登録事業者一覧

建築物清掃業

営業所の名称
有限会社 トーホーメンテック
東京美装興業株式会社
株式会社 クリーンサービス青森
有限会社 おさない
株式会社 ダイニチ
大森ビル企画
有限会社 第一環境サービス
株式会社 秋田ホーム清掃
有限会社 共栄ビル管理
株式会社 東北ビルサービスセンター
東洋ビルサービス有限会社
社会福祉法人 秋田県母子寡婦福祉連合会
JR秋田鉄道サービス株式会社
東洋建物管理株式会社
大森建設株式会社
テルウェル東日本株式会社
有限会社 ＰＡＴＥＫ
ビソー工業株式会社
有限会社 アルファテクノ
秋田県高齢者・障害者生活協同組合
有限会社 ライフ・ワーク
有限会社 快晴リフレッシュ
アーバンプロジェクト株式会社
マサキ産業株式会社
ALSOK秋田管財株式会社
株式会社昭和興業
有限会社 県南ビルサービス
株式会社 ホットスタッフ秋田
有限会社 横手清掃興業
ダスキンよねや雄平支店
ウゴメンテナンス有限会社
有限会社 湯沢総合ビルサービス
アースクリエイツ合同会社 秋田営業所
BACK-UP

建築物空気環境測定業

株式会社
有限会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
有限会社

営業所の名称
ダイナミック・サニート
トーホーメンテック
東北ビルサービスセンター
秋田分析コンサルタント
秋田県分析化学センター
ダイナミック・サニート
羽後交通興業
環清工業
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（令和２年１１月５日現在）

営業所所在地
大館市水門町5-47-1
鹿角市花輪字百合沢８１－１
大館市字大館９３－３
能代市万町５番５号
能代市能代町字下浜1-2
山本郡藤里町藤琴字草刈野161-15
秋田市豊岩豊巻字居使４５
秋田市山王新町４番２０号
秋田市金足岩瀬字山王田５５－１
男鹿市船川港船川字泉台６７番地１６８
男鹿市船川港船川字海岸通り２－９－５
秋田市山王四丁目１番２号
秋田市東通仲町１２番１７号
秋田市中通２丁目４－１９
秋田市中通２丁目１－３６
秋田市中通４丁目４－４
秋田市茨島２丁目６番２３号
秋田市東通明田３番１６号
秋田市広面字近藤堰越２７－１
秋田市寺内蛭根三丁目５－１１
秋田市山王６丁目１０番9号猿田興行ビル
秋田市新屋北浜町２０番６号
秋田市中通四丁目1番2号秋田スクエアビル３F

由利本荘市内黒瀬字小深沢108番地56
由利本荘市水林320番地１
由利本荘市石脇字山ノ神11番地１０１７
大仙市大曲金谷町20-4
大仙市四ツ屋字上古道１８７－１
横手市睦成字七日市93番地の１
横手市柳田１－１４
雄勝郡羽後町杉宮字腰廻63番
湯沢市倉内字才神４１番１１号
秋田市飯島道東一丁目８－３３
秋田市飯島鼠田3-1-62 ミッキータウンA号
営業所所在地
大館市柄沢字狐台81-10
大館市水門町5-47-1
男鹿市船川港船川字泉台６７番地１６８
秋田市保戸野鉄砲町１０番１１号
秋田市八橋字下八橋１９１－４２
秋田市外旭川字三後田１７５
横手市前郷二番町4番10号
湯沢市字祝田145番7号

登録事業者一覧

（令和２年１１月５日現在）

営業所在地
秋田市八橋字イサノ８番２０号
秋田市八橋イサノ二丁目１５番２５号
秋田市中通二丁目６番１号
秋田市飯島字家ノ下４１番地５

建築物
飲料水
水質検査業

営業所の名称
エヌエス環境株式会社
公益財団法人 秋田県総合保健事業団
秋田環境測定センター株式会社
株式会社 秋田分析コンサルタント
株式会社 秋田県分析化学センター

営業所在地
秋田市川尻総社町８番１３号
秋田市寺内児桜三丁目１番２４
秋田市川尻御休町１１番１４号
秋田市保戸野鉄砲町１０番１１号
秋田市八橋字下八橋１９１－４２

営業所の名称
鹿角衛生協業組合
株式会社 ダイナミック・サニート
有限会社 トーホーメンテック
東北環境消毒有限会社
株式会社 タクト
株式会社 タイセイ
東北ビル管財株式会社
熊谷施設工業株式会社
大館桂工業株式会社
有限会社 ヤマグチ
株式会社 能代清掃センター
有限会社 おさない
株式会社 シーテック
株式会社 能代広域清掃
有限会社 環境技研
イオンディライト株式会社
株式会社 東北ダイケン
株式会社 エフ・シー・ビルテック
株式会社 エイビック
中央商建有限会社
株式会社 オーエンス
有限会社デオックス
有限会社 秋田環境保全
太平ビルサービス株式会社
株式会社 東北ビルカンリ・システムズ
株式会社 トップス
株式会社 東北ビルサービスセンター
株式会社 秋田ホーム清掃
日本ビューホテル事業株式会社
山岡工業株式会社
株式会社 友愛ビルサービス

営業所所在地
鹿角市花輪字蒼前平6番地
大館市柄沢字狐台81-10
大館市水門町5-47-1
大館市有浦4丁目5-30
大館市御成町二丁目17番10号
大館市字沼館道上82番地
大館市片山字中通6番地2
鹿角郡小坂町小坂字岩沢平39-7
大館市御成町三丁目7-17
北秋田市阿仁荒瀬字向岳10番地
能代市河戸川字西山下1-6
能代市万町５番５号
能代市昇平岱30-20
能代市浅内字上西山73-1
秋田市下浜長浜字兜森７７－６
秋田市土崎港西２丁目７－２６
秋田市中通２丁目２番３２号
秋田市仁井田字古川向２２－４
秋田市東通仲町２０－１６
秋田市飯島穀丁１９番２３号
秋田市中通２丁目３番８号
秋田市新屋町字田尻沢３０番１３号
秋田市新屋豊町４番７０号
秋田市山王六丁目１４番１２号
秋田市大町３丁目３番３６号
秋田市泉釜ノ町２２番１３号
男鹿市船川港船川字泉台６７番地１６８
秋田市山王新町４番２０号
秋田市中通二丁目６番１号
秋田市御所野湯本２丁目１番５号
秋田市山王三丁目１番７号

建築物飲料水貯水槽清掃業

建築物空気
調和用ダク
ト清掃業

営業所の名称
株式会社 パイプリバース
株式会社 アテック
日本ビューホテル事業株式会社
株式会社 秋田エアーセンター
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登録事業者一覧

建築物飲料水貯水槽清掃業

営業所の名称
有限会社 秋田消毒
豊興産株式会社
株式会社 北日本ウエスターン商事
秋田日化サービス株式会社
大洋ビル管理株式会社
株式会社 ダイナミックサニート
厚生ビル管理株式会社
有限会社 PATEK
株式会社 パイプリバース
株式会社 生活環境サービス
株式会社 あたご
株式会社 アーバン・ビソー
タクス秋田株式会社
株式会社 公企業ﾊﾟｲﾌﾟ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽｲｼﾔﾏ
株式会社 ジョンソン設備管理
株式会社 昭和興業
株式会社 富樫清掃
株式会社 小田嶋産業
株式会社 サイテクト
有限会社 堀内清掃工業
商栄株式会社
有限会社 県南ビルサービス
有限会社 横手環境管理サービス
有限会社 横手清掃興業
合資会社 大森産業
有限会社 平鹿清掃興業
有限会社 環清工業
岩野設備工業株式会社
株式会社 キスイ
有限会社 ライフワーク
有限会社 メンテックス

建築物排水管清掃業

営業所の名称
株式会社 カンザイ
株式会社 衛暖工業
鹿角衛生協業組合
株式会社 能代広域清掃
株式会社 パイプリバース
山岡工業株式会社
有限会社 アクア・ライフ
有限会社 デオックス
企業組合 秋田北部清掃興業
有限会社 秋田環境保全
日本ビューホテル事業株式会社
株式会社 生活環境サービス
株式会社 昭和興業
株式会社 富樫清掃
株式会社 サイテクト
有限会社 横手環境管理サービス
有限会社 環清工業
有限会社 環境技研
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（令和２年１１月５日現在）

営業所所在地
秋田市手形字中谷地３１９番地
秋田市新屋扇町１２番４９号
秋田市新屋沖田町３番３号
秋田市外旭川三千刈１０６番地１
秋田市旭北錦町１番１４号
秋田市外旭川字三後田１７５番
秋田市保戸野すわ町６番１６号
秋田市茨島二丁目６番２３号
秋田市八橋字イサノ８番２０号
秋田市新屋朝日町１－１
秋田市楢山愛宕下１１番６１号
秋田市広面字近藤堰越２７－１
秋田市川尻御休町８－１６
由利本荘市下川原中島17番地
由利本荘市石脇字田尻野5番地14
由利本荘市石脇字山ノ神11－1017
大仙市東川字屋敷後94番地の1
大仙市協和境字苅谷沢４３
大仙市大曲上栄町13-34
大仙市大曲日の出町1-46-3
大仙市大曲栄町2番10号
大仙市大曲金谷町２０－４
横手市睦成字関根８１番地
横手市睦成字七日市９３番地の１
横手市大森町字大中島308番地の2
横手市増田町増田字福嶋７９－６
湯沢市字祝田145番7号
湯沢市関口字新山田２２－２
羽後町字西馬内４４番地４
秋田市山王６丁目１０番９号 猿田興業ビル５階

秋田市東通明田３－１６
営業所所在地
鹿角市花輪字新田町16-48
大館市釈迦内字下大留83番地
鹿角市花輪字蒼前平6番地
能代市浅内字上西山97-1
秋田市八橋字イサノ８番２０号
秋田市御所野湯本２丁目１番５号
秋田市飯島緑丘町９－４
秋田市新屋町字田尻沢３０－１３
秋田市土崎港西２丁目１０－２０
秋田市新屋豊町４番７０号
秋田市中通二丁目６番１号
秋田市新屋朝日町１番１号
由利本荘市石脇字山ノ神11－1017
大仙市東川字屋敷後94番地1
大仙市大曲上栄町１３－３４
横手市睦成字関根８１番地
湯沢市字祝田145-7
秋田市下浜長浜字兜森７７番地６

登録事業者一覧

建築物ねずみ昆虫等防除業

営業所の名称
東北環境消毒有限会社
株式会社 ダイナミック・サニート
有限会社 トーホーメンテック
株式会社 タクト
東北ビル管財株式会社
株式会社 シーテック
株式会社 エイビック
有限会社 環境技研
イオンディライト株式会社
株式会社 オーエンス
有限会社 デオックス
株式会社 東北ビルサービスセンター
株式会社 東北ダイケン
株式会社 トップス
株式会社 友愛ビルサービス
ハウスドクター株式会社
株式会社 東北ビルカンリ・システムズ
有限会社 秋田消毒
日本ビューホテル事業株式会社
株式会社 ダイナミック・サニート
厚生ビル管理株式会社
イカリ消毒株式会社
株式会社 エフシービルテック
大洋ビル管理株式会社
株式会社 シー・アイ・シー
株式会社 アーバン・ビソー
タスク秋田株式会社
商栄株式会社
株式会社 ダスキンよねや
株式会社 ダイナミック・サニート
イカリ消毒株式会社 秋田営業所
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（令和２年１１月５日現在）

営業所所在地
大館市有浦4丁目5-30
大館市柄沢字狐台81-10
大館市水門町5-47-1
大館市御成町2丁目17-10
大館市釈迦内字二ツ森３１－１
能代市昇平岱30-20
秋田市東通仲町２０番１６号
秋田市下浜長浜字兜森７７番地６
秋田市土崎港西２丁目７－２６
秋田市中通二丁目３番８号
秋田市新屋町字田尻沢３０番１３号
男鹿市船川港船川字泉台６７番地１６８
秋田市中通２－２－３２
秋田市泉釜ノ町２２番１３号
秋田市山王三丁目１番７号
秋田市泉南1丁目１－６
秋田市大町３丁目３番３６号
秋田市手形字中谷地３１９番地
秋田市中通二丁目６番１号
秋田市外旭川三後田１７５番
秋田市保戸野すわ町６－１６
秋田市楢山川口境４－１０
秋田市仁井田字古川向２２－４
秋田市旭北錦町１番１４号
秋田市外旭川八幡田１－１１－３８
秋田市広面字近藤堰越２７番地１
秋田市川尻御休町８－１６
大仙市大曲栄町2番10号
横手市柳田１－１４
横手市旭川一丁目６－１９
秋田市楢山川口境４－１０

登録事業者一覧

（令和２年１１月５日現在）

建築物環境衛生総合管理業

会 社 名
営業所所在地
東北ビル管財株式会社
大館市片山字中通6番地2
株式会社 タクト
大館市御成町二丁目17番10号
東洋建物管理株式会社
大館市御成町二丁目８番２０号
株式会社 シーテック
能代市昇平岱３０－２０
株式会社 ティ・ピィ・エスサービス
能代市能代町字赤沼２－１３
株式会社 東北ビルカンリ・システムズ
秋田市大町３丁目３－３６
株式会社 エイビック
秋田市東通仲町２０－１６
株式会社 友愛ビルサービス
秋田市山王３丁目１番７号
株式会社 オーエンス
秋田市中通２－３－８
イオンディライト株式会社
秋田市土崎港西２丁目７－２６
株式会社 東北ダイケン
秋田市中通二丁目２－３２
株式会社 アテック
秋田市八橋イサノ二丁目１５番２５号
厚生ビル管理株式会社
秋田市保戸野すわ町６番１６号
株式会社 トップス
秋田市泉釜ノ町２２番１３号
日本ビューホテル事業株式会社
秋田市中通二丁目６番１号
太平ビルサービス株式会社
秋田市山王六丁目１４番１２号
株式会社 タクト
秋田市豊岩小山字狐森３２３－２
株式会社 エフシービルテック
秋田市仁井田字古川向２２－４
秋田総合ビル管理株式会社
秋田市豊岩小山字狐森３２３番２号
企業組合 秋田中高年雇用福祉事業団
秋田市寺内蛭根三丁目２４－３１
大洋ビル管理株式会社
秋田市旭北錦町１番１４号
株式会社 東武
秋田市大町三丁目２－４４
キョウワプロテック株式会社
秋田市山王四丁目６番２６号
タクス秋田株式会社
秋田市川尻御休町８－１６
秋田市中通二丁目３番８号 秋田アトリオンビル１２F
石井ビル管理株式会社
株式会社 ジョンソン設備管理
由利本荘市石脇字田尻野5-14
商栄株式会社
大仙市大曲栄町2番10号
有限会社 ライフ・ワーク
秋田市山王６丁目１０番９号 猿田興業ビル５階
有限会社 メンテックス
秋田市東通明田３－１６
※掲載しております一覧表に誤字、記載漏れがありましたら、お手数ですが当課まで連絡くださいます
ようお願いします（生活衛生課 調整・生活衛生・水道班 TEL：018-860-1592）。
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