
建築物飲料水貯水槽清掃業

保健所 事業所名 所在地 電話 登録期限
北部 北沖縄ビル管理株式会社 名護市港２丁目３番１号 令和4年12月7日
北部 株式会社　沖縄環境開発センター 本部町字石川９１１番地 令和5年1月16日
北部 合資会社　本部清掃 本部町字伊野波６００番地 0980-47-5409 令和6年1月10日
北部 有限会社　北環 国頭村字与那８１番地 0980-41-3059 令和6年6月10日
北部 名護市管工事業協同組合 名護市字為又１２１９番地２０１ 0980-53-1932 令和6年9月2日
北部 有限会社　ＩＫ商事 名護市字久志１００番地 令和7年1月3日
北部 合同会社　さくらメンテナンス 伊平屋村字前泊５９８番地 090-1948-3958 令和8年5月21日
中部 沖縄水質改良株式会社 うるま市赤道１４番地の６ 973-3914 令和4年7月26日
中部 沖縄美装管理株式会社 沖縄市比屋根３丁目１番１５号 930-5522 令和5年5月14日
中部 有限会社　向組 沖縄市安慶田３丁目１１番３３号 921-1117 令和5年8月24日
中部 株式会社　沖縄ゼネラルサービス 宜野湾市真志喜１丁目７番２号 897-2604 令和5年9月26日
中部 株式会社　総合管理産業 沖縄市池原１丁目17番11号 939-4508 令和5年10月10日
中部 有限会社アース 沖縄市越来一丁目9番21号 937-4377 令和5年11月8日
中部 有限会社　協　進 うるま市字天願209番地３ 904-2202 令和6年1月16日
中部 有限会社　とけし美装サービス 嘉手納町嘉手納５２５番地３ 956-9344 令和6年2月20日
中部 有限会社　中部技研 沖縄市嘉間良１丁目１３番１９号 934-6200 令和6年3月15日
中部 有限会社　丸玉メンテナンス うるま市字赤野５６９－１ 973-6683 令和6年6月3日
中部 株式会社　沖縄浄環センター 沖縄市八重島２－１３－９ 939-3915 令和6年6月24日
中部 有限会社　沖縄水ケン 沖縄市登川東原868番地 937-8148 令和6年8月2日
中部 クリーンサービス沖縄 宜野湾市真志喜3-26-13 令和5年10月2日
中部 株式会社　サヴィー沖縄 宜野湾市真志喜2丁目1番1号 令和5年11月15日
中部 有限会社　宜野座電機工業 宜野座村字惣慶800番地 968-3222 令和6年3月12日
中部 読谷協同産業株式会社 読谷村儀間310番地1 958-9000 令和6年4月22日
中部 有限会社　宜野座ビル管理 宜野座村字惣慶818番地 968-2708 令和8年1月27日
中部 （株）あやはしメンテナンス うるま市与那城西原1071-1 988-5822 令和7年5月20日
中部 株式会社　南興総合サービス 宜野湾市字宇地泊72番地　1階 897-6215 令和8年1月16日
中部 株式会社　プレンティー 宜野湾市新城２－39－３　ハイツシティ西北　１階 893-9590/9308(FAX) 令和7年8月5日
中部 合同会社　結クリーンサービス うるま市石川１－18－16 098-923-3106 令和8年3月8日
中部 前川水道設備 宜野湾市我如古２－３－22 080-1537-9774 令和9年2月23日
中部 沖縄ビケン株式会社 宜野湾市真志喜２丁目８番４号 098-975-9464 令和9年3月24日
中部 有限会社　新垣設備 うるま市大田632番地の１ 973-5318 令和9年9月27日
南部 有限会社　中央環境サービス公社 豊見城市字金良３２６番地２ 098-850-2935 令和8年6月9日
南部 有限会社　大南建設工業 南城市玉城當山６１番地 098-948-2610 令和9年3月24日
南部 有限会社あかつき衛生　南風原営業所 南風原町字兼城２３２番地 098-882-7331 令和4年4月14日
南部 株式会社 クリード沖縄 浦添市内間5丁目10番15号 098-878-2059 令和8年12月1日
南部 ユーアイ・ビル・メンテナンス株式会社 浦添市字前田2丁目3番13号 098-874-1717 令和4年3月15日
南部 有限会社ウォーターカンパニー 浦添市牧港５－１３－２３ 098-877-6005 令和4年3月16日
南部 株式会社　オキスイ開発 西原町字小那覇1227-1 098-945-4010 令和4年12月2日
南部 株式会社　三誓 西原町内間４１４－３ 098-946-3914 令和4年12月23日
南部 株式会社　イチゴ 浦添市西原5丁目1番9号 098-875-0801 令和5年1月3日
南部 有限会社　リングキープ沖縄 豊見城市字保栄茂7-2 098-850-9297 令和5年2月9日
南部 有限会社沖縄クリーン工業 西原町字小那覇512番地 098-853-8122 令和5年4月22日
南部 株式会社　関西総合ビル管理 豊見城市字豊見城７０７ 098-856-6353 令和5年4月23日
南部 株式会社　沖縄プラスチック産業 糸満市西崎町５丁目５番地の５ 098-994-2220 令和5年7月14日
南部 沖縄総合施設管理株式会社 浦添市牧港1丁目9番12号 098-876-3416 令和5年7月1日
南部 株式会社　国際ビル産業 浦添市勢理客３丁目９番１１号 098-876-8111 令和5年10月12日
南部 合資会社沖縄つやげん 南城市佐敷字津波古469-2 098-947-2565 令和5年12月18日
南部 株式会社　沖縄環境開発 浦添市西原6丁目14番3号 098-879-3421 令和6年3月8日
南部 クリーン・プランナー 南風原町宮平257-3-602 098-979-5528 令和6年4月12日
南部 株式会社沖縄ダイケン浦添本社 浦添市牧港2丁目54番2号 098-876-5910 令和6年3月22日
南部 有限会社　三友 南風原町字兼城４１３ 098-889-7839 令和6年7月26日
南部 有限会社沖縄クリーン工業 西原町字小那覇512番地 098-835-8122 令和6年8月14日
南部 株式会社　沖縄環境メンテナンス 糸満市武富134番地 098-992-6188 令和6年8月15日
南部 有限会社　沖島産業　本社営業所 与那原町字与那原４７０－１ 098-882-8371 令和6年9月2日
南部 有限会社　三崎工業 浦添市経塚1丁目20番2号 098-876-2056 令和7年3月11日
南部 まごころホームサービス株式会社 浦添市大平2丁目1番2号 098-870-0111 令和9年3月21日
南部 合資会社　ことぶき産業 南城市大里字古堅181番地 098-946-4336 令和7年10月31日
南部 有限会社三共管理 浦添市当山1-11-8 098-873-0747 令和9年11月25日
南部 興南施設管理株式会社 浦添市牧港1丁目60番6号 098-879-7269 令和9年12月13日
南部 株式会社徳環 八重瀬町字新城1428-4　sur viento 302 令和10年2月14日
宮古 有限会社　吉田産業 宮古島市平良字西里１３３１－１６ 980721661 令和5年4月19日
宮古 下地島空港施設株式会社 宮古島市伊良部字佐和田１７２７番地 980784816 令和5年9月29日
宮古 有限会社　ミフネ理建 宮古島市平良字東仲宗根３３０番地 980734741 令和9年7月1日
宮古 株式会社　丸秀 宮古島市平良字東仲宗根３５０番地 980723396 令和5年4月18日
宮古 株式会社　翔邦建設工業 宮古島市平良字久貝１０３０番地６ 980727482 令和7年1月24日
宮古 宮古ビル管理株式会社 宮古島市平良字下里108-11 980724988 令和7年7月1日

八重山 有限会社　先島メンテナンス 石垣市字真栄里221 0980-83-0167 令和6年6月14日
八重山 八重山ビル管理株式会社 石垣市字真栄里３８３－２ 0980-82-4440 令和6年9月14日
八重山 水質管理サービス有限会社 石垣市字平得２２９－１ 0980-83-0555 令和5年4月13日
八重山 株式会社クリーンサービス 石垣市字登野城８２５－１ 0980-82-8515 令和6年11月15日
八重山 有限会社　屋宜水道管理 石垣市字大浜500-1 0980-82-5961 令和9年6月10日

令和４年２月17日現在


