
福岡市浄化槽保守点検業登録一覧

令和５年４月１日現在



福岡市浄化槽保守点検業登録一覧

（ 東区役所管内）                                                                                                                                                                  

 登録有効期間

 満了年月日       氏              名         住                所         電    話  　名　　　　称 　　所　在　地  電    話

福東保  第１号 令和7年2月16日
(株) 三光社
代表取締役　小峰  茂彦  福岡市東区筥松１丁目２－３３     611-7517  (株) 三光社                福岡市東区筥松１丁目２－３３    611-7517

福東保  第８号 令和7年4月2日
（株） 近代プラント
代表取締役  石田    保憲  福岡市東区松島４丁目１３－１５   611-1025  (株) 近代プラント          福岡市東区松島４丁目１３－１５   611-1025

福博保 第3号 令和7年3月30日
（株）ミカサ
代表取締役　倉重 一男  福岡市博多区博多駅東１丁目１６－１４  431-3829  （株）ミカサ　東営業所  福岡市東区松田１丁目４－１７  612-5373

（博多区役所管内）                                                                                                                                                                 

 登録有効期間

 満了年月日       氏              名         住                所         電    話  　名　　　　称 　　所　在　地  電    話

福博保 第1号 令和7年3月30日
東環工業（株）
代表取締役　伊勢田 隆太  福岡市博多区西月隈４丁目８－２９  503-5114  東環工業（株）  福岡市博多区西月隈４丁目８－２９  503-5114

福博保 第7号 令和7年4月21日
キュウセツAQUA（株）
代表取締役  大野 征博  福岡市博多区博多駅東１丁目３－１０  451-2821  キュウセツAQUA（株）  福岡市博多区博多駅東１丁目３－１０  451-2821

福博区生 第23号 令和7年3月28日
（株）西原ネオ
代表取締役　月橋 伸夫  東京都港区芝浦３丁目６－１８  03-3452-4441  （株）西原ネオ九州支店  福岡市博多区井相田２丁目２－３  586-1601

福東保 第3号 令和7年3月10日
（株）環衛サービス
代表取締役  伊勢田  隆太  福岡市博多区博多駅東１丁目２－２３  475-8818  （株）環衛サービス  福岡市博多区博多駅東１丁目２－２３  475-8818

福博区生 第27号 令和6年9月24日
フジクリーン工業（株）
代表取締役　木村 秀昭  名古屋市千種区今池４丁目１－４  052-733-0325  フジクリーン工業（株）福岡支店

 福岡市博多区博多駅南４丁目２－１０
 南近代ビル２F  441-0222

福博区生 第28号 令和8年4月7日
エコアス（株）
代表取締役　大澤 清和  福岡市博多区西月隈４丁目８－３２  504-8390  エコアス（株）  福岡市博多区西月隈４丁目８－３２  504-8390

福博区自 第30号 令和6年5月1日
（株）ダイキアクシス
代表取締役　大亀 裕  愛媛県松山市美沢１丁目９－１  089-927-2222  （株）ダイキアクシス 福岡支店  福岡市博多区那珂４丁目１４－２８  292-1560

登録番号
 浄化槽保守点検業者  営業所 

備考

登録番号
 浄化槽保守点検業者

備考
 営業所 



福岡市浄化槽保守点検業登録一覧

（中央区役所管内）                                                                                                                                                                 

 登録有効期間

 満了年月日       氏              名         住                所         電    話  　名　　　　称 　　所　在　地  電    話

福中保  第８号 令和7年4月13日
西日本整水（株）
代表取締役  中野  吉男

 福岡市中央区長浜１丁目２－６
 天神スカイマンション８０４号  741-0857  西日本整水（株）　福岡営業所 

 福岡市中央区長浜１丁目２－６
 天神スカイマンション８０４号  741-0857

福中保  第12号 令和7年4月12日
（株）シンコー
代表取締役社長  榎本　澄男  福岡市中央区天神４丁目７－１７   771-9515  （株）シンコー　本社          福岡市中央区天神４丁目７－１７   771-9515

福中保  第17号 令和7年4月16日
カッパー工業（株）
代表取締役  冨田  悟志  福岡市中央区笹丘２丁目２２－３４  733-1351  カッパー工業（株）  福岡市中央区笹丘２丁目２２－３４  733-1351

福南保  第16号 令和7年3月28日
（株）設備保守センター
代表取締役  井上　宗洋  福岡市中央区高砂２丁目１０－１   521-1139  （株）設備保守センター         福岡市中央区高砂２丁目１０－１   521-1139

福中区生  第22号 令和8年4月21日
大管工業（株）
代表取締役  中島　栄一  福岡市中央区平尾３丁目１－３  522-8406  大管工業（株）　本店  福岡市中央区平尾３丁目１－３  522-8406

福中区生  第24号 令和7年10月24日
共和メンテナンス（株）
代表取締役　橋本　正明 東京都品川区西五反田７丁目２５-１９ 03-3494-1337  共和メンテナンス（株）　福岡事業所  福岡市中央区大名２丁目４－２２  724-1163

（南区役所管内）                                                                                                                                                                   

 登録有効期間

 満了年月日       氏              名         住                所         電    話  　名　　　　称 　　所　在　地  電    話

福南保  第１号 令和7年1月15日
（株）九州事業センター
代表取締役  久保  尊善  福岡市南区平和１丁目３１－３５   521-2664  （株）九州事業センター       福岡市南区平和１丁目３１－３５   521-2664

福南保  第２号 令和7年2月25日
（株）昭和工業
代表取締役  小田   光晴  福岡市南区横手４丁目１８－３９   574-1336  （株）昭和工業               福岡市南区横手４丁目１８－３９   574-1336

福南保  第４号 令和7年3月13日
（株）研水
代表取締役  佐々木　千草  福岡市南区野多目５丁目１９－１０  567-0030  （株）研水                   福岡市南区野多目５丁目１９－１０  567-0030

福南保  第６号 令和7年3月17日
大誠産業（有）
代表取締役  綾部  利男  福岡市南区弥永５丁目３－１２     573-2056  大誠産業（有）              福岡市南区弥永５丁目３－１２     573-2056

福南保  第12号 令和7年3月30日
（株）コミプラ
代表取締役  時枝  寛  福岡市南区花畑２丁目２２－２７     565-7766  （株）コミプラ  福岡市南区花畑２丁目２２ー２７     565-7766

福南保  第18号 令和6年11月16日
（株）日新マリン
代表取締役  清水  崇慶  福岡市南区平和１丁目３１－３５   526-3220  （株）日新マリン             福岡市南区平和１丁目３１－３５   526-3220

福中保  第10号 令和7年4月2日
（株）九電工
代表取締役社長  佐藤　尚文  福岡市南区那の川１丁目２３－３５  523-1641  （株）九電工福岡支店空調管技術部                   福岡市南区那の川１丁目２４－１   525-2762

登録番号
 浄化槽保守点検業者

備考
 営業所 

登録番号
 浄化槽保守点検業者

備考
 営業所 



福岡市浄化槽保守点検業登録一覧

（城南区役所管内）                                                                                                                                                                 

 登録有効期間

 満了年月日       氏              名         住                所         電    話  　名　　　　称 　　所　在　地  電    話

福城保  第５号 令和7年3月30日
 福岡日化サービス（有）
 取締役   　時枝    茂  福岡市城南区西片江２丁目２９－７  861-3195  福岡日化サービス（有） 本社  福岡市城南区西片江２丁目２９－７  861-3195

福城区生  第６号 令和5年7月14日
 大栄産業（株）
 代表取締役　木村　尊

 愛知県知多郡美浜町北方字西側８５番地
の１  0569-82-0338  大栄産業（株）　福岡営業所  福岡市城南区樋井川３丁目１９－１  552-4904

 (早良区役所管内）                                                                                                                                                                 

 登録有効期間

 満了年月日       氏              名         住                所         電    話  　名　　　　称 　　所　在　地  電    話

福博保  第２号 令和7年3月30日
九州クリーン工業（株）
代表取締役　鳴海　賢治  福岡市早良区早良７丁目１－２６  403-3010   九州クリーン工業（株）  福岡市早良区早良７丁目１－２６  403-3010

（西区役所管内）                                                                                                                                                                   

 登録有効期間

 満了年月日       氏              名         住                所         電    話  　名　　　　称 　　所　在　地  電    話

福西保  第１号 令和7年2月20日 平  野  恒  一             福岡市西区姪の浜３丁目１１－４０   881-3385  山見商会                   福岡市西区姪の浜３丁目１１－４０   881-3385

福西保  第３号 令和7年3月23日
(株) 環境技研
代表取締役　金城 　一寿  糸島市前原北１丁目６－３４       322-1737  (株) 環境技研 福岡営業所   福岡市西区今宿２丁目１１－１６ －１  807-0914

福中保 第１４号 令和7年4月2日
（株）タイト綜合管理
 代表取締役　岸本　幸児  福岡市西区戸切３丁目３８－１４  812-3136  （株）タイト綜合管理  福岡市西区戸切３丁目３８－１４  812-3136

福西区生  第４号 令和5年8月1日
（有）出水設備工業
取締役　岩崎　くるみ 福岡市西区大字吉武４０３番地の１４  811-6455  （有）出水設備工業 福岡市西区大字吉武４０３番地の１４  811-6455

福西区生  第5号 令和7年2月5日
（株）ＧＥＮＫＡＩ
　代表取締役　寺田　芳春 福岡市西区大字玄界島１番地の６  809-2991  （株）ＧＥＮＫＡＩ 福岡市西区大字玄界島１番地の６  809-2991

登録番号
 浄化槽保守点検業者

備考
 営業所 

登録番号
 浄化槽保守点検業者

備考
 営業所 

登録番号
 浄化槽保守点検業者

備考
 営業所 



区 名　　　　称 所　在　地  電    話

（株）三光社                福岡市東区筥松１丁目２－３３   092-611-7517

（株）近代プラント          福岡市東区松島４丁目１３－１５  092-611-1025

（株）ミカサ　東営業所  福岡市東区松田１丁目４－１７ 092-612-5373

 東環工業（株）  福岡市博多区西月隈４丁目８－２９  092-503-5114

 キュウセツAQUA（株）  福岡市博多区博多駅東１丁目３－１０  092-451-2821

 （株）西原ネオ九州支店  福岡市博多区井相田２丁目２－３  092-586-1601

 （株）環衛サービス  福岡市博多区博多駅東１丁目２－２３  092-475-8818

 フジクリーン工業（株）福岡支店  福岡市博多区博多駅南４丁目２－１０ 南近代ビル２F  092-441-0222

 エコアス（株）  福岡市博多区西月隈４丁目８－３２  092-504-8390

 （株）ダイキアクシス 福岡支店  福岡市博多区那珂４丁目１４－２８  092-292-1560

 西日本整水（株）　福岡営業所  福岡市中央区長浜１丁目２－６  天神スカイマンション８０４号  092-741-0857

 （株）シンコー　本社          福岡市中央区天神４丁目７－１７   092-771-9515

 カッパー工業（株）  福岡市中央区笹丘２丁目２２－３４  092-733-1351

 （株）設備保守センター         福岡市中央区高砂２丁目１０－１   092-521-1139

 大管工業（株）　本店  福岡市中央区平尾３丁目１－３  092-522-8406

 共和メンテナンス（株）　福岡事業所  福岡市中央区大名２丁目４－２２  092-724-1163

○  （株）九州事業センター       福岡市南区平和１丁目３１－３５   092-521-2664

○  （株）昭和工業               福岡市南区横手４丁目１８－３９   092-574-1336

 （株）研水                   福岡市南区野多目５丁目１９－１０  092-567-0030

 大誠産業（有）            福岡市南区弥永５丁目３－１２     092-573-2056

 （株）コミプラ  福岡市南区花畑２丁目２２ー２７     092-565-7766

 （株）日新マリン             福岡市南区平和１丁目３１－３５   092-526-3220

 （株）九電工福岡支店空調管技術部                   福岡市南区那の川１丁目２４－１   092-525-2762

 福岡日化サービス（有） 本社  福岡市城南区西片江２丁目２９－７  092-861-3195

 大栄産業（株）　福岡営業所  福岡市城南区樋井川３丁目１９－１  092-552-4904

早良区  九州クリーン工業（株）  福岡市早良区早良７丁目１－２６   092-403-3010

 山見商会                   福岡市西区姪の浜３丁目１１－４０   092-881-3385

 （株） 環境技研 福岡営業所   福岡市西区今宿２丁目１１－１６ －１  092-807-0914

 （株）タイト綜合管理  福岡市西区戸切３丁目３８－１４  092-812-3136

 （有）出水設備工業 福岡市西区大字吉武４０３番地の１４  092-811-6455

 （株）ＧＥＮＫＡＩ 福岡市西区大字玄界島１番地の６  092-809-2991

○ 印は浄化槽清掃業の許可業者

中
央
区

福岡市浄化槽保守点検業登録一覧 （令和５年４月１日現在）
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