建築物ねずみ昆虫等防除業

平成30年４月１日現在

郵便番号 事業所所在地

事業所名称

電話番号

登録番号

登録開始日

有効期間

230-0045 横浜市鶴見区末広町2-1

ＪＦＥビジネスサポー
ト横浜㈱

045-505-8990

横浜市29ね第35

平成29年11月8日

平成35年10月15日

230-0074 横浜市鶴見区北寺尾1-5-1

㈲興和商事

045-582-5105

横浜市24ね第52

平成24年9月21日

平成30年9月20日

230-0052 横浜市鶴見区生麦3-13-31

㈲アラキス

045-508-5070

横浜市25ね第76

平成26年3月17日

平成32年3月16日

230-0002 横浜市鶴見区江ケ崎町6-12

国際衛生株式会社
横浜営業所

045-947-4767

横浜市29ね第102

平成29年5月11日

平成35年5月10日

221-0014 横浜市神奈川区入江2-4-22

ナショナル興業株式会
社

045-439-3007

横浜市29ね第8

平成29年6月23日

平成35年7月1日

221-0044

横浜市神奈川区東神奈川1-1-8
株式会社サポート
第6くぼたビル1階

045-440-4866

横浜市26ね第80

平成27年2月25日

平成33年2月9日

221-0044

アース環境サービス株式
横浜市神奈川区東神奈川2-33会社
045-442-0640
1 ベイ・イースト201
横浜支店

横浜市27ね第81

平成27年5月7日

平成33年4月29日

221-0021

横浜市神奈川区子安通
2-240-18

220-0055 横浜市西区浜松町5-1

220-0072

横浜市西区浅間町1-13-8
共益ビル3階

北富産業有限会社

045-451-5644

横浜市28ね第1

平成29年2月21日

平成35年3月6日

株式会社
ナンス

045-262-0641

横浜市29ね第43

平成29年8月15日

平成35年6月8日

045-412-3911

横浜市24ね第37

平成24年6月23日

平成30年6月22日

㈱明清社

東和メンテ

220-0041 横浜市西区戸部本町13-11

株式会社マルム商会

045-324-2682

横浜市29ね第45

平成29年7月24日

平成35年7月26日

220-0005 横浜市西区南幸2-16-20

株式会社オーチュー

045-316-2511

横浜市29ね第3

平成29年6月5日

平成35年5月24日

045-224-3550

横浜市29ね第15

平成29年7月19日

平成35年7月5日

横浜市28ね第100

平成28年9月27日

平成34年9月26日

220-0012

横浜市西区みなとみらい2-2-1 株式会社ハリマビステ
横浜ランドマークタワー16階 ム

220-8133

横浜市西区みなとみらい2-2-1
シェル商事株式会社
ランドマークタワー33階

220-0041 横浜市西区戸部本町25-10

231-0005

横浜市中区本町1-3
綜通横浜ビル5階

231-0055 横浜市中区末吉町1-13-20

横浜
045-224-1055

株式会社三共消毒
横浜営業所

045-900-2060

横浜市29ね第2

平成29年4月19日

平成35年4月9日

株式会社三光ビルサー
ビス社

045-201-2846

横浜市29ね第4

平成29年7月28日

平成35年5月14日

ブラザー興業株式会社

045-712-046

横浜市29ね第5

平成29年6月5日

平成35年6月18日

231-0023

横浜市中区山下町1
シルクセンター内

株式会社清光社

045-681-2166

横浜市29ね第6

平成29年6月26日

平成35年7月1日

231-0023

横浜市中区山下町51-1
読売横浜ビル4階

㈱ジーエムシー
横浜支社

045-201-207

横浜市24ね第21

平成24年7月9日

平成30年7月8日

231-0013

横浜市中区住吉町2-22
松栄関内ビル5階

三洋装備㈱

045-681-8821

横浜市24ね第22

平成24年8月12日

平成30年8月11日

株式会社エンドウ

045-641-4591

横浜市29ね第26

平成29年3月30日

平成35年3月29日

京浜クリーンナップ興
業㈱

045-201-6572

横浜市24ね第28

平成24年7月8日

平成30年7月7日

231-0023 横浜市中区山下町194

231-0062

横浜市中区桜木町3-11
北川商事ビル4階

231-0002

横浜市中区海岸通3-9
横浜郵船ビル2階

231-0006 横浜市中区南仲通3-31

231-0023

横浜市中区山下町2
産業貿易センタービル6階

231-0021 横浜市中区日本大通17

共立管財株式会社

045-212-6600

横浜市29ね第44

平成29年8月7日

平成35年7月8日

三友建物株式会社

045-201-1105

横浜市27ね第62

平成27年6月25日

平成33年6月26日

株式会社キョーエーメ
ック

045-681-5470

横浜市26ね第60

平成26年12月24日

平成32年11月5日

㈱フジアート

045-663-5311

横浜市30ね第72

平成30年3月30日

平成36年3月1日

平成27年6月3日

平成33年5月7日

平成28年3月16日

平成34年3月4日

231-0822

横浜市中区本牧元町39-1
第1北水ビル102

株式会社ウェブエンタ
ープライズ

045-623-3108

横浜市27ね第82

231-0033

横浜市中区長者町3-8-13
TK関内プラザ2階

㈱ビー･エム･ヨコハマ

045-222-3922

横浜市28ね第0084

231-0023

横浜市中区山下町22
山下町SSKビル12階

シーバイエス株式会社

045-640-2200

横浜市24ね第91

平成24年12月21日

平成30年12月20日

231-0027

横浜市中区扇町2-4-2
横浜関内京浜ビル303号室

株式会社サンエーヨコ
ハマ

045-306-5788

横浜市26ね第96

平成26年10月9日

平成32年10月8日

株式会社プラスワサービ
ス
090-1656-7391
横浜営業所

横浜市28ね第99

平成28年5月6日

平成34年5月5日

231-0026 横浜市中区寿町3-12-5

231-0033

横浜市中区長者町2-5-18
ピアセントラル9階

オーディーエー株式会
社

045-263-8957

横浜市29ね第101

平成29年2月20日

平成35年2月19日

232-0012

横浜市南区南吉田町1-13-2
（明光社ビル）

株式会社

明光社

045-242-9171

横浜市29ね第18

平成29年11月16日

平成35年11月12日

アペックス消毒㈱

045-264-1371

横浜市29ね第7

平成29年6月5日

平成35年7月15日

232-0027 横浜市南区新川町1-2-13

232-0052 横浜市南区井土ケ谷中町102

㈱帝装化成
横浜営業所

045-742-2531

横浜市26ね第77

平成26年4月2日

平成32年4月1日

232-0004 横浜市南区前里町1-15-3

横浜サニター株式会社

045-271-6522

横浜市29ね第17

平成29年11月22日

平成35年11月25日

232-0006 横浜市南区南太田3-6-16

横浜管財㈱

045-710-5710

横浜市25ね第92

平成25年4月9日

平成31年4月8日

232-0018 横浜市南区花之木町3-51-3

西田装美株式会社

045-743-6881

横浜市27ね第98

平成27年8月10日

平成33年8月9日

横浜市港南区上大岡西1-6-1
233-0002 ゆめおおおかオフィスタワー
21階

京急サービス株式会社

045-840-2605

横浜市27ね第23

平成28年3月15日

平成34年2月9日

234-0054

横浜市港南区港南台7-42-30
サンライズ港南台208

株式会社サンセルフ

045-833-2383

横浜市26ね第61

平成26年11月18日

平成32年11月17日

240-0041

横浜市保土ケ谷区東川島町
35-19

㈱ビートシステム

045-272-8511

横浜市25ね第54

平成25年4月4日

平成31年4月3日

235-0016 横浜市磯子区原町6-15-105

有限会社ナカマル商会

045-342-8689

横浜市29ね第9

平成29年6月21日

平成35年6月30日

235-0041 横浜市磯子区栗木2-32-15

ワタナベ消毒

045-772-3553

横浜市28ね第24

平成28年6月27日

平成34年7月19日

235-0045 横浜市磯子区洋光台3-13-9

㈱ひまわり環境サービ
ス

045-830-1167

横浜市24ね第73

平成24年4月20日

平成30年4月19日

235-0043 横浜市磯子区氷取沢町39-1

有限会社トーコー泉
横浜営業所

045-770-5568

横浜市24ね第75

平成24年11月1日

平成30年10月31日

235-0011 横浜市磯子区丸山2-1-23

㈱シー・アイ・シー

045-750-4070

横浜市29ね第70

平成29年12月14日

平成36年1月18日

236-0051

横浜市金沢区富岡東
6-30-B105号

㈱サンライズ化工

045-770-6439

横浜市28ね第0031

平成28年7月11日

平成34年7月13日

236-0044 横浜市金沢区高舟台1-31-8

㈱横浜サンセルフ

045-786-0051

横浜市29ね第33

平成29年8月2日

平成35年7月31日

236-0052 横浜市金沢区富岡西7-22-19

㈱アサヒ商事

045-773-9039

横浜市26ね第78

平成26年7月22日

平成32年7月6日

236-0003 横浜市金沢区幸浦1-2-4

関東港業㈱横浜営業所

045-770-0555

横浜市29ね第88

平成30年2月14日

平成36年2月1日

236-0051 横浜市金沢区富岡東2-1-16

協和総業㈱
金沢事業所

045-773-5811

横浜市24ね第90

平成24年12月11日

平成30年12月10日

236-0004 横浜市金沢区福浦2-11-7

有限会社

045-788-5101

横浜市26ね第97

平成27年3月10日

平成33年3月9日

国際ビルサービス株式
会社

045-474-0641

横浜市29ね第14

平成29年7月2日

平成35年7月1日

227-0031 横浜市青葉区寺家町533

株式会社
住宅

045-961-3339

横浜市26ね第94

平成26年4月11日

平成32年4月10日

224-0054 横浜市都筑区佐江戸町838

イカリ消毒㈱
横浜営業所

045-931-4651

横浜市29ね第12

平成29年7月3日

平成35年7月1日

224-0043 横浜市都筑区折本町444

東化研株式会社

045-475-3400

横浜市24ね第20

平成24年4月16日

平成30年4月15日

245-0003 横浜市泉区岡津町2385-1

㈱岡田屋

045-812-8011

横浜市29ね第85

平成29年6月1日

平成35年5月5日

045-802-5813

横浜市26ね第95

平成26年9月25日

平成32年9月24日

222-0033

245-0024

横浜市港北区新横浜2-5-1
日総第13ビル7階

横浜市泉区和泉中央北
3-41-32

株式会社

環境解析

アルファー

三共エース

244-0843 横浜市栄区長尾台58-3-509

㈲びっくばぁーど

045-851-9113

横浜市25ね第93

平成25年5月28日

平成31年5月27日

245-0062

横浜市戸塚区汲沢町1161-1
石井ﾋﾞﾙ1階

㈱横浜セイビ

045-871-8394

横浜市28ね第42

平成29年2月24日

平成35年2月25日

244-0816

横浜市戸塚区上倉田町
1827-1

株式会社富士消毒

045-881-0461

横浜市29ね第46

平成29年8月25日

平成35年8月8日

245-0062 横浜市戸塚区汲沢町1381-1

株式会社明誠

045-871-7623

横浜市30ね第27

平成30年1月15日

平成36年1月31日

246-0035 横浜市瀬谷区下瀬谷1-32-1

株式会社

045-303-1501

横浜市29ね第86

平成29年6月14日

平成35年6月21日

トムズ

