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一般社団法人和歌山県清掃連合会 和歌山市南大工町26番地環境会館3階 073-431-6383

一般社団法人和歌山県浄化そう協会 和歌山市南大工町26番地環境会館4階 073-431-6291

西日本高速道路ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ関西株式会社　　和歌山営業所 和歌山市栗栖1038-2 073-472-2096

共和工業株式会社 和歌山市加太889番地の7 073-459-1777

株式会社ヴァイオス 和歌山市西庄295番地の9 073-452-9356

株式会社和城産業　　和歌山支店 和歌山市木ノ本565-1 073-453-3051

有限会社ロータリーサービス 和歌山市松江北五丁目8番11号 073-455-2707

株式会社サニコン 和歌山市松江北５丁目１番地28号 073-454-3255

日化メンテナンス株式会社　　阪和営業所 和歌山市六十谷180-25 073-407-2001

株式会社青木実業 和歌山市中島476番地 073-474-8402

和歌山県環境整備事業協同組合 和歌山市南大工町26番地環境会館3階 073-436-7012

那賀クリーンセンター 和歌山市新中通2丁目25ｵﾘｴﾝﾀﾙﾊﾟﾚｽ11Ｆ 073-427-3203

山紀株式会社 和歌山市湊506番地の4 073-431-3688

ニッコー株式会社　　和歌山出張所 和歌山市黒田1丁目2-4　寺本興産ビル4階 073-499-5204

和歌山市衛生協同組合 和歌山市中島476番地 073-473-6090

株式会社ニッシンプラントサービス　　和歌山営業所 和歌山市加納４７番地の３ 073-472-7605

株式会社西原ネオ　　和歌山営業所 和歌山市西庄295番地の9 073-452-9356

ニッコーエムイー株式会社　　和歌山事務所 和歌山市黒田1丁目2-4　寺本興産ビル4階 073-499-5204

オーユーサービス 和歌山市汐見町３丁目３６番地 073-422-1930

アズマハウス株式会社 和歌山市黒田一丁目２番17号 073-475-1018

ダイマル環境プランニング　　和歌山営業所 和歌山市塩ノ谷２２６番地 090-3055-3946

株式会社伸和 和歌山市塩屋六丁目３番１８号 073-446-6686

フジクリーン工業株式会社　　和歌山営業所 和歌山市東蔵前丁4番地ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ6階 073-422-3634

髙田商店 和歌山市加納340-6 090-2286-5733

ライフアシスト 和歌山市中島543番地36 073-460-1489

青木産業株式会社 岩出市清水466番地6 0736-60-3633

TRUSTY　（トラスティ） 和歌山市中島465番地 073-463-9014

アムズ株式会社　　和歌山営業所 和歌山市黒田170-1 073-475-2760

天豊 和歌山市太田120番地の6　112号 073-471-7274

綛田設備 和歌山市紀三井寺593番地4 073-441-6115

株式会社プラトン 岩出市根来1011番地3 0736-63-2020

株式会社プラトン　和歌山営業所 和歌山市松江北2-17-15 073-453-0294

株式会社プラトン  桃山営業所 紀の川市桃山町最上1161-2 0736-66-2733

和歌山クリーンセンター 岩出市西国分７２５－１　　本陣２Ｆ 0736-62-4129

有限会社那賀クリーンセンター（本社） 紀の川市藤崎341番地 0736-75-3805

有限会社那賀クリーンセンター　　岩出営業所 岩出市西国分725-1牛太本陣内２F 0736-62-4129

オーヤシマ株式会社 岩出市畑毛306番地の2 0736-69-3102

株式会社ベルテックス 和歌山市松江北二丁目17-15 073-452-2566

東浦環境衛生 紀の川市貴志川町岸小野９７－２ 0736-79-6664

株式会社和歌山浄化槽センター 紀の川市東三谷158-10 0736-77-6719

株式会社和歌山浄化槽センター　　和歌山営業所 和歌山市六十谷86-3ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ和興ﾋﾞﾙ503 073-464-3335

紀の川環境協同組合（本店） 伊都郡かつらぎ町大字佐野317番地 0736-26-5111

株式会社ダイキアクシス　　和歌山出張所 和歌山市岩橋字西山田1632-1 073-475-1605

小椋リビングクリーン株式会社 海草郡紀美野町下佐々70番地の2 073-489-3041

小椋リビングクリーン株式会社　　岩出営業所 岩出市高塚88-3シティープラザ岩出601 0736-61-2015

有限会社関西マネージメントサービス 海南市名高198番地の23 073-484-2755

協同組合中紀環境科学 有田郡湯浅町大字湯浅字濱田1745番地2 0737-63-4543

クリーン興商株式会社 有田川町大字小島433番地の5 0737-52-7777

紀南電設株式会社 御坊市湯川町小松原字瀬崎坪613番地の2 0738-22-8211

御坊浄化槽管理センター 日高郡日高川町鐘巻1632番地 0738-23-2197

和歌山県浄化槽日高事業協同組合 御坊市湯川町財部1107番地の12 0738-20-2376

株式会社一伸 御坊市湯川町財部字藤免85番地の35 0738-23-3073

有限会社和歌山エコロジー　　日高川営業所 日高郡日高川町大字小熊2403番地1 0738-22-8835

有限会社和歌山エコロジー　　御坊営業所 御坊市野口1323番地7 0738-32-2159
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有限会社印南清掃 日高郡印南町大字印南3196番地 0738-42-0277

日高環境衛生協同組合 御坊市藤田町吉田328-1 0738-23-2772

株式会社旭屋 日高郡日高川町大字皆瀬324番地 0738-56-0231

有限会社環水 御坊市湯川町財部252番地の2 0738-22-9988

有限会社日高環境サービス 日高郡日高町大字高家1168番地の1 0738-63-2548

洞住設 日高郡日高川町大字老星10番地3 0738-70-0251

山本屋建材店 日高郡印南町大字印南2270番地の10 0738-42-0078

イチエイ産業株式会社 田辺市あけぼの30番24号 0739-23-1120

田辺理水環境 田辺市天神崎18番6号 0739-23-1125

有限会社大都環境サービス 田辺市下三栖1475番地の153 0739-22-9287

太陽熱学工業株式会社 西牟婁郡白浜町堅田2500番地の417 0739-43-5011

有限会社環境技研 田辺市宝来町23番24号 0739-22-9387

南新産業株式会社 田辺市中万呂863番地 0739-25-5551

有限会社ワケン住設 田辺市新万23番25号 0739-24-5927
有限会社エステック　　田辺本社
有限会社エステック　　上富田営業所

田辺市上野７５２－２
西牟婁郡上富田町岩田3104番地

0739-33-0278
0739-47-5762

有限会社西原商会 日高郡みなべ町北道233番地の2 0739-72-2248

有限会社南紀ダクト 西牟婁郡上富田町朝来2901番地の3　 0739-47-1157

田辺浄化槽管理センター 田辺市上秋津３４２１番地 0739-35-8051

紀南ハイスター 西牟婁郡上富田町生馬296番地の3 0739-47-4678

協同組合ウィーク 田辺市上屋敷一丁目15番63号 0739-24-6877

協同組合ウィーク　　上富田営業所 西牟婁郡上富田町朝来2204番地の1 0739-47-6611

株式会社紀の国設備 田辺市秋津町225番地の6 0739-81-3311

株式会社共栄建設工業 田辺市龍神村甲斐ノ川1120番地 0739-77-0333

エコ和歌山株式会社 田辺市稲成町726-1 0739-25-0110

かごはた重機 日高郡みなべ町芝721番地13 0739-72-4011

有限会社なんわ設備 田辺市下三栖1487番地の19 0739-34-0850

有限会社環境クリエイト 田辺市神子浜二丁目26-7番地 0739-81-0701

有限会社阪口清掃
有限会社阪口清掃　田辺営業所

田辺市龍神村柳瀬186番地の2
田辺市上秋津町2091

0739-77-0568
090-8141-6780

紀南水質管理サービス 田辺市天神崎15番2号 0739-25-1306

大永メンテナンス 田辺市稲成町421-6 0739-25-8175

中岡設備 西牟婁郡上富田町南紀の台18番１号 0739-47-0402

有限会社WA-KEN 田辺市新万23番地23-2号 0739-24-3214

大宗浄化槽工業所 田辺市稲成町1878番地の87 0739-22-2698

拓幸ライフサービス 田辺市南新万8番11号 0739-24-5803

株式会社ＮＯＩ 日高郡みなべ町芝828番地5 0739-33-7778

紀南環境管理センター 田辺市秋津町1036 0739-24-9033

マルユウサービス 田辺市目良2番20号 080-8525-3126

ユートビルサービス 田辺市神子浜一丁目4番16号 090-2193-5546

有限会社泰洋電機 日高郡みなべ町東吉田78番地の3 0739-72-3636

株式会社きのくに 田辺市秋津町685番地の2 0739-26-5691

リペアテック 田辺市下三栖606番地の7 0739-33-8155

株式会社ナカシゲ 田辺市新万23番13号 0739-24-2212

株式会社濱本組 田辺市中万呂８６３番地 0739-22-5464

株式会社田辺環境管理センター 田辺市新庄町１８７２番地の３４ 0739-24-2794

大末テクノサービス株式会社　紀南事業部 西牟婁郡白浜町堅田２３９９－４４７ 0739-42-3420

Ｈａｌ環境 西牟婁郡上富田町岩田732番地の2 090-1026-5882

オガワ環境サービス 田辺市宝来町10番22号 0739-22-8113

株式会社尾﨑衛生舎 東牟婁郡串本町串本2455番地 0735-62-0040
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