
R4.10.25 現在

登録番号         営       業       所       名     所       在       地    (和   歌   山   市） 電話番号

1 60-1 一般社団法人和歌山県清掃連合会 南大工町26番地　環境会館3階 (073)431-6383

2 60-2 山根商事 湊506番地4 (073)431-3688

3 60-5 株式会社ヴァイオス 西庄295番地の9 (073)452-9356

4 60-8 一般社団法人和歌山県浄化そう協会 南大工町26番地　環境会館4階 (073)431-6291

5 60-9 株式会社和城産業　和歌山支店 木ノ本565-1 (073)453-3051

6 60-11 有限会社紀州浄化 福島125番地ノ6 (073)453-0669

7 60-12 株式会社青木実業 中島476番地 (073)474-8401

8 60-13 和歌山市清掃株式会社 直川109番地1 (073)461-0372

9 60-17 共和工業株式会社 加太889-7 (073)459-1777

10 60-19 西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社　和歌山営業所 栗栖1038-2 (073)472-2096

11 60-21 株式会社小向商会　本社営業所 小松原通3丁目30番地 (073)424-6141

12 60-27 株式会社和歌山水質管理センター　和歌山営業所 井辺91-2-C (073)472-1718

13 60-32 有限会社ナッツエコ 黒田94-57 (073)471-5301

14 60-34 有限会社ロータリーサービス 松江北5丁目8-11 (073)455-2707

15 60-41 北辰工業株式会社 善明寺637番地26 (073)453-4711

16 60-42 株式会社サニコン 松江北5丁目1番28号 (073)454-3255

17 60-47 株式会社アドヴァンス櫻井 雄松町2丁目3-2 (073)427-4500

18 60-48 有限会社和幸実業 砂山南2丁目2-21 (073)424-0532

19 60-49 日化メンテナンス株式会社　阪和営業所 六十谷180-25 (073)407-2001

20 1-56 有限会社アクアテック 杭ノ瀬243番地の12 (073)474-1475

21 7-64 カミングサービス 杭ノ瀬224-25 (073)473-9013

22 7-65 オーヤシマ株式会社　和歌山営業所 中島186-3 (073)488-9038

23 8-69 有限会社近畿環境コンサルタント 中306-6　コーポ西山 (073)457-1858

24 8-70 中筋建設株式会社 鳴神1035 (073)473-8225

25 9-73 和歌山県環境整備事業協同組合 南大工町26番地　環境会館3階 (073)436-7012

26 9-74 有限会社水波興業 和田92番地 (073)471-0883

27 9-75 有限会社浜畑浄化槽センター 紀三井寺795-6 (073)448-6988

28 10-76 有限会社出﨑清掃社 北出島132-1 (073)471-0897

29 10-78 クリーン工業株式会社 小野町1丁目11番1 (073)431-4891

30 11-80 株式会社プラトン和歌山営業所 松江北2丁目17-15 (073)453-0294

31 11-82 山紀株式会社 湊506番地4 (073)431-3688

32 11-83 ベストＡ．Ｋ 寺内383-3 (073)472-0069

33 13-87 エース 船所139-9 (073)454-2825

34 13-88 有限会社竹内実業 寺内383番地の3 (073)472-9891

35 13-89 愛和住設 北出島10-5 (073)472-0848

36 13-91 有限会社ライフガーデン 太田38番地の8 (073)473-0051

37 13-93 小椋リビングクリーン株式会社　和歌山営業所 湊3165番地 (073)432-3569

38 14-98 有限会社市川水理　和歌山営業所 秋月68番地 (073)471-8007

39 15-101 有限会社那賀クリーンセンター　和歌山営業所 新中通2丁目25　オリエンタルパレス11Ｆ (073)427-3203

40 15-102 有限会社知念環境サービス 手平5丁目7番13号 (073)423-6521

41 16-103 和歌山市衛生協同組合 中島476番地 (073)473-6090

42 16-104 株式会社ニッシンプラントサービス和歌山営業所 加納47-3 (073)472-7605

43 16-105 株式会社三田設備工業 朝日436-5 (073)479-2603

44 16-107 近畿環境サービス株式会社和歌山営業所 紀三井寺1-161 (073)445-3380

45 17-109 テイク 西浜1136-53 (073)446-1456

46 17-111 有限会社テクノサービス 秋月264番地4 (073)474-4148

47 17-112 フジクリーン工業株式会社　和歌山営業所 東蔵前丁4番地　ファーストビル6階 (073)422-3634

48 17-114 三愛設備 六十谷788-5 (073)462-1033

49 18-116 株式会社西原ネオ　和歌山営業所 西庄295-9　株式会社ヴァイオス内 (073)452-9356

50 18-118 ニッショウサービス 坂田744番地18 (073)481-2295
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51 19-120 有限会社大都環境サービス 和歌山営業所 新中通4丁目35番地 (073)402-3525

52 19-122 南海ビルサービス株式会社パームシティ和歌山管理所 中野31-1 (073)456-2417

53 20-124 有限会社松下環衛サービス 福島633番地7 (073)455-1358

54 20-125 丸新産業株式会社 新和歌浦4番6号 (073)444-0332

55 20-126 大永メンテナンス 栄谷976-196 (090)5151-4013

56 20-128 翔雲工管 栄谷519 (073)455-2125

57 21-129 ロータリーピュア 加納455-7 (090)9045-4755

58 22-131 オーユーサービス 汐見町3丁目36 (073)422-1930

59 23-134 アズマハウス株式会社 黒田一丁目2番17号 (073)475-1018

60 23-135 株式会社水工エンジニアリング　和歌山支店 粟427-1　チサンマンション404号 (073)452-9811

61 24-136 ダイマル環境プランニング和歌山営業所 塩ノ谷226番地 (090)3055-3946

62 24-137 山本厨機配管工業所 松島222-5 (073)471-0216

63 24-138 株式会社ダイキアクシス　和歌山出張所 岩橋1632-1 (073)475-1605

64 25-139 エコ・ライフ 小松原通2丁目1-1-202号 (073)463-0837

65 25-140 株式会社伸和 塩屋六丁目3番18号 (073)446-6686

66 25-141 株式会社和歌山浄化槽センター　和歌山営業所 六十谷86-3　リバーサイドマンション和興ビル503号 (073)464-3335

67 26-142 向江組 田尻287-3 (073)499-4862

68 27-143 髙田商店 加納340-6 (090)2286-5733

69 27-145 株式会社幸福 太田二丁目8番11号 (073)472-0075

70 28-146 青木産業株式会社 中島465番地 (073)488-4485

71 28-147 ライフアシスト 南出島42-11 (073)460-1489

72 28-148 ＴＲＵＳＴＹ 中701-62 (073)463-9014

73 28-150 ニッコー株式会社　和歌山営業所 黒田1丁目2-4　寺本興産ビル4F (073)499-5209

74 28-151 株式会社ワイプロ　和歌山営業所 栄谷498-2　コーポ葵101号 (090)3344-8415

75 28-152 天豊 太田120-6-112 (073)471-7274

76 28-153 株式会社環企画　和歌山事業所 松江北5丁目1-28 (090)1624-4736

77 28-154 有田住宅設備株式会社 北出島17番地1 (073)471-5045

78 29-155 株式会社ベルテックス 松江北2丁目17番15号 (073)452-2566

79 29-156 創研 野崎103 (073)453-1871

80 30-157 株式会社関口建設　浄化槽保守点検部 園部951-2 (073)462-6171

81 30-158 安見栄光産業有限会社 有本226番地7 (073)460-0350

82 31-159 綛田設備 紀三井寺593-4 (073)444-6115

83 1-161 紀ノ国テック 楠見中79-4 (073)452-6164

84 2-163 有限会社川端 栄谷464の1 (073)488-8807

85 2-164 那賀クリーンセンター 新中通２丁目２５　オリエンタルパレス１１F (073)427-3203

86 2-165 荒川浄化サービス 津秦208-5 (090)3168-5138

87 3-166 重光清掃 毛見1437-104 (073)460-2868

88 3-167 株式会社ComPassion.U 田尻188 (073)499-5829

89 3-168 東浦環境衛生 黒田170-1 (0736)79-6664

90 3-169 Proud 直川1184-15 (073)414-3733

91 3-170 グローバル商会 上黒谷79-2 (073)461-2027

92 3-171 オリエントサービス 南田辺丁51番地 (090)7345-0017

93 3-172 大黒メンテナンス 西庄792-31 (090)8883-0509

94 3-173 三山商会 直川2874-11 (073)496-2449

95 3-174 MINAMI CORPORATION合同会社　ハウスクリーニングなみへい 島26-2 (090)2108-2605

96 4-175 大西浄化槽管理事務所 北野669-16 (073)461-5505

97 -

98 -

99 -

100 -
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