
事　業　者　名 所　　在　　地 電　　話

㈲川人設備 交野市青山1-17-4 072-891-6259
オーレス㈱ 交野市天野が原町4-13-8 072-892-3900
㈱栄 交野市幾野1-9-10 072-892-7701
交野市水道サービス㈱ 交野市私市2-24-1 072-894-0105
河本技建工業㈱  交野市私市8-16-31 072-893-2036
池水道工業 交野市私部3-3-18 072-892-7792
㈱北村商店 交野市私部5-2-38 072-891-1163
ＹＯＭＯＧＩ設備 交野市私部7-53-4 080-1450-4547
森本水道工業㈱ 交野市倉治2-1-12 072-891-7676
若林設備工業㈱ 交野市倉治3-24-8 072-891-1796
はきあい設備工業 交野市倉治3-51-10 072-380-6071
交南設備㈱ 交野市倉治4-47-7 072-893-3931
㈱森長工業 交野市倉治5-1-43 072-891-4718
金尾水道設備 交野市倉治6-39-3 072-893-1391
アクアテックキンキ 交野市郡津1-25-13 072-892-4771
㈲和紀総合 交野市郡津1-55-13 072-894-1030
岡田住建 交野市郡津4-37-13-101 072-895-5524
有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 072-892-4567
久保田設備 交野市藤が尾3-16-10 072-892-7076
㈲山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 072-892-3400
㈲古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 072-892-7052
北口工業㈱ 交野市星田3-35-14 072-891-2073
㈱平田設備工産 交野市星田4-33-3 072-891-4773
㈱交野興業 交野市星田7-2076-１ 072-893-3323
武田設備 交野市星田北3-31-1 072-891-0987
㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 072-891-2210

コニシエンジニアリング㈱ 泉大津市河原町5-28 0725-21-6067

マツシタ設備 泉佐野市中庄298-2 0724-64-4949

アクアプラン設備 茨木市新堂１-5-19　リオラムールⅢ 102号 072-697-8981
セノヤ 茨木市総持寺2-2-3 072-626-1671
近畿水道サポートセンター 茨木市玉水町1-47-1-21 072-637-5011
河村工業㈱ 茨木市戸伏町10-6 072-697-9850
㈲新恒工業 茨木市東福井1-2-3 072-641-5147
㈲シバノ設備 茨木市真砂1-15-9 072-630-6631

大賀工業㈱ 大阪市旭区清水4-5-30 066-956-1561
㈱丹羽工業所 大阪市旭区高殿6-2-20 066-953-7311
㈲協同設備 大阪市旭区高殿7-8-6 066-956-0025
宮石工業所 大阪市旭区中宮4-13-14 066-951-7777
楠原設備工業 大阪市生野区巽北1-7-23 066-757-0955
㈱西日本設備 大阪市北区東天満1-6-8　ラシーヌ東天満902号室 06-4801-9971
㈱スタートコーポレーション 大阪市北区本庄西3-1-18 066-486-0100
㈱エコ・テクノ　 大阪市城東区関目6-15-23 064-255-5550
㈱スイドウサービス 大阪市城東区野江4-1-8-402 06-6991-6767
クシマ設備工業㈱ 大阪市住之江区北島3-4-8 066-682-0701
㈱大阪サワノ 大阪市住吉区沢之町1-7-19 06-6692-9265
㈱イースマイル 大阪市中央区瓦屋町3-7-3 イースマイルビル 06-7739-2525
㈱ハナフサ 大阪市中央区谷町7-5-9 06-6762-7001
㈱シンエイ 大阪市中央区釣鐘町2-1-4  ﾋﾞﾙﾊｲﾀｳﾝ302号 066-944-7797
ハナ㈱ 大阪市鶴見区茨田大宮2-7-48 066-913-0950
㈱オクムラ設備工業 大阪市鶴見区今津北2-8-33  066-969-0245
Ｙ.施工 大阪市鶴見区大宮3-7-52 066-913-5685
㈱ショウエイ技建 大阪市鶴見区放出東1-29-22 066-967-7689
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㈱ベルタック 大阪市鶴見区浜4-9-11 06-6915-5521
㈱ハナハク住設 大阪市鶴見区焼野2丁目南5-3 06-4257-1810
㈱ハナハク 大阪市鶴見区焼野2丁目南5-3 06-4257-1810
㈲道端設備 大阪市鶴見区横堤4-1-23 066-915-0185
㈱水協 大阪市天王寺区東高津町3-29 新青山ビル202 06-4305-7414
株式会社ハウスラボ 大阪市浪速区大国2-1-6 06-6648-9898
テラルテクノサービス(株)大阪支店 大阪市西区靱本町1-11-7 信濃橋三井ビルディング3Ｆ 06-7711-7783
㈱クラシアン　西大阪支社 大阪市西区千代崎2-15-15 064-393-1251
㈱北浦工業所　大阪支店 大阪市西区南堀江1-14-7　エクセル心斎橋西5階502号室 06-4391-3055
エバーリンクス㈱ 大阪市西区南堀江4-17-18　原田ビル205 06-6531-1151
㈱岡設備 大阪市西淀川区姫島6-2-7 06-4862-4975
㈱梶野工業 大阪市東成区東今里2-11-26 06-4259-3001
㈱K'sCorporation 大阪市東淀川区東中島1-17-18 06-6990-1524
WPナガイ 大阪市平野区瓜破東8-8-9 06-6700-1208
㈱リュウビ・エンジニアリング 大阪市平野区平野西6-3-8 066-760-5143
島尾水道 大阪市港区田中3-3-13 06-6573-0925
門前組 大阪市淀川区木川東１－10-22-406 066-302-6999
小原工業㈱ 大阪市淀川区木川東3-5-21　第三丸善ビル7階G号室 06-6195-1229
㈱戸田設備工業所 大阪市淀川区塚本6-1-13 06-6885-7070
㈱ハウスサポート 大阪市淀川区西中島6-3-24-K424 06-6195-2258
株式会社アイズ 大阪市淀川区東三国2-30-1 06-6151-3355

アクアス 柏原市平野1-9-34　メゾン平野102号 072-921-3325

有限会社　西部工業 門真市朝日町8-10 072-882-9161
門真水道商会㈱ 門真市栄町29-16 066-908-5241
関西ホームズ 門真市常称寺町29-20　関西ホームズビル2Ｆ 072-812-7062
㈲星和管工 門真市千石西町15-6 072-882-9215
吉田設備㈱ 門真市古川町14-10 066-901-1315
㈱寿美工業 門真市御堂町1-2 066-901-2775
㈲タイセイ土木 門真市元町5-31 066-906-0200

聖環境設備 河内長野市大矢船中町32-3 0721-26-7577
ダイショウ設備 河内長野市原町6-10-28 0721-54-0300

藤波設備工業㈱ 岸和田市包近町474-2 0724-44-6902
㈱いずみ設備工業 岸和田市小松里町2463 072-448-6656
アクアライフ㈱ 岸和田市中井町1-9-6 072-488-7866
㈱KITAGAWA 岸和田市藤井町2-21-24 072-457-8897

㈱森水道工業所 堺市北区新金岡町5-7-328 072-253-9224
㈱ＵＫＳ 堺市北区長曽根町1679-1 072-242-8458
㈱アヴァンス 堺市北区野遠町５６ 072-252-6780
マルショウ住設㈱ 堺市堺区神石市之町2-1 072-269-4830
三栄設備工業所 堺市堺区北旅篭町西3-2-4 072-232-1877
株式会社インプルーブ 堺市中区田園578 072-237-1936
㈱シンセイ設備 堺市中区土塔町144-6 072-289-5091
㈲ニコー設備 堺市中区東山900 ジョイビル201 072-230-1112
㈲宮武設備 堺市中区深井畑山町202-15 072-270-6619
南海設備㈱ 堺市中区福田684番地3 072-237-2675
㈱ＳＥＮ ＴＥＣ 堺市西区太平寺539-1 072-289-9909
ＵＫＳ 堺市東区日置荘西町3-32-1 072-203-8780
㈱伸栄設備 堺市東区日置荘原寺町471-1 072-285-4453
㈱剛建 堺市美原区北余部40-35 072-369-0470
美原工業 堺市美原区北余部西1-1-4-1007 072-363-8603
㈱信光 堺市美原区丹上413-4 066-878-0288

㈱平井水道工業 四條畷市岡山1-25-22 072-876-1176
㈱カリヤ工業 四條畷市岡山238-8 072-879-5959
中西工業所 四條畷市岡山東2-2-53 072-876-8587
西田産業㈱ 四條畷市雁屋北町9-1 072-876-0493
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小谷設備 四條畷市砂1-15-11 072-879-4736
百進建設㈱ 四條畷市砂2-17-10 072-863-0677
志真設備 四條畷市蔀屋392-13 072-865-0591
こうの建設工業 四條畷市中野707-15 072-877-0207
川本産業㈱ 四條畷市楠公1-1-20 072-878-1122
㈱上田水道商会 四條畷市楠公1-1-25 072-876-1479

㈱クリーンライフ 吹田市江の木町5-24　フェスタ江坂701 06-6821-6133
㈱大設産業 吹田市岸部中2-16-7 066-384-6359

㈱エーライフ 摂津市鳥飼西2-36-5 072-653-2551
ヤマヒロ工業 摂津市鳥飼野々1-22-3 072-654-0724
㈱西浦設備 摂津市一津屋1-32-2 066-349-1157

赤井設備工業㈱ 大東市赤井3-8-2 072-874-2865
㈲三箇設備工業 大東市三箇5-2-6 072-872-3345
㈱ニシムラ 大東市新田本町18-2 072-871-5090
早川建設㈱ 大東市中垣内2-2-10 072-874-0313
㈱山口設備 大東市野崎3-11-5 072-878-7481
㈱ダイヤホット・サービス 大東市灰塚5-3-36 066-744-9101
久野設備 大東市深野北1-13-13-306 072-862-0315
山陽実業 大東市北条4-16-22 072-878-9309
藤本産業㈱ 大東営業センター 大東市南楠の里町14-33 072-877-6001
大作工業㈱ 大東市諸福3-8-8 072-873-5454

中山建設㈱ 高石市羽衣5-13-14 072-263-0250

高島設備工業㈱ 高槻市大塚町2-49-8 072-675-2439
㈱アクア．テクノ 高槻市唐崎北1-25-9 072-677-8807
㈱光輝工業 高槻市唐崎北3-4-10 072-678-2870
㈱グローバルワークス 高槻市庄所町7-1-101 072-661-3397
㈱高木工業所 高槻市城西町11-16 072-671-0017
飯山建設㈱ 高槻市竹の内町39-19 072-674-6767
エーアイテック㈱ 高槻市辻子2-9-6 072-672-0445
㈱長谷川工業所 高槻市野田東1-6-1 0726-60-4101
㈱TATSUEi 高槻市藤の里町38-25 072-675-5177
㈱クニゴー設備 高槻市宮之川原1-5-3 072-687-1645
㈱エンジニアサカウエ 高槻市宮野町12-20 0726-74-3608

ワークス㈱ 豊中市上津島1-2-43 06-6868-9580
㈱アクアサービス 豊中市庄内栄町4-5-7 06-6335-1211
森田設備工業㈱ 豊中市服部本町4-3-13 066-863-0230

㈱MIRAI設備 豊能町東ときわ台2-20-10 072-738-0500

ＪＩＣ（ジック） 富田林市寿町3-14-7 0721-55-4565
㈱アピライ 富田林市寿錦織南1-35-45 0721-55-2772

㈱明由工業 寝屋川市池田北町9-12 072-838-9000
㈱マキ水道設備 寝屋川市池田北町24-1-1408 072-396-3530
㈱ミヨシテック 寝屋川市石津元町11-22 072-827-3355
㈲大輝設備工業 寝屋川市太秦緑が丘27-21 072-823-4451
東部水道産業㈱ 寝屋川市打上新町20-1７ 072-823-0301
㈱中　正 寝屋川市打上元町7-1 072-820-9555
吉村管工 寝屋川市楠根南町34-7-1 072-819-0913
㈱協立管工社 寝屋川市葛原1-29-10 072-838-0333
郡幸工業所 寝屋川市郡元町7-5 072-832-3806
㈱コニタン 寝屋川市寿町18-27 072-834-7788
㈱小西水道工業所 寝屋川市木屋町8-8 072-832-0220
㈱河西設備商会 寝屋川市清水町29-2 072-829-6179
㈱佐々木産業 寝屋川市点野2-21-2 072-801-8077
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スイセイ工業 寝屋川市点野4-4-4 072-838-8587
㈱山下風呂住器 寝屋川市点野5-8-7 072-826-9586
㈱ひかり水道商会 寝屋川市下神田町16-13 072-826-5494
㈲関西ホーム機器サービス 寝屋川市成美町3-8 072-830-2705
㈱谷本水道商会 寝屋川市高柳5-11-9 072-829-0682
㈱ワイズ 寝屋川市豊里町3-11 072-813-2951
ケイセイ 寝屋川市成田南町2０-６ 072-833-2525
㈱山岸設備 寝屋川市堀溝1-9-2 072-823-3325
㈱カンタス 寝屋川市本町15-77 072-822-0345
成光建設㈱ 寝屋川市本町6-9 072-822-9700
㈱西友建産 寝屋川市明和1-11-10 072-880-7000
山三水道 寝屋川市八阪町6-15 072-824-1333

㈱スマイル建設 羽曳野市高鷲10-14-5 0729-62-9421
㈱矢寺水道興業社 羽曳野市羽曳が丘西1-2-16 072-957-0455

カミタ総合設備㈱ 阪南市黒田343番地の2 072-471-2234

大晉工業㈱ 東大阪市足代北1-14-1 066-782-1594
㈲東部第一工業 東大阪市荒本2-5-1 06-6787-1643
㈱野村設備 東大阪市稲田上町2-8-14 06-6747-8400
水協 東大阪市大蓮南4-2-25　リープハウス301号 066-748-0414
㈱羚友設備 東大阪市長田西6-3-29 06-6746-5957
㈱MC Ｔｅｃ 東大阪市角田2-8-11 072-911-4771
アクアフィールド 東大阪市高井田本通1-2-26 067-493-9293
㈱はやし設備 東大阪市玉串町東2-6-40 072-961-7455
筒井工業㈱ 東大阪市長堂2-14-4 066-783-2677
㈱共進社工業所 東大阪市西堤楠町3-2-11 066-788-2223
アクア設備工業 東大阪市布市町1-8-43 Ａ-202 072-968-7137
㈱リビングメンテサービス北東 東大阪市水走3-9-21 072-964-1136

輝　工　業 枚方市伊加賀西町9-65-105 072-846-7022
吉田設備工業 枚方市伊加賀西町61-12 072-845-1505
イバライケ設備㈱ 枚方市磯島南町1-12 072-808-7451
㈱中央土木 枚方市大垣内町3-3-5-2階 072-859-2100
㈱アールツー 枚方市大垣内町3-3-7-201 072-843-2626
エムエーコーポレーション 枚方市大垣内町3-13-1-105 072-808-7308
㈱朝日空調サービス 枚方市大峰東町18-9 072-858-3191
㈱　ト　ミ　ノ　 枚方市上島東町16-1 072-855-0098
安藤設備㈱ 枚方市上島東町5-1 072-857-2252
有限会社 平林建設 枚方市楠葉並木2-28-11 072-858-5846
日幸管工 枚方市香里ケ丘2-7-35 080-3795-2513
㈱日誠電工 枚方市香里ヶ丘12-18-1 072-846-5909
佐藤土木工業㈱ 枚方市招提大谷3-19-6 072-856-5790
細見設備 枚方市招提中町1-43-57 072-809-6571
吉野住設 枚方市招提中町2-20-11 072-850-4126
㈲ウォークス 枚方市杉山手1-31-18 072-859-8571
㈱フルハウスサポート 枚方市尊延寺3-4-8 072-380-0625
㈱アイエスケー 枚方市田口山1-10-2 072-867-1445
㈱京阪 枚方市田口山2-7-11 072-805-5666
㈱稲田設備 枚方市津田北町2-38-12 072-896-1340
(有)武和工業 枚方市津田北町3-2892-1 072-897-3506
㈱せいすい設備工業 枚方市津田西町1-3-5 072-859-7761
㈱すいしん設備工業 枚方市津田西町1-3-5-1号 072-894-8555
林  設  備 枚方市津田東町3-26-30 072-859-3262
㈱草川水道工業所 枚方市出口2-17-5 072-835-7778
㈱関西水彩本舗 枚方市出口2-27-34 072-833-5771
河本興業㈱ 枚方市中宮西之町3-8 072-840-3221
㈱京阪設備 枚方市中宮西之町3-27 072-840-2775
㈱アオイ設備 枚方市中宮東之町1-7 072-808-8326
安藤設備工業所 枚方市中宮東之町9-11 072-848-1327
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枚方市

東大阪市

羽曳野市



㈲水道設備工業所 枚方市中宮東之町9-11 072-848-1327
㈱Ｓ.Ｇ住設 枚方市長尾家具町1-4-17 072-864-5558
㈱かえで水道 枚方市長尾家具町2-15-33 072-856-0999
㈲ユーワイ工業 枚方市長尾家具町3-6-4 072-855-8812
共栄設備工業㈱ 枚方市長尾家具町3-6-5 072-855-6680
引野設備工業 枚方市長尾北町2-1714-7 072-380-2717
美杉設備 枚方市長尾台4-10-13 072-859-2369
㈱フタバエンジニアリング 枚方市長尾西町2-54-28 072-851-3073
長尾水道㈱ 枚方市長尾元町2-13-10 072-857-6110
㈱伸興水道工業 枚方市長尾元町6-34-8 072-800-7117
㈱希望通管 枚方市長尾元町7-15-1 072-855-0119
日垣水道設備㈱ 枚方市渚西2-6-19 072-848-6661
㈱学研都市設備 枚方市西田宮１４－７ 072-841-6663
英新工産㈱ 枚方市東香里新町10-51 072-845-4741
㈱徹コーポレーション 枚方市東船橋1-35-303 072-855-0767
㈱藤阪ガスセンター 枚方市藤阪元町3-32-10 072-855-4126
㈲大栄商会 枚方市船橋本町4-20-5 072-850-0280
有限会社　阪本設備 枚方市星丘1-20-9 072-847-8453
㈱星丘水道設備 枚方市星丘1-23-1-102 072-890-7889
㈱鎌田設備 枚方市南中振1-15-7 072-834-1181
小巻設備 枚方市南中振2-17-14 072-802-2433
㈱西村工業 枚方市村野高見台9-65 072-849-7770
中村住宅設備 枚方市村野西町40-15 072-805-6533
田中設備工業 枚方市山之上北町26-2 072-843-1557

ゴトウ水設 藤井寺市小山6-3-8 072-955-7578

(有)上西工業所 松原市阿保1-14-15 072-331-0140
太田設備工業所 松原市西野々1-8-11 072-349-2670
豊住設備 松原市東新町4-17-20 072-335-7804

コスモー産業株式会社 箕面市石丸1-7-1 072-728-5109
積和建設大阪㈱ 箕面市萱野5-12-1 072-729-1265

北川設備 守口市大久保町3-21-6 066-903-3988
㈱マック 守口市梶町１-49-12 066-902-7067
松栄工業㈱ 守口市春日町4-11 06-6994-3051
㈱天満住設 守口市金田町1-41-11 066-905-6026
㈲中井水道 守口市大日町4-39-17 066-901-0044
田中工業 守口市東町1-17-2 090-6553-2621
フジイハウス産業㈱ 守口市南寺方中通2-1-21 06-6998-8121

ウォーターワークス 八尾市上之島町南2-73 072-998-2898
すいどうや大翔 八尾市上之島町南3-70-3 072-928-6801
㈱伸和工業 八尾市楠根町2-4-4 0729-96-5667
トーエー設備㈱ 八尾市西高安町1-63-2 072-997-1080
木場設備工業所 八尾市東山本新町6-1-24 072-975-6193

㈱アズクリエイティブ 愛知県名古屋市千種区内山3-31-20　今池NMビル4階 052-202-5263

アイテム株式会社 京都府宇治市五ケ庄福角69-6 0774-33-7040
㈲聖工業 京都府木津川市加茂町里土堀41-6 0774-76-4282
俺達の株式会社 京都府京都市伏見区久我御旅町1-2 075-204-4498
日本設備工業㈱ 京都府京都市南区西九条菅田町２９ 075-682-5152
日本開発興業㈱ 京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田5-1 0774-94-5491
マルコウ設備㈱ 京都府相楽郡精華町狛田1-17-2 0774-93-0025
マツモト工業㈱ 京都府相楽郡精華町桜が丘4-10-6 0774-72-5157
㈱ 小薮設備 京都府綴喜郡井手町多賀西北ノ代52-32 0774-99-4771
㈱テンスイシステム 京都府八幡市八幡神原７６－２ 075-204-0794

ロイヤルホームセンター㈱ロイサポートグループ 千葉県習志野市東習志野6-7-15 0120-00-6186

愛知県

京都府

千葉県

藤井寺市

松原市

箕面市

守口市

八尾市



㈱ライフサポート 東京都渋谷区大山町45-18 代々木上原ウエストビル3階 03-5465-0703
㈱アネシス 東京都渋谷区渋谷3-12-22　渋谷プレステージ3F 06-6229-2292
㈱交換できるくん 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル12F 03-6427-5381
三菱電機システムサービス(株) 東京都世田谷区太子堂4-1-1 06-6904-6690

㈱ドリームホームアップ 奈良県奈良市青山3-1-13-401 0742-25-0991
イワオ産業株式会社 奈良県奈良市五条畑1-19-12 0742-40-1003
和泉設備工業㈱ 奈良県奈良市西登美ヶ丘1-5-8 0742-45-8051
池谷設備工業㈱ 奈良県生駒市南田原町1977 0743-79-9666
髙井設備商会 奈良県大和高田市土庫236-2 0745-22-0849

㈱大智設備 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字下池ノ尻1213-1-7 078-797-5443
環境保全事業協同組合 兵庫県神戸市中央区𦚰浜町3-7-14 078-221-5465
(有)ＹＭ設備 兵庫県神戸市西区白水2-10-11 078-978-1236
㈱ツボサカ 兵庫県神戸市西区福吉台2-25-17 078-967-2122
㈱ユーサーブ 兵庫県神戸市西区福吉台2-25-17 078-967-5959

㈱アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8-8　第1ウエノヤビル6Ｆ 082-502-6644
㈱MIZUSAPO 広島県広島市中区鶴見町8-57　4F 082-533-8080

広島県

東京都

奈良県

兵庫県


