
平成24年6月13日(水)現在

営業所名 営業所住所 営業所電話番号

マイクリーン有限会社 京都市中京区壬生東高田町２２番地メゾンホワイティービル１Ｆ 075-325-5050

有限会社三美設備工業京都事業所 京都市伏見区横大路下三栖辻堂町５０ 075-621-4748

株式会社縁 京都市山科区大宅烏田町６３番地 075-593-3153

タクミサービス 京都市左京区下鴨宮崎町１番地の２６ 075-781-1906

株式会社長栄
京都市伏見区深草西浦町三丁目７０番地第五長栄アストロビ
ル

075-643-6455

トーハラジェット株式会社 京都市中京区西ノ京月輪町２８番地３ 075-813-5670

株式会社ワールド建物管理 京都市右京区嵯峨大覚寺門前登リ町３８番地６ 075-863-4601

タイショウ設備工業 京都市右京区太秦垂箕山町１５ 075-873-2560

有限会社スリーエスエンジニアリング 京都市山科区東野中井ノ上町１番地２８ 075-312-5485

株式会社ライフライン 京都市下京区富小路通松原下る本上神明町４５０番地 075-344-0366

株式会社高木設備 京都府船井郡京丹波町中台イヤ谷１番地１ 0771-86-0243

株式会社Ｋクリーンサービス 京都市伏見区中島鳥羽離宮町５番地 075-621-0022

株式会社リペアシステム 京都市山科区大塚北溝町３４番地２４ 075-634-4738

有限会社こうすい 亀岡市薭田野町鹿谷加茂１７番地２ 0771-20-6362

環境テクノス株式会社 京都市伏見区淀際目町３５番１－Ａ－１３０３号 075-633-0432

松本商事株式会社 京都市下京区大宮通綾小路下る綾大宮町４４番地 075-801-6346

山﨑冷機株式会社 亀岡市突抜町５３番地 0771-22-1324

株式会社ミヤコメンテナンス 京都市伏見区久我西出町１４番地１０７ 075-950-2199

株式会社新生商会 京都市中京区衣棚通夷川下ル竪大恩寺町７３５番地２ 075-222-0415

協栄ビル管理株式会社 京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町６７５番地の１ 075-255-0115

有限会社伊勢田工業　本店 宇治市伊勢田町ウトロ６３番地の１ 0774-41-7854

和光環境サービス株式会社 京都市山科区北花山寺内町１３番地の５ 075-581-0714

株式会社クリーンテクノウエダ 京都府宇治市槙島町北内５６ 0774-24-8665

高屋設備株式会社 南丹市園部町高屋寺ノ下２０番地 0771-62-1863

株式会社大興設備開発 京都市右京区花園扇野町３７番地 075-803-0507

Ｍプランニング 京都市上京区油小路上長者町上ル甲斐守町１２１ー１９ 075-432-4860

株式会社三晃商会 京都市左京区北白川下別当町１６番地の１ 075-723-0280

有限会社山下設備サービス 京都府久世郡久御山町大字藤和田小字中村１番地 075-631-3897

株式会社関西スポック 京都市西京区上桂前川町１８６番地 075-394-6161

有限会社セイコーメンテナンス 京都市右京区西京極北衣手町１０番地の３ 075-393-9105

株式会社光橋設備サービス 京都府木津川市木津殿城９５番地 0774-72-1071

株式会社京津管理 京都市山科区大塚丹田３５番地４ 075-594-6588

株式会社コスモメンテナンス 京都市下京区仏光寺通西洞院東入菅大臣町１７８ 075-365-2700

株式会社かんとーす 福知山市字牧小字狭間２２８番地の２７ 0773-22-3384

建築物衛生法京都府知事登録一覧表（建築物飲料水貯水槽清掃業）



日本清装株式会社 京都市右京区西院西今田町５番地 075-311-9277

井上洗浄有限会社 宇治市炭山久田１０３番地の７ 0774-32-2709

株式会社ナスコ京都営業所 京都市南区久世中久世町３－１１－１ 075-921-0613

株式会社ダイケングループ京都支店
京都市下京区烏丸通り仏光寺下る大政所町６８０－１第八長谷
ビル４F

075-342-2611

株式会社アトム商事 京都市山科区勧修寺縄手町４５ 075-575-2256

有限会社サンエイ・メンテナンス 舞鶴市字万願寺小字家前２３１番地の１ 0773-75-5265

大西衛生株式会社 京丹後市丹後町大山１３８１番地 0772-75-0189

有限会社ツー・ウッド 京都市山科区勧修寺柴山１８番５ 075-594-5118

城南衛生株式会社 京田辺市三山木南山２５番地の７ 0774-62-9000

株式会社アイ・ビイ・エス 京都市下京区西七条石井町４８番地の７ 075-321-5054

株式会社トクナガ 京都市北区紫野西蓮台野町７２番地 075-493-1067

佐野電機株式会社 南丹市園部町若松町１３０番地の１ 0771-62-3305

株式会社シティーライフサービス 京都市南区東九条上御霊町４０－２レジテンスLICI１階 075-682-8989

株式会社シー・ビー・シー京都支店 京都市南区上鳥羽南唐戸町８１番地 052-740-5273

アーク工業 宇治市木幡熊小路43番地の55 0774-24-1224

有限会社アクス京都 京都市山科区椥辻西浦町４１番地８５ 075-591-9108

株式会社ヤナテック 京都市南区上鳥羽火打形町４－２ 075-661-2971

株式会社チームクオリティ 京都市伏見区横大路下三栖山殿５３番地４ 075-623-4060

株式会社トータルプランニング・エヌ 京都府長岡京市馬場図所１９番地２ 075-953-0108

大同興業株式会社 京都市西京区桂上野中町２４９番地 075-392-2440

株式会社大伸コーポレーション 京都市山科区大塚野溝町２０番地１ 075-501-8338

株式会社ジェイアール西日本福知山メンテック 福知山市天田小字生念塚３０９ー３ 0773-22-0228

メゾンケア株式会社 京都市左京区聖護院蓮華蔵町３１番地 075-761-4552

株式会社ＳＴＩメンテナンス 京都市南区東九条東御霊町５８－１１ 075-671-7600

イッツコミュニティ株式会社 京都市山科区大塚丹田２７番地 075-592-5969

有限会社ティー・エス・ケー設備 京都市上京区下長者町通小川西入鷹司町６２ 075-431-6141

有限会社アーバンアクト 向日市森本町下森本１６番地の１ 075-934-5361

日本設備工業株式会社 京都市南区西九条菅田町２９番地 075-682-5152

株式会社西宮水槽サービス　京都営業所 京都市右京区西院清水町２４－３０７ 075-321-4319

さくらスマイル有限会社 舞鶴市字行永１５１８番地の１ 0773-63-5651

大伸環境サービス株式会社 京都市山科区勧修寺本堂山町２５番地の１ 075-501-2345

株式会社富田公害 京都府宮津市字鶴賀２１１４番地の２ 0772-22-3441

株式会社ディゴン・クリーン・サービス 京都市山科区四ノ宮小金塚８番地の２１１ 075-581-3355

株式会社マイベイ 舞鶴市字森２２０番地の４０ 0773-62-4636

株式会社三光エンジニアリング 京都市山科区西野楳本町５０番地１０２ 075-594-3030

南丹清掃株式会社 亀岡市荒塚町二丁目１４番１０号 0771-22-4488

藤設備サービス 京都市伏見区横大路下三栖辻堂町８４ー１７ 075-612-6913



太平ビルサービス株式会社京都支店
京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町６２５番地　四条烏丸Ｆ
Ｔスクエア烏丸アネックス３階

075-213-5792

大光建物保全株式会社 京都市山科区東野舞台町３９番地の１ 075-501-2800

株式会社ニチゾウテック京都事業部 舞鶴市字余部下１１８０番地 0773-62-8811

株式会社昭和リーブス舞鶴支店 舞鶴市南田辺７２番地４ 0773-75-1800

株式会社シーエープラント 京都市下京区西洞院通四条下る妙伝寺町７１４番地 075-342-3567

株式会社京都公害防止センター 綾部市井倉新町宮坂１１番地の１ 0773-42-2952

京環メンテナンス株式会社 京都市右京区西京極畔勝町４番地の３ 075-323-1441

株式会社アクアテック 福知山市猪崎１６７番地 0773-22-4606

株式会社丹新ビルサービス 福知山市字長田小字大野上２０９３番地の８０ 0773-27-4602

株式会社ワタナベ美装 京都市山科区音羽沢町１８番地の１ 075-591-1721

株式会社芙蓉総合研究所 京都市伏見区深草寺内町８３９番地 075-642-5855

舞鶴厚生株式会社 舞鶴市字朝来中８１５番地６ 0773-62-1484

株式会社カンメン 宇治市宇治里尻６２－３ 0774-21-2910

大同産業株式会社 京都市西京区桂上野中町２４９番地 075-392-2441

株式会社中央保健工業社 京都市右京区西院清水町６５番地の４ 075-315-2340

株式会社アクセス 京都市南区上鳥羽岩ノ本町８２番地２ 075-682-2607

大和環境保全株式会社 京都市南区吉祥院嶋野間詰町３２番地 075-681-1547

株式会社鈴木メンテナンス 京都市右京区西院月双町３３番地 075-311-3888

株式会社石丸浄水センター 京都府福知山市三和町字千束６３９番地 0773-58-4141

株式会社大乗プラン設備工業 京都市東山区福稲柿本町１１番地の６ 075-525-1958

株式会社清光社 長岡京市奥海印寺城７ 075-955-6620

株式会社エイコー防災設備 城陽市寺田東ノ口１７番地の３０ 0774-53-7814

関西明装株式会社京都支社 京都市左京区聖護院蓮華蔵町５６－２ 075-771-4161

有限会社サイコーリペア 京都市南区東九条河西町３５番 0774-31-3700

有限会社富士環境 京都市山科区小野蚊ヶ瀬町７７番地 075-573-2310

京和産業株式会社 京都市南区上鳥羽角田町８９番地 075-681-5291

日新工業株式会社 京都市伏見区東朱雀町９３０番地 075-622-4381

有限会社東洋ビル管理 京都府宇治市宇治池森８番地の１５ 0774-21-8181

平安衛生開発株式会社 京田辺市多々羅中垣内７番地 0774-62-1732

株式会社共栄薬研 京都市下京区富小路通松原下る本上神明町４５０番地 075-351-6171

関西ビルサービス株式会社 京都市南区吉祥院中河原西屋敷町４３番地 075-314-0571

川戸無線 京丹後市丹後町間人２１２６ー２ 0772-75-0383

株式会社影近メンテ 京都市左京区北白川西町８３番地 075-752-0591

株式会社浄美社 京都市右京区太秦川所町７番地１００ 075-871-3623

和光建物総合管理株式会社 京都市中京区二条通り高倉東入ル観音町７２ー１番地 075-222-0110

オリックス・ファシリティーズ株式会社 京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 075-841-7550

ジョイフルクリーン 宇治市広野町新成田１００－１５ 0774-44-9430



株式会社エヌケイビー 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字高橋１３番地１８ 075-957-5855

近鉄ビルサービス株式会社京都支店 京都市下京区五条通り堀川西入柿本町５７９番地 075-341-2691

ＭａＱビル管理株式会社 京都市下京区御幸町通五条上る安土町６２６　井忠ビル１F 075-353-7477

株式会社サンクリーンビルサービス 京都市南区吉祥院這登西町２１番地３ 075-682-6800

コスモエンジニアリング株式会社京都支社
京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町６１４番地　新京
都センタービルディング５階

075-371-9332

株式会社コーエーピービーエム 京都市伏見区深草西浦町５丁目４２番地 075-641-4661

近畿美装株式会社 京都市左京区一乗寺清水町１５番地 075-771-1991

近建ビル管理株式会社 京都市左京区聖護院蓮華蔵町３１番地 075-751-8846

株式会社中川工業所 京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町１２１番地の３ 075-461-2305

日本環境サービス株式会社 京都市伏見区下鳥羽東芹川町５０番地 075-622-3345

関西環境サービス株式会社 京都市伏見区下鳥羽東芹川町５０番地 075-622-3235

株式会社環境開発 京丹後市久美浜町畑６１６番地 0772-85-0236

双葉メンテナンス工業株式会社 京都市下京区七条御所ノ内本町６番地２ 075-313-4667

日進浄化槽センター株式会社 亀岡市安町大池１１番地 0771-22-5809

有限会社クリーンテック　峰山営業所 京丹後市峰山町荒山３７０ 0772-62-5471

アーキスプランニング株式会社 京都市南区西九条東島町１７－１１ 075-693-0366

株式会社太陽社 宇治市木幡北畠６番地の１３ 0774-32-2781

株式会社京都衛生開発公社 向日市森本町高田３１番地 075-922-1340

野村電気設備 京丹後市久美浜町友重９８８ー３ 0772-82-0729

株式会社八木クリーンサービス 宇治市槙島町中川原９７番地の１ 0774-22-2906

舞鶴保健興業有限会社 舞鶴市字上安６５０番地 0773ｰ75ｰ1506

小谷商事株式会社 宮津市字須津７４９番地 0772-46-3515

ジャパンリアルティスーパービジョン株式会社 京都市右京区西京極北大入町６７ 075-222-2221

三丹住設株式会社 宮津市字鶴賀２０７０番地 0772-22-2567

竹之内運送株式会社 京都市山科区東野門口町４８番地 075-592-3900

株式会社ミヤコ産業 京都市南区吉祥院嶋笠井町９７番地 075-661-4114

京栄水道株式会社 京都市右京区西院金槌町１１番地 075-311-0521

株式会社エヴァクリーン 京都市中京区二条通小川東入西大黒町３３３番地 075-221-8058

有限会社浜崎設備サービス 京都市東山区泉涌寺東林町３９番地 075-541-0571

東山管理センター株式会社 京都市山科区西野山欠ノ上町６０番地の１ 075-592-0003

リッツインベストメント株式会社 京都市上京区内藤町４７６番地 075-415-7731

リアル 京都市山科区小山南溝町３０番地３６ 075-592-6725

クリエイト・メンテ 京都市山科区東野片下り町６３－５ 075-202-7985


