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201 九州化工株式会社

キュウシュウカコウ

代表取締役

松山 正喜 870-0146 大分市

大分県大分市乙津港町2丁目8番28号 097-523-4366 097-523-0665

○ 機械設備保守点検・プール循環濾過装置保守点検

202 ニューテクノファースト株式会社

ニューテクノファースト

代表取締役

川野 智史 870-0318 大分市

大分県大分市大字丹生473番地の1

097-592-5000 097-592-5331

○

203 テスコ株式会社

テスコ

代表取締役

髙橋 久治 101-0065 千代田区 東京都千代田区西神田1丁目4番5号

03-5244-5311 03-5244-5661

○ 施設運転維持管理

204 アイテック株式会社 福岡支店

アイテック

支店長

稲葉 雅也 819-0002 福岡市

福岡県福岡市西区姪の浜2丁目3番11-304号

092-894-5516 092-894-5517

○ 管理、一般道路・高速道路等維持管理

205 株式会社大分クリーン産業

オオイタクリーンサンギョウ

代表取締役

後藤 俊郎 870-0943 大分市

大分県大分市大字片島1240番地の3

097-569-3700

○ 下水道管清掃、産業廃棄物収集運搬

206 朝日警備保障株式会社

アサヒケイビホショウ

代表取締役

伊藤 更治 870-0027 大分市

大分県大分市末広町2丁目10番22号

097-538-1001 097-535-1014

207 有限会社ニッセイトップ

ニッセイトップ

代表取締役

藤田 成人 870-0862 大分市

大分県大分市大字中尾1036番地の7

097-586-5780 097-586-5781

208 有限会社池田商店

イケダショウテン

代表取締役

吉富 健児 860-0072 熊本市

熊本県熊本市西区花園二丁目12番44号 096-353-5716 096-353-3219

○ 火葬場残骨灰処理業務

209 一般財団法人九州電気保安協会 大分支部 キュウシュウデンキホアンキョウカイ

支部長

麻生 和宏 870-0030 大分市

大分県大分市大字三芳1159番地1

○ 電気設備保守・電気設備保安

210 朝日綜合管理株式会社

アサヒソウゴウカンリ

代表取締役

森 一也

大分県別府市石垣東四丁目1033番地 0977-24-7100 0977-24-7101 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廃棄物収集運搬

211 有限会社カムラ

カムラ

代表取締役

佐木 義和 870-0872 大分市

大分県大分市高崎1丁目1番1号

097-529-6575 097-529-6576

212 大分ナブコ株式会社

オオイタナブコ

代表取締役

今浪 健治 870-0847 大分市

大分県大分市広瀬町二丁目1番36号

097-545-6636 097-545-0668

213 セコム株式会社

セコム

代表取締役

尾関 一郎 150-0001 渋谷区

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号

0977-24-1567 0977-23-9894

214 龍南運送株式会社

リュウナンウンソウ

代表取締役

古手川 哲 879-2446 津久見市 大分県津久見市大字下青江3891番地 0972-82-5281 0972-82-2817

○ 都市ごみ焼却灰のセメント資源化向け輸送

215 ジェムカ株式会社

ジェムカ

代表取締役

松村 孝明 758-0211 萩市

山口県萩市大字福井上字萩ノ浴2773番1 0838-52-0170 0838-52-0179

○ 一般廃棄物処理

216 ニチゾウ九州サービス株式会社

ニチゾウキュウシュウサービス

代表取締役

土橋 一幸 812-0011 福岡市

福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 日生博多駅前ビル

092-451-6680 092-451-6688 ○

○ 機械設備保守

217 東テク株式会社 大分営業所

トウテク

所長

伊東 隆裕 870-0937 大分市

大分県大分市南津留25-8

097-558-3547 097-553-0890

○ 空調設備保守、ボイラー保守

218 株式会社江口商店

エグチショウテン

代表取締役

江口 清子 830-0048 久留米市 福岡県久留米市梅満町994-9-704

0942-34-0046 0942-34-5944

○ 火葬場残骨灰処理業務

219 日立造船株式会社 九州支社

ヒタチゾウセン

支社長

徳尾 真信 812-0011 福岡市

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号 092-441-1644 092-441-1983 ○

○ 最終処分場）の運転管理

220 富士建設工業株式会社

フジケンセツコウギョウ

代表取締役

鳴海 利彦 950-3102 新潟市

新潟県新潟市北区島見町3307番地16 025-255-4161 025-255-3301 ○

○ 運営業務（火葬炉運転業務含む）受託

221 有限会社フジセツ

フジセツ

代表取締役

佐藤 真司 870-0901 大分市

大分県大分市西新地2丁目1番46号

097-553-0601 097-553-3940

○ 電気設備保守

222 大分ノーミ株式会社

オオイタノーミ

代表取締役

松尾 伸二郎 870-0822 大分市

大分県大分市大道町1丁目6番5号

097-545-5113 097-543-2780

223 日東防疫株式会社

ニットウボウエキ

代表取締役

船津 良生 874-0849 別府市

大分県別府市大字鶴見4548番地の224 0977-24-3546 0977-24-8993

224 Hitz環境サービス株式会社 西日本支社

ヒッツカンキョウサービス

支社長

夏秋 祐一 554-0012 大阪市

大阪府大阪市此花区西九条五丁目3番28号 06-6468-7301 06-6468-7304 ○

225 有限会社鳳鳴 佐賀営業所

ホウメイ

所長

澁田 保弘 849-0102 みやき町 佐賀県三養基郡みやき町簑原3676番地1 0942-94-3642 0952-25-7788

○ 火葬場残骨灰処理業務

226 株式会社協働管財 熊本営業所

キョウドウカンザイ

営業所長

秋山 一峰 860-0078 熊本市

○ 保守・点検、火葬残骨灰処理業務

227 河津産業有限会社

カワヅサンギョウ

代表取締役

河津 浩一 822-1405

228 株式会社ユーエスアイ 大分営業所

ユーエスアイ

所長

山口 智也 870-0108 大分市

大分県大分市三佐2丁目1番17号

229 太平洋セメント株式会社 九州支店

タイヘイヨウセメント

支店長

橋本 吉倫 812-0018 福岡市

福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25 092-263-8465 092-263-8461

○ 産業廃棄物処理、一般廃棄物処理(焼却灰処理)

230 大栄環境株式会社

ダイエイカンキョウ

代表取締役

金子 文雄 594-1144 和泉市

大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号 0725-54-3061 0725-51-3133

○

一般廃棄物収集運搬・処理、産業廃棄物収集運搬・処分、特別管理
産業廃棄物収集運搬・処分、焼却施設運転管理業務

231 九州丸防設備株式会社 別府支店

キュウシュウマルボウセツビ

支店長

森 成仁

大分県別府市亀川中央町9組

0977-67-4883 097-537-8462

232 三重中央開発株式会社

ミエチュウオウカイハツ

代表取締役

平井 俊文 518-1152 伊賀市

三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地

0595-20-1119 0595-20-1398

○

一般廃棄物収集運搬・処理、産業廃棄物収集運搬・処分、特別管理
産業廃棄物収集運搬・処分、焼却施設運転管理業務

233 小代築炉工業株式会社

コシロチクロコウギョウ

代表取締役

小代 一幸 879-2458 津久見市 大分県津久見市入船西町21番1号

0972-82-4155 0972-82-5280

○ 粉粒体、汚泥の吸引・圧送作業）

234 共立クリーンサービス有限会社

キョウリツクリーンサービス

代表取締役

三浦 利吉 874-0840 別府市

大分県別府市大字鶴見4546番地の291 0977-25-8520 0977-25-8521 ○ ○

235 株式会社三豊

サンポウ

代表取締役

井上 智秋 441-3121 豊橋市

愛知県豊橋市西山町字西山328

874-0919 別府市

874-0021 別府市

廃棄物処理施設運転維持管理、上下水道処理
下水処理場・浄水場等・ごみ焼却場等運転維持

○

○
機械設備保守 （公園噴水設備点検、プールろ

○

○ 過装置保守点検、水処理機器点検）

097-578-8266 097-578-8267

○

4

○ 電気設備保守
○ 自動ドア保守

○

○

廃棄物処理施設（焼却施設、リサイクル施設、
火葬炉設備に関わる保守点検業務受託、管理

○
○

火葬業務運転管理（斎場施設運営）、火葬炉の

熊本県熊本市中央区京町2丁目14-16-306 096-312-4300 096-312-4310 ○

田川郡香春町 福岡県田川郡香春町大字中津原1974番地の2

1.高圧洗浄車、強力吸引車、給水車による下水道管・側溝・水路等の清掃 2.強力吸引車、ダンプ
トラック、アームロール車による産業廃棄物の収集運搬・処分 3.TVカメラ調査機器搭載車による
下水道管内のTVカメラ調査及び舗修 4.路面清掃車による道路・駐車場等の清掃

0947-44-7065 0947-44-7168

○ 産業廃棄物収集運搬

097-524-3011 097-524-3032

○ 計装設備機器保守

0532-21-2573 0532-21-2617

○

産業廃棄物収集運搬（大型吸引車を使用した

○ ○ ○ ○ ○ 一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物収集運搬
○ 火葬残骨灰処理業務
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236 和光熱設工業株式会社

ワコウネッセツコウギョウ

代表取締役

志賀 敏夫 874-0833 別府市

大分県別府市大字鶴見4152番地の6

0977-23-8141 0977-23-8142

○ 空調設備保守

237 株式会社旺計社 大分支店

オウケイシャ

支店長

上田 学

大分県大分市萩原2丁目4番3号

097-552-3071 097-552-3072

○ PH計・調整計・記録計等保守点検業務

238 有限会社マミア

マミア

取締役

前田 一美 899-6405 霧島市

鹿児島県霧島市溝辺町崎森字藤ヶ尾1906番地14

0995-58-5020 0995-58-5191

○ 火葬残骨灰処理業務

239 株式会社コモンテックス

コモンテックス

代表取締役

鈴木 洋康 950-0943 新潟市

新潟県新潟市中央区女池神明2-3-12 025-283-9301 025-285-6388

○ 葬場火葬炉運転業務

240 別府清掃株式会社

ベップセイソウ

取締役社長

大石 洋一 874-0905 別府市

大分県別府市上野口町29番5号

0977-24-1521 0977-24-0687

○ 浄化槽清掃、浄化槽保守点検

241 有限会社サンテック 関西支店

サンテック

支店長

渡邉 文彦 678-1254

兵庫県赤穂郡上郡町高山1302番地

0791-56-0301 0791-56-0305

○ 残灰及び煤塵の処理

242 ニシム電子工業株式会社 大分支店

ニシムデンシコウギョウ

支店長

久保山 敬介 870-0026 大分市

大分県大分市金池町2丁目4番6号

097-534-4660 097-536-5536

○ 電気設備保守

243 株式会社ツー･バイ･ツー

ツーバイツー

代表取締役

河野 豊

874-0831 別府市

大分県別府市大字南立石535番地の1 0977-23-3344 0977-23-6859

244 有限会社昭和衛生社

ショウワエイセイシャ

代表取締役

河野 大志 879-1507 日出町

大分県速見郡日出町大字豊岡556番地の3 0977-72-1100 0977-72-1177

245 株式会社木元電設

キモトデンセツ

代表取締役

木元 朝子 873-0005 杵築市

大分県杵築市大字猪尾64番地5

0978-62-4726 0978-63-2824

246 株式会社中央衛生

チュウオウエイセイ

代表取締役

後藤 顕一 874-0823 別府市

大分県別府市大字南立石1160番7

0977-23-9348 0977-23-9349

○ 浄化槽清掃、浄化槽保守点検

247 柳井電機工業株式会社

ヤナイデンキコウギョウ

代表取締役社長

柳井 智雄 870-0017 大分市

大分県大分市弁天二丁目7番1号

097-537-5385 097-534-2781

○ 空調設備保守、電気通信設備保守、機械設備保守

248 フジ地中情報株式会社 九州支店

フジチチュウジョウホウ

支店長

吉田 高文 811-1311 福岡市

福岡県福岡市南区横手1-12-48

092-687-4682 092-687-4683

○ 上下水道施設運転維持管理業務

249 株式会社ECOSS 別府営業所

エコス

統括

渡邊 貢

大分県別府市大字野田830-1

0977-27-9501 0977-27-9502

○ （中間処理)

250 アイ・ティ・アサヒ株式会社 別府営業所

アイティアサヒ

所長

田北 清治 874-0936 別府市

大分県別府市中央町7番8号 別府商工会館4階

0977-25-0531 0977-24-5651

870-0921 大分市

赤穂郡上郡町

874-0016 別府市

火葬炉・ごみ焼却炉・動物炉設備保守点検、火

○

○ 浄化槽保守点検業務、空調設備保守点検業務
○ 浄化槽清掃、浄化槽保守点検

○ ○

○

空調設備保守・機械設備保守・昇降機保守・自動ドア保守・一般廃
棄物収集運搬・産業廃棄物収集運搬・下水道管清掃

一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物収集運搬

○ ○

804-8520 北九州市 福岡県北九州市戸畑区牧山五丁目1番1号 093-883-6202 093-883-6203

○

○ 産業廃棄物収集運搬

251 北九州アッシュリサイクルシステムズ株式会社 キタキュウシュウアッシュリサイクルシステムズ 代表取締役

山形 武

252 旭環境管理株式会社

アサヒカンキョウカンリ

代表取締役

梶原 泰雄 874-0921 別府市

大分県別府市富士見町10番20号

0977-21-2145 0977-21-2164 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 般廃棄物収集運搬、浄化槽保守点検

253 有限会社スリーアール

スリーアール

取締役

山下 勝

874-0926 別府市

大分県別府市京町2-13

0977-25-9766 0977-25-9667

○ 業・処分業

254 ゆうび株式会社

ユウビ

代表取締役

内野 優

870-0018 大分市

大分県大分市豊海三丁目4番8号

097-579-6638 097-579-6877

○ 一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物収集運搬

255 株式会社東洋環境分析センター 大分営業所 トウヨウカンキョウブンセキセンター

所長

三浦 祐介 870-0955 大分市

大分県大分市下郡南三丁目2番1号

097-504-7313 097-504-7315

256 第一産業株式会社

ダイイチサンギョウ

代表取締役

山口 功一郎 874-0840 別府市

大分県別府市大字鶴見1061番の6

0977-66-2128 0977-66-2135

257 極東サービス株式会社 九州出張所

キョクトウサービス

所長

曽和 功宏 815-0004 福岡市

福岡県福岡市南区高木1丁目4番10号 092-477-5666 092-477-5661

○ 清掃工場内天井クレーン関連設備の保守点検

258 呉共同機工株式会社 大分営業所

クレキョウドウキコウ

所長

岡本 優

大分県大分市大州浜1丁目4-32

097-547-7113 097-547-7118

○ ボイラー保守、ばい煙測定、作業環境測定等

259 株式会社ヤマモト 九州支店

ヤマモト

支店長

平山 東海 814-0144 福岡市

福岡県福岡市城南梅林1丁目11番16号スタイルビュー城南202号

092-407-1781 092-407-1782

○ 斎場の残灰及び煤塵の処理

260 株式会社三輝 熊本営業所

サンキ

所長

上野 公寛 860-0074 熊本市

熊本県熊本市西区出町2-33出町福田邸北3号

096-312-3303 096-312-3304

○ 火葬残残骨灰の処理業務

261 綜合警備保障株式会社 大分支社

ソウゴウケイビホショウ

支社長

西野 誠

870-0027 大分市

大分県大分市末広町2-3-22 オーシー第2ビル3階

097-536-2641 097-537-8913

○

262 株式会社全日警 大分支社

ゼンニッケイ

支社長

森下 淳

870-0033 大分市

大分県大分市千代町3-1-7

097-534-7011 097-534-7089

○

870-0906 大分市

○ 一般廃棄物（ばいじん）の洗浄によるセメント資源化
電気設備保守、昇降機保守、自動ドア保守、一
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬

○ ○

水質検査（飲料水・排水・環境水）、土壌・地質分析、産業廃棄物分析、排ガス測定調
査、室内空気環境測定、悪臭分析、作業環境測定、騒音・振動測定、アスベスト調査・
分析、食品衛生法に基づく食品検査、温泉法に基づく温泉成分分析

一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物収集運搬

○

○ （特別管理含む）

○

綜合管理(清掃、設備点検、電話受付他)、医療機器の賃貸、情報処理(システム運用・
保守、情報処理、システムコンサルタント、他)、特定信書便(公文書、レセプト他)、セキュ
リティコンサルタント

