
令和3・4年度　競争入札参加資格者名簿 （R3.9.1現在）

商号又は名称 役職名 代表者名 住所 委任先名称 業種 備考 区分

あい警備（株） 代表取締役 硎野　大路 石川県金沢市問屋町3-30 警備業 県内

あい警備（株） 代表取締役 硎野　大路 石川県金沢市問屋町3-30 機械警備業 県内

愛知時計電機（株） 代表取締役社長 星加　俊之 愛知県名古屋市熱田区千年1-2-70 金沢営業所 その他の保守管理業
上下水道施設の電気設備・通信設備の保守管理。その他の建築物
の保守管理。

県外

アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 設備機器運転監視業 県外

アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 その他の保守管理業 上下水道施設、ごみ処理施設等維持管理 県外

（株）アイビックス北陸 代表取締役 吉田　保裕 石川県金沢市新神田5-2-3 清掃業 県内

（株）アイビックス北陸 代表取締役 吉田　保裕 石川県金沢市新神田5-2-3 警備業 県内

（株）アイビックス北陸 代表取締役 吉田　保裕 石川県金沢市新神田5-2-3 機械警備業 県内

（株）アイビックス北陸 代表取締役 吉田　保裕 石川県金沢市新神田5-2-3 空気環境測定業 県内

（株）アイビックス北陸 代表取締役 吉田　保裕 石川県金沢市新神田5-2-3 飲料水貯水槽清掃業 県内

（株）アイビックス北陸 代表取締役 吉田　保裕 石川県金沢市新神田5-2-3 空調設備保守管理業 県内

（株）アイビックス北陸 代表取締役 吉田　保裕 石川県金沢市新神田5-2-3 消防設備保守管理業 県内

（株）アイビックス北陸 代表取締役 吉田　保裕 石川県金沢市新神田5-2-3 電気設備保守管理業 県内

（株）アイビックス北陸 代表取締役 吉田　保裕 石川県金沢市新神田5-2-3 設備機器運転監視業 県内

（株）アイビックス北陸 代表取締役 吉田　保裕 石川県金沢市新神田5-2-3 その他の保守管理業 電話交換業務 県内

（有）アクアシステム 取締役 桑山　健一 石川県河北郡内灘町向粟崎2-522 飲料水貯水槽清掃業 県内

（有）アクアシステム 取締役 桑山　健一 石川県河北郡内灘町向粟崎2-522 浄化槽維持管理業 県内

（有）アクアシステム 取締役 桑山　健一 石川県河北郡内灘町向粟崎2-522 その他の保守管理業 浄水設備・配水池内部清掃及び保守管理業 県内

（株）アクアテック 代表取締役 長尾　彰 岐阜県安八郡神戸町神戸1741-2 飲料水貯水槽清掃業 県外

（株）アクアテック 代表取締役 長尾　彰 岐阜県安八郡神戸町神戸1741-2 その他の保守管理業
上水道施設（配水池・浄水池等）における潜水士・ロボットによる不断
水点検。潜水士・水中ロボットによる調査点検。内視鏡カメラによる管
内調査。上水道施設及び施設設備の修繕。

県外

アサヒ（株） 代表取締役 朝倉　宏太 石川県金沢市泉が丘2-9-3 清掃業 県内

アサヒ（株） 代表取締役 朝倉　宏太 石川県金沢市泉が丘2-9-3 空気環境測定業 県内

アサヒ（株） 代表取締役 朝倉　宏太 石川県金沢市泉が丘2-9-3 ねずみ昆虫等防除業 県内

アサヒ（株） 代表取締役 朝倉　宏太 石川県金沢市泉が丘2-9-3 飲料水貯水槽清掃業 県内

アサヒ（株） 代表取締役 朝倉　宏太 石川県金沢市泉が丘2-9-3 空調設備保守管理業 県内

アサヒ（株） 代表取締役 朝倉　宏太 石川県金沢市泉が丘2-9-3 消防設備保守管理業 県内

（株）アスカ設備研究所 代表取締役 宮江　勇治 石川県白山市村井町47-2 その他の保守管理業
ダクト清掃（１．空調ダクト清掃、２．厨房排気ダクト清掃、３．エアコン
清掃）、建築設備検査

県内

アマノマネジメントサービス（株） 代表取締役 前川　龍男 神奈川県横浜市港北区菊名7-3-22 金沢営業所 その他の保守管理業 駐車場管理運営業務・駐車場管制機器保守業務 県外

アムズ（株） 代表取締役 谷口　吏 石川県金沢市西泉3-92 浄化槽維持管理業 県内

アムズ（株） 代表取締役 谷口　吏 石川県金沢市西泉3-92 空調設備保守管理業 県内

アムズ（株） 代表取締役 谷口　吏 石川県金沢市西泉3-92 消防設備保守管理業 県内

アムズ（株） 代表取締役 谷口　吏 石川県金沢市西泉3-92 その他の保守管理業 給排水衛生保守管理業、下水道類似施設保守管理業 県内

（株）アメニティ 代表取締役 中市　勝也 石川県珠洲市上戸町南方い-51 飲料水貯水槽清掃業 県内

（株）アメニティ 代表取締役 中市　勝也 石川県珠洲市上戸町南方い-51 産業廃棄物収集運搬業 県内

（株）アメニティ 代表取締役 中市　勝也 石川県珠洲市上戸町南方い-51 その他の保守管理業 浄化センター保守管理 県内

（株）安全性研究センター 代表取締役 金森　洋平 富山県富山市興人町2-62 その他の保守管理業 環境調査・測定 県外

ａｎｄ（株） 代表取締役 熊本　直樹 岐阜県高山市上岡本町5-579 北陸支店 その他の保守管理業 通信設備の保守管理・防災行政無線設備保守 県外

石垣メンテナンス（株） 代表取締役社長 石垣　真 東京都千代田区丸の内1-6-5 北陸支店 その他の保守管理業 上下水道処理施設の運転維持管理業務 県外

（有）石川産業 代表取締役 米谷　賛三 石川県珠洲市熊谷町ホ-37 ねずみ昆虫等防除業 県内

（有）石川産業 代表取締役 米谷　賛三 石川県珠洲市熊谷町ホ-37 飲料水貯水槽清掃業 県内

（有）石川産業 代表取締役 米谷　賛三 石川県珠洲市熊谷町ホ-37 空調設備保守管理業 県内

（有）石川産業 代表取締役 米谷　賛三 石川県珠洲市熊谷町ホ-37 消防設備保守管理業 県内

（有）石川産業 代表取締役 米谷　賛三 石川県珠洲市熊谷町ホ-37 その他の保守管理業 地下油タンク及び埋設配管等定期点検及び地下油タンク清掃業務 県内

石川浄水機販売（株） 代表取締役 寺田　健一 石川県金沢市森山2-3-18 その他の保守管理業 プール・温浴施設ろ過機等設備保守点検管理業 県内

（一財）北陸電気保安協会 理事長 須河　元信 富山県富山市桜橋通り3-1 七尾地区本部 消防設備保守管理業 県外

（一財）北陸電気保安協会 理事長 須河　元信 富山県富山市桜橋通り3-1 七尾地区本部 電気設備保守管理業 県外

（一財）北陸保健衛生研究所 理事長 北元　洋太 石川県金沢市太陽が丘3-1-2 空気環境測定業 県内

（一財）北陸保健衛生研究所 理事長 北元　洋太 石川県金沢市太陽が丘3-1-2 その他の保守管理業
水道法20条に基づく水質検査、水道法34条に基づく簡易専用水道管
理検査、衛生検査（食品・検便）、計量証明（濃度に係る計量証明）、
温泉法に基づく分析検査、建築物飲料水水質検査

県内

糸魚川二幸（株） 代表取締役 小林　保廣 新潟県糸魚川市押上2-14-13 産業廃棄物収集運搬業 県外

（株）ヴァイオス 代表取締役 吉村　英樹 和歌山県和歌山市西庄295-9 一般廃棄物処理業 県外

（株）ヴァイオス 代表取締役 吉村　英樹 和歌山県和歌山市西庄295-9 その他の保守管理業
一般廃棄物の収集運搬・処分業務、産業廃棄物の処分業務、し尿処
理施設等の槽内清掃及び浚渫業務

県外

（株）上田組 代表取締役 上田　剛志 輪島市小伊勢町下島田13-1 浄化槽維持管理業 市内

（株）ＨＹＳエンジニアリングサービス 代表取締役 飯田　一郎 東京都小平市御幸町32 北陸営業所 その他の保守管理業
防災行政無線設備の保守・点検・管理、無線通信機の保守・点検・
管理、通信測定機の校正、監視カメラ機器の保守・点検・管理

県外

（株）エオネックス 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 その他の保守管理業
温泉設備等保守管理（ポンプメンテナンス、浴槽、配管洗浄等）、飲
料水貯水槽・簡易水道水・水道水水質分析・石綿分析・土壌分析、
作業環境測定、大気調査、騒音振動測定、放射性物質測定

県内

（株）エスイーシー 代表取締役 菅野　博之 石川県七尾市佐野町ロ-43-1 消防設備保守管理業 県内

（株）エヌケーエス 代表取締役 半田　勝彦 大阪市淀川区新高1-8-17 その他の保守管理業
浄水場、処理場等に設置する自動採水装置の製作及び据付工事。
下水管渠内に設置する流量計、フリューム等の製作及び据付工事。
上記点検及び修理。下水流量調査。

県外

NDネットサービス（有） 代表取締役 鈴木　宏隆 大阪府堺市堺区神南辺町二丁90-5 飲料水貯水槽清掃業 県外

NDネットサービス（有） 代表取締役 鈴木　宏隆 大阪府堺市堺区神南辺町二丁90-5 その他の保守管理業
貯水槽清掃、配水池等上水道施設の点検・保守、漏水調査、水草刈
取、上水道施設（配水池・浄水池等）における潜水士・ロボットによる
不断水保守点検、調査、修繕

県外

荏原商事（株） 代表取締役 島田　薫 東京都中央区日本橋茅場町3-9-10 能登支店 その他の保守管理業 上下水道設備の保守管理（保守点検・維持管理・運転管理） 県外

（株）エフウォーターマネジメント 代表取締役 岡本　伸康 滋賀県大津市中央1-6-11 石川事務所 その他の保守管理業
上下水道施設の運転、維持管理業務。上下水道管TVカメラ調査、そ
の他調査。水質調査・分析。

県外

（株）オキシー 代表取締役 池田　成克 石川県河北郡内灘町字鶴ヶ丘2-710 清掃業 県内

（株）オキシー 代表取締役 池田　成克 石川県河北郡内灘町字鶴ヶ丘2-710 飲料水貯水槽清掃業 県内

（株）オキシー 代表取締役 池田　成克 石川県河北郡内灘町字鶴ヶ丘2-710 浄化槽維持管理業 県内

（株）オキシー 代表取締役 池田　成克 石川県河北郡内灘町字鶴ヶ丘2-710 その他の保守管理業 建築物排水管清掃業務 県内

沖電気工業（株） 代表取締役社長執行役員 鎌上　信也 東京都港区虎ノ門1-7-12 北陸支店 その他の保守管理業
電気・通信用機器類保守（電話機、無線機、電子交換機、防災行政
無線装置、消防指令台、遠方監視装置など）、電子計算機器類保
守、精密機器類保守

県外

小矢部浄化（株） 代表取締役 高野　邦弘 富山県小矢部市八和町10-32 飲料水貯水槽清掃業 県外

小矢部浄化（株） 代表取締役 高野　邦弘 富山県小矢部市八和町10-32 産業廃棄物収集運搬業 県外

小矢部浄化（株） 代表取締役 高野　邦弘 富山県小矢部市八和町10-32 その他の保守管理業
上水道施設保守管理（水槽、浄水場、配水池等の清掃・点検調査）、
下水道施設保守管理（管渠、桝等の清掃・調査・管更生）、道路・側
溝・池・河川・暗渠・消雪管・井戸等清掃調査）、ろ材・活性炭入替

県外
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商号又は名称 役職名 代表者名 住所 委任先名称 業種 備考 区分

（株）ガード北陸 代表取締役 道場　義美 石川県小松市日の出町4-232 警備業 県内

かがつうシステム（株） 代表取締役 野崎　雅暉 石川県金沢市東蚊爪町1-9-1 電話設備保守管理業 県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 空気環境測定業 県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 飲料水貯水槽清掃業 県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 空調設備保守管理業 県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 消防設備保守管理業 県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 電気設備保守管理業 県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 電話設備保守管理業 県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 昇降機保守管理業 県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 設備機器運転監視業 県内

（株）柿本商会 代表取締役 柿本　自如 石川県金沢市藤江南2-28 その他の保守管理業
消融雪設備、機械設備等の運転管理、維持管理、保守管理業、通
信・監視設備等の運転管理、維持管理、保守管理業、上・下水道施
設、雨水施設等の運転管理、維持管理、保守管理業

県内

（有）鹿島建物管理 取締役 宮下　和仁 石川県七尾市魚町97 清掃業 県内

（有）鹿島建物管理 取締役 宮下　和仁 石川県七尾市魚町97 空調設備保守管理業 県内

（有）鹿島建物管理 取締役 宮下　和仁 石川県七尾市魚町97 消防設備保守管理業 県内

（有）鹿島建物管理 取締役 宮下　和仁 石川県七尾市魚町97 その他の保守管理業 危険物地下タンク点検清掃業務、防火対象物点検業 県内

（株）金沢環境サービス公社 代表取締役 平嶋　進 石川県金沢市御影町23-10 空気環境測定業 県内

（株）金沢環境サービス公社 代表取締役 平嶋　進 石川県金沢市御影町23-10 飲料水貯水槽清掃業 県内

（株）金沢環境サービス公社 代表取締役 平嶋　進 石川県金沢市御影町23-10 浄化槽維持管理業 県内

（株）金沢環境サービス公社 代表取締役 平嶋　進 石川県金沢市御影町23-10 産業廃棄物収集運搬業 県内

（株）金沢環境サービス公社 代表取締役 平嶋　進 石川県金沢市御影町23-10 その他の保守管理業
環境計量証明及び各種分析、下水処理施設管理、給・排水管洗浄
業務、下水道管路テレビカメラ調査、下水道管路清掃

県内

金沢市清掃（株） 代表取締役 塗師岡　治 石川県金沢市東力2-47-48 飲料水貯水槽清掃業 県内

金沢市清掃（株） 代表取締役 塗師岡　治 石川県金沢市東力2-47-48 浄化槽維持管理業 県内

金沢市清掃（株） 代表取締役 塗師岡　治 石川県金沢市東力2-47-48 産業廃棄物収集運搬業 県内

金沢市清掃（株） 代表取締役 塗師岡　治 石川県金沢市東力2-47-48 その他の保守管理業
公共施設・道路・地下道の清掃業、下水道管路施設及び処理施設
の清掃業、下水道管渠点検及び調査、重油タンク等・給排水管清掃

県内

（株）加能建物管理 代表取締役 仲島　圭二 石川県金沢市東力4-33-2 七尾営業所 清掃業 県内

（株）加能建物管理 代表取締役 仲島　圭二 石川県金沢市東力4-33-2 七尾営業所 空気環境測定業 県内

（株）加能建物管理 代表取締役 仲島　圭二 石川県金沢市東力4-33-2 七尾営業所 ねずみ昆虫等防除業 県内

（株）加能建物管理 代表取締役 仲島　圭二 石川県金沢市東力4-33-2 七尾営業所 飲料水貯水槽清掃業 県内

（株）加能建物管理 代表取締役 仲島　圭二 石川県金沢市東力4-33-2 七尾営業所 その他の保守管理業 地下タンク点検業務 県内

河北郡衛生（株） 代表取締役 蔵岡　修 石川県かほく市高松丁90-1 飲料水貯水槽清掃業 県内

河北郡衛生（株） 代表取締役 蔵岡　修 石川県かほく市高松丁90-1 浄化槽維持管理業 県内

河北郡衛生（株） 代表取締役 蔵岡　修 石川県かほく市高松丁90-1 産業廃棄物収集運搬業 県内

河北郡衛生（株） 代表取締役 蔵岡　修 石川県かほく市高松丁90-1 その他の保守管理業
公共下水道処理施設維持管理業務、公共下水道管路調査業務、公
共下水道管路清掃業務、側溝清掃業務、汚水槽清掃業務

県内

川重冷熱工業（株） 代表取締役社長 篠原　進 滋賀県草津市青地町1000 金沢支店 空調設備保守管理業 県外

（株）カンエイメンテナンス 代表取締役 山田　正巳 埼玉県行田市桜町1-6-10 新潟営業所 その他の保守管理業
ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設、リサイクルプラ
ザ、最終処分場、上下水道施設の運転維持管理

県外

環境開発（株） 代表取締役 髙山　盛司 石川県金沢市大桑町上猫下4-7 産業廃棄物収集運搬業

一般廃棄物（金沢市）及び（特別管理）産業廃棄物の収集運搬・処理
業務、環境マネジメントシステムISO14001取得、低濃度ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の無害化処理に係る環境大臣認定取得

県内

（株）環境公害研究センター 代表取締役社長 中田　憲幸 石川県金沢市金石北3-13-17 空気環境測定業 県内

（株）環境公害研究センター 代表取締役社長 中田　憲幸 石川県金沢市金石北3-13-17 浄化槽維持管理業 県内

（株）環境公害研究センター 代表取締役社長 中田　憲幸 石川県金沢市金石北3-13-17 その他の保守管理業
各種環境計量証明事業（煤煙測定、排水検査等）、作業環境測定、
各種分析（廃棄物分析、石綿含有率分析等）

県内

（株）環境日本海サービス公社 代表取締役 浦部　隆博 石川県七尾市昭和町61 浄化槽維持管理業 県内

（株）環境日本海サービス公社 代表取締役 浦部　隆博 石川県七尾市昭和町61 一般廃棄物処理業 県内

（株）環境日本海サービス公社 代表取締役 浦部　隆博 石川県七尾市昭和町61 産業廃棄物収集運搬業 県内

（株）環境日本海サービス公社 代表取締役 浦部　隆博 石川県七尾市昭和町61 その他の保守管理業
建築物排水管清掃、下水道維持管理、カメラ調査、下水道暗渠、側
溝清掃、動物市死骸回収業務、建築物飲料水水質検査、環境計量
証明

県内

キヤノンメディカルシステムズ（株） 代表取締役社長 瀧口　登志夫 栃木県大田原市下石上1385 金沢サービスセンタ その他の保守管理業 医療機器保守・修理 県外

極東開発工業（株） 代表取締役 布原　達也 兵庫県西宮市甲子園ロ6-1-45 その他の保守管理業
ごみ処理施設の運転業務委託（粗大ごみ処理施設、リサイクル施
設、ごみ中継施設、ＲＤＦ施設、バイオガスプラントなど）

県外

極東サービスエンジニアリング（株） 代表取締役 山根　哲 東京都品川区東品川3-15-10 その他の保守管理業 ごみ処理施設の運転管理業務 県外

銀扇産業（株） 代表取締役 石川　邦夫 石川県金沢市駅西本町2-10-23 電気設備保守管理業 県内

銀扇産業（株） 代表取締役 石川　邦夫 石川県金沢市駅西本町2-10-23 その他の保守管理業 消防・防災行政用無線通信設備の保守点検 県内

クボタ環境サービス（株） 代表取締役 三谷　博德 東京都中央区京橋2-1-3 大阪支社 その他の保守管理業 清掃施設の運転管理業務 県外

（株）クリーンテックサービス 代表取締役 伊戸川　健一 石川県金沢市三口町火278 浄化槽維持管理業 県内

（株）クリタス 代表取締役 鎌田　裕久 東京都豊島区南池袋1-11-22 東海支店 その他の保守管理業 上下水道処理施設保守点検、し尿処理施設保守点検 県外

ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2 その他の保守管理業
移動観覧席、ステージ、劇場椅子の保守点検業務、除菌クリーニン
グ、抗菌・抗ウイルス

県外

合同会社　福栄電設 代表 福田　龍生 石川県河北郡内灘町緑台1-130 消防設備保守管理業 県内

（株）コスモガード 代表取締役社長 髙畠　善将 石川県金沢市諸江町32-26 警備業 県内

（株）コスモガード 代表取締役社長 髙畠　善将 石川県金沢市諸江町32-26 機械警備業 県内

（株）コスモリサーチ 代表取締役 築山　邦弘 福岡県福岡市博多区春町2-8-9 大阪支店 その他の保守管理業 上水道漏水調査 県外

米川電気管理事務所 代表 米川　恒夫 輪島市町野町桶戸ロ-14-2 電気設備保守管理業 市内

金剛（株） 代表取締役 田中　稔彦 熊本県熊本市西区上熊本3-8-1 名古屋支店　北陸営業所 その他の保守管理業 電動棚保守点検 県外

（有）再生プラント 代表取締役社長 吉田　雅勝 輪島市河井町6-35-26 浄化槽維持管理業
し尿及び合併処理浄化槽の維持管理及び清掃業務、一般廃棄物の
収集及び運搬処分、し尿汚泥再生処理施設管理業務

市内

（有）再生プラント 代表取締役社長 吉田　雅勝 輪島市河井町6-35-26 一般廃棄物処理業
し尿及び合併処理浄化槽の維持管理及び清掃業務、一般廃棄物の
収集及び運搬処分、し尿汚泥再生処理施設管理業務

市内

沢田エンジニアリング（株） 代表取締役 沢田　隆 輪島市門前町本市25-43 浄化槽維持管理業 市内

沢田エンジニアリング（株） 代表取締役 沢田　隆 輪島市門前町本市25-43 空調設備保守管理業 市内

沢田エンジニアリング（株） 代表取締役 沢田　隆 輪島市門前町本市25-43 産業廃棄物収集運搬業 市内

沢田エンジニアリング（株） 代表取締役 沢田　隆 輪島市門前町本市25-43 その他の保守管理業 下水道処理施設維持管理業 市内

三晃工業（株） 代表取締役 山梶　章 大阪府大阪市大正区鶴町2-15-26 その他の保守管理業 舞台吊物設備保守点検 県外

サンデック（株） 代表取締役 五月女　久勝 石川県金沢市専光寺町ハ52-1 産業廃棄物収集運搬業 県内

サンデック（株） 代表取締役 五月女　久勝 石川県金沢市専光寺町ハ52-1 その他の保守管理業
下水道管渠内清掃、建築物等排水管清掃、側溝河川等清掃、ピット
等油脂分離槽清掃

県内

（株）三百苅管工 代表取締役 三百苅　卓明 石川県珠洲市正院町小路と-55-2 輪島営業所 飲料水貯水槽清掃業 県内

（株）三百苅管工 代表取締役 三百苅　卓明 石川県珠洲市正院町小路と-55-2 輪島営業所 浄化槽維持管理業 県内

（株）三百苅管工 代表取締役 三百苅　卓明 石川県珠洲市正院町小路と-55-2 輪島営業所 空調設備保守管理業 県内
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（株）三百苅管工 代表取締役 三百苅　卓明 石川県珠洲市正院町小路と-55-2 輪島営業所 消防設備保守管理業 県内

（株）三百苅管工 代表取締役 三百苅　卓明 石川県珠洲市正院町小路と-55-2 輪島営業所 その他の保守管理業 地下タンク及び埋設配管漏洩検査 県内

GEヘルスケア・ジャパン（株） 代表取締役 多田　荘一郎 東京都日野市旭が丘4-7-127 北陸支店 その他の保守管理業 医療用機器の保守管理業 県外

（株）島野電機商会 代表取締役 島野　浩司 石川県白山市水島町350 消防設備保守管理業 県内

（有）ジャパンオイルサービス 代表取締役 村田　浩伸 石川県金沢市湊2-191-3 その他の保守管理業 地下タンク等の保守点検及び清掃 県内

伸建工業（株） 代表取締役 小森　秀一 石川県白山市横江町1843-11 空調設備保守管理業 県内

伸建工業（株） 代表取締役 小森　秀一 石川県白山市横江町1843-11 消防設備保守管理業 県内

伸建工業（株） 代表取締役 小森　秀一 石川県白山市横江町1843-11 電気設備保守管理業 県内

伸建工業（株） 代表取締役 小森　秀一 石川県白山市横江町1843-11 設備機器運転監視業 県内

伸建工業（株） 代表取締役 小森　秀一 石川県白山市横江町1843-11 その他の保守管理業
重油等地下タンクの点検、消融雪・機械設備、通信・監視設備、上下
水道施設・雨水施設等の運転管理、維持管理、保守管理業

県内

（株）水機テクノス 代表取締役 古川　徹 東京都世田谷区桜丘5-48-16 名古屋支店 設備機器運転監視業 県外

（株）水機テクノス 代表取締役 古川　徹 東京都世田谷区桜丘5-48-16 名古屋支店 その他の保守管理業 上下水道施設での運転管理業務 県外

水ｉｎｇＡＭ（株） 代表取締役社長 大汐　信光 東京都港区港南1-7-18 北陸営業所 その他の保守管理業
環境衛生施設（上下水道施設、し尿処理施設、埋立処分場等）の維
持管理業務

県外

鈴木管工業（株） 代表取締役 鈴木　啓泰 石川県金沢市尾張町2-9-1 飲料水貯水槽清掃業 県内

鈴木管工業（株） 代表取締役 鈴木　啓泰 石川県金沢市尾張町2-9-1 空調設備保守管理業 県内

鈴木管工業（株） 代表取締役 鈴木　啓泰 石川県金沢市尾張町2-9-1 消防設備保守管理業 県内

鈴木管工業（株） 代表取締役 鈴木　啓泰 石川県金沢市尾張町2-9-1 その他の保守管理業 排水管洗浄、漏水調査、ダクト清掃、グリストラップ清掃 県内

（株）スポーツマックス 代表取締役 兵藤　大二郎 愛知県名古屋市緑区池上台2-37-1 警備業 県外

（株）スポーツマックス 代表取締役 兵藤　大二郎 愛知県名古屋市緑区池上台2-37-1 その他の保守管理業 スポーツ施設管理運営、プール監視業務 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 代表取締役社長 永井　貴徳 東京都品川区西五反田7-10-4 中部支店 その他の保守管理業
上下水道処理・し尿処理・ごみ処理施設等、環境施設の保守・運転・
維持管理業務

県外

（株）セーフティ 代表取締役社長 藤多　謙次 石川県金沢市長田町3-3 清掃業 県内

（株）セーフティ 代表取締役社長 藤多　謙次 石川県金沢市長田町3-3 警備業 県内

（株）セーフティ 代表取締役社長 藤多　謙次 石川県金沢市長田町3-3 空気環境測定業 県内

セコムジャスティック北陸（株） 代表取締役社長 大蔵　良一 石川県金沢市北安江2-15-10 警備業 県内

セコム北陸（株） 代表取締役社長 白井　晃仁 石川県金沢市香林坊2-4-30 警備業 県内

セコム北陸（株） 代表取締役社長 白井　晃仁 石川県金沢市香林坊2-4-30 機械警備業 県内

セコム北陸（株） 代表取締役社長 白井　晃仁 石川県金沢市香林坊2-4-30 消防設備保守管理業 県内

セントラルメディカル（株） 代表取締役 小泉　泰之 石川県金沢市西念3-1-5 その他の保守管理業 医療用ガス配管設備の保守点検業務 県内

（株）総合保健センター 代表取締役 市原　壽 岐阜県可児市川合136-8 金沢事業所 空気環境測定業 県外

第一電機工業（株） 代表取締役 瀬戸　和夫 石川県金沢市森戸1-166 空調設備保守管理業 県内

第一電機工業（株） 代表取締役 瀬戸　和夫 石川県金沢市森戸1-166 消防設備保守管理業 県内

第一電機工業（株） 代表取締役 瀬戸　和夫 石川県金沢市森戸1-166 電気設備保守管理業 県内

第一美装興業（株） 代表取締役 政浦　芳典 石川県七尾市本府中町チ-32-5 清掃業 県内

第一美装興業（株） 代表取締役 政浦　芳典 石川県七尾市本府中町チ-32-5 空気環境測定業 県内

第一美装興業（株） 代表取締役 政浦　芳典 石川県七尾市本府中町チ-32-5 ねずみ昆虫等防除業 県内

第一美装興業（株） 代表取締役 政浦　芳典 石川県七尾市本府中町チ-32-5 飲料水貯水槽清掃業 県内

第一美装興業（株） 代表取締役 政浦　芳典 石川県七尾市本府中町チ-32-5 空調設備保守管理業 県内

第一美装興業（株） 代表取締役 政浦　芳典 石川県七尾市本府中町チ-32-5 消防設備保守管理業 県内

第一美装興業（株） 代表取締役 政浦　芳典 石川県七尾市本府中町チ-32-5 産業廃棄物収集運搬業 県内

第一美装興業（株） 代表取締役 政浦　芳典 石川県七尾市本府中町チ-32-5 その他の保守管理業 危険物地下タンク点検清掃業務 県内

ダイダン（株） 取締役社長 藤澤　一郎 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-25 北陸支店 空調設備保守管理業 県外

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 石川県金沢市南町2-1 清掃業 県内

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 石川県金沢市南町2-1 警備業 県内

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 石川県金沢市南町2-1 空気環境測定業 県内

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 石川県金沢市南町2-1 ねずみ昆虫等防除業 県内

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 石川県金沢市南町2-1 飲料水貯水槽清掃業 県内

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 石川県金沢市南町2-1 空調設備保守管理業 県内

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 石川県金沢市南町2-1 消防設備保守管理業 県内

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 石川県金沢市南町2-1 電気設備保守管理業 県内

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 石川県金沢市南町2-1 設備機器運転監視業 県内

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 石川県金沢市南町2-1 その他の保守管理業
受付業務、サービスカウンター業務、電話交換業務、除草・剪定・植
栽管理業務

県内

大和電建（株） 代表取締役 髙村　文能 福井県福井市開発1-101 金沢営業所 消防設備保守管理業 県外

大和電建（株） 代表取締役 髙村　文能 福井県福井市開発1-101 金沢営業所 その他の保守管理業 駐車場管理装置保守管理業 県外

中部ビル管理（株） 代表取締役 東郷　裕司 石川県金沢市片町2-2-15 清掃業 県内

中部ビル管理（株） 代表取締役 東郷　裕司 石川県金沢市片町2-2-15 空気環境測定業 県内

中部ビル管理（株） 代表取締役 東郷　裕司 石川県金沢市片町2-2-15 ねずみ昆虫等防除業 県内

中部ビル管理（株） 代表取締役 東郷　裕司 石川県金沢市片町2-2-15 飲料水貯水槽清掃業 県内

テスコ（株） 代表取締役 高橋　久治 東京都千代田区西神田1-4-5 その他の保守管理業 廃棄物処理施設運転維持管理業務 県外

東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 金沢支店 電気設備保守管理業 県外

東芝インフラシステムズ（株） 代表取締役社長 今野　貴之 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 金沢支店 その他の保守管理業
上下水道施設の点検・運転・維持・管理・監視・保全・運営委託に関
わる業務

県外

東芝エレベータ（株） 代表取締役 柳瀬　悟郎 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 北陸支店 昇降機保守管理業 県外

東洋警備保障（株） 代表取締役 上田　絋詩 石川県金沢市小坂町北214 警備業 県内

東洋警備保障（株） 代表取締役 上田　絋詩 石川県金沢市小坂町北214 機械警備業 県内

（株）トスマク・アイ 代表取締役 藤井　雅之 石川県白山市村井町330 清掃業 県内

（株）トスマク・アイ 代表取締役 藤井　雅之 石川県白山市村井町330 飲料水貯水槽清掃業 県内

（株）トスマク・アイ 代表取締役 藤井　雅之 石川県白山市村井町330 浄化槽維持管理業 県内

（株）トスマク・アイ 代表取締役 藤井　雅之 石川県白山市村井町330 空調設備保守管理業 県内

（株）トスマク・アイ 代表取締役 藤井　雅之 石川県白山市村井町330 消防設備保守管理業 県内

（株）トスマク・アイ 代表取締役 藤井　雅之 石川県白山市村井町330 電気設備保守管理業 県内

（株）トスマク・アイ 代表取締役 藤井　雅之 石川県白山市村井町330 設備機器運転監視業 県内

（株）トスマク・アイ 代表取締役 藤井　雅之 石川県白山市村井町330 産業廃棄物収集運搬業 県内

（株）トスマク・アイ 代表取締役 藤井　雅之 石川県白山市村井町330 その他の保守管理業

産業廃棄物処分業、下水道終末処理施設保守管理業（農業集落排
水処理施設含む）、下水道管路施設保守管理業、浄水・上水道施設
保守管理業、公共施設管理、排水管清掃業、各施設維持管理点検
調査清掃等委託業務

県内

鳥羽システム（株） 代表取締役 金盛　一秀 富山県富山市窪本町1-15 石川支店 空調設備保守管理業 県外

冨木医療器（株） 代表取締役 冨木　隆夫 石川県金沢市問屋町2-46 その他の保守管理業 医療機器等保守管理 県内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 清掃業 市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 警備業 市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 空気環境測定業 市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 ねずみ昆虫等防除業 市内
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トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 飲料水貯水槽清掃業 市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 浄化槽維持管理業 市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 空調設備保守管理業 市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 消防設備保守管理業 市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 電気設備保守管理業 市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 昇降機保守管理業 市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 設備機器運転監視業 市内

トランスポートサービス（株） 代表取締役 上田　義雄 輪島市小伊勢町下島田14-2 その他の保守管理業
地下タンク漏洩検査及び清掃、排水管洗浄、消火器廃棄、業務用冷
凍空調機器漏洩点検

市内

長野ポンプ（株） 代表取締役 長野　幸浩 石川県金沢市浅野本町ロ145 消防設備保守管理業 県内

ナブコドア（株） 代表取締役社長 三木　敏生 大阪府大阪市西区西本町1-12-22 北陸支店 その他の保守管理業 自動ドア設備、保守点検業務 県外

（株）ニジイロクリエイト 代表取締役 青木　裕江 石川県金沢市北間町イ47-1 その他の保守管理業
環境計量証明事業、工場排水水質分析、環境水水質分析、地下水
水質分析、プール水水質検査、浴槽水水質検査、学校教室の騒音、
照度測定、食品微生物検査、食品衛生拭き取り検査など

県内

（株）西日本環境 代表取締役 溝口　立子 兵庫県神戸市長田区長田町7-3-2 その他の保守管理業 火葬残骨灰処理委託業務 県外

（株）西原環境 代表取締役 西原　幸志 東京都港区海岸3-20-20 東京・東北支店 その他の保守管理業 水処理施設の保守点検及び維持管理業務 県外

（株）西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 東京都港区芝浦3-6-18　西原ビル2階 金沢営業所 浄化槽維持管理業 県外

日栄商事（株） 代表取締役社長 中村　哲郎 石川県金沢市南新保町ロ35 空調設備保守管理業 県内

日本オーチス・エレベータ（株） 代表取締役 山上　浩 東京都文京区本駒込2-28-8 北陸支店 昇降機保守管理業 県外

日本海警備保障（株） 代表取締役 髙見　太郎 石川県金沢市福増町北1377-2 警備業 県内

日本海警備保障（株） 代表取締役 髙見　太郎 石川県金沢市福増町北1377-2 機械警備業 県内

日本海ビューティ（株） 代表取締役 高田　大地 石川県羽咋郡志賀町高浜町ケ-1-25 清掃業 県内

日本海ビューティ（株） 代表取締役 高田　大地 石川県羽咋郡志賀町高浜町ケ-1-25 空気環境測定業 県内

日本海ビューティ（株） 代表取締役 高田　大地 石川県羽咋郡志賀町高浜町ケ-1-25 ねずみ昆虫等防除業 県内

日本海ビューティ（株） 代表取締役 高田　大地 石川県羽咋郡志賀町高浜町ケ-1-25 飲料水貯水槽清掃業 県内

日本海ビルサービス（株） 代表取締役社長 東郷　博樹 石川県金沢市増泉3-12-29 清掃業 県内

日本海ビルサービス（株） 代表取締役社長 東郷　博樹 石川県金沢市増泉3-12-29 空気環境測定業 県内

日本海ビルサービス（株） 代表取締役社長 東郷　博樹 石川県金沢市増泉3-12-29 ねずみ昆虫等防除業 県内

日本海ビルサービス（株） 代表取締役社長 東郷　博樹 石川県金沢市増泉3-12-29 飲料水貯水槽清掃業 県内

ネオ工業（株） 代表取締役 津田　和定 石川県金沢市粟崎町3-207 空調設備保守管理業 県内

ネオ工業（株） 代表取締役 津田　和定 石川県金沢市粟崎町3-207 消防設備保守管理業 県内

ノダック（株） 代表取締役 三門　克彰 埼玉県さいたま市南区文蔵3-28-6 中部事業所 飲料水貯水槽清掃業 県外

ノダック（株） 代表取締役 三門　克彰 埼玉県さいたま市南区文蔵3-28-6 中部事業所 その他の保守管理業
貯水槽清掃、配水池等上水道施設の清掃・点検・保守、漏水調査、
水草刈取

県外

（有）能登浄化槽管理センター 代表取締役 道下　照王 石川県珠洲市野々江町キ-3-4 浄化槽維持管理業 県内

能登綜合サービス（株） 代表取締役 舘島　宏和 石川県七尾市池崎町れ-23-1 清掃業 県内

能登綜合サービス（株） 代表取締役 舘島　宏和 石川県七尾市池崎町れ-23-1 空気環境測定業 県内

能登綜合サービス（株） 代表取締役 舘島　宏和 石川県七尾市池崎町れ-23-1 ねずみ昆虫等防除業 県内

能登綜合サービス（株） 代表取締役 舘島　宏和 石川県七尾市池崎町れ-23-1 飲料水貯水槽清掃業 県内

ハイウェイ・リバーメンテナンス（株） 代表取締役 西山　勇 石川県金沢市松島町17 その他の保守管理業 道路維持管理業務（清掃・除草等） 県内

パナソニックLＳエンジニアリング（株） 代表取締役 藤井　和夫 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 中部支店 消防設備保守管理業 県外

パナソニックLＳエンジニアリング（株） 代表取締役 藤井　和夫 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 中部支店 電気設備保守管理業 県外

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 代表取締役社長 片倉　達夫 東京都中央区銀座8-21-1 中日本社 その他の保守管理業
電気・通信設備機器保守管理、音響・映像設備機器保守管理、パソ
コン・ネットワーク設備機器保守管理

県外

（株）日立製作所 執行役社長 小島　啓二 東京都千代田区丸の内1-6-6 金沢支店 その他の保守管理業 設備台帳システム 県外

（株）日立ビルシステム 取締役社長 光冨　眞哉 東京都千代田区神田淡路町2-101 北陸支社 空調設備保守管理業 県外

（株）日立ビルシステム 取締役社長 光冨　眞哉 東京都千代田区神田淡路町2-101 北陸支社 昇降機保守管理業 県外

（株）ビナン 代表取締役 生口　隆司 石川県金沢市寺中町イ91-4 消防設備保守管理業 県内

（有）ファースト美装 代表取締役 中田　豊康 石川県七尾市矢田町5-239-4 清掃業 県内

（有）ファースト美装 代表取締役 中田　豊康 石川県七尾市矢田町5-239-4 空気環境測定業 県内

（有）ファースト美装 代表取締役 中田　豊康 石川県七尾市矢田町5-239-4 ねずみ昆虫等防除業 県内

（有）ファースト美装 代表取締役 中田　豊康 石川県七尾市矢田町5-239-4 飲料水貯水槽清掃業 県内

（有）ファースト美装 代表取締役 中田　豊康 石川県七尾市矢田町5-239-4 その他の保守管理業 レンタルマット 県内

福井県環境保全協業組合 理事長 二木　和則 福井県福井市角折町8-3 空気環境測定業 県外

福井県環境保全協業組合 理事長 二木　和則 福井県福井市角折町8-3 その他の保守管理業
環境計量証明事業、飲料水水質検査、作業環境測定、その他の分
析、簡易専用水検査

県外

（有）フゲシ環境サービス 取締役 沢田　隆 輪島市門前町本市25-43 浄化槽維持管理業 市内

（有）富士製油 代表取締役 藤岡　玲二 石川県金沢市湊1-11 その他の保守管理業 危険物地下タンク等気密検査・内部清掃 県内

富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役社長 志真　哲夫 神奈川県横浜市西区高島1-1-2 北陸支店 電話設備保守管理業 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 代表取締役社長 志真　哲夫 神奈川県横浜市西区高島1-1-2 北陸支店 その他の保守管理業 電気通信設備及び付帯設備の点検・維持管理・保守 県外

フジテック（株） 代表取締役社長 内山　高一 東京都港区白金1-17-3 北信越支店 昇降機保守管理業 県外

藤本電機（株） 代表取締役 林　悟志 石川県七尾市つつじが浜1-63 消防設備保守管理業 県内

（有）芙蓉クリーンサービス 代表取締役 舘島　豊晴 石川県金沢市神田1-25-10 清掃業 県内

（有）芙蓉クリーンサービス 代表取締役 舘島　豊晴 石川県金沢市神田1-25-10 空気環境測定業 県内

（有）芙蓉クリーンサービス 代表取締役 舘島　豊晴 石川県金沢市神田1-25-10 ねずみ昆虫等防除業 県内

（有）芙蓉クリーンサービス 代表取締役 舘島　豊晴 石川県金沢市神田1-25-10 飲料水貯水槽清掃業 県内

（有）芙蓉クリーンサービス 代表取締役 舘島　豊晴 石川県金沢市神田1-25-10 空調設備保守管理業 県内

（有）芙蓉クリーンサービス 代表取締役 舘島　豊晴 石川県金沢市神田1-25-10 消防設備保守管理業 県内

（有）芙蓉クリーンサービス 代表取締役 舘島　豊晴 石川県金沢市神田1-25-10 電気設備保守管理業 県内

（有）芙蓉クリーンサービス 代表取締役 舘島　豊晴 石川県金沢市神田1-25-10 設備機器運転監視業 県内

ホクシン工業（株） 代表取締役社長 北川　義信 石川県金沢市神田1-13-1 ホクシン工業（株） その他の保守管理業
下水道維持管理業務（清掃・ＴＶカメラ調査・補修・止水・管更生）、道
路・側溝・河川・水路・池清掃業務

県内

北信テレネックス（株） 代表取締役 棒田　優 石川県金沢市小橋町3-47 消防設備保守管理業 県内

北信テレネックス（株） 代表取締役 棒田　優 石川県金沢市小橋町3-47 電話設備保守管理業 県内

（株）ほくつう 代表取締役社長 早川　信之 石川県金沢市問屋町1-65 消防設備保守管理業 県内

（株）ほくつう 代表取締役社長 早川　信之 石川県金沢市問屋町1-65 電話設備保守管理業 県内

（株）ほくつう 代表取締役社長 早川　信之 石川県金沢市問屋町1-65 その他の保守管理業

消雪装置制御機保守点検、無線施設保守点検、電気通信設備保守
点検、防災管理保守点検、防犯設備保守点検、コンピュータ設備保
守点検、テレビ共同受信設備保守点検、有線テレビジョン放送保守
点検、音響・映像設備保守点検、非常警報設備保守点検、テレメー
タ設備保守点検

県内

北陸環境衛生（株） 代表取締役 酒井　壮司 石川県金沢市小坂町西22 清掃業 県内

北陸環境衛生（株） 代表取締役 酒井　壮司 石川県金沢市小阪町西22 空気環境測定業 県内

北陸環境衛生（株） 代表取締役 酒井　壮司 石川県金沢市小阪町西22 ねずみ昆虫等防除業 県内

北陸環境衛生（株） 代表取締役 酒井　壮司 石川県金沢市小阪町西22 飲料水貯水槽清掃業 県内
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北陸環境衛生（株） 代表取締役 酒井　壮司 石川県金沢市小阪町西22 その他の保守管理業
上下水道処理装置・水泳プール循環ろ過装置・浴場循環ろ過装置・
除鉄装置及び噴水装置保守点検、文化財虫菌害防除

県内

北陸綜合警備保障（株） 代表取締役社長 森本　昇 石川県金沢市松島1-41 警備業 県内

北陸綜合警備保障（株） 代表取締役社長 森本　昇 石川県金沢市松島1-41 機械警備業 県内

北陸綜合ビル管理（株） 代表取締役 西田　孝志 石川県金沢市新保本4-26-1 清掃業 県内

北陸綜合ビル管理（株） 代表取締役 西田　孝志 石川県金沢市新保本4-26-1 警備業 県内

北陸綜合ビル管理（株） 代表取締役 西田　孝志 石川県金沢市新保本4-26-1 空気環境測定業 県内

北陸綜合ビル管理（株） 代表取締役 西田　孝志 石川県金沢市新保本4-26-1 ねずみ昆虫等防除業 県内

北陸綜合ビル管理（株） 代表取締役 西田　孝志 石川県金沢市新保本4-26-1 飲料水貯水槽清掃業 県内

北陸綜合ビル管理（株） 代表取締役 西田　孝志 石川県金沢市新保本4-26-1 空調設備保守管理業 県内

北陸綜合ビル管理（株） 代表取締役 西田　孝志 石川県金沢市新保本4-26-1 消防設備保守管理業 県内

北陸綜合ビル管理（株） 代表取締役 西田　孝志 石川県金沢市新保本4-26-1 電気設備保守管理業 県内

北陸綜合ビル管理（株） 代表取締役 西田　孝志 石川県金沢市新保本4-26-1 設備機器運転監視業 県内

北陸綜合ビル管理（株） 代表取締役 西田　孝志 石川県金沢市新保本4-26-1 その他の保守管理業 油タンク等清掃、飲料水用給水管防錆剤滅菌業務、給排水管清掃 県内

（株）北陸綜合防災センター 代表取締役社長 藤井　外美男 石川県金沢市上安原町934 警備業 県内

（株）北陸綜合防災センター 代表取締役社長 藤井　外美男 石川県金沢市上安原町934 消防設備保守管理業 県内

北陸フジクリーン（株） 代表取締役 元井　健太郎 富山県富山市塚原6-1 金沢営業所 浄化槽維持管理業 県外

北菱電興（株） 取締役社長 小倉　一郎 石川県金沢市古府3-12 空調設備保守管理業 県内

北菱電興（株） 取締役社長 小倉　一郎 石川県金沢市古府3-12 消防設備保守管理業 県内

北菱電興（株） 取締役社長 小倉　一郎 石川県金沢市古府3-12 電気設備保守管理業 県内

北研エンジニアリング（株） 代表取締役 中野　義久 石川県金沢市松島3-79 七尾支店 飲料水貯水槽清掃業 県内

北研エンジニアリング（株） 代表取締役 中野　義久 石川県金沢市松島3-79 七尾支店 浄化槽維持管理業 県内

北研エンジニアリング（株） 代表取締役 中野　義久 石川県金沢市松島3-79 七尾支店 空調設備保守管理業 県内

北研エンジニアリング（株） 代表取締役 中野　義久 石川県金沢市松島3-79 七尾支店 消防設備保守管理業 県内

北研エンジニアリング（株） 代表取締役 中野　義久 石川県金沢市松島3-79 七尾支店 その他の保守管理業
上下水道等処理施設維持管理、給水管洗浄、冷媒配管・温泉管等
洗浄業務、簡易水道施設の維持管理、漏水調査

県内

北興建設（株） 代表取締役 井戸谷　信一 石川県金沢市打木町東1407 その他の保守管理業
下水道維持管理業務（地下に埋設された管渠の調査、清掃、修繕・
改築及び維持管理。保守・点検業務、木根・モルタル等の除去。側溝
及び水路等の浚渫及び清掃。）

県内

（株）本田商会 代表取締役 柴　達也 石川県金沢市増泉2-19-10 消防設備保守管理業 県内

丸三製薬バイオテック（株） 代表取締役 藤井　健太郎 富山県富山市南央町3-37 金沢支店 清掃業 県外

丸三製薬バイオテック（株） 代表取締役 藤井　健太郎 富山県富山市南央町3-37 金沢支店 空気環境測定業 県外

丸三製薬バイオテック（株） 代表取締役 藤井　健太郎 富山県富山市南央町3-37 金沢支店 ねずみ昆虫等防除業 県外

（株）丸山製作所 代表取締役 丸山　龍元 石川県金沢市福増町北204-13 昇降機保守管理業 県内

丸和電業（株） 代表取締役 中西　英文 石川県金沢市松島1-36 その他の保守管理業 舞台装置・吊物・音響・照明の保守点検 県内

三池製錬（株） 代表取締役 德一　博之 福岡県大牟田市新開町2-1 その他の保守管理業
産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業、低濃度PCB廃棄
物の無害化処理

県外

（有）三崎防災設備工業 代表取締役 奥濱　勇信 石川県珠洲市三崎町寺家子-190 消防設備保守管理業 県内

三谷産業（株） 取締役社長 三谷　忠照 石川県金沢市玉川町1-5 空調設備保守管理業 県内

三谷産業（株） 取締役社長 三谷　忠照 石川県金沢市玉川町1-5 消防設備保守管理業 県内

三谷産業（株） 取締役社長 三谷　忠照 石川県金沢市玉川町1-5 その他の保守管理業 給排水衛生設備保守管理業 県内

三菱電機ビルテクノサービス（株） 代表取締役 林　美克 東京都千代田区有楽町1-7-1 金沢支店 空調設備保守管理業 県外

三菱電機ビルテクノサービス（株） 代表取締役 林　美克 東京都千代田区有楽町1-7-1 金沢支店 昇降機保守管理業 県外

（株）明電エンジニアリング 取締役社長 栗原　克己 東京都品川区大崎3-7-9 北陸営業所 電気設備保守管理業 県外

（株）大和環境分析センター 代表取締役 音頭　栄美子 石川県金沢市小坂町中18-4 空気環境測定業 県内

（株）大和環境分析センター 代表取締役 音頭　栄美子 石川県金沢市小坂町中18-4 その他の保守管理業 飲料水水質検査 県内

ヤマハサウンドシステム（株） 代表取締役 武田　信次郎 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 名古屋営業所 その他の保守管理業 （市民会館・文化会館等の）音響設備保守管理 県外

（株）米沢エナジーマネジメントサービス 代表取締役 上田　学 石川県金沢市進和町28 電気設備保守管理業 県内

米沢電気工事（株） 代表取締役社長 上田　学 石川県金沢市進和町32 空調設備保守管理業 県内

米沢電気工事（株） 代表取締役社長 上田　学 石川県金沢市進和町32 消防設備保守管理業 県内

米沢電気工事（株） 代表取締役社長 上田　学 石川県金沢市進和町32 電気設備保守管理業 県内

米沢電気工事（株） 代表取締役社長 上田　学 石川県金沢市進和町32 電話設備保守管理業 県内

米沢電気工事（株） 代表取締役社長 上田　学 石川県金沢市進和町32 設備機器運転監視業 県内

輪島衛生協同組合 理事長 中山　勇人 輪島市宅田町22-18 浄化槽維持管理業
し尿及び合併処理浄化槽の維持管理及び清掃業務、一般廃棄物の
収集及び運搬処分、し尿汚泥再生処理施設管理業務

市内

輪島衛生協同組合 理事長 中山　勇人 輪島市宅田町22-18 一般廃棄物処理業
し尿及び合併処理浄化槽の維持管理及び清掃業務、一般廃棄物の
収集及び運搬処分、し尿汚泥再生処理施設管理業務

市内


