
〇浄化槽保守点検業者　家庭用浄化槽新規受付業者一覧 最終更新：令和5年1月31日

業者名
登録
番号

本社 営業所 連絡先 法定検査 清掃 備考

福島環境サービス 0-0005 川越市今成2-41-32 川越市今成2-41-32 049-227-3383 手配 手配

株式会社加藤商事 0-0008
さいたま市西区内野本郷
297-4

さいたま市西区内野本郷
297-4

048-624-5335 手配 手配

有限会社エコクリーンサー
ビス

0-0012 ふじみ野市駒林898-1 ふじみ野市駒林898-1 049-265-0480 手配 手配

株式会社ソーダエンジニア
リング

0-0013
東京都豊島区雑司が谷
3-11-4

川口市西川口1-22-1 0480-23-1756 手配 手配

有限会社秀和メンテナンス 0-0015
茨城県古河市久能1250-
79

所沢市東所沢和田3-17-
5

04-2949-6314 採水員 手配

有限会社三明水質 0-0022
さいたま市中央区大戸3-
4-1

さいたま市中央区大戸3-
4-1

048-833-9726 手配

東京北研株式会社 0-0027
東京都練馬区谷原2-6-
38

久喜市北青柳４９１ 0480-38-9084 採水員 手配

埼玉浄化槽管理センター 0-0033 白岡市太田新井608-1 白岡市太田新井608-1 0480-92-0719 手配 手配

有限会社正和清掃社 0-0034 坂戸市八幡1-3-42 坂戸市八幡1-3-42 049-281-1678 手配 手配

大栄産業株式会社 0-0043
愛知県知多郡美浜町北
方85-1

久喜市吉羽2-6-9宇津城
ビル3F

0480-21-8231 手配 手配

FCサポート株式会社 0-0047 川口市柳崎5-17-3 川口市柳崎5-17-3 048-424-4621 手配 手配

株式会社アドバン 0-0063 熊谷市妻沼西1-37 行田市真名坂2052-1 048-559-0634 手配 手配

環境衛生株式会社 0-0064 草加市小山1-20-41 草加市小山1-20-41 048-941-9300 手配 手配

さくら環境サービス 0-0068 鶴ヶ島市中新田360-3 鶴ヶ島市中新田360-3 049-285-4791 手配 手配

有限会社飯能清掃センター 0-0116 飯能市南町13-1 飯能市南町13-1 042-973-3738 手配 手配

ジェイマックス 0-0073 日高市鹿山190-15 日高市鹿山190-15 042-989-9589 手配 手配

東京日化サービス株式会
社

0-0075
東京都国分寺市東元町
4-16-13

入間市下藤沢120-1 048-465-0468 手配

有限会社向上舎 0-0076 狭山市上広瀬1224-1 狭山市広瀬台4-12 04-2941-4926 手配

株式会社ハッピークリーン 0-0079 越谷市七左町7-202-1 越谷市七左町7-202-1 048-960-2511 採水員 手配

SGS株式会社 0-0087
鴻巣市吹上富士見4-12-
25グラン・ドムール吹上
203

鴻巣市吹上富士見4-12-
25グラン・ドムール吹上
203

048-548-9856 採水員 手配

株式会社ティ・アール・シー 0-0090
栃木県宇都宮市砥上町
412-4

東松山市御茶山町23-7
レオパレスポラールお茶
山103

028-648-7920 手配 手配

有限会社末広水質 0-0096 桶川市加納1737-2 桶川市加納1737-2 048-728-8430 手配 手配

株式会社日水管理 0-0097 行田市城西5-9-18-1
さいたま市南区内谷4-
14-13

048-864-1187 手配 手配

株式会社サンワネクスト 0-0098
入間市東藤沢3-8-26-
506

狭山市大字笹井1838 04-2946-8850 手配 手配

有限会社ヒューテックコー
ポレーション

0-0100
群馬県藤岡市藤岡２８４
６－１

本庄市北堀615-4 0495-24-8866 手配 手配

浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃・法定検査の３つを実施してください。
以下のリストは、家庭用浄化槽の保守点検の新規受付を行っている業者一覧になります。
なかには、法定検査や清掃の手配等を行ってくれる業者もいますので、対応情報も記載しています。
手配等の対応を希望する場合は、その旨を点検業者にお伝えください。

法定検査の欄の見方
「採水員」・・・指定採水員が所属している保守点検業者で、法定検査を依頼することができ、現地での作業を行います。
「手配」・・・法定検査を手配します。検査実施時の現地での作業は、検査機関が行います。

清掃の欄の見方
「自社」・・・川越市の浄化槽清掃許可を受けている保守点検業者で、同者が清掃を行います。
「手配」・・・清掃業者を手配します。清掃実施時の現地での作業は、清掃業者が行います。

水色で表示しています。

水色で表示しています。

橙色で表示しています。

橙色で表示しています。



川越衛生株式会社 0-0103
川越市小仙波町４丁目１
７番地２

川越市小仙波町４丁目１
７番地２

049-222-3034 自社

有限会社水工房うちだ 0-0106
東松山市下野本1459番
地2

東松山市下野本1459番
地2

0493-21-4488 手配 手配

株式会社泉環境 0-0108 坂戸市泉町6-17 坂戸市泉町6-17 049-298-7644 採水員 手配

RURU RARA GARDEN 0-0110
東松山市柏崎４８７番地
１

東松山市柏崎４８７番地
１

0493-59-8434 手配 手配

株式会社グッドフィールド 0-0111
新座市大和田5-12-38-
15

朝霞市膝折町1-5-26 048-485-9812 採水員 手配

有限会社ライフ・サポート 0-0112
北足立郡伊奈町本町2-
314 ハイツレジーナ101

北足立郡伊奈町本町2-
314 ハイツレジーナ101

048-723-9000 採水員 手配

有限会社埼玉水質管理セ
ンター

0-0114 白岡市太田新井608-1 白岡市太田新井608-1 0480-92-0719 手配 手配

埼玉日化サービス株式会
社

1-0130
さいたま市北区宮原町2-
111-8

さいたま市北区宮原町2-
111-8

048-666-1101  採水員手配 手配

富士水質管理株式会社 1-0349
東京都世田谷区宇奈根
1-22-4

さいたま市見沼区中川
228

048-682-0955 採水員 手配

株式会社八宝商事 1-1017 川口市南鳩ケ谷5-36-14 川口市南鳩ケ谷5-36-14 048-281-9161 採水員 手配

株式会社リビングストン 1-1041
さいたま市西区宝来
1425-1

さいたま市西区宝来
1425-1

048-625-3151 採水員 手配

エフシー・サービス株式会
社

1-1042 川口市柳崎5-17-3
さいたま市緑区大間木
574-3

048-810-5092 手配 手配

アサヒ住建株式会社 1-1052 上尾市平塚2558-4
北足立郡伊奈町西小針
6-150-1

048-728-7576 手配

株式会社クリーンウェル 1-1079 鴻巣市神明1-3-37 鴻巣市神明1-3-37 048-597-1239 手配 手配

有限会社三友水質管理 1-1207 上尾市畔吉1061-6 上尾市畔吉1061-6 048-726-0650 採水員 手配

有限会社中央衛生 2-0088 川越市仙波町2-13-16 川越市大字府川9-4 049-222-6675 手配 自社

株式会社埼環研 2-0109 朝霞市膝折町4-11-22 朝霞市膝折町4-11-22 048-464-4411 採水員 手配
上福岡に近い地域に
限る

加藤商事株式会社 2-0114 川越市上寺山4-1 川越市上寺山4-1 049-222-5957 採水員 自社

日本設備保全株式会社 2-0115 川越市府川223-3 川越市大字府川223-3 049-224-9303  採水員手配 手配

太盛運輸有限会社 2-0144 川越市岸町3-19-5 川越市岸町3-19-5 049-242-1168 自社

有限会社椎名浄設工業所 2-0176 入間市扇台1-2-4 入間市久保稲荷1-6-1 04-2964-2148 採水員 手配

埼玉水質コンサルタント 2-0225 川越市川鶴3-9-7 川越市小室623 049-242-5333 手配 手配

有限会社サンパイサービス 2-0245 川越市中台南2-12-10 川越市中台南2-12-10 049-242-6314 手配 手配

石川商事株式会社 2-0328 川越市小仙波927-2 川越市小仙波927-2 049-222-3047 手配 自社

ときたサービス有限会社 2-2036 埼玉県飯能市上畑262-8 埼玉県飯能市上畑262-8 042-974-4760 手配 手配

入間フジクリーン株式会社 2-2077
東京都西多摩郡瑞穂町
箱根ヶ崎1146-3

飯能市中藤上郷3-1 042-556-2862  採水員手配 手配

株式会社熊谷清掃社 4-0340 熊谷市上之3232 熊谷市上之3232 048-521-3178 採水員 手配

ニッコー株式会社 5-0101 石川県白山市相木町383 行田市藤原町1-21-1 048-554-3110 手配 手配

株式会社関東水処理セン
ター

5-0108 行田市長野638 行田市長野638 048-554-7019 採水員 手配

東和保全 6-6035
入間郡毛呂山町大類
406-1

入間郡毛呂山町大類
406-1

049-295-3300 手配 手配

笹沼商事株式会社 6-6046 坂戸市花影町7-7 坂戸市花影町7-7 049-281-4420 手配 手配

大阿蘇水質管理株式会社 7-0008 越谷市大林272-1 蓮田市閏戸2688-4 048-766-5510  採水員手配 手配



エスシーエス株式会社 7-0154 草加市青柳2-19-10 草加市青柳2-19-10 048-936-1234 手配 手配


