公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会 正 会 員 名 簿
No. 1
法人名

代表者氏名

〒

所在地

TEL

FAX

知事登録
事業所

株式会社 アイキ

田中 亮輔

468-0061 名古屋市天白区八事天道913

052-834-1010

052-834-1067

○

株式会社 アイシンテクノス

柴田 佑資

441-8083 豊橋市東脇4-6-11

0532-34-7428

0532-33-5731

○

470-1124 豊明市三崎町三崎11-17

0562-95-1850

0562-95-1851

480-1124 長久手市戸田谷1323

0561-62-6331

0561-63-0792

052-772-0375

052-772-0442

株式会社 アイライフ

野村 譲

赤門ウイレックス株式会社
株式会社 朝日消毒化工

山田 幸司

佐々木 邦和 464-0004 名古屋市千種区京命1-3-44

○

株式会社 雨宮

雨宮 秀寿

462-0831 名古屋市北区城東町7-161-2

052-914-1261

052-914-5525

○

イカリ消毒株式会社 名古屋営業所

吉村 真人

454-0982 名古屋市中川区西伏屋2-909

052-303-9192

052-303-9195

○

有限会社 エイチサービス

浅井 健二

455-0063 名古屋市港区金船町1-1-31

052-651-0640

052-651-0642

○

合同会社 エム・ティーサポート

橋本 光順

494-0001 一宮市開明字名古羅56-2 114号

0586-43-7197

0586-85-8419

有限会社 オーツーシステム

大橋 正明

465-0008 名古屋市名東区猪子石原2-312

052-778-0737

052-778-0736

○

株式会社オオヨドコーポレーションPテックス社 名古屋支店

東頭 一嘉

497-0001 あま市七宝町沖之島九之坪92

052-462-8120

052-462-8020

○

環境サービス株式会社

加島 章吉

462-0011 名古屋市北区五反田町80

052-901-9805

052-901-9812

○

有限会社 カンリ

加藤 和之

454-0011 名古屋市中川区山王3-8-24

052-322-1819

052-322-1939

○

クラーク株式会社

坂倉 弘康

453-0016 名古屋市中村区竹橋町21-4

052-451-8167

052-459-7177

株式会社 クラスワン

岩本 千年

463-0076 名古屋市守山区鳥羽見2-14-14

052-793-2686

052-791-1518

株式会社 クリーン・システム

荒川 則幸

465-0068 名古屋市名東区牧の里1-1115

052-701-6565

052-701-2816

株式会社 クリーンミニ

大原 秀基

454-0012 名古屋市中川区尾頭橋3-3-3 サンベアーマンション金山

052-950-6510

052-950-6516

○

国際衛生株式会社

生田 龍馬

453-0851 名古屋市中村区畑江通1-10 畑江ビル

052-482-8077

052-482-8838

○

052-802-6464

052-804-5060

052-846-7439

052-846-7441

○

名古屋営業所

株式会社 コマツ
有限会社 三共衛研

長谷川 博巳 468-0043 名古屋市天白区菅田3-223
宮田 正昭

462-0035 名古屋市北区大野町3-9-1

○

株式会社 三共消毒 名古屋営業所

山本 風太郎 464-0851 名古屋市千種区今池南16-20

052-733-0028

052-733-0228

○

有限会社 サンケン

加藤 五樹夫 448-0803 刈谷市野田町新上納103-42

0566-22-5960

0566-22-7315

○

0566-75-0741

0566-76-2123

株式会社 三晃

加藤 司

446-0074 安城市井杭山町高見6-8

公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会 正 会 員 名 簿
No. 2
法人名

代表者氏名

〒

所在地

TEL

FAX

知事登録
事業所

株式会社サンコーテック

太田 尚美

470-1112 豊明市新田町子持松14-17

0562-92-0006

0562-93-7007

株式会社 三清社

大岡 洋三

450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー3階

052-584-7272

052-584-7275

○

株式会社 サンリビング 名古屋営業所

内山 豊治

456-0031 名古屋市熱田区神宮2-6-22 鍋進ビル2階 Ｂ

052-684-1656

052-684-1657

○

有限会社 三和化工石山

市岡 浩子

496-0019 津島市百島町字居屋敷76-1

0567-24-6755

0567-26-6442

○

株式会社 ＧＮＰ

鈴木 雅人

452-0917 清須市西堀江136

052-408-0568

052-408-0567

福原 賛二

460-0003 名古屋市中区錦2-12-14 ＭＡＮＨＹＯ第一ビル4階

052-219-6615

052-219-6617

○

464-0850 名古屋市千種区今池2-14-13

052-735-5971

052-735-5977

○

496-0872 津島市松ヶ下町153-1

0567-28-1192

0567-28-1172

○

470-0162 愛知郡東郷町大字春木字新池3919-1

0561-76-2210

0561-37-0071

464-0075 名古屋市千種区内山1-7-16

052-731-7849

058-275-1526

052-799-1161

052-799-1168

○

シェル商事株式会社

名古屋支店

株式会社 シティ・クリーン
株式会社 下徳

坪内 輝美

株式会社 住宅ケンコウ社中部
住友消毒有限会社

大杉 健

名古屋営業所

セントラルトリニティ株式会社

岡 壮
中村 和夫

白木谷 唯春 463-0021 名古屋市守山区大森1-202

株式会社 ソシオ

奥井 光明

460-0008 名古屋市中区栄3-11-31 グラスシティ栄6階

052-241-8782

052-261-3562

○

大成株式会社

加藤 憲司

460-0008 名古屋市中区栄3-31-12 大成ビル

052-251-6611

052-261-6455

○

太平ビルサービス株式会社 名古屋支店

田中 裕二

460-0008 名古屋市中区栄5-1-32 久屋ＹＳビル4階

052-262-3747

052-262-3746

○

中央消毒株式会社

西方 圭作

475-0912 半田市白山町5-219-13

0569-22-6474

0569-22-3836

○

中日環境サービス株式会社

加藤 真澄

465-0025 名古屋市名東区上社3-220

052-703-6954

052-703-6979

中部環境サービス株式会社

森 孝

455-0032 名古屋市港区入船2-4-31

052-652-6278

052-655-1331

0532-61-5262

0532-61-5334

468-0045 名古屋市天白区野並2-334-2

052-891-8311

052-891-8440

461-0003 名古屋市東区筒井2-8-25

052-935-1617

052-935-8008

株式会社 中部白蟻
株式会社 テイソートヨカ
有限会社 東海衛生害虫研究所

丸山 敬太郎 440-0038 豊橋市平川本町3-2-15
川瀬 充
川端 正巳

○

○

有限会社 トップ・クリエイト

丹井 隆

468-0066 名古屋市天白区元八事4-146

052-836-6474

052-836-6475

○

株式会社 トラスト 名古屋支店

新原 昭

455-0036 名古屋市港区浜1-2-11

052-665-2410

052-665-2411

○

462-0819 名古屋市北区平安2-10-19

052-915-3210

052-915-7210

○

株式会社 ＮＩＴＴＯＨ

中野 英樹

公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会 正 会 員 名 簿
No. 3
日本マレニット株式会社

法人名

代表者氏名

名古屋支社

川嶋 久雄

株式会社 ノービル

〒

所在地

486-0953 春日井市御幸町1-3-5

長谷川 元也 440-0831 豊橋市西岩田5-3-1

TEL

FAX

知事登録
事業所

0568-31-6012

0568-33-3437

○

0532-61-1111

0532-61-3255

○

株式会社 バーム

竹本 進

448-0005 刈谷市今川町花池161-2

0566-36-7722

0566-36-7719

○

株式会社 バイオコア

工藤 純

441-8057 豊橋市柱七番町101

0532-48-6360

0532-48-6362

○

480-0201 西春日井郡豊山町青山金剛281

0568‐39-1630

0568-39-1631

052-877-0590

052-877-0796

有限会社 バックス
有限会社 日比野ハウスケア

坂田 和徳

日比野 順平 458-0005 名古屋市緑区鳴丘1-1010

有限会社 ファインクリーン

安藤 裕昭

491-0831 一宮市森本1-30-2

0586-28-4055

0586-28-4056

株式会社 フジ環境サービス

繁田 芳秀

482-0035 岩倉市鈴井町中島96

0587-66-6218

0587-37-7768

株式会社 マルマ 名古屋支店

浅野 正和

452-0946 清須市廻間1-5-9

052-325-3306

052-325-3326

株式会社 ミナミ環境

中野 克也

457-0005 名古屋市南区桜台2-4-9

052-819-6922

052-819-6930

株式会社 モリオメンテナンス

森尾 紹生

452-0001 清須市西枇杷島町古城2-16-4

052-504-7571

052-504-7572

○

471-0033 豊田市月見町1-1-5

0565-32-0356

0565-32-0355

○
○

○

モリ環境衛生センター株式会社

森 延博

有限会社 森山環境科学研究所

森山 正博

453-0066 名古屋市中村区稲上町3-87

052-411-2386

052-411-5177

株式会社 横浜サンセルフ 名古屋営業所

中澤 弘一

465-0055 名古屋市名東区勢子坊4-307

052-702-6822

052-709-6668

株式会社 ラットパトロール消毒

倉橋 孝典

471-0024 豊田市元城町2-2-1

0565-33-6868

0565-35-1880

○

株式会社 ラットパトロール消毒

酒井 奎吾

452-0838 名古屋市西区長先町207

052-502-6464

052-508-8001

○

株式会社 ラインナップ

芹澤 豊宏

465‐0034 名古屋市名東区高柳町506‐1

052‐776‐6400

052‐776‐6474

○

公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会 賛 助 会 員 名 簿
No.1
法人名
株式会社アグリマート

代表者氏名
田中 真仁

〒

所在地

104-003１ 東京都中央区京橋3-12-2 京橋第２有楽ビル6階

TEL

FAX

03-5159-1711

03-5159-1712

環境機器 株式会社

片山 淳一郎 569-1133 大阪府高槻市川西町1-26-5

072-681-1175

072-681-1177

三井化学アグロ株式会社 名古屋支店 PPM事業部 ｱﾒﾆｹｱｸﾞﾙｰﾌﾟ

日比野 弘和 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ﾋﾞﾙ本館8階

052-587-3101

052-587-3102

神栄産業株式会社 大阪支店

東代 清隆

541-0042 大阪市中央区今橋1-6-19 コルマー北浜ビル5階

06-6222-2378

06-6222-5143

住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 環境薬剤事業部

阪中 和紀

541-0045 大阪市中央区道修町2-2-8 住化不動産道修町ビル3階

06-6223-7537

06-6223-7538

大日本除虫菊株式会社

吉岡 照太

550-0001 大阪市西区土佐堀1-4-11

06-6441-4783

06-6441-9897

中部化成薬品株式会社 名古屋支店

高橋 良勝

462-0843 名古屋市北区田幡2-10-11

052-917-7671

052-917-7897

東海物産株式会社 名古屋支店

南川 武久

453-0803 名古屋市中村区長戸井町4-42-1

052-451-3421

052-451-7026

ベンハー芙蓉 株式会社

石川 一博

501-6121 岐阜市柳津町上佐波西1-168

058-279-1181

058-279-1183

鵬図商事 株式会社

添 野 正宏

145-0064 東京都大田区上池台5-2-1

03-3748-8580

03-3748-8560

株式会社 葯信社

木下 和明

541-0059 大阪市中央区博労町1-2-8

06-6262-3113

06-6262-3117

