
建築物衛生関係登録業者一覧（令和４年４月１日現在）

業種 登録番号 営業所名称 営業所所在地 電話番号
建築物清掃業 宮崎県　３　清　第４号 株式会社大宝 宮崎県宮崎市大字本郷北方字草葉２１２０番地　 0985-52-1928
建築物清掃業 宮崎県　２９　清　第２６号 ビューテック九州株式会社　宮崎支店 宮崎県宮崎市高千穂通２丁目１番１６号ＮＴＴビル高千穂通ビル３Ｆ　 0985-27-3929
建築物清掃業 宮崎県　２９　清　第２８号 有限会社宮崎ビル保全 宮崎県宮崎市宮脇町９５番地３　中島ビル２０８号　 0985-31-0472
建築物清掃業 宮崎県宮市保　３　清　第１号 株式会社エルシーメンテナンス 宮崎県宮崎市大塚町城ノ下2795番地　 0985-53-3311
建築物清掃業 宮崎県宮市保　３　清　第２号 株式会社南日本環境センター　宮崎営業所 宮崎県宮崎市吉村町下別府乙２２番地１　 0985-23-1500
建築物清掃業 宮崎県宮市保　４　清　第３号 株式会社三洋環境社プランナー 宮崎県宮崎市大字島之内1571番地　 0985-62-5440
建築物清掃業 宮崎県　４　清　第２９号 株式会社アイル 宮崎県宮崎市大字郡司分甲１６２３番地　 0985-71-6121
建築物清掃業 宮崎県　２８　清　第４８号 有限会社　織田ビル管理 宮崎県宮崎市清武町加納甲２３６０番地１　オアシス加納Ⅱ－Ａ３３　 0985-69-7266
建築物清掃業 宮崎県　２９　清　第５０号 株式会社宮崎つやげん 宮崎県宮崎市霧島2丁目211番地　 0985-25-3313
建築物清掃業 宮崎県　３０　清　第５４号 株式会社文化コーポレーション 宮崎県宮崎市生目台西三丁目４番地２　 0985-50-9200
建築物清掃業 宮崎県　３　清　第５号 有限会社ふたばビル産業 宮崎県宮崎市江南二丁目31番14号　 0985-51-3788
建築物清掃業 宮崎県　３０　清　第７２号 株式会社エコシステム 宮崎県宮崎市清武町正手三丁目４２番１号Ｃ棟　 090-3471-8159
建築物清掃業 宮崎県　２８　清　第９号 千歳ビルサービス株式会社 宮崎県宮崎市丸島町2番18号　 0985-25-3239
建築物清掃業 宮崎県　２９　清　第１２号 有限会社親生ビルサービス 宮崎県宮崎市天満1丁目3番6号　 0985-53-7622
建築物清掃業 宮崎県　２９　清　第１４号 有限会社西日本ビル管理 宮崎県宮崎市大字赤江１２０３番地５　 0985-52-5395
建築物清掃業 宮崎県　４　清　第２１号 株式会社南九州ダイケン 宮崎県宮崎市広島2丁目5番10号　 0985-32-2312
建築物清掃業 宮崎県　３０　清　第２４号 有限会社親設産業 宮崎県宮崎市恒久五丁目９番地２　 0985-54-0174
建築物清掃業 宮崎県宮市保　２９　清　第４号 宮崎総合ビル管理株式会社 宮崎県宮崎市村角町長山２８３５－５　 0985-22-5343
建築物空気環境測定業 宮崎県　２９　空　第２号 千歳ビルサービス株式会社 宮崎県宮崎市丸島町2番18号　 0985-25-3239
建築物空気環境測定業 宮崎県　２９　空　第４号 公益財団法人宮崎県環境科学協会 宮崎県宮崎市大字田吉字ヅンブリ6258番地20　 0985-51-2077
建築物空気環境測定業 宮崎県　３　空　第５号 株式会社東洋環境分析センター　宮崎事業所 宮崎県宮崎市田代町100番地　 0985-24-1122
建築物空気環境測定業 宮崎県　３０　空　第７号 株式会社文化コーポレーション 宮崎県宮崎市生目台西三丁目４番地２　 0985-50-9200
建築物空気環境測定業 宮崎県宮市保　２９　空　第２号 宮崎総合ビル管理株式会社 宮崎県宮崎市村角町長山２８３５－５　 0985-22-5343
建築物飲料水水質検査業 宮崎県　３　水　第２号 一般財団法人宮崎県公衆衛生センター 宮崎県宮崎市霧島1丁目1番地2　 0985-24-7400
建築物飲料水水質検査業 宮崎県　４　水　第４号 一般社団法人宮崎県薬剤師会　試験検査ｾﾝﾀｰ 宮崎県宮崎市丸島町2番5号　 0985-27-0129
建築物飲料水水質検査業 宮崎県　２９　水　第５号 公益財団法人宮崎県環境科学協会 宮崎県宮崎市大字田吉字ヅンブリ6258番地20　 0985-51-2077
建築物飲料水水質検査業 宮崎県　３　水　第６号 株式会社東洋環境分析センター　宮崎事業所 宮崎県宮崎市田代町100番地　 0985-24-1122
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県宮市保　３　貯　第２号 株式会社南日本環境センター　宮崎営業所 宮崎県宮崎市吉村町下別府乙２２番地１　 0985-23-1500
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県宮市保　３　貯　第３号 有限会社クリーンズエコ 宮崎県宮崎市大字塩路字御手洗２６６９番地　 0985-30-2899
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第１号 第一ビル管理株式会社 宮崎県宮崎市大字島之内字永池９２１７番地６　 0985-86-6667
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第２号 株式会社宮崎美装社 宮崎県宮崎市大島町南窪８８７番地１０　 0985-25-5163
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第５号 株式会社　保全 宮崎県宮崎市大字本郷北方２２６９番地１　 0985-51-2191
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第６号 宮崎総合ビル管理株式会社 宮崎県宮崎市村角町長山２８３５番地５　 0985-22-5343
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第７号 江坂設備工業株式会社 宮崎県宮崎市橘通西五丁目２番３３号　 0985-24-3051
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第９号 株式会社日本衛生公社宮崎 宮崎県宮崎市船塚２丁目１番地１　 0985-24-4766
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第１０号 株式会社　栄建工業 宮崎県宮崎市大工三丁目８９番地１　 0985-26-3164
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第１１号 有限会社ユウセイ 宮崎県宮崎市大字田吉字東前島２２０５番地４　 0985-53-3286
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第１３号 株式会社文化コーポレーション 宮崎県宮崎市生目台西三丁目４番地２　 0985-50-9200
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２８　貯　第３２号 株式会社宝ビルサービス 宮崎県宮崎市阿波岐原町宝財2682番地1　 0985-25-8265
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２８　貯　第３３号 有限会社水質管理 宮崎県宮崎市大字糸原字下馬場3517番地　 0985-36-0188
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　３０　貯　第５０号 有限会社親設産業 宮崎県宮崎市恒久五丁目９番地２　 0985-54-0174
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２８　貯　第５７号 有限会社カマタサービス 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂8442番地　 0985-74-3548
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建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第５９号 協同管理株式会社 宮崎県宮崎市吉村町下り松甲2440番地6　 0985-22-1771
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第６８号 有限会社クリーンヘルス 宮崎県宮崎市江南3丁目13番8号　 0985-54-6446
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第６９号 宮崎クリーン有限会社 宮崎県宮崎市大塚町乱橋4545番地1　 0985-52-2961
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第７０号 株式会社宮崎環境開発センター 宮崎県宮崎市日ノ出町253番地　 0985-28-1911
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　３０　貯　第７４号 株式会社　桂防災 宮崎県宮崎市神宮東３丁目８番５２号　 0985-29-4806
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第８４号 株式会社三洋環境社プランナー 宮崎県宮崎市大字島之内１５７１番地　 0985-62-5440
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第８５号 有限会社　大和防虫センター 宮崎県宮崎市大和町90番地1　 0985-28-3452
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　３０　貯　第８９号 明和産業株式会社 宮崎県宮崎市希望ヶ丘３丁目２７番１７号　 0985-56-4675
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　３０　貯　第９０号 有限会社　岩倉サービス 宮崎県宮崎市大塚町大迫南平４４９５番地１　 0985-53-9108
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　３０　貯　第９１号 宮交ビルマネジメント株式会社 宮崎県宮崎市大字赤江９７５番地１　 0985-51-2140
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２９　貯　第９９号 有限会社エルムンド設備 宮崎県宮崎市高岡町大字内山3126番地　 0985-82-2312
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　３０　貯　第１０２号 有限会社東洋サービス 宮崎県宮崎市大字糸原３５０番地１　 0985-36-0906
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　３０　貯　第１０３号 有限会社熊野コンサルタント 宮崎県宮崎市清武町加納甲１７４６番地９　 0985-84-0039
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　３０　貯　第１０６号 ナカムラサービス 宮崎県宮崎市下北方町野田587番地35　 0985-27-7446
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　３０　貯　第１１１号 東洋産業株式会社 宮崎県宮崎市霧島五丁目６７番地１　 0985-29-2321
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　３０　貯　第１４０号 株式会社　エルシーメンテナンス 宮崎県宮崎市大塚町城ノ下２７９５番地　 0985-53-3311
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２　貯　第１５０号 株式会社中央ビルファシリティーズ 宮崎県宮崎市錦町5番42号　 0985-28-9323
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　２　貯　第１５１号 有限会社プラントサービス 宮崎県宮崎市平和が丘北町１３番９　 0985-72-3733
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　３　貯　第１５４号 有限会社宮崎メンテナンス 宮崎県宮崎市祇園二丁目５３番地１　 0985-26-6568
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県　３０　貯　第１６１号 株式会社山﨑ビル環境サービス 宮崎県宮崎市高洲町１９９番地１　 0985-22-9551
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県宮市保　２９　貯　第４号 有限会社西日本ビル管理 宮崎県宮崎市大字赤江１２０３番地５　 0985-52-5395
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県宮市保　３１　貯　第５号 株式会社クボタ住宅 宮崎県宮崎市大字恒久５０６８番地１　 0985-54-3000
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県宮市保　２　貯　第６号 宮崎拓建工業 宮崎県宮崎市源藤町原田４２０番地１　 0985-54-2685
建築物飲料水貯水槽清掃業 宮崎県宮市保　３　貯　第７号 第一ビル工事株式会社 宮崎県宮崎市吉村町寺ノ下甲2306番地1　 0985-26-6667
建築物排水管清掃業 宮崎県　２　排　第２号 第一ビル管理株式会社 宮崎県宮崎市大字島之内字永池９２１７番地６　 0985-86-6667
建築物排水管清掃業 宮崎県　３　排　第３号 有限会社カマタサービス 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂8442番地　 0985-74-3548
建築物排水管清掃業 宮崎県　３０　排　第５号 株式会社中央ビルファシリティーズ 宮崎県宮崎市錦町５番４２号　 0985-28-9323
建築物排水管清掃業 宮崎県宮市保　３０　排　第２号 株式会社山﨑ビル環境サービス 宮崎県宮崎市高洲町１９９番地１　 0985-22-9551
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　３　ね　第５５号 宮崎県防疫防災事業協同組合 宮崎県宮崎市花ケ島町笹原２２６２－４　 0985-26-1328
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　４　ね　第５７号 有限会社宮崎メンテナンス 宮崎県宮崎市祇園二丁目５３番地１　 0985-26-6568
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　４　ね　第５８号 有限会社三共しろありセンター 宮崎県宮崎市花ヶ島町笹原２２６２－４　 0985-28-9543
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　２９　ね　第６３号 有限会社　ダスキン佐原 宮崎県宮崎市恒久１丁目３番地３０　 0985-52-4545
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県宮市保　２　ね　第１号 株式会社　大宝 宮崎県宮崎市大字本郷北方字草葉2120番地　 0985-52-1928
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県宮市保　３　ね　第３号 イカリ消毒株式会社　宮崎営業所 宮崎県宮崎市昭栄町103番地　 0985-38-6534
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県宮市保　４　ね　第５号 株式会社三洋環境社プランナー 宮崎県宮崎市大字島之内1571番地　 0985-62-5440
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　２９　ね　第２号 第一ビル管理株式会社 宮崎県宮崎市大字島之内字永池９２１７番地６　 0985-86-6667
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　３０　ね　第４号 有限会社大和防虫センター 宮崎県宮崎市大和町９０番地１　 0985-28-3452
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　３０　ね　第５号 株式会社日本衛生公社宮崎 宮崎県宮崎市船塚２丁目１番地１　 0985-24-4766
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　３０　ね　第７号 ＤＢＣトータルサポート株式会社 宮崎県宮崎市丸山１丁目９９番地２　 0985-27-6207
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　２９　ね　第１６号 有限会社宮崎防虫消毒センター 宮崎県宮崎市大塚台西3丁目23番地1　 0985-47-0991
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　３０　ね　第１７号 宮崎総合ビル管理株式会社 宮崎県宮崎市村角町長山２８３５番地５　 0985-22-5343
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　２９　ね　第２４号 株式会社栄建工業 宮崎県宮崎市大工3丁目89番地1　 0985-26-3164
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　２９　ね　第２５号 株式会社宮崎美装社 宮崎県宮崎市大島町南窪８８７番地１０　 0985-25-5163



建築物衛生関係登録業者一覧（令和４年４月１日現在）

建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　３０　ね　第２９号 有限会社東洋サービス 宮崎県宮崎市大字糸原３５０番地１　 0985-36-0906
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　３０　ね　第３０号 宮交ビルマネジメント株式会社 宮崎県宮崎市大字赤江９７５番地１　 0985-51-2140
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　２８　ね　第３３号 株式会社倉田電機 宮崎県宮崎市大橋2丁目149番地2　 0985-28-1195
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県宮市保　３　ね　第４号 株式会社中央ビルファシリティーズ 宮崎県宮崎市錦町5番42号　 0985-28-9323
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　２９　ね　第４７号 有限会社クリーンハープ宮崎 宮崎県宮崎市大字熊野６９０６番地１　 0985-55-3268
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県　３０　ね　第５０号 株式会社文化コーポレーション 宮崎県宮崎市生目台西三丁目４番地２　 0985-50-9200
建築物ねずみ昆虫等防除業 宮崎県宮市保　４　ね　第６号 株式会社九州シー・アイ・シー 宮崎県宮崎市大塚町八所３６０１－１１　 0985531266
建築物環境衛生総合管理業 宮崎県　３　総　第１号 株式会社栄建工業 宮崎県宮崎市大工3丁目89番地1　 0985-26-3164
建築物環境衛生総合管理業 宮崎県　２９　総　第３号 第一ビル管理株式会社 宮崎県宮崎市大字島之内字永池９２１７番地６　 0985-86-6667
建築物環境衛生総合管理業 宮崎県　２９　総　第４号 株式会社宮崎美装社 宮崎県宮崎市大島町南窪８８７番地１０　 0985-25-5163
建築物環境衛生総合管理業 宮崎県　３０　総　第７号 宮交ビルマネジメント株式会社 宮崎県宮崎市大字赤江９７５番地１　 0985-51-2140
建築物環境衛生総合管理業 宮崎県　３０　総　第８号 株式会社中央ビルファシリティーズ 宮崎県宮崎市錦町５番４２号　 0985-28-9323
建築物環境衛生総合管理業 宮崎県　２　総　第１２号 株式会社日本衛生公社宮崎 宮崎県宮崎市船塚２丁目１番地１　 0985-24-4766
建築物環境衛生総合管理業 宮崎県　２８　総　第１７号 有限会社大和防虫センター 宮崎県宮崎市大和町90番地1　 0985-28-3452
建築物環境衛生総合管理業 宮崎県宮市保　２　総　第１号 有限会社　宮崎メンテナンス 宮崎県宮崎市祗園2丁目53-1　 0985-26-6568
建築物環境衛生総合管理業 宮崎県宮市保　３　総　第３号 第一ビル工事株式会社 宮崎県宮崎市吉村町寺ノ下甲2306番地1　 0985-26-6667
建築物環境衛生総合管理業 宮崎県宮市保　２９　総　第４号 株式会社宝ビルサービス 宮崎県宮崎市阿波岐原町宝財２６８２番地１　 0985-25-8265
建築物環境衛生総合管理業 宮崎県宮市保　３　総　第５号 東洋産業株式会社 宮崎県宮崎市霧島5丁目６７番地１　 0985-29-2321
建築物環境衛生総合管理業 宮崎県宮市保　３　総　第６号 株式会社山﨑ビル環境サービス 宮崎県宮崎市高洲町１９９番地１　 0985-22-9551


