
登録番号 登録営業所の名称 所在地 登録有効期間（年月日）

香川県平11貯第 1号 日化メンテナンス株式会社　香川営業所 丸亀市綾歌町栗熊東105番地1 令和5年5月25日

香川県平 5貯第 3号 株式会社トータスサービス 丸亀市飯山町上法軍寺858番地1 令和5年7月6日

香川県平29貯第 1号 三宅産業株式会社 観音寺市坂本町7丁目2番10号 令和5年7月13日

香川県  56貯第 1号 丸高工業株式会社 高松市上福岡町942番地10 令和5年8月2日

香川県  56貯第 2号 西日本ビル管理株式会社 高松市東ハゼ町5番地6 令和5年8月2日

香川県  59貯第 4号 松熊工業株式会社 高松市一宮町1127番地5 令和5年8月8日

香川県平 8貯第 4号 瀬戸内サービス有限会社 綾歌郡綾川町滝宮1787-5 令和5年9月1日

香川県  56貯第 3号 シコク環境ビジネス株式会社 丸亀市垂水町5-4 令和5年9月3日

香川県平23貯第 3号 株式会社しこく美装 観音寺市栄町3丁目1-17 令和5年10月24日

香川県平11貯第 4号 株式会社東讃電機工業 東かがわ市引田128番地23 令和5年12月1日

香川県  62貯第 3号 有限会社第一メンテナンスサービス 観音寺市古川町396番地1 令和5年12月9日

香川県平29貯第 2号 有限会社アイティエスコーポレーション 高松市上天神町654番地－1－105 令和5年12月24日

香川県平29貯第 3号 株式会社ジィティメンテナンス 高松市鹿角町12番地7 令和6年1月16日

香川県平23貯第 6号 株式会社ガイア　善通寺事務所 善通寺市与北町2916番地1 令和6年2月19日

香川県平17貯第 3号 株式会社エコサポート 坂出市府中町3572番地2 令和6年3月26日

香川県  57貯第 1号 ハウス美装工業株式会社 高松市藤塚町3丁目12番12号 令和6年3月30日

香川県  57貯第 2号 徳寿工業株式会社 高松市福岡町2丁目5番10号 令和6年3月30日

香川県平30貯第 1号 坂出クリーン株式会社 坂出市西庄町700番地1 令和6年4月20日

香川県平 6貯第 1号 株式会社クリーン工業 丸亀市土器町東6丁目393番地 令和6年4月26日

香川県平12貯第 3号 株式会社四国ダイケン 高松市寿町1丁目1番12号 令和6年4月27日

香川県平 4貯第 3号 四国アクア有限会社 高松市勅使町660番地3 令和6年5月11日

香川県平24貯第 1号 水野商事株式会社 綾歌郡宇多津町大字東分1647-4 令和6年5月27日

香川県平30貯第 2号 株式会社ＦＩＲＳＴ ＰＩＥＣＥ 三豊市豊中町本山甲1324-10 令和6年6月25日

香川県  60貯第 1号 有限会社太陽貯水槽工業 高松市香西本町717番地 令和6年7月27日

香川県平12貯第 7号 株式会社広瀬住宅総合サービス 高松市末広町6番地9 令和7年3月29日

香川県平19貯第 1号 株式会社環境プラン池田支店 小豆郡小豆島町室生1146-16 令和7年5月13日

香川県平19貯第 3号 プラスアルファ･サービス 高松市木太町3604番地17 令和7年6月18日

香川県令元貯第 2号 株式会社スカイテクノス 高松市林町690番地1 令和7年12月11日

香川県平19貯第 4号 環境コンサルタント株式会社 高松市鶴市町1610番地5 令和7年12月16日

香川県平13貯第 1号 有限会社ハイテック 高松市香南町西庄2103番地22 令和7年12月26日

香川県平25貯第 2号 株式会社コーセイ 高松市一宮町1859番地6 令和8年1月29日
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香川県平14貯第 1号 三喜工事株式会社 高松市飯田町656番地1 令和8年4月25日

香川県令2貯第1号 テイクーオン有限会社 三豊市豊中町笠田竹田1191番地1 令和8年5月31日

香川県平26貯第 1号 株式会社ときわ美装 高松市円座町902番地9 令和8年7月10日

香川県平20貯第 1号 株式会社三越伊勢丹アイムファシリティーズ　高松営業所 高松市内町7番1号 令和8年7月15日

香川県平14貯第 2号 和協サービス株式会社 高松市勅使町22番地1 令和8年8月4日

香川県令2貯第2号 株式会社四国ビルメンテック 高松市春日町679-4 令和8年9月27日

香川県令2貯第3号 株式会社ジィティメンテナンス三豊営業所 三豊市高瀬町上高瀬4360 令和8年11月1日

香川県平26貯第 2号 農協清掃株式会社 高松市上之町1丁目9番11号 令和8年11月9日

香川県平21貯第 2号 株式会社三木山田清掃 木田郡三木町池戸2960番地 令和9年10月28日

香川県平15貯第 2号 株式会社ダックス 三豊市高瀬町下勝間1643-3 令和9年11月18日

香川県平 4貯第 1号 株式会社新日本清掃 高松市福岡町3丁目6番36号 令和10年1月27日

香川県  61貯第 1号 西工業株式会社 観音寺市吉岡町599番地1 令和10年2月17日

香川県令3貯第1号 松田設備株式会社 小豆郡小豆島町安田甲121-12 令和10年3月15日

香川県平15貯第 4号 梶原工業株式会社 丸亀市大手町三丁目12番1-109号 令和10年3月18日

香川県平15貯第 5号 有限会社小豆島清掃社 小豆郡土庄町乙1084番地7 令和10年3月28日

香川県  58貯第 1号 太平ビルサービス株式会社高松支店 高松市中新町2-9富士ビル8階 令和10年4月24日

香川県  58貯第 2号 オリーブ美家工業株式会社 高松市天神前4番31号 令和10年5月30日

香川県平16貯第 1号 四国ビル総合管理株式会社 高松市御厩町1551番地1 令和10年6月6日

香川県  61貯第 4号 長尾環境設備株式会社 坂出市西庄町1010番地1 令和10年7月21日

香川県平 7貯第 7号 香川美装株式会社 小豆郡土庄町上庄1483番地1 令和10年8月17日

香川県平28貯第 1号 株式会社あなぶきクリーンサービス高松支店 高松市木太町2351-1 令和10年9月22日

香川県平元貯第 4号 株式会社フレイン 高松市亀岡町14番11号 令和10年10月1日

香川県  61貯第 7号 扶桑興産株式会社 綾歌郡宇多津町浜八番丁134番地7 令和10年11月14日

香川県平16貯第 4号 株式会社ミネック 高松市峰山町1837番地 令和11年2月21日

香川県平10貯第 3号 山野設備工業株式会社 丸亀市田村町1132 令和11年2月25日

香川県平22貯第 2号 アクアクリエイティブ株式会社 高松市東ハゼ町15番地7 令和11年3月13日

香川県平28貯第 2号 株式会社アクアウエスト 三豊市豊中町上高野4099番地4 令和11年3月30日


