
市町村等 所在地 　事業所名 連絡先

　　　千葉県点検済表示登録会員※

※消防用設備等の点検が適切に行われ
た証として、点検済票を貼付することの
できる点検業者

千葉市中央区 千葉市中央区矢作町540-42 株式会社アマラン 043-223-5583

千葉市中央区弁天1丁目2番8号
四谷学院ビル7F

ALSOKビルサービス株式会社
千葉支社

043-207-8115

千葉市中央区末広1丁目1番2号 E＆Eシステム株式会社 043-202-0119 ●

千葉市中央区新宿1丁目5番23号 株式会社エイド 043-302-8001

千葉市中央区登戸3-4-7 株式会社荏原製作所　東関東支店 043-245-2301

千葉市中央区仁戸名町702番地 株式会社北原防災 043-264-5511 ●

千葉市中央区生実町1118番地7 株式会社クリタメンテナンス 043-261-6269 ●

千葉市中央区川崎町1番地
JFEプラントエンジ株式会社
千葉事業所

043-262-2019 ●

千葉市中央区松ケ丘町635番地 株式会社清水商会 043-266-6131 ●

千葉市中央区新田町5-10
わかちく千葉ビル2F

コミュニティーワン株式会社 043-244-0851

千葉市中央区生実町1642-10 サキマ防災 043-268-7273

千葉市中央区寒川町1-228 寒川電業株式会社 043-227-1202

千葉市中央区弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル B1F-12号室

常陽メンテナンス株式会社　千葉支店 043-308-5005

千葉市中央区新町1-17
JPR千葉ビル

太平ビルサービス株式会社　千葉支店 043-246-1315

千葉市中央区松ケ丘町34番地7 株式会社千歳防災社 043-268-3355 ●

千葉市中央区中央3-9-16 千葉グローブシップ株式会社 043-227-3197

千葉市中央区道場南1-9-15 千葉県消防設備協同組合 043-306-9321 ●

千葉市中央区汐見丘町24-2 東電タウンプランニング株式会社 070-2153-3737

千葉市中央区塩田町842-3 東和防災株式会社 043-300-7766 ●

千葉市中央区椿森5-4-6 豊田電気株式会社 043-251-9151

千葉市中央区矢作町151番2号 株式会社ニッショウ　千葉支店 043-224-7571 ●

千葉市中央区川戸町529-3 有限会社新田防災 043-264-5299 ●

消防用設備等点検事業者リスト

千葉市火災予防条例第47条の規定に基づき消防用設備業の届出を行い、消防用設備等の点検を行うことのできる事業者のリストです。
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千葉市中央区中央港1-24-14
SEASCAPE千葉みなと2階

日本ドライケミカル株式会社 043-246-1356

千葉市中央区中央港1丁目24番14号 日本ドライメンテナンス株式会社 043-246-6737 ●

千葉市中央区登戸1丁目24番2号
たつみビル

株式会社ネオ・アメニティーサービス 043-204-3772

千葉市中央区生実町217-4 株式会社NAST 043-375-0241

千葉市中央区若草1丁目2番12号 能美防災株式会社　千葉支社 043-266-0303 ●

千葉市中央区仁戸名町483-5 株式会社ビッグフィールド 043-264-7255 ●

千葉市中央区若草1-20-10 防災技術センター株式会社 043-264-1182 ●

千葉市中央区中央1-11-1
千葉中央ツインビル10F

ホーチキ株式会社　千葉支社 043-223-5533 ●

千葉市中央区矢作町423-8 株式会社マツモトプランニング 070-3983-3460

千葉市中央区祐光2-6-12 株式会社マトイサービス 043-202-5520 ●

千葉市中央区弁天1-30-1 株式会社メック 043-256-4400 ●

千葉市中央区稲荷町2-7-24 吉田防災株式会社 043-264-6903 ●

千葉市中央区宮崎町556-12 ラッキー防災 090-8516-2467

千葉市花見川区 千葉市花見川区幕張町4-2118-4 有限会社京葉防災設備 043-250-6828 ●

千葉市花見川区検見川町5-2348-3 株式会社タツミ 043-304-5590 ●

千葉市花見川区千種町185-22 ツチヤ防災設備株式会社 043-258-3716 ●

千葉市花見川区幕張本郷5-12-5 ニッタン株式会社　東関東支社 043-275-7576 ●

千葉市花見川区幕張本郷3-2-5-101 有限会社ニュータウン防災 043-275-1007

千葉市花見川区幕張町4丁目63番1号 株式会社ハヤシ防災設備 043-276-9365 ●

千葉市花見川区千種町167-3 株式会社ファスト 043-257-7051 ●

千葉市花見川区三角町230-12 有限会社フクデン 043-258-3685

千葉市花見川区幕張町4-651 松戸電気株式会社 043-276-7801

千葉市花見川区幕張本郷3-7-20 有限会社ワイビイエス 043-274-5427

千葉市稲毛区 千葉市稲毛区宮野木町1664番15 有限会社三誠通信システム 043-206-0011 ●

千葉市稲毛区轟町1-7-10 大成産業株式会社 043-251-2336 ●
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千葉市稲毛区長沼町167-5 有限会社千葉システム防災 043-216-0011

千葉市稲毛区作草部1丁目8の11 有限会社東興防災 043-253-1473 ●

千葉市稲毛区轟町1-1-4 有限会社ノリコーポレーション 043-287-0961

千葉市稲毛区長沼原町774番地2 平和防災株式会社 043-257-4330 ●

千葉市若葉区 千葉市若葉区野呂町1793-63 泉防災株式会社 043-308-3822

千葉市若葉区千城台東3-2-9 株式会社関東消防機材 043-237-5131 ●

千葉市若葉区加曽利町714-8 キョウワ防災 043-231-8621

千葉市若葉区原町167 竹下商事株式会社 043-251-3185

千葉市若葉区高品町1593番地5 千葉防災株式会社 043-231-5661 ●

千葉市若葉区若松町2173番地45 株式会社ティイーシィ 043-232-9063

千葉市若葉区大宮町2121-6 有限会社東葉メンテサービス 043-312-3309

千葉市若葉区都賀3丁目24番1号
都賀MTビル2F

日本エンタープライズ株式会社
千葉営業所

043-234-7636

千葉市若葉区桜木3-8-37 富士システム防災株式会社 043-233-5058 ●

千葉市若葉区大宮町3795-1 有限会社まいにち防災 043-209-2900 ●

千葉市緑区 千葉市緑区おゆみ野6-17-8 株式会社セーフティ・アラート 043-312-0045 ●

千葉市緑区平山町1004-10 有限会社綜合電設 043-291-2242

千葉市緑区誉田町1-321-36 大東防災株式会社 043-300-3119 ●

千葉市美浜区
千葉市美浜区高洲3-14-1
和紅ビル5階

イオンディライト株式会社　千葉東支店 043-277-6375

千葉市美浜区真砂1-4-24 株式会社サンキコーポレーション 043-278-2133 ●

千葉市美浜区新港14-2
セコム株式会社
テクノ事業本部東関東支店

043-302-0861

千葉市美浜区幸町1-26-5
綜警千葉ビル

綜合警備保障株式会社　千葉支社 043-242-7811

千葉市美浜区中瀬2-6-1
ワールドビジネスガーデン
マリブウエスト23F

株式会社東急コミュニティー
東関東支店

0120-011-109

船橋市 船橋市藤原7-18-18 青木防災株式会社 047-444-3511

船橋市西船3-7-11 共立電設株式会社 047-431-6990
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船橋市馬込町930-5 有限会社京葉第一防災 047-438-1224 ●

船橋市習志野台8-32-15 竹森電設株式会社 047-464-3606 ●

船橋市金杉8丁目16番6号 千葉システム防災株式会社 047-448-6051 ●

船橋市山手2-9-18 株式会社津田防災工事店 047-431-6621 ●

船橋市北本町1-17-11
東京電設サービス株式会社
千葉センター

047-769-1900

船橋市北本町2-44-15 日本防災株式会社 047-460-5001 ●

船橋市浜町1-36-13 ハタノホーチキ株式会社 047-433-4586

松戸市 松戸市紙敷1-16-3 株式会社小川防災 047－710-7776 ●

松戸市新松戸2-8　石井ビル502号室 タカラビルメン株式会社　松戸支社 047-711-9921 ●

松戸市松戸901番地の6 株式会社ＴＥＣ 047-360-3060 ●

松戸市常盤平5-15-25 有限会社日東工産 047-389-3664 ●

松戸市新松戸1-493
新松戸プラザハイツ502号

株式会社モリタ消会 047-345-1215 ●

市川市
市川市南八幡3-3-6
ザ・リージェント市川2F

株式会社ニューオーダー 047-393-7555

市川市八幡6-7-14 株式会社メイショウグループ 047-333-3680

柏市 柏市高田1352番地4 株式会社柏葉商会 04-7143-7144 ●

柏市十余二403-4 ダイエックステクノサービス株式会社 04-7134-3000

市原市 市原市菊間2360-4 イズミ防災設備 0436-42-0338 ●

市原市光風台3-505 有限会社誠和防災 0436-36-1041 ●

市原市玉前西2丁目8番地5 株式会社相互 0436-22-5665 ●

市原市五井東1-8-4 つくし防災株式会社 0436-67-0041 ●

市原市光風台５丁目５８１ フジテック 0436-63-6245

市原市白金町3-50-3 株式会社ボーサイ市原 0436-26-9600 ●

市原市国分寺台3-7-1 有限会社マックス 0436-22-4445
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市原市青柳北2-1-22 株式会社吉田商会 0436-21-0208

市原市山田橋1-8-10 有限会社若菜防災 0436-41-5851

八千代市 八千代市勝田台北1-18-12 有限会社ザオー消防設備 047-485-3167

八千代市大和田新田169-15 有限会社新衛設備 047-450-5056 ●

八千代市八千代台北5-3-15 株式会社八千代防災設備 047-486-9115 ●

佐倉市 佐倉市新町232 株式会社佐倉防災 043-484-2326 ●

佐倉市中志津4-3-6 北総防災株式会社 043-487-2008 ●

浦安市 浦安市入船4丁目1番11号 エヌビーエスエンジニアリング株式会社 047-350-5675 ●

浦安市北栄3-19-18 ロイヤル防災株式会社 047-390-0005

習志野市 習志野市東習志野5-20-8 有限会社太勝防災 047-472-8935 ●

習志野市泉町2-2-24 竹之下防災 090-6502-2114

習志野市津田沼3-5-12 株式会社習志野都市開発センター 047-476-1611 ●

習志野市習志野1-5-11 房総メンテナンス株式会社 047-479-5415

習志野市東習志野4-16-6 株式会社ユニオン通研 047-477-5161 ●

流山市 流山市江戸川台東1-52 株式会社堀内防災 04-7152-1601

我孫子市 我孫子市寿2-21-3 本岡防災工業 04-7103-7261

成田市 成田市下福田120-8 有限会社サンエテック 0476-23-0546

成田市花崎町758番地4 株式会社大英電業社 0476-22-5111 ●

成田市田町279 株式会社成田防災 0476-22-1635 ●

香取市 香取市佐原ホ140 有限会社佐原防災工事 0478-54-6136

八街市 八街市朝日213-7 有限会社港和防災設備 043-443-7766 ●

銚子市 銚子市小畑町9232番地 有限会社髙木エクセル 0479-22-8791 ●

大網白里市 大網白里市上谷新田71-43 株式会社東都設備 0475-78-3468
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富津市 富津市岩瀬860番地4 株式会社佐生 0439-65-0078

匝瑳市 匝瑳市高野1458番地 株式会社笠井商会 0479-72-2334 ●

匝瑳市八日市場ホの799-1 千葉ノーミ株式会社 0479-73-2236 ●

酒々井町 印旛郡酒々井町上岩橋858-1 株式会社シスイ総合防災 043-496-4871 ●

印旛郡酒々井町東酒々井3-3-207 有限会社和晃防災システム 043-496-7948

九十九里町 山武郡九十九里町作田670-2 株式会社相輝 0475-76-0590

芝山町 山武郡芝山町香山新田45-4 三栄メンテナンス株式会社 0479-78-8700

東京都
東京都品川区大井1-14-3
K-3ビル4階

関電ファシリティーズ株式会社
東京支社

03-6429-4111

東京都中央区築地1丁目13番10号 株式会社ザイマックスアルファ 03-6859-0400

東京都千代田区神田2-7-10 シノハラ防災株式会社 03-3252-7547

東京都港区芝浦3丁目11番13号
SUDO BLD. 3F

株式会社シンテック 03-5418-1273

東京都中央区日本橋浜町1-1-12
プラザANSビル7F

株式会社全日警ビルサービス 03-5820-9123

東京都練馬区高松4-13-14
アイワビル1階

株式会社練馬ホゼン 03-5987-3395

埼玉県 埼玉県春日部市備後東7-29-6 エニーコンサル 048-733-1821


