
令和5年4月現在

業種：総合管理 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

1 セノン 千代田区

2 富士建物管理 千代田区

3 日立ビルシステム 千代田区

4 テスコ 千代田区

5 日本不動産管理 千代田区

6 東京ビル整美 千代田区

7 ダイケンビルサービス 千代田区

8 ルネプラニング 千代田区

9 アイザワ総業 千代田区

10 高橋興業 千代田区

11 ＫＳＰ・ＷＥＳＴ 千代田区

12 アメニティ・ジャパン 千代田区

13 ライフポート西洋 千代田区

14 光和 千代田区

15 東京ダイケンビルサービス 千代田区

16 オーエンス 中央区

17 日進産業 中央区

18 日本管財 中央区

19 アクト・ツーワン 中央区

20 タフカ 中央区

21 ネット 中央区

22 東京美化 中央区

23 日本メックス 中央区

24 東京互光 中央区

25 白石産業 中央区

26 東京ベイサイドビルサービス 中央区

27 協同清美 中央区

28 東京建物アメニティサポート 中央区

29 日本防災技術センター 中央区

30 日本ビルコ 中央区

31 南関東ビルメンテナンス 中央区

32 長谷工コミュニティ 港区

33 ケイミックス 港区

34 アースビルメンテナンス 港区
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35 グローバルステージ 港区

36 ビルコム 港区

37 坂口ビルクリーン 港区

38 不二興産 新宿区

39 藤商会 新宿区

40 太平ビルサービス 新宿区

41 アイビーメンテナンス 新宿区

42 ニワテック 新宿区

43 都市環境整美 新宿区

44 東洋実業 新宿区

45 ジエムコ 新宿区

46 和心 新宿区

47 クリーン工房 新宿区

48 全協ビル管理連合 新宿区

49 日本美装 新宿区

50 ジャパンビルホールディングス 新宿区

51 トーカンオリエンス 新宿区

52 アジャスト 新宿区

53 東武 新宿区

54 オーディーエー 新宿区

55 アビック 新宿区

56 光商会 新宿区

57 新生ビルテクノ 文京区

58 高橋工業 文京区

59 ウエスコ 文京区

60 ジーエムシー 文京区

61 モスコム 文京区

62 ニュービルメン 台東区

63 ミザック 台東区

64 ルーデン・ビルマネジメント 台東区

65 ヒット 墨田区

66 セントラルエンジニアリング 墨田区

67 明治企業 墨田区

68 アクト 墨田区

69 セントラル総業 墨田区

70 サンエス警備保障 墨田区

71 ＭＳＫ 墨田区

72 ELS 墨田区

73 オーティス 墨田区



74 古澤オフィス 墨田区

75 善興社 江東区

76 オリバー 江東区

77 スリー・ウッド 江東区

78 中央エンタープライス 品川区

79 日本環境マネジメント 品川区

80 アズビル 品川区

81 日本ビル整備 品川区

82 北川商会 目黒区

83 しんらいライフサービス 目黒区

84 スポーツ・ファンダメンタルズ 目黒区

85 オーディーエースポーツ 目黒区

86 ネクサス 大田区

87 日本シティビルサービス 大田区

88 Ａｓｓｉｓｔ 大田区

89 ナビック 大田区

90 照輝 大田区

91 テイク・ビルシステム 大田区

92 ＫＳＰ 大田区

93 日本施設 世田谷区

94 東急コミュニティー 世田谷区

95 アキラ産業 世田谷区

96 富士管財 世田谷区

97 旭防災設備 世田谷区

98 ジャパンサービス 世田谷区

99 新東美装 世田谷区

100 創英 世田谷区

101 旭建物管理 世田谷区

102 横浜防災 世田谷区

103 ファインテック 世田谷区

104 富士管財 世田谷区

105 京王設備サービス 渋谷区

106 新東産業 渋谷区

107 オーチュー 渋谷区

108 綜合警備保障 渋谷区

109 中央建装 渋谷区

110 小田急ビルサービス 渋谷区

111 セコム 渋谷区

112 サンセイ 渋谷区



113 尚永ビルサービス 渋谷区

114 サイオー 渋谷区

115 日本環境クリアー 渋谷区

116 エクレ 中野区

117 プロスペック 中野区

118 ＮＫＳコーポレーション 中野区

119 東京企業 杉並区

120 オリエントサービス 杉並区

121 ニッセイファシリティ 杉並区

122 環境技研 杉並区

123 東京水質管理センター 杉並区

124 協和産業 杉並区

125 豊栄美装 杉並区

126 シィ・トゥ・シィ 杉並区

127 国土管理 杉並区

128 富士興業 杉並区

129 ジェイ・ビー・シーサービス 杉並区

130 町田トレーディング 杉並区

131 大建総業 豊島区

132 日建総業 豊島区

133 日建管財 豊島区

134 日本環境ビルテック 豊島区

135 テービーケイ 豊島区

136 木口総合保全 豊島区

137 ＴＳビルシステム 豊島区

138 ユーディケーサービス 豊島区

139 トータルシティービル管理 豊島区

140 大裕 豊島区

141 サンアメニティ 北区

142 NAOX 北区

143 東京コンシューマーエンジニアリング 北区

144 光ビル管理 荒川区

145 フジクリーン 荒川区

146 スターリング 荒川区

147 後藤ビルサービス 荒川区

148 ケルンビルシステム 荒川区

149 アイズ 荒川区

150 敬隣舎 板橋区

151 日東カストディアル・サービス 板橋区



152 ビソー工業 板橋区

153 環境整備センター 板橋区

154 三幸コミュニティマネジメント 板橋区

155 武翔総合管理 練馬区

156 ジェイレック 練馬区

157 プラント 練馬区

158 ジェイ・ティ・エム 練馬区

159 トリートップ 練馬区

160 リーズ 練馬区

161 ネクスト２４ 練馬区

162 大和総建プロテック 練馬区

163 グローイングアップ 練馬区

164 光管財 足立区

165 エースシステム 足立区

166 栄代興業 足立区

167 Ｙ’sコーポレーション 足立区

168 本間美装 葛飾区

169 アミック 葛飾区

170 トーリツ 葛飾区

171 中田興業 葛飾区

172 秀光 葛飾区

173 興和ビルメンテ 江戸川区

174 首都圏サービス 江戸川区

175 東京ユニーホース 江戸川区

176 国土建物 江戸川区

177 太陽エース 江戸川区

178 ティーエム・プランニング 江戸川区

179 ＯＢＭ 江戸川区

180 メイショウグループ 江戸川区

181 総合ビルメンテナンス 江戸川区

182 八王子建物管理 八王子市

183 新和 八王子市

184 三協メンテナンス 八王子市

185 アコス 八王子市

186 桑都ビル管理 八王子市

187 大東建物管理 八王子市

188 エイト 八王子市

189 アイディ日本サービス 八王子市

190 林善 八王子市



191 アーバンビルメンテナンス 八王子市

192 アート・オブ・スペース 八王子市

193 イシイサービス 八王子市

194 富士建物管理 立川市

195 関東緑花 立川市

196 アイサービス 立川市

197 須田ビルメンテナンス 立川市

198 ケイ・エス 立川市

199 常陽メンテナンス 立川市

200 アリカ 立川市

201 美巧 立川市

202 グリーンシステム 武蔵野市

203 天王ビル管理 三鷹市

204 星光 青梅市

205 モリコー 青梅市

206 シーアンドピー 府中市

207 サンライズ 府中市

208 本森園 府中市

209 エヌ・エス・リンピアール 府中市

210 オービーエス 昭島市

211 エム・シー・スタッフ 昭島市

212 ケンエンタープライズ 昭島市

213 明空社 昭島市

214 フクヤサービス 調布市

215 五洲管財 調布市

216 拓進総合管理 調布市

217 ジンダイ 調布市

218 アクセルオン 調布市

219 三凌商事 町田市

220 日野衛生公社 日野市

221 多摩住宅サービス 西東京市

222 古畑総合建装 西東京市

223 東京綜合管理 西東京市

224 加藤商事 狛江市

225 マルデンコーポレーション 東大和市

226 新東管理 東大和市

227 楢原 多摩市

228 サービスエース 多摩市

229 エム・エル・ビー 稲城市


