
R4.12.31現在

商号又は名称 本社所在地 営業所所在地

テルウェル西日本株式会社 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号 山口市熊野町４－５

株式会社サントク 玖珂郡和木町瀬田二丁目７番４９－７号 玖珂郡和木町瀬田二丁目７番４９－７号

株式会社三栄産業 周南市遠石二丁目１２番５９号 下松市末武中３３－１２９

山口パトロール警備株式会社 下関市宝町１１番５号 下関市宝町１１番５号

総合美装株式会社 下関市長府扇町７番２０号 下関市長府扇町７番２０号

萩ビルメンテナンス有限会社 萩市大字椿１１５７－２ 萩市大字椿１１５７－２

シャルマン･サービス有限会社 下関市貴船町三丁目１番１号下関中央ビル３０３号 下関市貴船町三丁目１番１号下関中央ビル３０３号

企業組合ワーカーズコープ山口 光市大字立野字一ノ瀬１０７２番地 光市大字立野字一ノ瀬１０７２番地

有限会社クリーン山口 山口市宮野下１３９５番地１ 山口市宮野下１３９５番地１

有限会社クリーンメンテナンス 山口市小郡明治二丁目７番２６号 山口市小郡明治二丁目７番２６号

株式会社トータルサービス山口 下関市細江新町１番１号 下関市細江新町１番１号

下関ビルサービス株式会社 下関市上田中町一丁目９番３号 下関市上田中町一丁目９番３号

株式会社Ｓ．ダイセイ 下関市彦島迫町三丁目９番１７号 下関市彦島迫町三丁目９番１７号

サンデンハウジング株式会社 下関市垢田町一丁目２２番２０号 下関市垢田町一丁目２２番２０号

株式会社クリーンアシスト 山口市湯田温泉二丁目５番１８号 山口市湯田温泉二丁目５番１８号

企業組合美祢市中高年雇用福祉事業団 美祢市大嶺町東分３０５８-４９ 美祢市大嶺町東分３０５８-４９

有限会社西部サービス 宇部市神原町二丁目５番１０号 宇部市神原町二丁目５番１０号

有限会社三榮美研サービス 山陽小野田市大字西高泊１１０３２番地の１２ 山陽小野田市大字西高泊１１０３２番地の１２

株式会社みらいジャパン 下関市東大和町二丁目１３番１号 下関市東大和町二丁目１３番１号

株式会社チサキ 山陽小野田市大字千崎５１０－３ 山陽小野田市大字千崎５１０－３

有限会社ハリス 下関市壇ノ浦２－２ 下関市壇ノ浦２－２

有限会社ゼネラルクリーンサービス 山陽小野田市大学通二丁目１４番１号 山陽小野田市大学通二丁目１４番１号

建築物清掃業
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商号又は名称 本社所在地 営業所所在地

株式会社トゥタルサポート中国 岩国市玖珂町３０９番地７ 岩国市玖珂町３０９番地７

株式会社ノムラ 周南市大字徳山５４３６番地１ 周南市大字徳山５４３６番地１

有限会社ビル・ハウスフレッシュ 下関市綾羅木本町七丁目１１番２５号 下関市綾羅木本町七丁目１１番２５号

山陽ビル管理株式会社 宇部市居能町三丁目４番４５号 宇部市居能町三丁目４番４５号

株式会社さんびる 島根県松江市乃白町薬師前３－３ 山口市小郡下郷２２１６番地１

有限会社長門ビルサービス 長門市仙崎４２７６番地の１ 長門市仙崎４２７６番地の１

クリーンマスタ－ 周南市中畷町３番８号 周南市中畷町３番８号

株式会社プランドゥ 下関市唐戸町３番８号　三共ビル３Ｆ 下関市唐戸町３番８号　三共ビル３Ｆ

光保全有限会社 光市島田五丁目１４番４３号　吉原ビル２Ｆ　Ｄ号室 光市島田五丁目１４番４３号　吉原ビル２Ｆ　Ｄ号室

株式会社ソレイユ 宇部市若松町８番３号 宇部市若松町８番３号

有限会社南栄トラスト 下関市細江町一丁目５番８号 下関市細江町一丁目５番８号

西中国システムズ株式会社 山陽小野田市高栄二丁目９番２６号 山陽小野田市高栄二丁目９番２６号

合同会社すまいる美装 山陽小野田市大字有帆７１６番地６ 山陽小野田市大字有帆７１６番地６

株式会社協和テクノ 周南市宮の前２－８－１５ 周南市宮の前２－８－１５

有限会社光美建工業 光市島田六丁目１６番１８号 光市島田六丁目１６番１８号
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R4.12.31現在

商号又は名称 本社所在地 営業所所在地

萩ビルメンテナンス有限会社 萩市大字椿１１５７番地の２ 萩市大字椿１１５７番地の２

下関ビルサービス株式会社 下関市上田中町一丁目９番３号 下関市上田中町一丁目９番３号

有限会社クリーンメンテナンス 山口市小郡明治二丁目７番２６号 山口市小郡明治二丁目７番２６号

サンデンハウジング株式会社 下関市垢田町一丁目２２番２０号 下関市垢田町一丁目２２番２０号

株式会社Ｓ．ダイセイ 下関市彦島迫町三丁目９－１７ 下関市彦島迫町三丁目９－１７

株式会社みらいジャパン 下関市東大和町二丁目１３番１号 下関市東大和町二丁目１３番１号

株式会社協立建物管理山口 下関市唐戸町１番２２号 下関市唐戸町１番２２号

株式会社さんびる 島根県松江市乃白町薬師前３－３ 山口市小郡下郷２２１６番地１

株式会社クリーンアシスト 山口市湯田温泉二丁目５番１８号 山口市湯田温泉二丁目５番１８号

有限会社長門ビルサービス 長門市仙崎４２７６番地の１ 長門市仙崎４２７６番地の１

ゼオン山口株式会社 周南市那智町２番１号 周南市那智町２番１号

建築物空気環境測定業
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建築物飲料水水質検査業

R4.12.31現在

商号又は名称 本社所在地 営業所所在地

中国水工株式会社 宇部市居能町一丁目５番３３号 宇部市居能町一丁目５番３３号

有限会社オカムラ環境技研 萩市大字椿東２３５７番地の３ 萩市大字椿東２３５７番地の３

学校法人香川学園 宇部市文京台二丁目１番１号 宇部市文京町４番２３号

ゼオン山口株式会社 周南市那智町２番１号 周南市那智町２番１号

株式会社太平洋コンサルタント 千葉県佐倉市大作２－４－２ 山陽小野田市大字小野田６２７６番地

公益財団法人山口県予防保健協会 山口市吉敷下東三丁目１番１号 山口市小郡上郷５４０８番地１

有限会社アド水質分析センター 萩市大字土原１７３番地の３ 山口市吉敷下東四丁目２２－４８
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建築物飲料水貯水槽清掃業

R4.12.31現在

商号又は名称 本社所在地 営業所所在地

萩ビルメンテナンス有限会社 萩市大字椿１１５７番地の２ 萩市大字椿１１５７番地の２

有限会社オカムラ環境技研 萩市大字椿東２３５７番地の３ 萩市大字椿東２３５７番地の３

下関ビルサービス株式会社 下関市上田中町一丁目９番３号 下関市上田中町一丁目９番３号

綜合設備管理株式会社 周南市大字栗屋５０番３５ 周南市大字栗屋５０番３５

株式会社三宅商事 山口市旭通り二丁目１番３４号 山口市旭通り二丁目１番３４号

サマンサジャパン株式会社 周南市河東町２番３６号 周南市河東町２番３６号

周防ビル管理株式会社 下松市大手町三丁目１番５号 下松市大手町三丁目１番５号

株式会社ビークルーエッセ 周南市新地三丁目５番１８号 周南市新地三丁目５番１８号

株式会社白清社 宇部市大字東岐波字大石１６９７番地 宇部市大字東岐波字大石１６９７番地

有限会社新生メンテナンス工業所 下関市椋野町一丁目２８番２２号 下関市椋野町一丁目２８番２２号

サンデンハウジング株式会社 下関市垢田町一丁目２２番２０号 下関市垢田町一丁目２２番２０号

太平ビルサービス株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 下関市細江町一丁目２番１０号

富士管工株式会社 宇部市文京町６番３３号 宇部市文京町６番３３号

平村設備工業株式会社 周南市横浜町１６番３６号 周南市横浜町１６番３６号

桂工業株式会社 防府市新築地町３２番地の１２ 防府市新築地町３２番地の１２

有限会社長門ビルサービス 長門市仙崎４２７６番地の１ 長門市仙崎４２７６番地の１

総合管財株式会社 下関市秋根本町二丁目６番２２号 下関市秋根本町二丁目６番２２号

株式会社錦メンテナンス 岩国市立石町三丁目３番３７号 岩国市立石町三丁目３番３７号

株式会社タイカメンテナンス 周南市大字栗屋１６０－４ 周南市大字栗屋１６０－４

望月商事株式会社 宇部市大字東岐波５０２２－２ 宇部市大字東岐波５０２２－２

株式会社西部ビルメン 岩国市保津町二丁目１２番２４号 岩国市保津町二丁目１２番２４号

合田燃料機器株式会社 下関市大字延行１１９－１ 下関市大字延行１１９－１

有限会社関門清掃センター 下関市羽山町２２番１０号 下関市羽山町１３３－１２

住久設備株式会社 光市島田七丁目１１番５号 光市島田七丁目１１番５号
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商号又は名称 本社所在地 営業所所在地

フジ総業株式会社 周南市大字徳山５０４１番地 周南市大字徳山５０４１番地

有限会社長門環境管理センター 長門市仙崎字南原１０３１番地１８ 長門市仙崎字南原１０３１番地１８

防府環境設備株式会社 防府市大字新田３７５番地 防府市大字新田３７５番地

峰重産業株式会社 周南市新地三丁目２番８号 周南市新地三丁目２番８号

日昭住設株式会社 柳井市南町二丁目３番２３号 柳井市南町二丁目３番２３号

マルイ薬品株式会社 山口市小郡上郷５２４５ 山口市小郡上郷５２４５

有限会社ヒロモト 下関市ゆめタウン２番１２号 下関市ゆめタウン２番１２号

総合美装株式会社 下関市長府扇町７番２０号 下関市長府扇町７番２０号

株式会社吉田商会 岩国市川西四丁目８番５１号 岩国市川西四丁目８番５１号

有限会社フコク 岩国市相ノ谷１５番地 岩国市相ノ谷１５番地

株式会社ＹＢＢ 柳井市新市南３番１号 柳井市新市南３番１号

マルイ商事株式会社 防府市高倉一丁目１７番３号 防府市高倉一丁目１７番３号

有限会社メンテス 防府市自由ケ丘一丁目５番４０号 防府市自由ケ丘一丁目５番４０号

清水設備 周南市北山二丁目８番８号 周南市北山二丁目８番８号

周南設備工業株式会社 下松市大字平田東潮上４８４番地 下松市大字平田東潮上４８４番地

株式会社タムラ設備 周南市今宿町二丁目１６番地 周南市今宿町二丁目１６番地

誠和工機株式会社 周南市古市一丁目１３番１５号 周南市古市一丁目１３番１５号

株式会社東和精機製作所 下松市大字西豊井５５８番地 下松市大字西豊井５５８番地

株式会社ホーエー 防府市大字新田３７４ 防府市大字新田３７４

株式会社藤井興業 周南市宮の前二丁目２番１２号 周南市宮の前二丁目２番１２号

熊谷興業株式会社 光市光井九丁目８番３６号 光市光井九丁目８番３６号

株式会社周陽インダストリア 下松市大字東豊井１０３６番地１ 下松市大字東豊井１０３６番地１

有限会社ハリス 下関市壇之浦町２－２ 下関市壇之浦町２－２

株式会社豊浦環境管理センター 下関市豊浦町大字黒井２１２１番地１ 下関市豊浦町大字黒井２１２１番地１

有限会社クリーンメンテナンス 山口市小郡明治二丁目７番２６号 山口市小郡明治二丁目７番２６号

ライニングサービス株式会社 周南市野村三丁目２２番４号 周南市野村三丁目２２番４号
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商号又は名称 本社所在地 営業所所在地

SKファシリティーズ株式会社 下関市竹崎町四丁目６番８号 下関市竹崎町四丁目６番８号

株式会社Ｓ．ダイセイ 下関市彦島迫町三丁目９－１７ 下関市彦島迫町三丁目９－１７

株式会社アースクリエイティブ 宇部市大字上宇部２８４２番地３０ 宇部市大字上宇部２８４２番地３０

株式会社ミウラ化学 宇部市草江二丁目９番１０－１号 宇部市草江二丁目９番１０－１号

株式会社中央サービス 宇部市妻崎開作５５１－７ 宇部市妻崎開作５５１－７

株式会社みらいジャパン 下関市東大和町二丁目１３番１号 下関市東大和町二丁目１３番１号

株式会社タイセイ 下松市東海岸通り１番１３ 下松市東海岸通り１番１３

有限会社ビル・ハウスフレッシュ 下関市綾羅木本町七丁目１１番２５号 下関市綾羅木本町七丁目１１番２５号

株式会社魚谷工作所 周南市浜田一丁目５－２７ 周南市浜田一丁目５－２７

梅田水道株式会社 周南市古市二丁目８－８ 周南市古市二丁目８－８

シーエルエー 下関市長府三島町１７－６ 下関市長府三島町１７－６

株式会社エスケイテクノ 山口市江崎１０１４番地 山口市江崎１０１４番地

岩国衛生株式会社 岩国市川西四丁目１番９号 岩国市川西四丁目１番９号

瀬戸内ビルメンテナンス合同会社 防府市大字江泊２４２２－６ 防府市大字江泊２４２２－６

兼近ポンプ店 岩国市周東町下久原１２９１－４ 岩国市周東町下久原１２９１－４

テルウェル西日本株式会社 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号 山口市熊野町４－５

有限会社クリーン山口 山口市宮野下１３９５番地１ 山口市宮野下１３９５番地１

イオンディライト株式会社 大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号 防府市寿町２－１１

有限会社久保水道 山陽小野田市大字郡１０８８番地の１ 山陽小野田市大字郡１０８８番地の１

有限会社メンテナンスタグチ 下関市永田本町二丁目５番３６号 下関市永田本町二丁目５番３６号

株式会社藤本設備 岩国市今津町一丁目６－２５ 岩国市今津町一丁目６－２５

株式会社マサ・エンジニアリング 岩国市川西一丁目１３番１０号 岩国市川西一丁目１３番１０号
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建築物排水管清掃業

R4.12.31現在

商号又は名称 本社所在地 営業所所在地

マルイ商事株式会社 防府市高倉一丁目１７番３号 防府市高倉一丁目１７番３号

ライニングサービス株式会社 周南市野村三丁目２２番４号 周南市野村三丁目２２番４号

株式会社アースクリエイティブ 宇部市大字上宇部２８４２番地３０ 宇部市大字上宇部２８４２番地３０

株式会社ホーエー 防府市大字新田３７４番地 防府市大字新田３７４番地

株式会社ビークルーエッセ 周南市新地三丁目５番１８号 周南市新地三丁目５番１８号

中国特殊株式会社 周南市大字久米３０７８番地の１ 周南市大字久米３０７８番地の１

株式会社柳井環境メンテック 柳井市柳井４８２８番地の３ 柳井市柳井４８２８番地の３

株式会社富士企業 山口市惣太夫町９番地２４号 山口市惣太夫町９番地２４号

株式会社うべせいそう 宇部市大字西岐波２２６５番地 宇部市大字西岐波２２６５番地

熊谷興業株式会社 光市光井九丁目８番３６号 光市光井九丁目８番３６号

サマンサジャパン株式会社 周南市河東町２番３６号 周南市河東町２番３６号

岩国衛生株式会社 岩国市川西四丁目1番９号 岩国市川西四丁目1番９号

有限会社上野ホームサービス 下関市大坪本町４５番１２号 下関市大坪本町４５番１２号

株式会社錦メンテナンス 岩国市立石町三丁目３番３７号 岩国市立石町三丁目３番３７号
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建築物ねずみ昆虫等防除業

R4.12.31現在

商号又は名称 本社所在地 営業所所在地

萩ビルメンテナンス有限会社 萩市大字椿１１５７番地の２ 萩市大字椿１１５７番地の２

山口県薬業株式会社 山口市朝田１０５０番地１ 山口市朝田１０５０番地１

下関ビルサービス株式会社 下関市上田中町一丁目９番３号 下関市上田中町一丁目９番３号

東化研株式会社 山口市大内問田一丁目１６番２３号 山口市大内問田一丁目１６番２３号

西部化成株式会社 下関市大和町一丁目１２番２４号 下関市大和町一丁目１２番２４号

山陽クリーンサービス有限会社 熊毛郡平生町大字平生町５６２番地３ 熊毛郡平生町大字平生町５６２番地３

株式会社三宅商事 山口市旭通り二丁目１番３４号 山口市旭通り二丁目１番３４号

常盤ピーシーオー株式会社 宇部市沖ノ旦６１６番地１ 宇部市沖ノ旦６１６番地１

サマンサジャパン株式会社 周南市河東町２番３６号 周南市河東町２番３６号

太平ビルサービス株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 下関市細江町一丁目２番１０号

株式会社ビークルーエッセ 周南市新地三丁目５番１８号 周南市新地三丁目５番１８号

株式会社白清社 宇部市大字東岐波字大石１６９７番地 宇部市大字東岐波字大石１６９７番地

山陽ビル管理株式会社 宇部市居能町三丁目４番４５号 宇部市居能町三丁目４番４５号

周防ビル管理株式会社 下松市大手町三丁目１番５号 下松市大手町三丁目１番５号

株式会社中央サービス 宇部市大字妻崎開作５５１－７ 宇部市大字妻崎開作５５１－７

望月商事株式会社 宇部市大字東岐波５０２２－２ 宇部市大字東岐波５０２２－２

有限会社三栄白蟻 萩市大字椿東中津江４５７番地の５ 萩市大字椿東中津江４５７番地の５

フジ総業株式会社 周南市大字徳山５０４１ 周南市大字徳山５０４１

株式会社Ｓ．ダイセイ 下関市彦島迫町三丁目９－１７ 下関市彦島迫町三丁目９－１７

有限会社クリーンメンテナンス 山口市小郡明治二丁目７番２６号 山口市小郡明治二丁目７番２６号

有限会社ささおか企画 宇部市大字東須恵字二ノ平尾６４５番３４ 宇部市大字東須恵字二ノ平尾６４５番３４

イカリ消毒株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目２７番１１号 山口市小郡新町二丁目１５－１３

有限会社クリーン山口 山口市宮野下１３９５番地１ 山口市宮野下１３９５番地１

株式会社西部 岩国市錦見八丁目７番５号 岩国市錦見八丁目７番５号

マルイ薬品株式会社 山口市小郡上郷５２４５ 山口市小郡上郷５２４５
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商号又は名称 本社所在地 営業所所在地

有限会社環境サービス 岩国市麻里布町三丁目８番２号 岩国市麻里布町三丁目８番２号

株式会社新栄アリックス 北九州市八幡西区引野一丁目５－１８ 宇部市大字妻崎開作２８７番地の２

岩国衛生株式会社 岩国市川西四丁目1番９号 岩国市川西四丁目1番９号

トラストウェイ株式会社 山口市江崎２９７８番地１ 山口市江崎２９７８番地１

株式会社西部ビルメン  岩国市保津町二丁目１２番２４号  岩国市保津町二丁目１２番２４号
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建築物環境衛生総合管理業

R4.12.31現在

商号又は名称 本社所在地 営業所所在地

株式会社ビークルーエッセ 周南市新地三丁目５番１８号 周南市新地三丁目５番１８号

株式会社中央サービス 宇部市妻崎開作５５１番地７ 宇部市妻崎開作５５１番地７

サマンサジャパン株式会社 周南市河東町２番３６号 周南市河東町２番３６号

株式会社西部ビルメン 岩国市保津町二丁目１２番２４号 岩国市保津町二丁目１２番２４号

総合管財株式会社 下関市秋根本町二丁目６番２２号 下関市秋根本町二丁目６番２２号

株式会社三宅商事 山口市旭通り二丁目１番３４号 山口市旭通り二丁目１番３４号

太平ビルサービス株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 下関市細江町一丁目２番１０号

株式会社白清社 宇部市大字東岐波字大石１６９７番地 宇部市大字東岐波字大石１６９７番地

望月商事株式会社 宇部市大字東岐波５０２２番地の２ 宇部市大字東岐波５０２２番地の２

株式会社ＹＢＢ 柳井市新市南３番１号 柳井市新市南３番１号

フジ総業株式会社 周南市大字徳山５０４１番地 周南市大字徳山５０４１番地

周防ビル管理株式会社 下松市大手町三丁目１番５号 下松市大手町三丁目１番５号

株式会社南陽ビルサービス 周南市新地三丁目５番１８号 周南市新地三丁目５番１８号

株式会社新栄ビルサービス 山口市湯田温泉六丁目６番２３号 山口市湯田温泉六丁目６番２３号

株式会社山陽ビルサービス 岩国市御庄四丁目１０５番地の５ 岩国市御庄四丁目１０５番地の５

株式会社三城商事 宇部市西平原二丁目７番１号 宇部市西平原二丁目７番１号

株式会社サンライズ 東京都府中市緑町二丁目２０番地９ 宇部市若松町８番３号

株式会社ＪＲ西日本中国メンテック 岡山県岡山市北区駅元町１番２－３０１号 周南市住崎町３０　徳山駅構内
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