
・本参考資料は令和４年４月１日現在の情報となっております。

お願いします。（更新手続き等がなされず失効となっているもの等が含まれている場合があります。）

・市町村については、合併前のものとなっている場合があります。

登録番号 商号名称 代表者 都道府県 市区町村

0040 塚本産業（株） 塚本  浩史 茨城県 笠間市

0051 （株）山本環境開発 山本  勝利 茨城県 東茨城郡大洗町

0059 茨城北研（株） 稲村  芳雄 茨城県 水戸市

0060 飯村建材工業 飯村  昭夫 茨城県 久慈郡大子町

0063 大洗清掃協同組合 小林　仙壽 茨城県 東茨城郡大洗町

0074 北茨城市企業衛生（株） 早川　與勝 茨城県 北茨城市

0218 樋口電機商会 樋口  佳男 茨城県 坂東市

0232 (株)浄化槽センター 小澤  潤 千葉県 白井市

0243 （有）浜田工業 浜田  守男 千葉県 松戸市

0258 （資）村屋農機店 札  康 茨城県 鉾田市

0278 カワベ産業（株） 津葉本  博栄 茨城県 古河市

0287 富士エンジニアリングサービス 石井  敏雄 茨城県 久慈郡大子町

0469 ナカホームサービス 根本  久雄 茨城県 那珂郡東海村

0477 （株）テイ・アール・シー 髙橋　博秀 栃木県 宇都宮市

0488 芝山設備 芝山俊太郎 茨城県 石岡市

0489 (有)クリエイト 深作　和則 茨城県 鉾田市

0515 川井エンタープライズ 川井  達朗 茨城県 笠間市

0535 イナバ設備(有) 稲葉　清 茨城県 坂東市

0555 （株）サウンドフナバシ 船橋　一夫 茨城県 那珂市

0561 （有）富士産業 樋坂　はるみ 茨城県 ひたちなか市

0572 （有）フジホームガス 藤代　隆敏 茨城県 神栖市

0593 （株）博相社  露﨑　剛 茨城県 笠間市

0596 スズキ設備 鈴木　修 茨城県 下妻市

0597 （有）増田設備 増田　章 茨城県 坂東市

0598 （株）駒木根工業 駒木根　孝志 茨城県 北茨城市

0606 木名瀬設備 木名瀬　次夫 茨城県 ひたちなか市

0609 環境技研工業（株） 引田　登紀夫 茨城県 常陸大宮市

0619 ライトクリーンサービス（株） 橘内　喜久雄 茨城県 ひたちなか市

0625 ジャパンビルドサービス 磯崎　功 茨城県 ひたちなか市

0631 プラントテック（株） 池田 一弘 茨城県 つくばみらい市

0647 (有)栃木浄水 松山　龍芝 栃木県 真岡市

0649 金田設備 金田　三千治 茨城県 北茨城市

0650 （株）タカハシ 高橋　保 栃木県 小山市

0651 栗山設備工業 栗山　寛之 茨城県 鹿嶋市

0657 藁谷設備 藁谷　貞夫 茨城県 北茨城市

・浄化槽法第２１条の規定に基づき、茨城県に対して浄化槽工事業の登録を行っている者のリストですが、

あくまで参考資料であるため、登録があることの証明書類とはなりません。

・浄化槽工事を発注される際は、このリストに掲載されている相手であっても、必ず登録の有無の確認を



0660 日本環境設備（株） 完山　進 栃木県 下都賀郡壬生町

0661 （有）ファースト電化 木村　一巳 茨城県 坂東市

0663 協和環境サービス 小幡　清美 茨城県 筑西市

0664 窪谷設備 窪谷　真一 茨城県 潮来市

0667 相田住設 相田　勝 茨城県 常陸大宮市

0671 上杉設備工業 上杉　強志 茨城県 那珂市

0673 谷田部商事 谷田部　利紀 茨城県 小美玉市

0679 （有）常陸住設 榊　哲之 茨城県 常陸太田市

0687 （有）宮前商店 仲田　正志 茨城県 東茨城郡城里町

0689 トリハタクリーン機工 鳥羽田　高史 茨城県 東茨城郡茨城町

0694 波崎さく井工業 石橋　操 茨城県 神栖市

0698 （株）勝樹設備  古内 直樹 茨城県 小美玉市

0700 渡辺住設 渡辺　武広 茨城県 筑西市

0702 富田住設 富田　忠義 茨城県 那珂市

0703 トリハタ工業 鳥羽田　章 茨城県 東茨城郡茨城町

0705 (株)トキワ住設サービス 小林貞夫 茨城県 稲敷郡阿見町

0706 Ａｃｅ設備 向後勇哉 茨城県 土浦市

0707 青木設備 青木　常伸 茨城県 笠間市

0708 川﨑設備 川﨑　勝茂 茨城県 北茨城市

0709 (有)野手利一商店 野手　満 茨城県 筑西市

0710 (株)昇栄 瀧　英明 茨城県 北茨城市

0712 浄化槽埼玉 猪股　宏光 埼玉県 さいたま市浦和区

0713 水道設備ケンボウ 竹山　健一 茨城県 神栖市

0715 (株)イーテック 飯島　邦明 茨城県 土浦市

0716 Ｍ・Ｋ工業 増子　伸一 茨城県 ひたちなか市

0717 アメニティ・ライフ 長谷川　一英 茨城県 龍ケ崎市

0718 エバタ設備工業 江幡　康男 茨城県 笠間市

0719 （同）グッドライフ 古西　知彦 千葉県 柏市

0720 (株)東京理水 遠藤　德明 栃木県 宇都宮市

0721 (有)協和環境プラント 江崎　栄一 栃木県 鹿沼市

0722 クラタエンジニアリング(株) 倉田　富司男 茨城県 小美玉市

0723 (株)阿部工業 阿部　繁之 埼玉県 加須市

0724 (株)ＷＰＳ 伊澤　寿人 栃木県 下野市

0725 千代田電機（株） 　川　和仁 茨城県 鉾田市

0726 (有)藤枝金物店 藤枝　直樹 茨城県 東茨城郡茨城町

0727 （株）佐藤電機 佐藤　和義 茨城県 久慈郡大子町

0728 小嶋設備 小嶋　利男 茨城県 筑西市

0729 吉村設備 吉村　藤雄 茨城県 つくば市

0730 (株)住環境総合サービス 草間　義成 茨城県 結城市

0731 (有)追分商事 古矢　智弘 茨城県 坂東市

0732 鈴木設備工業 鈴木　忠雄 茨城県 つくば市

0733 (株)カントー 宗像　規夫 千葉県 船橋市

0734 (株)栗原 栗原　武宏 茨城県 水戸市



0735 西郷設備 西郷　茂夫 茨城県 笠間市

0737 (株)茨城日化ユーザーサポート 山口　光雄 茨城県 ひたちなか市

0738 水匠メンテナンス(有) 飯島　操 茨城県 稲敷郡美浦村

0739 山崎総合設備 山崎　昭久 茨城県 鉾田市

0740 猿田 猿田　勝美 茨城県 北茨城市

0741 (株)安藤プロパン 安藤　真一 茨城県 神栖市

0742 埼群アクアテック(株) 田村　一彦 埼玉県 児玉郡美里町

0743 (有)中根設備工業 中根　章弘 茨城県 土浦市

0745 (有)吉原設備工業 吉原　健 茨城県 常総市

0746 (有)山内実業 山内　雅人 埼玉県 狭山市

0747 (有)松岡電気 松岡　茂則 茨城県 筑西市

0748 東辰水道 塚口　博也 茨城県 神栖市

0749 （有）深谷設備 深谷　鋭 茨城県 桜川市

0750 （有）松岡電気 松岡　茂則 茨城県 筑西市

0751 ウォータープランニングサービス（株） 岩附　久美子 栃木県 宇都宮市

0752 矢部設備工業(株) 矢部　一美 茨城県 日立市

0753 深谷商店 深谷　能康 茨城県 笠間市

0754 アースワン 伊澤　さおり 栃木県 下野市

0755 高柳設備エンジニアリング 高柳　久雄 茨城県 鉾田市

0756 サヌマ電機 石川　行男 茨城県 下妻市

0757 (株)要企画 金崎　優子 茨城県 神栖市

0758 (有)アクア環境計画 菊地　順子 茨城県 古河市

0759 群馬日成住機（株） 門倉　剛史 群馬県 太田市

0760 (有)小川電気設備 小川　正善 茨城県 つくば市

0761 久美愛商店 大輪　正玄 茨城県 行方市

0762 有限会社　飯島設備 飯島　勝 茨城県 牛久市

0763 古沢金物店 古澤　文雄 茨城県 結城郡八千代町

0764 スズキ設備 鈴木　修 茨城県 下妻市

0766 Ｍ・Ｋ工業 増子　伸一 茨城県 ひたちなか市

0767 （株）和幸設備 岩澤　和仁 千葉県 山武市

0768 恒栄舎 都竹　壮一 東京都 福生市


