
  　　　宅内の排水設備工事は指定業者へ

   　　　　　精華町下水道排水設備指定工事業者名簿

（Ｒ５．１現在）

業 者 名 住 所 地 電 話 番 号 業 者 名 住 所 地 電 話 番 号 業 者 名 住 所 地 電 話 番 号

喜多商店㈱ 精華町大字祝園小字杉本１４-３ ０７７４－９４－３０１０ 川﨑建設 精華町大字祝園小字国友４ ０７７４－９４－３８３９ 京都南設備 亀岡市下矢田町東法楽寺５４－１９ ０７７１－２４－７１６１

大和住建㈱ 精華町大字北稲八間小字甲斐ノ元１２－４ ０７７４－９４－４１４９ 叶機械設備工業 八幡市戸津正ノ竹２３ ０７５－９８１－０５３８ ㈱橋本工業 京都市南区上鳥羽山ノ本町４０－３ ０７５－６６１－３２２１

マツモト工業㈱ 精華町桜が丘四丁目１０-６ ０７７４－７２－５１５７ 日本設備工業㈱ 京都市南区西九条菅田町２９ ０７５－６８２－５１５２ ワーク・クリタ 京田辺市普賢寺渕尻６３－１ ０９０－６９６３－６８９１

藤原設備工業所 精華町大字柘榴小字垣内７８ ０７７４－７２－０９２９ ㈱巌建設工業 井手町大字井手小字梅ノ木原７２-１ ０７７４－８２－３７９０ ㈲オオツカ 木津川市加茂町里中門伝１７ ０７７４－７６－２７５９

木下設備㈱ 精華町光台七丁目１６-３ ０７７４－９４－３６４４ 山岡建設㈱ 木津川市木津南垣外４０-１１ ０７７４－７２－４１７０ ㈱マエダ 宇治市五ケ庄戸ノ内７－８８ ０７７４－３２－２７１１

吉田設備工業 精華町光台四丁目３１-１６ ０７７４－９５－３２１２ ㈱佐々木設備 木津川市木津町内垣外１２５-５ ０７７４－７２－０８８７ ㈱モリタ電化 精華町大字東畑小字前坂２２ ０７７４－７２－０９２４

堀池義商店 精華町大字菅井小字西山４８—３ ０７７４－９４－２１０７ ㈱イチグミ 精華町大字下狛小字拝殿１３—１ ０７７４－９３－３３３８ 青山工業所 精華町大字下狛小字車付６ー６ ０９０－１５９４－８６４８

㈱藤原工務店 精華町大字柘榴小字出口９ ０７７４－７２－０６１５ 中尾電気商会 和束町大字撰原小字御明平２８-２ ０７７４－７８－２９８６ 大橋設備工業 京都市南区上鳥羽堀子町７８ ０７５－６９１－６６２７

㈱ニシジマ工業所 精華町桜が丘三丁目３１-２ ０７７４－７２－９５４７ ㈲松尾商店 井手町大字多賀小字下川２８－１ ０７７４－８２－２２３４ 小寺工務店 木津川市加茂町観音寺今辻４３ ０７７４－７６－３３６４

㈱大仙工務店 精華町大字北稲八間小字寺垣外２９ ０７７４－９４－３１７１ 北村工業㈱ 京都市右京区嵯峨朝日町２２－５４ ０７５－８８１－０００１ ㈱北浦工業所 長岡京市勝竜寺巡り原１３ ０７５－９５１－７３５１

㈱前西電気工業所 精華町祝園西一丁目１６－５ ０７７４－９４－２０２１ ㈲ジーエム工業 宇治市伊勢田町中ノ荒６０-１３ ０７７４－４４－５６８６ ㈱美杉設備工業
京田辺市大住野上６５－４９
エクセレンスヴィラ８７ B号

０７７４－６４－２０２９

堀井水道工業所 精華町大字北稲八間小字稲葉７－１ ０７７４－９４－２１４６ ㈲聖工業 木津川市加茂町里土堀４１－６ ０７７４－７６－４２８２ イワオ産業㈱ 木津川市相楽清水３０ ０７７４－７３－８４４５

杉山建設㈱ 精華町大字祝園小字正尺１６－７ ０７７４－９４－２４２４ 康永工業 宇治市宇治善法１-１８ ０７７４－２４－７２５９ 俺達の㈱ 京都市伏見区久我御旅町１－２ ０７５－２０４－４４９８

吉田工業㈱
精華営業所

精華町大字北稲八間小字井手ノ元３０－１ ０７７４－９４－５５３３ ㈱中西電気工業 精華町大字菱田小字山路３４－１ ０７７４－９３－０５６７ 和泉設備工業㈱ 木津川市兜台二丁目３－２１ ０７７４－７２－３４３５

㈱西島工務店 精華町大字祝園小字佃７４-３ ０７７４－９３－０４８２ ㈲桜井工務店 木津川市相楽鳥井３５－１２ ０７７４－７２－５１６９ ㈱玄工業 宇治市小倉町堀池２１－２２ ０７７４－２３－８３１７

日本開発興業㈱ 精華町大字祝園小字下久保田５－１ ０７７４－９４－５４９１ 中田商店 井手町大字井手小字柏原２０－１ ０７７４－８２－２６０５ ㈱平城設備 木津川市州見台一丁目２７－１４－１０６ ０１２０－３２８－３９１

㈱寿設備工業 宇治市神明宮東８５-１４ ０７７４－２３－８４３８ ㈲末廣設備工業 城陽市市辺西川原９６-７ ０７７４－５５－０５６４ ㈲Ｋ・プレール 京都市山科区勧修寺本堂山町５－２ ０７５－５７１－１０２２

㈱ハヤシ住宅設備 城陽市寺田樋尻１０４－１ ０７７４－５３－２４０７ ㈱誠工務店 精華町大字山田小字花原５－２ ０７７４－７２－３２０９ イバライケ設備㈱
京田辺市薪小山５２－１
ハートフルマンション３０２

０７７４－６８－０７１１

永栄工業㈱ 木津川市市坂久保川３８ ０７７４－７２－１６６５ ㈱野々村工務店　 城陽市寺田今堀５２-１０１ ０７７４－５２－３１１７ ㈱ミヨシテック 京都市伏見区横大路下三栖辻堂町１６—１ ０７５－６００－７０１９

㈱彩光 宇治市伊勢田町新中ノ荒３８-８ ０７７４－４４－５６３０ ㈱本田設備 京都市山科区西野山桜ノ馬場町１２－４ ０７５－５９２－９５９１ ㈱クラシアン 京都市南区上鳥羽藁田２３－２ ０１２０－５００—５００

近畿ハウジング㈱ 木津川市木津南後背２１７-２ ０７７４－７２－８６５５ 三浦工業 木津川市州見台一丁目１７－１３ ０７７４－７１－０１３７ ㈱村瀬設備 精華町大字菱田小字十ノ坪４２－１０ ０７７４－９４－５１１５

㈱西堀水道商会 京田辺市花住坂一丁目６５-１ ０７７４－６２－４８４０ ㈱伸興水道工業 八幡市内里蜻蛉尻４－１ ０７５－９８１－４５２８ ㈱ＴＫＰ 精華町光台九丁目１１－２２ ０７７４－９３－０２７２

㈲森菊鉄工 木津川市鹿背山鹿口２９ ０７７４－７２－０３２６ ㈲三木設備 京都市南区上鳥羽川端町２１２ ０７５－６８１－８３８０ ㈱岸本設備 精華町大字山田小字下川原１９－５ ０７７４－９５－０２４６

林設備工業㈱ 木津川市吐師前ノ橋３３－１ ０７７４－７３－３４４４ 宮城建設㈱ 木津川市木津川端１６－３ ０７７４－７２－０２４１ アクア 木津川市木津南後背１５９－１８ ０７７４－７２－６４５３

㈲小嶋工業 京都市中京区西ノ京中御門東町１２６ ０７５－８４２－１１０７ リブ 精華町桜が丘二丁目２０－７ ０７７４－７２－１６２０ 能勢設備工業㈱ 宇治市神明石塚３８ー４ ０７７４－２１－７７７４

㈱杉山興業 精華町大字祝園小字正尺１５-５ ０７７４－９３－２２３６ マルコウ設備㈱ 精華町狛田一丁目１７－２ ０７７４－９３－００２５ ㈱テンスイシステム 八幡市八幡神原７６－２ ０７５－２０４－０７９４

㈱田中建設 精華町大字北稲八間小字甲斐ノ元６ ０７７４－９４－４１５６ ㈲石田電機工業所 木津川市加茂町大野大野３７ ０７７４－７６－２３０２ 丸徳建設㈱ 精華町大字祝園小字下久保田９番地１ ０７７４－９４－３７８８

㈲桶七商店 木津川市加茂町里東鳥口１６ ０７７４－７６－５５２６ 日新工業㈱ 京都市伏見区東朱雀町９３０ ０７５－６２２－４３８１ 雅設備 城陽市富野北垣内５０－１２ ０７７４－６６－１７４６

日垣水道設備㈱ 宇治市槙島町吹前８８ ０７７４－２８－４１６１ ㈱小薮設備 井手町大字多賀小字新造２１－１-Ａ ０７７４－９９－４７７１ 松本工業㈱ 木津川市城山台一丁目１３－４－２１０ ０７７４－７３－８６５６

有山農工社㈱
京都営業所

精華町大字北稲八間小字中垣外３ ０７７４－９３－２３８８ ㈱関西設備 木津川市梅美台三丁目１７－４ ０１２０－７２－６９２９ 稲冨設備
精華町桜が丘二丁目15番地8
スリーゼハイツB202

０９０－５１３９－３０５３

㈱村雲商店 京田辺市普賢寺上大門４０ ０７７４－６２－４３７４ ㈱藤本工業 宇治市伊勢田町浮面３１－１ ０７７４－４６－５０５０ ㈱藤野設備工業 京都市伏見区竹田泓ノ川町41番地1 ０７５－６０２－７４７９

㈱大西商店 井手町大字井手小字柏原６８ ０７７４－８２－２０５６ Ｌｉｆｅ　Ｌｉｎｅ 木津川市木津南後背１００－２ ０７７４－７１－０５８０ ㈱柴田設備 井手町大字井手小字西山７９－４６ ０７７４－８２－４７９２

㈱西脇産業 木津川市加茂町美浪椚５ ０７７４－７６－７０７０ ㈲三洋工業 京都市左京区岩倉花園町２４７－１ ０７５－７１１－３４４９ 日笠設備工業㈱ 京都市山科区西野山桜ノ馬場町２０４番地 ０７５－５９３－２９０１

星山工業㈱ 精華町大字下狛小字市原１-３ ０７７４－９４－４１１５ 青山設備工業 精華町大字祝園小字出森１７－６ ０７７４－２７－４４７０ ㈱MIZUHA工業 木津川市州見台一丁目１７番地１３ ０７７４－７１－０１３７

谷村電気商会 京田辺市三山木中央九丁目２-３ ０７７４－６２－０５０２ 交南設備㈱ 八幡市下奈良今里１０－４ ０７５－９７１－３０３７ 勝田水道㈱ 京都市南区吉祥院西ノ茶屋町７３番１ ０７５－２０３－４６９３



  　　　宅内の排水設備工事は指定業者へ

   　　　　　精華町下水道排水設備指定工事業者名簿

（Ｒ５．１現在）

業 者 名 住 所 地 電 話 番 号

Kplan 綴喜郡井手町大字井手小字宮ノ本２８－３ ０７７４－３４－５２３３

㈲吉岡設備 木津川市加茂町北上大田４１－１ ０７７４－７６－０５５０


