
名  　　　　　　    称 代表者名 所  　　　　　 在  　　　　　 地 電　話　番　号

(株)ツナシマ工業所 綱島　領市 松原市上田8-13-19 072-335-0888

(有)浅田工業所 浅田　晴一 松原市岡3-7-24　 072-332-2101

天美工業所 中条　武洋 松原市東新町1-12-18 072-331-1489

(株)道下工業所 松原支店 道下　誠 松原市上田3-9-4 072-331-1501

(有)上西工業所 上西　義隆 松原市阿保1-14-15 072-331-0140

(株)泉本設備 泉本　雅彦 松原市天美我堂7-466 072-335-2000

小川工業(株) 小川　美智子 松原市天美西2-1-9 072-332-3294

(株)木綿麻建設 中　栄 堺市堺区永代町5-1-10 072-221-7854

(株)セイト 清藤　幸男 藤井寺市小山藤の里町1-3 0729-54-2613

タナカ理研(株) 田中　藤博 富田林市西板持町1-86 0721-34-1288

(株)タルウシ 新熊　安夫 松原市上田5-8-19 072-332-0493

(株)福田商店 福田　祥一 松原市別所3-20-15 072-335-0700

(株)大同技建 藤森　勝巳 松原市三宅中3-14-25 072-336-3167

ミドリハウス工業(株) 東野　久二 高石市取石1-14-13 072-273-0561

(株)浜田 榊原　邦章 松原市田井城1-6-21 072-332-2261

(株)丹羽工業所 丹羽　年男 大阪市旭区高殿6-2-20 06-6953-7311

(有)松庄 柴川　晋弥 松原市阿保5-15ー4 072-331-2588

(株)奥田ガスセンター 古本　義光 八尾市山城町2-3-26 0729-23-1621

(株)学研都市設備 川東　晃 枚方市西田宮町14ー7 072-841-6660

トウジ工業(株) 田路　直行 門真市下間節121-1 072-842-7233

西村水道工業(株) 西村　英二 堺市中区伏尾761-2 072-278-9880

仲野水道(株) 仲野　禎晃 大阪狭山市山本中328-1 072-367-5237

(株)英弘エンジニアリング 北野　純治 河内長野市昭栄町3-55 0721-53-0781

(有)島根商会 松浦　賢一 羽曳野市西浦6-454-11 0729-58-6990

(有)白樫設備工業所 白樫　隆司 羽曳野市野333-15 0729-54-8675

(株)マツオ設備 竹内　松男 藤井寺市古室1-8-12 0729-54-7496

鹿間設備(株) 鹿間　一博 奈良県大和郡山市矢田町5745-3 0743-53-9767

(有)ヤマトエンジニアリング 鹿間　弘之 奈良県生駒市俵口町1879-74-108 0743-73-7652

山口設備工業 山口　邦彦 松原市三宅西2-19-16 072-335-4016

(有)小谷設備工業 小谷　純弘 堺市美原区多治井390 072-361-1624

阪南工事(株) 植村　宏夫 堺市美原区小平尾121 072-361-1706

(株)本並住設 本並　照 堺市美原区真福寺227-1 072-361-6073

(株)中尾工業 中尾　秀男 堺市美原区北余部59-1 072-362-2358

(株)タル光水道工業 樽井　光男 羽曳野市西浦5-627-3 0729-56-5600

(株)ワシズ 鷲津裕　基夫 藤井寺市藤井寺4-3-9 0729-39-3888

(株)一光商事 大西　巌 羽曳野市南古市3-3-1 0729-57-0222

久保工業(株) 久保　光夫 富田林市山中田町1-14-25 0721-25-2595

(株)田中水道設備 田中　真輝 河内長野市松ケ丘西町1529 0721-53-5375

(株)畑本水道工業所 畑本　光一 柏原市片山町16-7 0729-77-1787

阪南土木設備 芝池　孝五 羽曳野市古市1549-1 0729-58-9400

岡義工業 柳　義治 松原市岡4-144-4 072-332-5923

クシマ設備工業(株) 切塚　富和 堺市北区北花田町3-33-21 072-255-1622

津村水道工業所 津村　和男 羽曳野市恵我之荘3-4-8 0729-55-1638

小池設備 小池　進 堺市美原区多治井658-5　 072-363-1839

下村設備 下村　晴一 堺市美原区北余部393-1 072-362-3543

(株)南丸八建設 橋本　研二 河内長野市原町5-6-12 0721-53-1081

(株)森水道工業所 森　一馬 堺市北区新金岡町5-7-328 072-253-9224

(有)共成設備 魚田　新一 松原市三宅中5-9-19 072-331-1495

羽曳野水道修理センター 植田　正治 羽曳野市大黒194-2 0729-57-3900

西本設備 西本　隆 松原市三宅中3-6-8 072-334-3471

芝田設備 芝田　宏行 羽曳野市野々上3-6-10 072-953-8288

(株)山和水道工業所 山下　笑子 堺市堺区四条通2-1 072-233-7501

櫻井工業所 櫻井　昭雄 松原市河合3-7-9 072-333-8563

(有)酒井工業所 仲野　剛 大阪狭山市山本中340-3 072-365-5007
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(株)エヌケイケイ 中岡　克祐 大阪市平野区長吉長原西3-1-25 06-6702-4141

初芝設備(株) 中野　稔 堺市東区日置荘北町346 072-285-0187

(株)南口組 中川　寿 富田林市甲田1-10-1 0721-25-1112

(株)田中建興 田中　秀 八尾市南木の本5-16 0729-91-6800

(株)ニシイ 西井　義正 堺市西区浜寺船尾東4-90 072-263-0762

(株)柳澤設備 柳澤　和則 大阪市西成区太子1-8-19 06-6632-6864

(株)関住 藤本　亮 富田林市常盤町3-9 0721-25-1245

サン設備設計 浦芝　義隆 堺市西区浜寺石津町東3-7-28 072-280-2055

國樹設備工業所 國樹　隆男 富田林市若松町東1-8-4 0721-23-4123

(有)カンエイ商会 加藤　英二 松原市三宅中7-8-32 072-331-6980

(株)共栄設備 加藤　哲郎 堺市堺区車之町東3-1-9 072-223-6400

藤栄住宅設備機器 新藤　孝行 大阪市住之江区北島1-4-4　　　 06-6681-6624

(株)小谷組 小谷　勝彦 羽曳野市郡戸13-1 0729-55-4384

大雅工業 佐々木　雅秋 堺市北区南花田町1-3 072-250-8556

(株)大阪サワノ 野阪　貢司 大阪市住吉区沢之町1-7-19 06-6692-9265

(株)きんぱい 太田　和幸 大阪市大正区三軒家東３-10-12 06-6656-3911

(株)クラタ設備工業所 蔵田　豊 松原市北新町3-15-10 072-332-4411

(有)松本配管設備工業所 松本　一郎 大阪狭山市狭山3-2533-14 072-366-2702

三水堂 藤原　秀和 柏原市玉手町18-27-201 072-931-9937

(株)伸和工業 種谷　二郎 八尾市楠根町2-4-4 0729-96-5667

光設備 今井　周二 八尾市八尾木北1-27 0729-96-3309

住吉住設(株) 住吉　和夫 大阪市住吉区山之内5-3-113 06-6693-0755

神戸設備工業所 神戸　勤 大阪市城東区今福西1-14-2 06-6931-8853

(株)矢寺水道興業社 矢寺　義昭 羽曳野市羽曳が丘西1-2-16 0729-57-0455

船津管工設備 船津　政吉 堺市西区浜寺石津町東1-1-8 072-247-2974

(株)ヤブタ設備 薮田　好宏 八尾市沼1-14-1 0729-49-5018

土居設備工業所 土居　常則 大阪市住吉区南住吉4-1-13 06-6695-4666

大宝住設(株) 桑名　実 堺市北区野遠町56 072-252-6780

梅木商店 梅木　正光 松原市南新町6-1-5 072-331-3118

伸栄設備(株) 濱砂　伸弘 大阪市平野区瓜破７-6-24 06-6797-1237

日本設備(株) 梶田　正雄 大阪市東住吉区今川６-1-11 06-6708-8900

福泉設備工業(株) 西野鈴子 堺市西区菱木３-2699-1 072-272-0079

香原設備設計 香原　懿 松原市北新町4-6-1 072-331-8961

北野設備(株) 北野　辰彦 富田林市竜泉487 0721-35-4872

トモエ設備 藤原　勇介 松原市柴垣1-18-12 072-335-2398

セイト商会 清藤　信久 松原市三宅西２-22-15 072-335-5614

(株)渡部工業所 渡部　臣雄 羽曳野市恵我之荘2-10-32 0729-54-4531

(株)長井設備 長井　貞朗 大阪市東住吉区中野1-5-28 06-6797-7829

山田設備工業 山田　清和 藤井寺市小山藤の里町13-24 0729-53-5247

(株)スマイル建設 矢形　豊樹 東大阪市水走3-3-40 0729-62-9421

(有)日幸産業 三原　富士雄 堺市東区北野田479-8 072-234-5521

(株)アイア設備 山岡　庸浩 堺市北区長曽根町3068-5 072-253-7780

木本デザイン設計室 木本　圭二 松原市上田4-2-25 072-332-0980

馬木工業(株) 馬木　秀 柏原市片山町1-6 0729-77-8267

(株)共進社工業所 山内　昇平 東大阪市西提楠町3-1-8 06-6977-2001

北工業(株) 北谷　一郎 八尾市南太子堂4-2-74 0729-93-7408

四国機械設備(株) 曽我　幸二 大阪市西淀川区柏里3-12-26 06-6473-5165

(株)阪南メンテナンス 佐竹　宏之 松原市三宅中4-4-21 072-334-0751

(株)吉岡水道工業所 吉岡　正幸 高槻市東五百住町3-10-23 0726-96-7288

大泉水道(株) 西川　英俊 堺市北区金岡町2843-10 072-252-4788

(有)今津設備　 今津　博之 八尾市田井中2-127-2 0729-48-2583

(有)岡本設備工業 岡本　敏 松原市東新町3-13-13 072-334-5693

(有)北斗設備工業 一入　辰也 羽曳野市蔵之内594-3 0729-50-1300

(株)アネシス 戸田　明雄 大阪市中央区平野町2-5-11　平野町ときわビル7階 06-6229-2292

(株)モアテック 坂根　哲也 大阪市中央区南船場２-2-14　堀尾ビル3階 06-6264-3501
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(株)弥栄 山下　茂 岸和田市阿間河滝町8 0724-26-6441

(有)北口設備 北口　充次 南河内郡千早赤阪村大字水分289甲 0721-72-1244

(株)江坂設備工業 中村　昭一 吹田市豊津町23-1 06-6385-1821

アタックエンジニアリング 本井　修 大阪市住之江区中加賀屋4-1-16 06-6683-8858

豊住設備 豊住　征之 松原市東新町1-98-4 072-335-7804

ナルト住設(有) 井上　成人 羽曳野市河原城733-3 0729-36-0357

(株)河南開発 廣谷　武 南河内郡河南町大字寛弘寺845 0721-93-2173

(株)美月 安井　修司 堺市中区深井水池町3082 072-276-7155

(株)泉北水道工業所 仲山　誠一 堺市西区鳳東町2-175 072-273-0528

竹中管工(株) 竹中　伸成 吹田市尺谷2-11 06-6878-3323

みどりハウジング(株) 成瀬　孝 堺市美原区木材通4-13-3 072-362-1101

(有)良栄工業 切塚　昌良 柏原市国分本通7-8-24 0729-76-1121

(株)相互技研 中谷　裕文 羽曳野市野557-1 0729-38-3123

友伸技建(株) 稲木　康幸 堺市西区山田1-2154 072-274-8300

共同設備(株) 向山　隆久 富田林市廿山1-11-2 0721-29-6322

(株)泉南住設 綾　雅浩 堺市南区大庭寺216 072-297-9100

山村商店 山村　俊雄 松原市田井城2-205-9 072-332-8645

(株)大星設備 井上　剛 八尾市太田新町9-183-1 0729-20-5189

泉ヶ丘水道設備 阪口　顕一 堺市中区東山474-4 072-236-3689

(株)ニシムラ 西村　恭二 大東市新田本町18-2 072-871-5090

(株)森口建設工業 森口　孝 羽曳野市南恵我之荘6-8-10 0729-39-9590

(株)三栄水栓製作所 西岡　明 大阪市東成区玉津1-12-29 06-6972-6981

阪堺設備工業(株) 柏原　紀代 堺市北区東浅香山町1-66-3 072-255-5680

奥田商工(株) 奥田　孝子 貝塚市沢1282 0724-31-3526

(株)久保設備商会 久保　隆 堺市堺区神南辺町1-12 072-238-3030

三隆工業(株) 東風平　朝英 守口市大宮通2-13-7 06-6996-8010

大晉工業(株) 大西　孝男 東大阪市足代北1-14-1 06-6782-1594

(有)幸成設備 廣本　幸司 大阪市平野区平野西5-6-24 06-6707-2568

協栄水工メンテナンス(株) 服部　圭介 松原市柴垣1-25-13 072-332-2217

(株)三宅工業所 三宅　博 大阪市北区長柄中2-2-37 06-6358-3714

宝光建設(有) 倉本　博之 藤井寺市春日丘1-4-6 0729-39-3939

(株)丌動設備 竹村　晃 富田林市彼方472-1 0721-34-0482

(株)金門製作所 西山　博英 東大阪市若江東町3-4-43 06-6730-6207

(有)大黒設備 堀内　幸三 羽曳野市大黒375-4 0729-58-1607

(株)昭和ホーム設備 村井　英謙 東大阪市藤戸新田2-7-17 06-6788-4774

産英設備 産屋敷　秋夫 松原市河合2-6-13 072-334-2285

寿建装 里　善治 松原市天美西3-4-23 072-337-2676

(株)大上設備 大上　榮美子 奈良県五条市畑1-19-12 0742-47-0178

三井設備工業(株) 松永　薫 堺市西区上野芝町7-9-10 06-6698-3308

(株)大起建設 阪口　悦男 富田林市常盤町13-29 0721-25-7774

大八建設工業(株) 吉國　宗征 河内長野市西之山町13-28 0721-53-2645

(株)スミテクノエンジニアリング 中岡　幹雄 大阪市平野区流町4-4-13 06-6709-1493

東洋設備(株) 岩崎　年一 堺市堺区香ヶ丘町1-12-7 072-238-5898

(有)ゴトウ設備 後藤　常夫 河内長野市清水316-1 0721-60-2408

(株)タイヨウ 森崎　務 神戸市西区伊川谷町有瀬591-5 078-978-0301

おさむら設備 長村　光晴 奈良県橿原市地黄町410 0744-23-2719

はない設備 花井　兆司 大阪市平野区平野本町4-1-13 06-6793-7333

(有)山本設備工業所 山本　福久 八尾市南植松町5-107-1 0729-23-4724

(有)日興 新熊　憲三 堺市北区南花田町225-2 072-253-5026

南海設備(株) 北野　亮介 堺市中区福田684-3 072-237-2675

山口設備工業所 山口　靖二 堺市堺区永代町6-1-3 072-229-6442

大和住器(株) 谷口　市次郎 河内長野市西代町11-28 0721-52-3536

(有)松原水道修理センター 上西　玲子 松原市上田6-1-8 072-336-8544

(有)和光商事 友松　幸弘 羽曳野市樫山321 0729-53-1792

椿原商会 椿原　哲夫 松原市天美南1-101-30 072-333-4531
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森下設備 森下　豊 八尾市南本町9-81-9 0729-92-5910

(株)カスタム 野出　英夫 柏原市古町3-1-14 0729-70-2400

(株)八尾工業所 高山　俊泰 八尾市東山本新町9-12-1 072-999-3223

(有)中村水工商会 中村　兼夫 松原市別所4-10-40 072-336-7282

(有)久門水道工業所 久門　浩幸 羽曳野市大黒175-17 0729-58-4649

(株)松本設備工業所 松本　陽一 大阪市東淀川区端光4-12-3 06-6326-1822

(株)富士コミュニティー 安原　佳江 大阪市住吉区苅田5-18-12 06-6696-1820

太田設備工業所 太田　武博 松原市西野々1-8-11 072-349-2670

前岡住宅設備 前岡　克彦 柏原市大正2-6-18 0729-71-8154

浅野工務店 浅野　勇 松原市高見の里2-19 072-331-1185

FS設備 船津　政春 堺市堺区寺地町西2-2-25-605 0722-29-4043

新生和光(株) 杉浦　誠次 八尾市沼2-135 0729-49-9603

(株)水研設備 高井　敏博 八尾市志紀町南2-67 0729-48-0887

山樹水道設備工業所 山田　昌樹 泉佐野市日根野4339-7 0724-63-3954

船場設備工業所 小澤　省三 大阪市中央区農人橋3-2-10 06-6942-0312

土井設備工業所 土井　郁夫 松原市一津屋2-8-4-201 072-336-5774

(有)ニコー設備 浦芝　義隆 堺市中区東山900　ジョイビル201 072-230-1112

(有)水研 真鍋　智彦　 大阪市東住吉区鷲合3-16-32 06-6605-1611

(有)上田設備 上田　信一 南河内郡太子町畑768 0721-98-2208

(有)大橋工業所 大橋　清数 堺市中区福田1034-1 072-239-4568

ダイナン水道 坂田　博之 堺市北区長曽根町1249 072-240-0078

南勢設備(株) 辻本　裕昭 茨木市東奈良3-1-2 0726-35-0821

白井建設(株) 白井　潔 堺市東区日置荘北町1-18-5 072-286-5000

マキノ設備工業(株) 牧埜　史朗 寝屋川市萱島南町13-28 072-823-0580

(株)タル井 樽井　義憲 羽曳野市古市2-3-9 0729-57-0288

(株)新栄設備 村上　孝之 堺市東区日置荘原寺町471-1 072-285-4453

(有)小森設備工業所 原田　貞秋 羽曳野市はびきの１-５-５ 0729-54-1260

(有)基設備工業所 高井　基美 八尾市萱振町5-26-2 0729-99-4995

伏原水道工業所 伏原　浩二 羽曳野市高鷲8-25-10 0729-55-8808

(株)信光 杉野　吉信 堺市美原区丹上413-4 072-363-0246

ライト設備 一ノ瀬　弘 松原市立部1-124-10 072-265-0918

(有)ダイキ工業 幸喜　光 八尾市末広町4-2-4 072-992-8786

(株)丸仙設備 中辻　保雄 堺市堺区八千代通1-28 072-224-5382

杉元設備工業(株) 杉本　裕治 藤井寺市道明寺5-4-3 0729-53-8154

仲谷設備(株) 仲谷　憲一 富田林市大字佐備447-2 0721-34-3271

(株)司 角川　博美 八尾市神宮寺5-161 0729-41-1002

(有)熊取工房 熊取谷　美代子 高石市東羽衣7-1-8 072-263-7506

(有)ワールド設備工業 後藤　佳久 大阪市西区九条1-17-4-701 0120-510-995

(株)ＳＹＣ 米田　建司 堺市中区福田632-1 072-237-8321

サンキュウサービス 山本　晴久 岸和田市尾生町68-3 072-440-3939

北戸設備 北戸　功夫 松原市立部1-172-4 072-332-4900

キタグチ設備 北口富美夫 河内長野市寿町5-27 0721-54-0546

(株)シゲタ工業所 裏垣　祐次 羽曳野市野々上5-401-1 0729-53-9456

堀井設備 堀井　誼 藤井寺市国府3-7-15 0729-38-2417

アクア住設 古川　良一郎 松原市東新町3-6-6 072-333-4678

(株)辰巳水道 辰巳　博史 堺市西区浜寺船尾町西2-162-3 072-261-6793

徳永設備 徳永　雄士 羽曳野市恵我之荘6-13-1 0729-38-4372

石橋水道工業(株) 石橋　正春 堺市中区土師町1-29-2 072-278-0602

福盛水道設備 福盛　昇 大阪狭山市狭山3-2436-4 072-365-4144

(株)桝田設備工業所 桝田　美代子 堺市中区田園578 072-336-8444

藤崎設備 藤崎　斉 松原市天美我堂5-2-18 072-330-1633

馬場建設(株) 馬場　祥晃 柏原市国分本町4-1-25 0729-77-3331

阪和水道土木(株) 米田　大介 岸和田市西大路町54-11 0724-43-2323

(有)ミヤノ設備 宮野　隆志 岸和田市中井町1-16-27 0724-41-8596

(株)誠設備工業 鹿野　誠 松原市阿保6-10-25 072-334-0873
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上原水道建設(株) 上原　政義 河内長野市三日市町215-5 0721-62-6509

和田設備工業 和田　幸成 松原市阿保2-63-6 072-331-3807

山本工業(株) 山本　貴市 大阪市西成区旭1-9-9 06-6632-1955

小原工業(株) 河田　泰弘 大阪市住之江区西住之江2-1-8 06-4701-7867

美原工業 辻　睦成 堺市美原区北余部西1-1-4-1007 072-363-8603

ハナ(株) 西村　　充 大阪市鶴見区茨田大宮2-7-48 06-6913-0950

(株)繁和 奥山　真智 堺市堺区海山町2-129-9 072-223-5666

くすのき水道設備 上杉　房雄 富田林市楠風台2-7-21 0721-33-5257

晶設備 竹葉　秀輝 岸和田市荒木本町2-9-40 0724-45-5300

(有)建宅設備 鳴海　康文 堺市西区浜寺南2-281-2 072-261-6868

(有)ワシズリペアサービス 中村　綾子 藤井寺市岡1-5-35 0729-39-3888

(有)シンタニ 新谷　真己 羽曳野市野205-263 072-953-4326

(有)宮本美建 宮本　信宏 松原市別所3-19-23 072-335-0700

エイシン設備工業(株) 森田　二三夫 大阪市東住吉区住道矢田6-8-6 06-7891-3411

大畑水道設備 大畑　眞樹 八尾市青山町4-1-9 090-7350-2578

山洋住設(有) 小山田　洋 摂津市鳥飼野々3-32-16 072-654-6028

大一水道(株) 足立　賢ニ 堺市中区深井中町1135-1 072-279-4498

(株)クラシアン 鈴木　一也 横浜市港北区新横浜1-2-1 072-281-6511

(株)リーフ給水システム 浦芝　直樹 堺市堺区石津町4-3-29 072-244-4700

ゴトウ水設 後藤　昭人 藤井寺市小山6-3-8 072-955-7578

(株)野村設備 野村　喜代治 東大阪市横枕西11-6 072-964-9976

(有)道端設備 道端　喜志男 大阪市鶴見区横堤4-1-23 06-6915-0185

(株)角野商店 角野　匡志 松原市西大塚1-2-21 072-331-0770

(株)樫儀設備 泉本　曻 堺市堺区東湊町3-192-2 072-241-2719

ライフ営繕(株) 池　　大輔 羽曳野市伊賀3-16-9 072-939-0645

(株)三上設備 三上　稔夫 堺市北区百舌鳥綾南町3-50 072-279-3696

(株)第一住設 中島　和成 大阪市北区西天満4-3-1　トモエマリオンビル2階 06-6311-2050

森本設備機器株式会社 森本　真一 松原市丹南6-576-1 072-339-1711

ワニ設備工業 浦野　友恵 堺市堺区旅籠町東2-1-17 072-232-8682

カネヒロ設備 金子　廣一 松原市北新町5-117-5 072-337-5501

アズマホーム(株) 東別府　平一朗 柏原市田辺2-10-28 072-938-7055

(有)オー・エヌ・ジー 中村　　仁 大阪市鶴見区今津中3-6-8 06-6963-8884

誠也産業(株) 野口　秀明 尼崎市道意町3-1-2　誠也産業ビル 06-6430-7581

(株)リュウビ・エンジニアリング 笠井　昌志 大阪市平野区平野西6-3-8 06-6760-5143

(株)オー・エム・ティ 尾野　義継 堺市西区浜寺石津町東2-11-21 072-244-6227

T・S・ＷＯＲＫ 辻本　崇志 南河内郡太子町山田2863-6 0721-98-3964

ミカド設備工業(株) 三田　　伸 高石市千代田３-3-22 ０７２-262-2380

浜野電化(株) 浜野　弘行 松原市天美東1-63-18 072-337-0475

稲見管工 稲見　勉 堺市南区檜尾1143-5 072-293-3498

西田工務店 西田　和守 松原市東新町5-19-3 072-332-9630

嶋田設備 嶋田　心一 羽曳野市東阪田115-6 072-957-5012

(有)エリア設備工業 植田　喜代一 岸和田市神須屋町313-6 072-426-4333

泉ヶ丘設備 西野　　進 堺市南区釜室742-1 072-297-0929

能登屋水道工業所 木下　めつ子 大阪市天王寺区国分町10-5 06-6771-5734

森本工業(株) 森本　彰郎 八尾市植松町7-1-20 072-993-0028

笹原住設 笹原　輝行 富田林市甘南備919 0721-33-3350

みずほ設備 藤井　基彰 柏原市清洲2-3-35 072-971-5014

(株)イースマイル 島村　禮孝 大阪市浪速区敷津東3-7-10 06-6631-7449

タイシ住設 森口　栄司 八尾市東太子2-9-20-301 072-994-5153

(株)アクアディオ・セツエイ 四反田　亮一 大阪市浪速区立葉1-4-1 06-6562-9555

(株)吉村設備 吉村　篤人 大阪市平野区長吉出戸6-13-28 06-6701-9993

(有)スリーエス商会 佐々木　信一 堺市中区深井畑山町2634-3 072-276-0553

翔雲工管 岡部　憲欣 阪南市箱作81-102 072-468-6641

康竹工業(株) 土井　康成 富田林市富田林町5-22 0721-24-0268

(有)中塚設備工業 中塚　真由美 貝塚市石才405-1 072-437-1781
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コニシエンジニアリング(株) 西山　雅清 泉大津市河原町5-28 0725-31-1905

(有)シバノ設備 芝野　多加志 茨木市真砂1-15-9 072-630-6631

(株)阪南工房 酒井　数雄 和泉市室堂町815-2 0725-57-3888

苗村設備 苗村　悟 堺市美原区平尾28 072-361-3266

(株)西村工業 西村　茂生 枚方市星ヶ丘2-39-10 072-849-7770

泉南設備工業(株) 田中　喜朗 泉南市新家1737 072-484-2850

(株)新宅設備工業所 新宅　武士 大阪市平野区長吉出戸6-14-7 06-6799-1005

(株)安田組 安田　元一 富田林市若松町西1-1834-1 0721-25-0809

村上水道(株) 村上　弘 堺市東区北野田968 072-235-7774

寿建設 阪本　秀夫 松原市西大塚1-8-37 072-339-1333

(株)エイド 小山　稔 松原市大堀２-11-3 072-333-0330

工和工業(株) 安居　英洋 堺市中区土塔町2326-7 072-237-7807

(株)協和設備 高橋　昌浩 大阪市西淀川区柏里1-16-21 06-6472-3311

中筋建設(株) 中筋　康文 和歌山市鳴神1035 073-473-8225

(株)大同商会 中野　清 堺市北区中村町1178 072-250-0381

(株)ショーダイ 小川　士朗 羽曳野市西浦1583-29 072-958-0378

山岡建設(株） 山岡　英夫 大阪市平野区平野西1-12-23 06-6705-1161

(株)はやし設備　 林　育史 東大阪市玉串東2-6-40 072-961-7455

(株)若松興業 若松　秀司 堺市北区野遠町８３-１ 072-240-1611

交南設備(株) 嶋田　愛親 枚方市津田元町1-7-2 072-858-5571

坂本配管工業所 坂本　博敏 岸和田市内畑町205-10 072-479-0792

水のトラブルサポートセンター 木原　朗広 四條畷市田原台2-9-15 0743-79-5766

岩田設備工業 岩田　憲之 奈良県御所市蛇穴657 0745-63-2329

(有)佐藤設備 佐藤　謙司 東大阪市御厨中1-18-27 06-6789-7289

藤浪設備工業(株) 藤浪　博嗣 岸和田市岡山町243-5 072-444-6902

(有)ヒロカンパニー 嶋田　敬廣 高石市取石4-16-15 072-272-6000

三栄設備工業所 行武　悟 堺市堺区北旅篭町西3-2-4 072-232-1877

鹿島設備工業 嶋立　靖彦 松原市別所2-2-16 072-349-1827

WPナガイ 長井　禎範 大阪市平野区瓜破東9-8-9 06-6700-1208

(株)松島水道設備 松島　幸雄 東大阪市角田1-11-8-305 06-7176-4401

(株)ツクダ 佃　泰子 羽曳野市高鷲8-60-19 072-939-2429

(有)大光エンジニアリング 森田　大志 大阪市生野区小路東4-15-4 06-6751-5596

(株)ダイヤホット・サービス 森田　博文 大東市灰塚5-3-36 06-6744-9101

UKS 田中　伸和 堺市東区日置荘西町3-32-1 072-203-8780

(株)山口設備 山口　直樹 大東市野崎3-11-5 072-878-7481

(有)米田工業 米田　利博 南河内郡太子町大字春日172-2 0721-98-2088

三村プラミング 三村　敏之 河内長野市向野677-403 0721-56-2766

辻元設備工業 辻元　和裕 富田林市錦織東2-16-8 0721-26-3345

ダイショウ設備 大西　剛志 河内長野市原町6-10-28 0721-54-2601

(有)吉村工業 吉村　利行 摂津市東別府3-1-7 06-6827-0477

千友工業 阪村　友次 松原市北新町1-12-15-103 072-338-1588

(株)田中設備 田中　光裕 松原市天美我堂2-208-19 072-336-3291

あすなろ設備建設 西畑　次晶 大阪市西区千代崎2-25-12 06-6582-4511

(有)宮武設備 宮武　光雄 堺市中区深井畑山町202-15 072-270-6619

上設備 上　年春 堺市美原区今井402-11 072-361-8085

(株)杉原工業 近沢　節雄 岸和田市下松町876-1 072-428-7773

(株)上島ポンプ水道工業所 上島　淳之亮 堺市堺区一条通1-25 072-221-2179

生和設備工業(株) 生長　照之 貝塚市澤1083-1 072-437-3983

大和管工業 下垣　博 東大阪市太平寺2-8-21 06-6727-0066

藤木設備工業 藤木　尚 松原市田井城4-7-4 072-332-8436

(株)東洋設備工業所 以倉　剛 堺市北区北長尾町4-5-8　第一協商ビル3階Ａ 072-275-4701

はせがわでんき 長谷川　雅一 松原市天美南3-13-14 072-331-5436

(株)杉本設備 杉本　一雄 堺市堺区緑ヶ丘南町2-2-19 072-244-0721

ヒロ工業 曽根田　亖　 堺市東区草尾236-14 072-234-1630

豊工業(株) 北原　廣 豊中市利倉1-1-27 06-6866-0251
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井上水道 井上　敏道 東大阪市大蓮南2-7-7 06-6720-1435

(株)大設産業 小野　由夫 吹田市岸部中２-16-17 072-640-0607

(株)SUITTO 磯貝　真次 摂津市鳥飼八防2-11-7 072-653-1990

アイシー設備工業 八百谷　薫 大阪市東住吉区照ケ丘矢田1-14-26 06-6702-2255

大久保水道 大久保　愛節 和泉市府中町5-7-26 0725-26-3451

鹿島設備 鹿島　信夫 大阪狭山市西山台6-14-10-411 072-365-9522

北野水道工業所 北野　和樹 富田林市別井3-7-38 0721-24-0039

(株)サニコン 西　賢太郎 堺市北区百舌鳥陵南町3-345 072-277-3255

(株)シンセイ設備 石川　正成 堺市中区福田442-2 072-289-5091

秀雄設備 松浦　秀雄 藤井寺市小山4-5-14 072-937-2929

ダンク工業(株) 武井　康範 高槻市玉川3-20-1 072-678-5111

パナソニックコンシューマーマーケティング(株) 河野　明 大阪市中央区城見2-1-61 06-4794-7002

アイカ総合 安田　智夫 堺市南区美木多上2755-4 072-291-9900

大生工業 新谷　浩史 富田林市北大伴町3-1-39 090-7093-2222

(株)山岸設備 山岸　謙悟 寝屋川市堀溝1-9-2 072-823-3325

神田住設 神田　英章 貝塚市名越505-1 072-446-8494

アクアフィールド 庵原　佳子 大阪市天王寺区六万体町4-17-602 080-4249-9907

(株)カンプロ 宮川　元宏 西宮市津門飯田町3-26 0798-68-6032

土肥設備 土肥　向陽 泉大津市東助松町3-3-32 072-531-4740

(有)小池設備 小池　仁司 大阪市住之江区東加賀屋2-9-20 06-6681-0802

マルショウ住設(株) 松尾　匡司 堺市堺区神石市之町2-1 072-269-4830

(株)剛建 出口　剛史 堺市美原区北余部40-35 072-369-0470

門前組 門前　貴史 大阪市淀川区木川東1-10-22-406 06-6302-6999

七道(株) 高野　信司 堺市堺区北旅籠町西3-4-10 072-238-8930

(株)ひかり水道商会 阪本　英嗣 寝屋川市下神田町16-13 072-826-5494

宝永建設 野田　鐘一 大阪市生野区巽中3-16-2

(株)ヤマヒロ工業 山廣　純 摂津市鳥飼野々1-22-3 072-654-0724

ライズ 青木　浩二 羽曳野市河原城1-11 072-946-1230

(株)中山配管 中山　剛 松原市天美西3-4-6 072-330-8288

水道ホームサービス 辻田　敏伸 和泉市室堂町5-1-2-1306 0725-57-8288

丌破設備 丌破　国彦 大阪市住之江区安立1-7-4 06-6672-5168

(株)葛城工業 西元　竜也 奈良県葛城市林堂100-8 0745-44-9995

(株)大智設備 上山　智弘 神戸市須磨区妙法寺字下池ノ尻1213-1-7 078-797-5443

あき水道設備 安藝　清二 南河内郡河南町鈴美台3-3-9 090-8987-7598

奈良設備工業(株) 奈良　積礼 岸和田市極楽寺町２-4-23 072-427-8206

泉南設備工業(株) 田中　喜朗 泉南市新家857-2 072-484-2850

(株)タートル 高木　順一郎 八尾市空港1-172 072-991-8918

東亜工業 金原　敏夫 柏原市本郷1-1-9 072-972-3469

(株)ショウエイ技建 勝木　清高 大阪市鶴見区今津北2-4-5 06-6967-2705

(株)サンシュー設備 中尾　秀三 堺市中区辻之258－1 090-8207-3248

株式会社エーライフ 吉田　泰崇 摂津市鳥飼西2-36-5 090-4564-9781


