
電話番号
FAX番号

001151
㈱アースクリーン２１

代表取締役　原田　義夫

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所

0766-84-6648

0766-84-3650
射水市寺塚原905-3

建掃
廃般

主として請け負う業務等

害虫 他掃

＜市内＞
平成30年7月1日現在

調漏管配
人材

浄掃 管浄 管施 管樹
運送

貯掃
廃資 廃他

外掃
廃産

水掃

廃産
002967

㈱アース・コーポレーション　射水支店 0766-56-7890
射水市入会地字東笹鎌野2-1

管施

業務執行役員　柴田　孝吉 0766-56-7895

代表取締役社長　永束　要祐 0766-56-8811
001153

アースコンサル㈱ 0766-56-1180
射水市戸破8-17

測量 土コ 調ダ 調検 調騒 調ア 意識 調他

代表取締役　久野　久暢 0766-56-0875
002832

㈲相和興業 0766-56-0868
射水市黒河5088-2

外掃

代表取締役　青山　渉 0766-84-5512
002793

㈱青山組 0766-84-5577
射水市津幡江605

水掃 調漏

003349
㈱赤井建設 0766-86-0071

射水市海老江七軒1491
企看

代表取締役　赤井　孝之 0766-86-4106

001166
朝日コンサルタンツ㈱　射水支店 0766-52-7820

射水市新開発87
測量 土コ 補コ

002795
㈱赤井管機 0766-86-0805

射水市本江針山151
管配

代表取締役　赤井　英雄 0766-86-1509

002529
㈱荒木運輸 0766-84-5521

射水市松木335
廃般

支店長　大居　亮 0766-52-7821

002799
アロ交易㈱ 0766-84-2991

射水市本町3-19-16
管配

代表取締役　荒木　一義 0766-84-9002

003053
㈲アワエ電工 0766-52-3795

射水市島1327
管電 管灯

代表取締役　砂子阪　和夫 0766-84-2992

代表取締役　粟江　健二 0766-52-6698

002448
和泉産業㈱ 0766-86-0232

射水市片口38
外掃 害虫 管樹 管他

代表　伊勢　幸夫 0766-56-2476
003794

伊勢建築事務所 0766-73-2122
射水市戸破1299-5

建コ

代表取締役　岸　省悟 0766-86-2269

003068
㈲イナダ電機 0766-55-1202

射水市三ケ20
管電 管灯

林　博 0766-52-5804
001636

一級建築士事務所　林博アトリエ 0766-52-5803
射水市小島3946

建コ

代表取締役　稲田　忠則 0766-55-1970
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成30年7月1日現在

0766-52-0386

003764
射水市管工事業協同組合 0766-55-8007

射水市三ケ1532-2
他

001183
射水工業㈱ 0766-52-0336

射水市二口2487-1
外掃

代表取締役　吉田  寛之

003521
いみず野農業協同組合 0766-52-0023

射水市北野1555-1
車整 旅行

理事長　道古  伸夫 0766-55-8717

002796
岩井設備工業 0766-86-1848

射水市浜開新町9-1
他掃 管調 管配

代表理事組合長　水元　睦雄 0766-52-5955

001192
㈱エイ・テック　射水営業所 0766-52-8055

射水市あおば台1-48
測量 土コ 調埋 意識 調他 企他 写製

岩井　勝彦 0766-86-1848

001208
海老建築設計事務所 0766-84-3735

射水市松木894-3
建コ

所長　川淵　久志 0766-52-8056

003472
㈱エビスコーポレーション 0766-51-6088

射水市小島21-6
害虫

所長　海老　正博 0766-84-3799

002531
エムアールテクノサービス㈱　小杉支店 0766-56-9256

射水市三ケ2729-1
建掃 外掃 旅行 運行 人材

代表取締役　高田  大介 0766-51-6089

003166
大澤電気管理事務所 0766-86-2129

射水市新片町5-100
管電

取締役支店長　作道　尚信 0766-56-9256

003188
㈱大谷工業　富山営業所 0766-56-2323

射水市戸破3456
管電

大澤　国 0766-86-2129

003335
岡山県貨物運送㈱　富山営業所 0766-55-4811

射水市大江1621-1
運送

所長　西出　俊樹 0766-56-6230

002593
㈱雄川コンサルタンツ　射水支店 0766-52-7860

射水市若杉210
測量 土コ 補コ

所長　植田　茂男 0766-55-4810

001215
奥村公一級建築士事務所 0766-82-5732

射水市沖塚原336
建コ 土コ

支店長　福田　良一 0766-52-7861

001217
㈱織田 0766-55-0104

射水市戸破4112-1
管配

代表　奥村　公 0766-82-5792

002770
海王交通㈱ 0766-82-6227

射水市本町3-16-3
運行

代表取締役　織田　寿一 0766-55-1896

代表取締役　福田　剛平 0766-82-6229
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成30年7月1日現在

003216
加州建設㈱　富山支店 0766-56-4344

射水市流通センター青井谷１-2-1
外掃

廃産 廃資
002747

金原開発㈱ 0766-84-3333

支店長　稲葉　謙介 0766-56-5991

水掃 貯掃 管樹
002701

川原工業㈱ 0766-52-1112
射水市上条357-1

外掃

取締役社長　川原　和明 0766-52-2468

001246
北建コンサル㈱　射水支店 0766-55-8003

射水市戸破若宮3160-1
測量 建コ 土コ 補コ

射水市沖塚原134
廃般

代表取締役　山下　章 0766-84-4843

003292
北日本電設工業㈱ 0766-56-6337

射水市戸破字加茂1825
管消 管調 管電 管灯

支店長　鷲北　慎一 0766-55-8008

001253
北野建築設計事務所 0766-84-2339

射水市中新湊6-26
建コ

代表取締役　山道　茂 0766-56-6362

002794
㈱北野テック 0766-84-4123

射水市善光寺28-16
管調 管配

所長　北野　敏夫 0766-84-2339

003471
㈲共伸工業　富山事業所 0766-55-2371

射水市大江168-1
他

代表取締役　北野　文男 0766-84-1418

001266
㈱協和　射水支店 0766-54-1580

射水市布目沢772-2
測量 建コ 土コ 地質 補コ

所長　渡辺  淳一 0766-55-2210

001273
㈱倉田冷熱 0766-55-3392

射水市三ケ923
管調 管配

支店長　米田　茂 0766-54-1581

廃資 廃他
002962

クリーン産業㈱　射水営業所 0766-82-1231
射水市川口836-1

建掃 外掃 水掃 貯掃 他掃 調漏 廃般 廃産

代表取締役　倉田　昭一 0766-55-2226

001279
黒川建設工業㈱ 0766-56-2135

射水市戸破1275
外掃 水掃

所長　針田　尚武 0766-82-1231

002663
㈲毛野考古学研究所　富山支所 0766-57-1618

射水市戸破1679-3-A
調埋 写製 人材

代表取締役　黒川　恒至 0766-56-3040

001287
㈱建成コンサルタント　射水支店 0766-57-3651

射水市南太閤山14-27
測量 建コ 土コ 地質 補コ

支所長　常深　尚 0766-57-1618

001288
建設技研コンサルタンツ㈱　射水支店 0766-82-3773

射水市作道35-12
測量 建コ 土コ 補コ

支店長　瀬川　光太郎 0766-57-3652

支店長　佐野　伸吾 0766-82-3773
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成30年7月1日現在

意識

004055
構造メンテ㈱ 0766-54-6320

射水市新開発452-1
地質

土コ 補コ
001297

㈱宏和　射水支店 0766-52-7511

代表取締役　田中　伸次 0766-54-6321

シ保 デ処 コ保 計画 写製
調検 調騒 調ア 調漏 調埋建コ 土コ 地質 補コ 管測

001304
㈱国土開発センター　富山支店射水営業所 0766-56-8558

射水市中太閤山6-37
測量
シ設

所長　横堀　邦一 0766-56-8559

001308
㈱小路造園 0766-55-1470

射水市小杉白石545
外掃 害虫 管樹

射水市稲積456
測量

支店長　宝田　裕 0763-52-6578

001309
㈱小杉光電社 0766-55-3138

射水市戸破2253
管消 管調 管電 管灯

代表取締役　小路　利夫 0766-55-2775

001310
㈲小杉自動車 0766-55-2233

射水市三ケ1500
車整 損保

代表取締役　黒川　彰三 0766-55-3142

003284
㈲小杉スポーツ 0766-55-1331

射水市三ケ1038
管他

代表取締役　高寺　廣 0766-55-0202

002792
㈲小杉設備工業 0766-55-2706

射水市戸破2218
管配

代表取締役社長　長谷　貞夫 0766-55-2151

002703
㈲坂田建設 0766-53-1126

射水市荒町110
外掃

代表取締役　黒川　義雄 0766-55-2899

002450
サングリーン開発興業㈱ 0766-82-1327

射水市沖塚原724
外掃 害虫 管樹

代表取締役　金森　満弘 0766-53-1127

001323
㈲サンクリーンユーアンドミー 0766-56-9688

射水市塚越1787
建掃 外掃 貯掃 害虫 管測

代表取締役　和田　格 0766-82-1328

004157
三松エクステリア㈱ 0766-50-1655

射水市三ケ1525 サンビスヤマトクビル
管施 管他 企看

代表取締役　竹本　伸生 0766-56-9558

003003
㈱サンテック 0766-52-5470

射水市小島21-10
外掃 水掃 管配

代表取締役　松本　誠 0766-50-1656

004460
塩谷建設㈱　いみず営業所 0766-56-3020

射水市浄土寺字林寺1662
企運

代表取締役　高田　大介 0766-52-3907

002806
㈲システムホリタ 0766-52-1455

射水市新開発72
管配

所長　鏡　宏二 0766-56-7346

代表取締役　堀田　哲雄 0766-52-4466
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成30年7月1日現在

写製

002704
㈲射南建設 0766-54-1634

射水市生源寺815
外掃

意識 シ設 シ保 デ処 コ保建コ 土コ 地質 補コ 調埋
001353

㈱上智　射水支店 0766-57-1219

取締役　犀藤　真一 0766-54-1643

003193
昭和建設㈱　射水支店 0766-55-0144

射水市三ケ1418
外掃

支店長　浦田　秀明 0766-55-0144

001355
㈲昭和シーエス 0766-82-4611

射水市戸破687
管配

射水市三ケ2501-5
測量

支店長　吉田　勉 0766-57-1219

001358
伸栄工業㈱ 0766-55-0084

射水市小杉白石71
外掃

代表取締役　森田　慎一 0766-82-4612

001362
㈱新建築設計事務所　射水営業所 0766-82-3128

射水市作道952
建コ

代表取締役　串田　有弘 0766-55-3364

廃般 廃産 廃資
001363

新高清掃㈱ 0766-55-1373
射水市本開発550

建掃 外掃 水掃 貯掃 浄掃 害虫 管浄 管施

営業所長　中野　健司 0766-82-3128

デ処 コ保 作成 計画
写製001369

㈱新日本コンサルタント　射水営業所 0766-86-0239
射水市新片町5-35

測量 建コ 土コ 地質 補コ 意識 シ設 シ保

代表取締役　金井　武史 0766-55-2315

002801
㈲シンプロ 0766-84-2705

射水市中央町13-10
管配

所長　小坂　由紀夫 0766-86-0225

002719
㈲新北斗建設 0766-84-8523

射水市片口350-2
外掃 水掃 廃産 廃資 廃他

代表取締役　殿村　浩一 0766-84-2773

002431
㈱伸和設備工業 0766-52-4270

射水市八塚227-3
管調 管配

代表取締役　灰田　秀 0766-84-8532

002805
杉田住設 0766-84-3897

射水市桜町18-14
管配

代表取締役　道古　伸夫 0766-52-5768

002798
㈱関原配管 0766-86-0382

射水市海老江練合186
管消 管配

杉田　雅夫 0766-84-3801

001388
㈱宣広　小杉営業所 0766-55-8585

射水市稲積671
企物 企看 企広 企企 企他

代表取締役　野﨑　雄次 0766-86-2586

001404
㈱創和設計  射水営業所 0766-86-3063

射水市片口高場293
測量 土コ 補コ

須藤　芳朗 0766-55-8586

営業所長　寺井　賢勇 0766-25-7471
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成30年7月1日現在

003276
㈲曽根組 0766-82-4633

射水市八幡町1-20-3
外掃 水掃 管他

建コ 土コ 補コ
001412

㈱大代設計 0766-84-5665

代表取締役　曽根　勝 0766-82-4684

003995
大洋汽力工業㈱ 0766-52-2020

射水市土合1486
他掃

代表取締役　大井  健 0766-52-4294

001426
㈱高岡市衛生公社　射水営業所 0766-82-1221

射水市川口836-1
外掃 水掃 貯掃 管浄 管施 調検 調漏 廃般 廃産 廃資

射水市松木552-2
測量

代表取締役　大代　武夫 0766-84-1059

001430
㈱多賀太閤園 0766-56-0837

射水市太閤山3-101
害虫 管樹

所長　川端  聰 0766-82-1221

002621
高畑草樹園 0766-52-1117

射水市若杉30
外掃 害虫 管樹

代表取締役　多賀　博 0766-56-7378

003120
㈲竹内商事 0766-86-5701

射水市射水町1-9-8
外掃 他掃 管樹 管配

代表　高畑　浩一 0766-52-1108

002445
㈱竹田大樹園 0766-82-4475

射水市沖塚原717-1
外掃 管樹

代表取締役　竹内  正司 0766-86-5701

001436
㈱竹部研装社　射水営業所 0766-21-6821

射水市庄川本町4-5
建掃 貯掃 人警 管消 管調 管電 他

代表取締役　竹田　武邦 0766-82-4156

002965
㈱ダスキン北陸　小杉営業所 0766-56-3330

射水市流通センター水戸田3-1-5
建掃 害虫

所長　室谷　拓郎 0766-24-2007

003282
中部交通標識㈱　射水営業所 0766-55-1820

射水市手崎474-1
外掃 管施 管他

所長　縁山　大二郎 0766-56-3310

001460
㈱中部コンサルタント　射水支店 0766-51-6311

射水市二口2505-3
測量 建コ 土コ 補コ

所長　米沢　由貢 0766-55-1393

コン
001461

㈱中部設計　射水営業所 0766-57-8583
射水市太閤山3-26

測量 建コ 土コ 地質 計画 企他 廃般 廃他

支店長　河合　明 0766-51-6312

002817
㈲長徳組 0766-84-2539

射水市八幡町3-5-11
外掃

所長　荒木　甫 076-441-3704

002451
塚原造園土木㈱ 0766-84-1148

射水市松木800
害虫 管樹

代表取締役　金田  孝徳 0766-84-2549

代表取締役　金　洋一 0766-84-8982
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成30年7月1日現在

002802
㈲釣工務店 0766-82-2958

射水市本町3-15-6
管配

002797
㈲釣住設 0766-84-3733

代表取締役　釣　陽子 0766-82-2910

土コ 補コ
001482

㈱寺島コンサルタント　射水支店 0766-82-7245
射水市片口高場377

測量

支店長　高田　昭雄 0766-84-5398

002537
㈲電協舎 0766-84-6001

射水市本町3-6-12
管電 管灯

射水市本町3-15-10
管配

代表取締役　釣　敏郎 0766-84-2369

002831
㈲土合興業 0766-56-1318

射水市橋下条1070
外掃 水掃

代表取締役　原田　寛之 0766-84-6002

001494
道路技術サービス㈱ 0766-56-4748

射水市橋下条527
外掃 水掃 貯掃 人警 管施 管他 調漏 廃産

代表取締役　土合　功 0766-56-7818

003067
㈲東和電設 0766-56-0532

射水市塚越1682
管電 管灯

代表取締役　山本　光夫 0766-56-6615

002447
砺波造園土木㈱　射水支店 0766-54-1359

射水市梅木47
害虫 管樹

代表取締役　大亀　文雄 0766-56-2372

001515
富美道路㈱ 0766-52-5162

射水市上条177
外掃 管他 企看 他

支店長　堀　秀夫 0766-53-1359

004425
富舗建設㈱ 0766-52-5793

射水市中野612
外掃

代表取締役　檜谷　千栄子 0766-52-6062

003185
㈲ＴＯＭＯ社 0766-84-8866

射水市寺塚原111
管施

代表取締役　寺田　敏 0766-54-6276

001526
富山県標識保全㈱ 0766-55-1737

射水市本開発1049-1
外掃 他掃 管施 管他 企看

代表取締役　勝山　貴仁 0766-84-3388

004451
㈱ナカニシ電工 0766-86-1424

射水市海老江18-1
管電 管灯

代表取締役　宮丸　正行 0766-55-1814

001555
西川建設㈲ 0766-56-4064

射水市戸破1664-1
外掃 水掃

代表取締役　中西　克英 0766-86-1840

001556
西野進樹園㈱ 0766-56-5656

射水市中老田新688
外掃 管樹

代表取締役　西川　健二 0766-56-5101

代表取締役　西野　暢優 0766-56-5611
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成30年7月1日現在

004462
日本郵便㈱　小杉郵便局 0766-56-9200

射水市戸破若葉町1195
運送

調埋 シ設 デ処 写製
003582

日本海航測㈱　富山支店射水営業所 0766-55-5991

局長　芋川　浩 0766-56-9225

シ設 シ保 デ処 コ保 写製建コ 土コ 地質 補コ 意識
001583

㈱日本海コンサルタント　富山支店射水営業所 0766-55-4581
射水市戸破5223

測量

所長　森　達雄 0766-55-4582

001585
日本海測量設計㈱  射水支店 0766-52-7858

射水市土合2345
測量 土コ 補コ

射水市戸破5223
測量

所長　今井　克士 0766-55-5992

管施
001586

日本海ビル保全㈱ 0766-84-4838
射水市中新湊2-8

建掃 外掃 水掃 貯掃 害虫 他掃 管調 管電

支店長　麻生　正則 0766-52-2422

002925
㈱野上自動車 0766-59-2311

射水市加茂中部358
車整 損保

代表取締役　石田  茂 0766-82-7011

001627
㈲野手配管 0766-56-1546

射水市青井谷4141
管調 管配

代表取締役　野上　正博 0766-59-2312

001628
㈱野開園 0766-56-0212

射水市塚越1843
害虫 管樹

代表取締役　野手　昭彦 0766-56-1681

001629
野開造園土木㈱ 0766-55-0755

射水市手崎1005-7
管樹 管他 廃般 廃他

代表取締役　野開　太悦 0766-56-7870

002433
㈱橋本カンテツ 0766-52-5051

射水市土合1482-1
管配

代表取締役　野開　吉彦 0766-55-2401

001633
八大庭苑 0766-55-2617

射水市鷲塚24
外掃 害虫 管樹

代表取締役　橋本　政勝 0766-52-2861

002512
八幡屋電機 0766-82-2743

射水市中新湊22-20
管消 管灯 管他

代表　西野　武雄 0766-55-2614

003585
㈲林鉄工所 0766-82-2782

射水市港町18-7
管施

代表　本郷　正美 0766-82-2743

003989
原建設㈱ 0766-84-5612

射水市作道2035-4
外掃 他掃

代表取締役　林　勇司 0766-84-1804

002446
原田植産 0766-82-4284

射水市寺塚原246
害虫 管樹

代表取締役　原  龍治 0766-84-3598

代表　原田　敬良 0766-82-4531
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成30年7月1日現在

001638
㈱ばんどー工業 0766-55-3036

射水市戸破2864
管配

001648
㈲ふきのとう 0766-56-7202

代表取締役　坂東　実 0766-55-3160

管調 管電 管灯
003290

㈱フジノ電設工業 0766-56-3947
射水市太閤山4-8-1

管消

代表取締役　藤野　良成 0766-56-3953

001660
鮒田電気管理事務所 0766-56-3719

射水市中太閤山16-76
管電

射水市南太閤山11-28
建掃

代表取締役　米山　義憲 0766-56-2225

003219
分家工業㈱ 0766-86-1111

射水市新片町2-7-1
外掃

代表　鮒田　勝曉 0766-56-3719

002572
㈲平成ビルサービス 0766-52-8100

射水市二口1065-1
建掃 外掃

代表取締役　分家　一嘉 0766-86-3365

003527
㈱北栄産業　射水営業所 0766-84-3252

射水市三日曽根17-26
建掃 外掃 貯掃 害虫 管調

代表取締役　島田　和芳 0766-52-8101

001670
北電技術コンサルタント㈱  射水営業所 0766-57-1220

射水市三ケ2293-3
測量 建コ 土コ 地質 補コ

所長　中村　裕

001682
北陸航測㈱　射水支店 0766-50-8902

射水市戸破1587-8
測量 土コ 補コ 調埋 シ設 シ保 デ処 写製

所長　石田　範俊 0766-57-1220

003444
北陸コンサルタント㈱　射水営業所 0766-55-1947

射水市三ケ568-7
測量 土コ 補コ

支店長　朝田　要 0766-50-8903

001686
北陸産商㈱ 0766-86-0535

射水市七美中野63-1
建掃

所長　潟渕  清一

002528
北陸ポートサービス㈱　地域資源循環事業本部 0766-86-3377

射水市片口久々江字錦674-2
害虫 他掃 廃般 廃産 廃資 運送

代表取締役　大森　直美 0766-86-0168

004411
ホンボ建設 0766-55-1888

射水市三ケ435
企看 企他

代表取締役　加治  幸大 0766-86-3737

002681
㈱前田土木 0766-52-0571

射水市小林476
外掃 水掃 管他 調埋 廃産

代表　本保　孝之 0766-55-3571

003602
㈱牧田組 0766-84-5301

射水市庄西町1-18-33
外掃 他

代表取締役　前田　幸二 0766-52-0308

代表取締役社長　牧田　和樹 0766-84-5303
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電話番号
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業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜市内＞
平成30年7月1日現在

003161
㈲松井電機工業所 0766-52-0755

射水市安吉218
管電 管灯

管配
001717

丸芳工業㈱ 0766-56-1255

代表取締役　松井　義雄 0766-52-3314

管調 管電
002510

萬葉電気工事㈲ 0766-84-3237
射水市奈呉の江8

管消

代表取締役　小栗　淳一 0766-84-8583

002839
㈱三島野観光 0766-52-5060

射水市二口2303-2
運行

射水市三ケ2488-3
管調

代表取締役　稲積　茂 0766-56-3579

002517
㈱室谷電機 0766-82-3690

射水市中新湊9-14
管消 管調 管電 管灯

代表取締役　宮腰　善雄 0766-52-6610

003781
めぐみ環境㈱ 0766-52-6226

射水市赤井115-1
管浄 管測 管配

代表取締役　室谷　行雄 0766-84-9243

001735
森田造園 0766-55-2478

射水市小杉白石5
外掃 管樹

代表取締役　竹内　純子 0766-52-6275

002449
㈲盛田造園 0766-82-5825

射水市今井523
外掃 害虫 管樹

代表　森田　秀信 0766-55-2478

002444
㈱やの園 0766-82-2073

射水市西新湊20-20
外掃 害虫 管樹

代表取締役　盛田　康則 0766-82-4660

001740
ヤマイ稲積造園 0766-56-1758

射水市塚越1208-2
外掃 害虫 管樹

代表取締役　矢野　正人 0766-82-2038

001743
㈲山順測量設計 0766-53-8555

射水市布目沢361-1
測量 土コ 補コ

代表　稲積　彰 0766-56-1759

001751
㈱陽光興産　射水支店 0766-53-1233

射水市生源寺304-8
外掃 水掃 管灯 調漏 調他 企看 廃産

代表取締役　山本　康芳 0766-53-8550

002550
㈱ヨシダ 0766-52-4116

射水市新開発650-1
廃般 廃産 廃資 廃他

支店長　赤尾　進 0766-53-1443

003576
㈱ヨシダクリーンサービス 0766-52-1256

射水市中野560-1
他掃 廃産

代表取締役　吉田　俊平 0766-52-5452

003477
㈱立業社　射水営業所 0766-57-3200

射水市中太閤山16-18
デ処 企看 写マ 写他

代表取締役　吉田  俊平 0766-52-4688

川尻　剛 0766-23-4247
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＜市内＞
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003916
㈱リペイル 0766-54-5659

射水市本開発1049-8
管ド

他
001766

ワタキューセイモア㈱　北陸営業所 0766-51-6260

代表取締役　矢郷  力 0766-54-5689

射水市広上2000-27
クリ

所長　岩崎　克哉 0766-51-6234
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