
◇◇◇◇    メンテナンス顧客様メンテナンス顧客様メンテナンス顧客様メンテナンス顧客様    ◇◇◇◇        平成平成平成平成22227777年年年年10101010月現在月現在月現在月現在    

パチンコ店パチンコ店パチンコ店パチンコ店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

産婦人科病院産婦人科病院産婦人科病院産婦人科病院    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

寮施設寮施設寮施設寮施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

食品工場食品工場食品工場食品工場    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

食品工場食品工場食品工場食品工場    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

パチンコ店パチンコ店パチンコ店パチンコ店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

食品工場食品工場食品工場食品工場    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

パチンコ店パチンコ店パチンコ店パチンコ店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

パチンコ店パチンコ店パチンコ店パチンコ店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

パチンコ店パチンコ店パチンコ店パチンコ店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ＪＲ駅ＪＲ駅ＪＲ駅ＪＲ駅施設施設施設施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

道の駅道の駅道の駅道の駅施設施設施設施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    大分県大分県大分県大分県    

病院施設病院施設病院施設病院施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    節水節水節水節水設備機器設備機器設備機器設備機器    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備井水供給設備井水供給設備井水供給設備メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    節水節水節水節水設備機器設備機器設備機器設備機器    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

幼稚園施設幼稚園施設幼稚園施設幼稚園施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

病院施設病院施設病院施設病院施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

歯科歯科歯科歯科病院施設病院施設病院施設病院施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

パチンコ店パチンコ店パチンコ店パチンコ店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

道路施設道路施設道路施設道路施設    様様様様    排水ポンプメンテナンス排水ポンプメンテナンス排水ポンプメンテナンス排水ポンプメンテナンス    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ビル施設ビル施設ビル施設ビル施設    様様様様    防錆システム管理防錆システム管理防錆システム管理防錆システム管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

マンションマンションマンションマンション    様様様様    循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

エステ施設エステ施設エステ施設エステ施設    様様様様    循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

マンションマンションマンションマンション    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

            



◇◇◇◇    メンテナンス顧客様メンテナンス顧客様メンテナンス顧客様メンテナンス顧客様    ◇◇◇◇        平成平成平成平成27272727年年年年10101010月現在月現在月現在月現在    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

マンションマンションマンションマンション    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

スポーツクラブ施設スポーツクラブ施設スポーツクラブ施設スポーツクラブ施設    様様様様    循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ビル施設ビル施設ビル施設ビル施設    様様様様    防錆システム管理防錆システム管理防錆システム管理防錆システム管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ＪＲ駅ＪＲ駅ＪＲ駅ＪＲ駅施設施設施設施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理循環ろ過機器管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ゴルフ場ゴルフ場ゴルフ場ゴルフ場    様様様様    専用水道管理専用水道管理専用水道管理専用水道管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

団地施設団地施設団地施設団地施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

パチンコ店パチンコ店パチンコ店パチンコ店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

スポーツクラブ施設スポーツクラブ施設スポーツクラブ施設スポーツクラブ施設    様様様様    浴槽・プール・井水浴槽・プール・井水浴槽・プール・井水浴槽・プール・井水ろ過装置機器ろ過装置機器ろ過装置機器ろ過装置機器メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス    福岡県福岡県福岡県福岡県    

公園公園公園公園施設施設施設施設    様様様様    公園噴水施設他機器管理公園噴水施設他機器管理公園噴水施設他機器管理公園噴水施設他機器管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

公園施設公園施設公園施設公園施設    様様様様    公園噴水施設他機器管理公園噴水施設他機器管理公園噴水施設他機器管理公園噴水施設他機器管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    熊本県熊本県熊本県熊本県    

簡易水道施設簡易水道施設簡易水道施設簡易水道施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

大学寮施設大学寮施設大学寮施設大学寮施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

スポーツクラブ施設スポーツクラブ施設スポーツクラブ施設スポーツクラブ施設    様様様様    循環循環循環循環設備管理設備管理設備管理設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

マンションマンションマンションマンション    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    佐賀佐賀佐賀佐賀県県県県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    佐賀佐賀佐賀佐賀県県県県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    佐賀佐賀佐賀佐賀県県県県    

マンション施設マンション施設マンション施設マンション施設    様様様様    鑑賞池循環ろ過鑑賞池循環ろ過鑑賞池循環ろ過鑑賞池循環ろ過設備管理設備管理設備管理設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    循環循環循環循環設備管理設備管理設備管理設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設    様様様様    循環循環循環循環設備管理設備管理設備管理設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

マンションマンションマンションマンション    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

高等学校施設高等学校施設高等学校施設高等学校施設    様様様様    井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理井水供給設備管理    福岡県福岡県福岡県福岡県    

    



◇◇◇◇    メンテナンス顧客様メンテナンス顧客様メンテナンス顧客様メンテナンス顧客様    ◇◇◇◇            平成平成平成平成22227777年年年年10101010月現在月現在月現在月現在    

【【【【    井水ＲＯ処理システム（専用水道管理含む）井水ＲＯ処理システム（専用水道管理含む）井水ＲＯ処理システム（専用水道管理含む）井水ＲＯ処理システム（専用水道管理含む）    】】】】    

業種業種業種業種    供給量（１日）供給量（１日）供給量（１日）供給量（１日）    所在地所在地所在地所在地    

個人邸個人邸個人邸個人邸    様様様様    ３㎥３㎥３㎥３㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    １１１１０００００㎥０㎥０㎥０㎥    熊熊熊熊本県熊本市本県熊本市本県熊本市本県熊本市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ３０㎥３０㎥３０㎥３０㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    １５㎥１５㎥１５㎥１５㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ３０３０３０３０㎥㎥㎥㎥    佐賀県武雄市佐賀県武雄市佐賀県武雄市佐賀県武雄市    

スポーツ施設スポーツ施設スポーツ施設スポーツ施設    様様様様    ４０４０４０４０㎥㎥㎥㎥    福岡県大牟田市福岡県大牟田市福岡県大牟田市福岡県大牟田市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ８８８８０㎥０㎥０㎥０㎥    大分県別府市大分県別府市大分県別府市大分県別府市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    １１１１１１１１０㎥０㎥０㎥０㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ３３３３００００㎥㎥㎥㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

老健施設老健施設老健施設老健施設    様様様様    ４５４５４５４５㎥㎥㎥㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    ２２２２０㎥０㎥０㎥０㎥    佐賀県佐賀市佐賀県佐賀市佐賀県佐賀市佐賀県佐賀市    

病院病院病院病院    様様様様    １６０㎥１６０㎥１６０㎥１６０㎥    佐賀県北茂安町佐賀県北茂安町佐賀県北茂安町佐賀県北茂安町    

病院病院病院病院    様様様様    １１１１３３３３０㎥０㎥０㎥０㎥    福岡県田川市福岡県田川市福岡県田川市福岡県田川市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ５５５５００００㎥㎥㎥㎥    福岡県久留米市福岡県久留米市福岡県久留米市福岡県久留米市    

病院・住宅病院・住宅病院・住宅病院・住宅    様様様様    １１１１５５５５０㎥０㎥０㎥０㎥    福岡県田川市福岡県田川市福岡県田川市福岡県田川市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ４０４０４０４０㎥㎥㎥㎥    福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ４５４５４５４５㎥㎥㎥㎥    長崎県諫早市長崎県諫早市長崎県諫早市長崎県諫早市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ６０６０６０６０㎥㎥㎥㎥    鹿児島県鹿児島市鹿児島県鹿児島市鹿児島県鹿児島市鹿児島県鹿児島市    

タクシー会社タクシー会社タクシー会社タクシー会社    様様様様    ２０２０２０２０㎥㎥㎥㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ５５５５５５５５㎥㎥㎥㎥    福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市    

スポーツ施設スポーツ施設スポーツ施設スポーツ施設    様様様様    ５０５０５０５０㎥㎥㎥㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

保養施設保養施設保養施設保養施設    様様様様    ２００２００２００２００㎥㎥㎥㎥    熊本県阿蘇市熊本県阿蘇市熊本県阿蘇市熊本県阿蘇市    

児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設    様様様様    ７０７０７０７０㎥㎥㎥㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ６０６０６０６０㎥㎥㎥㎥    福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市    

スタンドスタンドスタンドスタンド    様様様様    ２５２５２５２５㎥㎥㎥㎥    福岡県大川市福岡県大川市福岡県大川市福岡県大川市    

スポーツ施設スポーツ施設スポーツ施設スポーツ施設    様様様様    ５０５０５０５０㎥㎥㎥㎥    大分県大分市大分県大分市大分県大分市大分県大分市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ７０７０７０７０㎥㎥㎥㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ３０３０３０３０㎥㎥㎥㎥    福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市    

病院病院病院病院    様様様様    １２０１２０１２０１２０㎥㎥㎥㎥    福岡県荒尾市福岡県荒尾市福岡県荒尾市福岡県荒尾市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ５０５０５０５０㎥㎥㎥㎥    埼玉市岩槻区埼玉市岩槻区埼玉市岩槻区埼玉市岩槻区    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ５５５５５５５５㎥㎥㎥㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ４５４５４５４５㎥㎥㎥㎥    福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ４０４０４０４０㎥㎥㎥㎥    福岡県久留米市福岡県久留米市福岡県久留米市福岡県久留米市    

病院病院病院病院    様様様様    １２０１２０１２０１２０㎥㎥㎥㎥    福岡県大牟田市福岡県大牟田市福岡県大牟田市福岡県大牟田市    

スポーツ施設スポーツ施設スポーツ施設スポーツ施設    様様様様    ３３３３０㎥０㎥０㎥０㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ８５㎥８５㎥８５㎥８５㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    １５㎥１５㎥１５㎥１５㎥    福岡県宗像市福岡県宗像市福岡県宗像市福岡県宗像市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ６０㎥６０㎥６０㎥６０㎥    福岡県久留米市福岡県久留米市福岡県久留米市福岡県久留米市    

ホテルホテルホテルホテル    様様様様    ６０㎥６０㎥６０㎥６０㎥ 福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市    

病院病院病院病院    様様様様    ３５３５３５３５㎥㎥㎥㎥ 福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

飲食店飲食店飲食店飲食店    様様様様    １１１１０㎥０㎥０㎥０㎥ 福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市    

タクシー会社タクシー会社タクシー会社タクシー会社    様様様様    ２０２０２０２０㎥㎥㎥㎥    福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    

            

            

            

            

 


