
令和４年12月31日現在　

登録
番号

名      称 登録年月日 満了年月日 〒 住所 電話番号 営業所所在地

1 （株）日吉 R3.10.26 R6.10.25 523-8555 近江八幡市北之庄町９０８番地 0748-32-5111 近江八幡市北之庄町９０８番地

2 （株）水口テクノス R3.10.26 R6.10.25 528-0074 甲賀市水口町松尾５０２番地の１８ 0748-62-1959 甲賀市水口町松尾５０２番地の１８

4 守山環整（株） R3.11.1 R6.10.31 524-0103 守山市洲本町１２１５番地 077-585-1043 守山市洲本町１２１５番地

7 （一財）彦根市事業公社 R3.11.8 R6.11.7 522-0055 彦根市野瀬町２７５番地の５ 0749-23-4135 彦根市野瀬町２７５番地の５

10 （有）近江クリーンサービス R3.11.8 R6.11.7 520-2412 野洲市六条８９０番地 077-588-3288 野洲市上屋１２３番地

11 （株）近江美研 R3.11.8 R6.11.7 520-2316 野洲市上屋１２３番地 077-588-4870 野洲市上屋１２３番地

12 八日市清掃（株） R3.11.18 R6.11.17 527-0025 東近江市八日市東本町３番２９号 0748-23-0010 東近江市八日市東本町３番２９号

15 （有）北口産業 R3.12.2 R6.12.1 527-0091 東近江市小脇町１７３９番地７ 0748-22-3399 東近江市小脇町１７３９番地７

16 北川産業（株） R3.12.2 R6.12.1 522-0007 彦根市古沢町６８５番地 0749-23-3309 彦根市古沢町６８５番地

17 湖城メンテナンス（有） R3.12.2 R6.12.1 522-0002 彦根市松原町３６３７番地２ 0749-23-3984 彦根市古沢町６８５番地

18 近江環境（有） R3.12.2 R6.12.1 522-0024 彦根市正法寺町６７５番地１７ 0749-23-5015 彦根市古沢町６８５番地

20 （株）ライフリリーフ R3.12.10 R6.12.9 526-0015 長浜市神照町７４３番地 0749-62-1356 長浜市神照町７４３番地

21 北川清掃（有） R3.6.15 R6.6.14 522-0086 彦根市後三条町２３４ 0749-23-8125 彦根市古沢町６８５

27 （有）湖東衛生社 R3.12.21 R6.12.20 527-0001 東近江市建部下野町３６０番地 0748-23-0300 東近江市建部下野町３６０番地

32 （有）伊香清掃センター R3.12.26 R6.12.25 529-0425 長浜市木之本町木之本２１００番地の１ 0749-82-2208
長浜市木之本町木之本２１００番地の
１

34 （株）コテラ R3.12.26 R6.12.25 522-0023 彦根市原町３６８番地１ 0749-22-0833 彦根市原町３６８番地１

36 （株）テックアシスト R3.12.26 R6.12.25 526-0245 長浜市湯次町１５５番地 0749-74-8444 長浜市湯次町１５５番地

38 橋本クリーン産業（株） R3.12.28 R6.12.27 526-0803 長浜市西上坂町２３３番地の４ 0749-62-4095 長浜市西上坂町２３３番地の４

浄化槽保守点検業登録業者一覧

1／12
○登録番号は、登録の満了や事業廃止等により登録を抹消されたものがあるので、必ずしも番号が連続しない。
○営業区域に記載のある市町名は、合併前の旧町の範囲に限定される場合があるため旧町名で記載している。

○大津市内のみで事業を行う業者は大津市にて登録されるため上記一覧表の対象外となる。



登録
番号

名      称

1 （株）日吉

2 （株）水口テクノス

4 守山環整（株）

7 （一財）彦根市事業公社

10 （有）近江クリーンサービス

11 （株）近江美研

12 八日市清掃（株）

15 （有）北口産業

16 北川産業（株）

17 湖城メンテナンス（有）

18 近江環境（有）

20 （株）ライフリリーフ

21 北川清掃（有）

27 （有）湖東衛生社

32 （有）伊香清掃センター

34 （株）コテラ

36 （株）テックアシスト

38 橋本クリーン産業（株）

浄化槽保守点検業登録業者一覧

営業所電話
営業
区域
数

彦根
市

草津
市

守山
市

栗東
市

0748-32-5111 14 彦根 長浜 湖北 高月 西浅 近八 安土 草津 栗東

0748-62-1959 1 水口 信楽

077-585-1043 1 守山

0749-23-4135 1 彦根

077-588-4870 1 中主 野洲

077-588-4870 1 中主 野洲

0748-23-0010 3 安土

0748-22-3399 1

0749-23-3309 17 彦根 長浜 浅井 びわ 虎姫 湖北 高月 木之 余呉 西浅 安土 草津 守山 栗東 土山 甲賀 甲南 信楽 中主 野洲

0749-23-3984 1 彦根

0749-23-5015 1 彦根

0749-62-1356 1 長浜

0749-23-8125 1 彦根

0748-23-0300 2 安土

0749-82-2208 1 浅井 びわ 虎姫 湖北 高月 木之 余呉 西浅

0749-22-0833 8 彦根 長浜

0749-74-8444 1 浅井 びわ 虎姫 湖北 高月 木之 余呉 西浅

0749-62-4095 1 長浜 湖北

長浜市
近江八幡

市
甲賀市 野洲市

2／12
○登録番号は、登録の満了や事業廃止等により登録を抹消されたものがあるので、必ずしも番号が連続しない。
○営業区域に記載のある市町名は、合併前の旧町の範囲に限定される場合があるため旧町名で記載している。

○大津市内のみで事業を行う業者は大津市にて登録されるため上記一覧表の対象外となる。



登録
番号

名      称

1 （株）日吉

2 （株）水口テクノス

4 守山環整（株）

7 （一財）彦根市事業公社

10 （有）近江クリーンサービス

11 （株）近江美研

12 八日市清掃（株）

15 （有）北口産業

16 北川産業（株）

17 湖城メンテナンス（有）

18 近江環境（有）

20 （株）ライフリリーフ

21 北川清掃（有）

27 （有）湖東衛生社

32 （有）伊香清掃センター

34 （株）コテラ

36 （株）テックアシスト

38 橋本クリーン産業（株）

浄化槽保守点検業登録業者一覧

日野
町

竜王
町

豊郷
町

甲良
町

多賀
町

甲西 八日 永源 五個 愛東 湖東 蒲生 能登 山東 伊吹 米原 近江 日野 竜王 秦荘 愛知 豊郷 甲良 多賀

八日 永源 五個 蒲生 能登 竜王

八日 永源 五個 能登

石部 甲西 八日 五個 愛東 湖東 蒲生 能登 山東 伊吹 米原 近江 日野 竜王 秦荘 愛知 豊郷 甲良 多賀

八日 永源 五個 蒲生 能登

五個 能登 米原 近江 秦荘 愛知 豊郷 甲良 多賀

愛荘町湖南市 高島市 東近江市 米原市

3／12
○登録番号は、登録の満了や事業廃止等により登録を抹消されたものがあるので、必ずしも番号が連続しない。
○営業区域に記載のある市町名は、合併前の旧町の範囲に限定される場合があるため旧町名で記載している。

○大津市内のみで事業を行う業者は大津市にて登録されるため上記一覧表の対象外となる。



令和４年12月31日現在　

登録
番号

名      称 登録年月日 満了年月日 〒 住所 電話番号 営業所所在地

浄化槽保守点検業登録業者一覧

40 （株）阪神プラントサービス R3.12.28 R6.12.27 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎五丁目１番６号 06-6372-3020 大津市仰木の里東２丁目２－２３

42 大五産業（株） R3.12.28 R6.12.27 525-0031 草津市若竹町９番２４号 077-564-2274 草津市若竹町９番２４号

50 日化メンテナンス（株） R3.12.28 R6.12.27 101-0031 東京都千代田区東神田二丁目５番１２号 03-5839-2526 守山市大門町３３０－１

52 （株）ヒロセ R3.12.28 R6.12.27 529-1601 蒲生郡日野町大字松尾９６０番地の１ 0748-52-0943 蒲生郡日野町大字松尾９６０番地の１

55 （株）ナショナルメンテナンス R4.1.12 R6.12.27 522-0236 彦根市犬方町７９０番地 0749-28-7300 彦根市犬方町７９０番地

61 （株）サニコン R3.12.28 R6.12.27 591-8034
大阪府堺市北区百舌鳥陵南町三丁３４５
番地

072-277-3255 栗東市上鈎５１８－５

67 （株）西原ネオ R3.12.28 R6.12.27 108-0023 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 03-3452-4441
大津市別保１－１５－７（株）林田工
業所内

74 オースク技研（株） R3.12.28 R6.12.27 566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町四丁目３番４３号 072-654-0731
守山市守山２丁目１６－３８－１０３
号　テラル（株）滋賀営業所内

80 琵研工衛（株） R3.12.28 R6.12.27 520-2272 大津市石居三丁目３番２０号 077-546-3838 大津市石居三丁目３番２０号

84 藤吉工業（株） R3.12.28 R6.12.27 453-0801
愛知県名古屋市中村区太閤四丁目２番８
号

052-451-8261 近江八幡市馬渕町４５１－１

91 浅岡  巖 R2.3.19 R5.3.18 525-0014 草津市駒井沢町２１２番地５ 077-568-2061 栗東市中沢２丁目１１－１４

95 日映興業（株） R3.12.26 R6.12.25 520-3032 栗東市苅原１３６番地１ 077-552-8311 栗東市苅原１３６番地１

105 栗東総合産業（株） R3.11.9 R6.11.8 520-3036 栗東市十里２４４番地 077-552-1711 栗東市十里２４４番地

111 （株）日映日野 R3.3.15 R6.3.14 529-1641 蒲生郡日野町大字日田105番地１ 0748-53-3941 蒲生郡日野町大字日田105番地１

121 （有）スギモト R2.6.12 R5.6.6 527-0093 東近江市糠塚町３３番地の１ 0748-22-1911 東近江市糠塚町３３番地の１

122 （有）湖南クリーンサービス R2.6.7 R5.6.6 525-0050 草津市南草津一丁目５番地２ 077-562-8593 草津市矢橋町１８５８－１

127
西日本高速道路エンジニアリング関

西（株）
R3.1.20 R6.1.19 567-0032 大阪府茨木市西駅前町５番２６号 072-658-2400 栗東市小野７５８

135 （株）日映今津 R4.5.28 R7.5.27 520-1635 高島市今津町大供６８８番地の１ 0740-22-2787 高島市今津町大供６８８番地の１

4／12
○登録番号は、登録の満了や事業廃止等により登録を抹消されたものがあるので、必ずしも番号が連続しない。
○営業区域に記載のある市町名は、合併前の旧町の範囲に限定される場合があるため旧町名で記載している。

○大津市内のみで事業を行う業者は大津市にて登録されるため上記一覧表の対象外となる。



登録
番号

名      称

浄化槽保守点検業登録業者一覧

40 （株）阪神プラントサービス

42 大五産業（株）

50 日化メンテナンス（株）

52 （株）ヒロセ

55 （株）ナショナルメンテナンス

61 （株）サニコン

67 （株）西原ネオ

74 オースク技研（株）

80 琵研工衛（株）

84 藤吉工業（株）

91 浅岡  巖

95 日映興業（株）

105 栗東総合産業（株）

111 （株）日映日野

121 （有）スギモト

122 （有）湖南クリーンサービス

127
西日本高速道路エンジニアリング関

西（株）

135 （株）日映今津

営業所電話
営業
区域
数

彦根
市

草津
市

守山
市

栗東
市

長浜市
近江八幡

市
甲賀市 野洲市

090-3702-8145 1 近八

077-564-2274 1 草津

077-574-8515 13 彦根 安土 草津 守山 栗東

0748-52-0943 4 土山 甲賀 信楽

0749-28-7300 9 彦根 近八 草津 栗東 信楽

077-500-3250 2 栗東

077-537-1590 1 近八

072-654-0731 1 水口

077-546-3838 2 草津 守山

0748-37-4155 12 彦根 長浜 高月 木之 近八 草津 守山 水口 甲賀 甲南

077-552-2205 1 栗東

077-552-8311 1 栗東

077-552-1711 1 栗東

0748-53-3941 5 土山 甲賀 甲南

0748-22-1911 4 安土

077-562-8593 2 彦根 草津

077-554-9432 3 甲賀

0740-22-2787 1

5／12
○登録番号は、登録の満了や事業廃止等により登録を抹消されたものがあるので、必ずしも番号が連続しない。
○営業区域に記載のある市町名は、合併前の旧町の範囲に限定される場合があるため旧町名で記載している。

○大津市内のみで事業を行う業者は大津市にて登録されるため上記一覧表の対象外となる。



登録
番号

名      称

浄化槽保守点検業登録業者一覧

40 （株）阪神プラントサービス

42 大五産業（株）

50 日化メンテナンス（株）

52 （株）ヒロセ

55 （株）ナショナルメンテナンス

61 （株）サニコン

67 （株）西原ネオ

74 オースク技研（株）

80 琵研工衛（株）

84 藤吉工業（株）

91 浅岡  巖

95 日映興業（株）

105 栗東総合産業（株）

111 （株）日映日野

121 （有）スギモト

122 （有）湖南クリーンサービス

127
西日本高速道路エンジニアリング関

西（株）

135 （株）日映今津

日野
町

竜王
町

豊郷
町

甲良
町

多賀
町

愛荘町湖南市 高島市 東近江市 米原市

甲西 高島 八日 愛東 湖東 能登 日野 秦荘 愛知 豊郷 甲良 多賀

石部 甲西 蒲生 日野

甲西 八日 湖東 日野 愛知

八日

甲西 八日 五個 湖東 蒲生 能登 竜王 愛知 甲良 多賀

石部 甲西 蒲生 日野 竜王

八日 永源 五個 蒲生 能登 日野 竜王

蒲生 竜王

マキ 今津 朽木 安曇 高島 新旭

6／12
○登録番号は、登録の満了や事業廃止等により登録を抹消されたものがあるので、必ずしも番号が連続しない。
○営業区域に記載のある市町名は、合併前の旧町の範囲に限定される場合があるため旧町名で記載している。

○大津市内のみで事業を行う業者は大津市にて登録されるため上記一覧表の対象外となる。



令和４年12月31日現在　

登録
番号

名      称 登録年月日 満了年月日 〒 住所 電話番号 営業所所在地

浄化槽保守点検業登録業者一覧

136 （有）アイケン R4.6.24 R7.6.23 529-1223 愛知郡愛荘町島川１１５９番地 0749-37-3053 愛知郡愛荘町島川１１５９番地

144 (有)水口エンバイロメント R4.11.7 R7.11.6 528-0074 甲賀市水口町松尾３６２番地の２２ 0748-63-0999 甲賀市水口町松尾３６２番地の２２

146 喜多嘉和（株） R3.8.1 R6.7.31 522-0007 彦根市古沢町６８５番地 0749-23-8800 彦根市古沢町６８５番地

147 （有）八厚浄化センター R3.12.1 R6.11.30 527-0073 東近江市蛇溝町１６８５番地の１０ 0748-23-3177 東近江市蛇溝町１６８５番地の１０

149 （有）キタセイ R4.8.12 R7.8.11 522-0237 彦根市堀町１１７番地２６ 0749-28-1400 彦根市堀町１１７番地２６

150 （株）ダイキアクシス R2.10.9 R5.9.30 791-8022 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 089-927-2222 大津市仰木の里東２丁目２－２３

151 （株）日本環境サービス R2.11.8 R5.11.7 520-0046 大津市長等二丁目１番１０－１０２号 077-522-1031 大津市長等二丁目１番１０－１０２号

152 イーサービス愛知川（有） R3.4.11 R6.4.10 529-1312 愛知郡愛荘町川久保９１番地 0749-42-2437 愛知郡愛荘町川久保９１番地

158 日本理化サービス（株） R2.7.3 R5.7.2 464-0858
愛知県名古屋市千種区千種三丁目２０番
２０号

052-733-3561 大津市中庄二丁目２番７号

159 （株）ライフ R3.2.10 R6.2.9 521-0074 米原市高溝２３６番地の８ 0749-52-5591 米原市高溝２３６番地の８

160 （株）ハウステクノ関ヶ原 R3.4.1 R6.3.31 521-0314 米原市春照１９３７番地１ 0749-58-8091 米原市春照１９３７番地１

161 （株）日の丸清掃社 R3.12.15 R6.12.14 529-0425 長浜市木之本町木之本８２３番地 0749-82-3179 長浜市木之本町木之本８２３番地

163 浅野アタカ（株） R3.3.29 R6.3.28 110-0014 東京都台東区北上野二丁目８番７号 03-5827-7051
栗東市目川１０２５栗ノ木ハイツ１０
１

164 （株）技研サービス R2.1.7 R5.1.6 524-0022 守山市守山二丁目１６番１４－１０３号 077-581-1434 蒲生郡日野町上駒月８２７番地の５

165 （株）明水技研 R2.6.29 R5.6.15 502-0915 岐阜県岐阜市江口一丁目１０番１５号 058-232-0611 長浜市西上坂町２３３番地の４

169 （株）アクアス R2.1.26 R5.1.25 526-0245 長浜市湯次町１５５番地 050-3562-7573 長浜市湯次町１５５番地

170  (株)奥村興業 R3.11.29 R6.11.28 520-2331 野洲市小篠原７１７番地の１ 077-586-3333 野洲市小篠原７１７番地の１

171 環協（株） R2.3.31 R5.3.30 612-8395
京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町５０
番地

075-622-0100
草津市草津町１５１２番セジュール１
Ｆ

7／12
○登録番号は、登録の満了や事業廃止等により登録を抹消されたものがあるので、必ずしも番号が連続しない。
○営業区域に記載のある市町名は、合併前の旧町の範囲に限定される場合があるため旧町名で記載している。

○大津市内のみで事業を行う業者は大津市にて登録されるため上記一覧表の対象外となる。



登録
番号

名      称

浄化槽保守点検業登録業者一覧

136 （有）アイケン

144 (有)水口エンバイロメント

146 喜多嘉和（株）

147 （有）八厚浄化センター

149 （有）キタセイ

150 （株）ダイキアクシス

151 （株）日本環境サービス

152 イーサービス愛知川（有）

158 日本理化サービス（株）

159 （株）ライフ

160 （株）ハウステクノ関ヶ原

161 （株）日の丸清掃社

163 浅野アタカ（株）

164 （株）技研サービス

165 （株）明水技研

169 （株）アクアス

170  (株)奥村興業

171 環協（株）

営業所電話
営業
区域
数

彦根
市

草津
市

守山
市

栗東
市

長浜市
近江八幡

市
甲賀市 野洲市

0749-37-3053 5

0748-63-0999 1 水口 信楽

0749-23-8800 18 彦根 長浜 浅井 びわ 虎姫 湖北 高月 木之 余呉 西浅 近八 安土 草津 守山 栗東 水口 土山 甲賀 甲南 信楽 中主 野洲

0748-23-3177 5 安土

0749-28-1400 6

070-3327-3033 6

077-522-1031 1 信楽

0749-42-2437 5

077-523-4071 1 甲賀

0749-52-5591 1

0749-58-8091 1

0749-82-3179 1 高月 木之 余呉 西浅

077-553-9776 1 栗東

0748-53-8668 1 信楽

0749-65-3818 2 長浜

050-3562-7573 1 浅井 びわ 虎姫 湖北 高月 木之 余呉 西浅

077-586-3333 1 野洲

077-561-9089 5 草津 栗東 信楽

8／12
○登録番号は、登録の満了や事業廃止等により登録を抹消されたものがあるので、必ずしも番号が連続しない。
○営業区域に記載のある市町名は、合併前の旧町の範囲に限定される場合があるため旧町名で記載している。

○大津市内のみで事業を行う業者は大津市にて登録されるため上記一覧表の対象外となる。



登録
番号

名      称

浄化槽保守点検業登録業者一覧

136 （有）アイケン

144 (有)水口エンバイロメント

146 喜多嘉和（株）

147 （有）八厚浄化センター

149 （有）キタセイ

150 （株）ダイキアクシス

151 （株）日本環境サービス

152 イーサービス愛知川（有）

158 日本理化サービス（株）

159 （株）ライフ

160 （株）ハウステクノ関ヶ原

161 （株）日の丸清掃社

163 浅野アタカ（株）

164 （株）技研サービス

165 （株）明水技研

169 （株）アクアス

170  (株)奥村興業

171 環協（株）

日野
町

竜王
町

豊郷
町

甲良
町

多賀
町

愛荘町湖南市 高島市 東近江市 米原市

愛東 湖東 秦荘 愛知 豊郷 甲良 多賀

石部 甲西 マキ 今津 朽木 安曇 高島 新旭 八日 永源 五個 愛東 湖東 蒲生 能登 山東 伊吹 米原 近江 日野 竜王 秦荘 愛知 豊郷 甲良 多賀

八日 永源 五個 愛東 湖東 蒲生 能登 日野 竜王 秦荘 愛知

愛東 湖東 山東 伊吹 米原 近江 秦荘 愛知 豊郷 甲良 多賀

愛東 湖東 日野 秦荘 愛知 豊郷 甲良 多賀

愛東 湖東 秦荘 愛知 豊郷 甲良 多賀

日野

山東 伊吹 米原 近江

山東 伊吹 米原 近江

甲西 日野

9／12
○登録番号は、登録の満了や事業廃止等により登録を抹消されたものがあるので、必ずしも番号が連続しない。
○営業区域に記載のある市町名は、合併前の旧町の範囲に限定される場合があるため旧町名で記載している。

○大津市内のみで事業を行う業者は大津市にて登録されるため上記一覧表の対象外となる。



令和４年12月31日現在　

登録
番号

名      称 登録年月日 満了年月日 〒 住所 電話番号 営業所所在地

浄化槽保守点検業登録業者一覧

172 （有）山孜社 R3.7.15 R6.7.14 522-0086 彦根市後三条町４７６番地３ 0749-23-3099 彦根市後三条町４７６番地３

10／12
○登録番号は、登録の満了や事業廃止等により登録を抹消されたものがあるので、必ずしも番号が連続しない。
○営業区域に記載のある市町名は、合併前の旧町の範囲に限定される場合があるため旧町名で記載している。

○大津市内のみで事業を行う業者は大津市にて登録されるため上記一覧表の対象外となる。



登録
番号

名      称

浄化槽保守点検業登録業者一覧

172 （有）山孜社

営業所電話
営業
区域
数

彦根
市

草津
市

守山
市

栗東
市

長浜市
近江八幡

市
甲賀市 野洲市

0749-23-3099 4 安土 水口 信楽

11／12
○登録番号は、登録の満了や事業廃止等により登録を抹消されたものがあるので、必ずしも番号が連続しない。
○営業区域に記載のある市町名は、合併前の旧町の範囲に限定される場合があるため旧町名で記載している。

○大津市内のみで事業を行う業者は大津市にて登録されるため上記一覧表の対象外となる。



登録
番号

名      称

浄化槽保守点検業登録業者一覧

172 （有）山孜社

日野
町

竜王
町

豊郷
町

甲良
町

多賀
町

愛荘町湖南市 高島市 東近江市 米原市

八日 永源 五個 蒲生 能登 竜王

12／12
○登録番号は、登録の満了や事業廃止等により登録を抹消されたものがあるので、必ずしも番号が連続しない。
○営業区域に記載のある市町名は、合併前の旧町の範囲に限定される場合があるため旧町名で記載している。

○大津市内のみで事業を行う業者は大津市にて登録されるため上記一覧表の対象外となる。


