメンテナンス) 稲敷市佐原組新田603 0299-79-0455
茨24- 683 渡辺浄化槽サービス　渡邊  義昭 稲敷市南ヶ丘26-8 029-892-3388
茨26- 881 ㈱山本清掃社 茨城町奥谷1939-1 029-291-2533
茨22- 638 いけだ環境技術設計舎　池田　邦昭 茨城町桜の郷3124-32 029-219-0633
茨22- 931 クラタエンジニアリング㈱ 茨城町小幡2731-43 029-292-2462
茨21- 742 エコム環境保全  仁平  義正 茨城町大戸3593-18 029-291-1380
茨25- 123 (協)茨城県北公害管理協会 茨城町大戸字上の前967-5 029-292-4778
茨21- 897 セキグチメンテナンスサービス　関口　勝 茨城町長岡3781-51 029-293-8081
茨22- 789 トリハタクリーン機工　鳥羽田　高史 茨城町鳥羽田805-1 029-292-7410
茨21- 614 下妻衛生社　星山　東洙 下妻市下妻丙408 0296-43-1522
茨25- 263 茨城日化サービス㈱ つくば支店 下妻市鯨2317-1 0296-30-6625
茨25- 271 北関東フジクリーン管理㈱ 茨城営業所 下妻市長塚555-4 0296-54-4081
茨22- 349 河内クリーン　沼﨑　靜夫 河内町長竿3289 0297-86-2908
茨21- 896 ㈱博相社 笠間市笠間2192-36 0296-72-6670
茨21- 464 ㈱ティ・アール・シー 茨城営業所 笠間市橋爪195-4 028-648-7920
茨26- 733 茨城メンテナンス　山口　利行 笠間市鯉淵6273-44 0296-78-1826
茨24- 977 I.tec　池田 誠 笠間市小原1823-7 0296-77-8223
茨25- 986 ㈱イイダ微研 笠間市泉市野谷入会地1-1 0299-46-3637
茨22- 560 川井エンタープライズ　川井　達朗 笠間市大田町1486-3 0296-70-5353
茨21- 891 ㈱環境テック 笠間市福原鏡田602-1 0296-74-3359
茨25- 183 日本公害管理保障㈱ 茨城営業所 牛久市刈谷町4-89-13 029-873-7028
茨25- 158 塚本産業㈱ 牛久市牛久町3300 029-872-2222
茨21- 332 ㈱東研 境町1437-7 0280-87-1245
茨25- 84 ㈲遠井水質管理 茨城営業所 境町住吉町1810-2 0280-87-8782
茨25- 1000 ㈲倉持建材 境町染谷639-1 0280-86-5702
茨25- 717 ㈱前商 結城営業所 結城市繁昌塚9129-1 0296-32-2340
茨21- 527 ㈲アクア環境計画 古河市久能1821 0280-91-1122
茨25- 6 ㈲山茂浄化槽サービス 茨城営業所 古河市古河801-2 0280-32-5868
茨23- 498 ㈲サンワ浄化槽サービス 古河市東諸川252-8 0280-77-2111
茨25- 186 成忠テクノス㈱ 行方市玉造甲2420-1 0299-55-2515
茨25- 263 茨城日化サービス㈱ かすみがうら営業所 行方市麻生2735-1 0299-72-0660
茨22- 641 ㈱ヤマニ 行方市麻生355 0299-72-2323
茨25- 127 ㈲茨大工業 坂東市上出島109-1 0297-34-3800
茨21- 612 ㈱アメシス 茨城営業所 坂東市矢作3305-4 0297-38-2662
茨23- 652 ㈱チクセイ21 桜川市真壁町桜井307-1 0296-54-1031
茨24- 978 ㈲筑波アクアメンテナンス 桜川市真壁町東山田1587 0296-55-1563
茨25- 41 中央コントロールサービス㈱ 茨城支店 守谷市けやき台6-9-8 0297-45-3310
茨21- 607 ㈱小林工業 小美玉市大字納場613 0299-48-2375
茨25- 236 アミックスサービス㈱ 城里町下古内1703-5 029-288-7676
茨25- 73 北島ポンプ興業㈱ 常総市水海道淵頭町3099 0297-22-0645
茨23- 943 ㈱コネクト 常総市相野谷町4-2 0297-30-6005
茨23- 650 エスシーエス㈱ 茨城支店 常総市蔵持656 0297-42-0678
茨22- 917 ㈱東日本環境サービス 常陸太田市下利員町653-4 0294-70-3072
茨25- 263 茨城日化サービス㈱ ひたち営業所 常陸太田市金井町1880-13 0294-70-1666
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茨25- 436 ㈲共榮企業エンジニアリング 常陸太田市上深荻町225-3 0294-82-3811
茨24- 840 環境技研工業㈱ 常陸大宮市岩崎323-1 0295-52-0504
茨23- 665 アクア・メンテ　薗部　志郎 常陸大宮市小祝643-18 0295-52-5455
茨25- 194 ドリコ㈱ 茨城管理事務所 常陸大宮市北塩子650-2 0295-53-0696
茨26- 306 藤吉工業㈱ 茨城営業所 神栖市下幡木3919-46 0299-92-9311
茨23- 954 ㈱佐田リサイクル 神栖市矢田部10727-6 0479-48-2090
茨23- 828 常陽メンテナンス㈱ 水戸市けやき台3-35-1 029-248-6961
茨25- 31 ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 水戸道路事務所 水戸市加倉井町矢崎2206日本道路公団内 029-252-9018
茨22- 929 ㈲フジテクノ 水戸市河和田1-1580-2 029-251-1181
茨25- 103 富士水質管理㈱ 茨城営業所 水戸市河和田3-2329-1 029-252-3862
茨24- 976 ㈲柏土建 水戸市河和田3-2338-4 029-253-5276
茨22- 905 ㈱ハイテックサポート 水戸市河和田3-2343 029-254-3188
茨25- 128 茨城公営企業㈱ 水戸市河和田町4377-95 029-252-2226
茨21- 538 ㈲茨城水質管理 水戸市開江町55-6 029-254-0759
茨25- 177 環境ウィザード㈱ 水戸市笠原町1389-4 029-305-0800
茨25- 860 ㈱エム・ビー・シー 水戸市笠原町1565-1 029-240-3565
茨22- 541 ㈱フクテックス 水戸市笠原町474-2 029-297-5888
茨25- 870 関東ビルサービス㈱ 水戸市干波町1795-1 029-241-6311
茨23- 948 ㈱アイエス 水戸市見川2-276-5　日成ﾋﾞﾙ1-1 029-244-2820
茨25- 191 ㈱ウサミ 水戸市見和1-460-8 029-252-3444
茨22- 796 ㈱ダイキアクシス 水戸市見和3-663-8 C2ビル2F 029-243-8622
茨21- 610 スイショウエンジニアリング 大菅  高一 水戸市元吉田町1537-1　ｻｶﾞﾜﾋﾞﾙ2-D 029-248-7222
茨21- 613 冨士メンテナンス㈱ 水戸市元台町1500 029-246-2251
茨22- 776 ㈱アビック 水戸市袴塚2-4-46 029-228-2331
茨25- 172 総合メンテナンス設備㈲ 水戸市袴塚3-1-28 029-227-2794
茨25- 114 サン・ユー㈱ 水戸市桜川1-11-1 029-227-3556
茨25- 156 ㈱プラントサービス 水戸事業所 水戸市酒門町857-5 029-248-6848
茨26- 1003 (合同)茨城浄化槽管理サービス 水戸市城東3-2-53 029-353-6809
茨21- 761 ㈱前澤エンジニアリングサービス 茨城出張所 水戸市城南1-4-7 029-231-7795
茨25- 985 環境美化管理㈱ 水戸市新原2-7-24 029-254-3430
茨21- 741 ㈱カンエイ 水戸市石川1-3844-2 029-255-2255
茨22- 795 ㈱中崎総合設備 水戸市石川3-4121-7 029-253-1199
茨22- 909 セラクロンシステム㈱ 水戸市千波町2279-7 029-244-3950
茨26- 448 矢野衛生管理　矢野　博保 水戸市千波町2380-6 029-243-0172
茨25- 33 第一熱学建設㈱ 水戸市千波町2499-5 029-243-1151
茨22- 926 暁飯島工業㈱ 水戸市千波町2770-5 029-244-5111
茨26- 449 ㈱日立プラントサービス 茨城事業所 水戸市泉町2-2-27 029-226-5758
茨22- 563 日化メンテナンス㈱ 水戸営業所 水戸市双葉台4-256-5 029-255-4580
茨25- 144 水戸工機㈱ 水戸市大塚町1845 029-252-5311
茨22- 639 ㈲大澤設備工業 水戸市谷津町393-1 029-251-6770
茨25- 131 ㈱フジクリーン茨城 水戸市谷津町細田1-21 029-254-7777
茨26- 737 ㈲アクセス 水戸市朝日町2950-8 029-227-5055
茨25- 98 都市保全工業㈲ 水戸市飯富町5516 029-229-8857
茨25- 995 ㈲イバセキ 水戸市備前町2-5-513 029-227-1511
茨22- 908 AOI  　富田芳郎 水戸市備前町2-5-513 東カン 029-227-1511
茨25- 223 茨城北研㈱ 水戸市平須町1824-63 029-243-4221
茨22- 930 ㈱アクアワークス 水戸営業所 水戸市平須町1824-9 029-212-5121
茨23- 814 ㈱東京理水 水戸営業所 水戸市堀町1192-7ふじハイツ202号室 029-254-2431
茨25- 88 ダイカンメンテナンス㈱ 水戸市堀町1212 029-254-5511
茨25- 871 ㈱MTKサービス 水戸市本町3-20-27 029-212-8835
茨25- 380 ㈲水戸幸栄 水戸市末広町3-3-27 029-225-0210
茨24- 968 常陸水源　磯畑　宗則 水戸市柳町1-5-22 029-231-2433
茨25- 999 ㈱茨城大子浄化槽メンテナンス 大子町芦野倉1034-1 090-4395-5564
茨21- 763 ㈱カンスイ 茨城営業所 大子町池田2622-7 0247-44-1737
茨25- 260 富士エンジニアリングサービス  石井 敏雄 大子町北田気石田150 0295-72-5016
茨25- 59 大洗清掃協同組合 大洗町磯浜町3852 029-266-3321
茨22- 777 ㈲クロサワクリーンサービス 大洗町磯浜町3852 029-267-2927
茨25- 288 双葉エンジニアリング㈱ 大洗町五反田290 029-266-0390
茨26- 398 環整工業㈲ 大洗町大貫町745-31 029-267-5023
茨22- 563 日化メンテナンス㈱ 筑西営業所 筑西市関本下2974-3 0296-21-5200
茨25- 590 フロンティア㈲ 筑西市藤ヶ谷2187 0296-37-3690
茨24- 699 大和ビル環境　初澤　良成 筑西市木戸4-5 0296-37-5074
茨25- 301 ㈲協和クリーンサービス 筑西市柳309-2 0296-57-6191
茨22- 933 茨城ビルメンテナンス㈱ 潮来市水原1521 0299-67-5783
茨26- 596 日清設備㈱ 潮来市日の出8-4-1 0299-66-4427
茨22- 925 サニタ㈱ 那珂市後台2303-10 029-219-7775
茨21- 399 中央水質㈲ 那珂市菅谷938-2 029-298-4166
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茨26- 454 コアプランニング　小圷芳雄 那珂市中里18-2 029-296-3506
茨23- 823 ㈱富士ウォータークリニック 那珂市本米崎1824-1 029-353-2288
茨25- 244 日本施設㈱ 日立営業所 日立市みかの原町1-6-9 0294-53-2887
茨22- 563 日化メンテナンス㈱ 日立営業所 日立市幸町1-7-15 0294-24-1980
茨22- 921 リーディングメンテナンス　鹿目育男 日立市入四間町851-3 0294-21-6150
茨25- 43 ㈱浄化槽センター 茨城営業所 美浦村見晴台353-8 029-886-0791
茨21- 745 水匠メンテナンス㈲ 美浦村木原349-19 029-885-5391
茨21- 539 大洋設備工業㈱ 鉾田市梶山473-2 0291-39-4973
茨22- 365 ㈲ザ・ヘルパー 鉾田市大竹1904 0291-32-6801
茨26- 739 ㈲ユート・アメニティー 鹿嶋営業所 鉾田市二重作1645 0291-34-5122
茨22- 486 ㈲元クリーン 北茨城市磯原町大塚1491-2 0293-42-0903
茨25- 213 ㈱サイトー水研 茨城営業所 利根町布川2511-12 0297-68-7719
茨21- 753 水考舎本店　大関昭一 利根町布川5875 0297-68-2706
茨22- 636 関東企業㈱ 龍ヶ崎市羽根原町1976-18 0297-62-1354
茨25- 178 ㈲萩原清掃社 龍ヶ崎市田町3445 0297-62-1339
茨22- 918 ㈱幸友メンテナンス 茨城営業所 龍ヶ崎市東町2938 080-43757388
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