
令和5年1月24日現在

名　　称 所　在　地 電　話　番　号

永栄工業(株) 京都府木津川市市坂久保川３８ ０７７４－７２－１６６５

宮城建設(株) 京都府木津川市木津川端１６番地３ ０７７４－７２－０２４１

(有)桜井工務店 京都府木津川市相楽鳥井３５－１２ ０７７４－７２－５１６９

(株)すぎもと 京都府木津川市木津町内垣外１番地 ０７７４－７２－９５８８

(有)森菊鉄工 京都府木津川市鹿背山鹿口２９番地 ０７７４－７２－０３２６

(株)西脇産業 京都府木津川市加茂町美浪椚５番 ０７７４－７６－７０７０

(有)桶七商店 京都府木津川市加茂町里東鳥口１６番地 ０７７４－７６－２２１９

山岡建設(株) 京都府木津川市木津南垣外４０番地１１ ０７７４－７２－４１７０

(株)佐々木設備 京都府木津川市木津町内垣外１２５番地５ ０７７４－７２－０８８７

(有)聖工業 京都府木津川市加茂町里土掘４１－６ ０７７４－７６－４２８２

㈱MIZUHA工業 京都府木津川市州見台一丁目１７番地１３ ０７７４－７１－０１３７

(有)石田電機工業所 京都府木津川市加茂町大野大野３７ ０７７４－７６－２３０２

矢島工務店 京都府木津川市山城町綺田南河原１０６番地７ ０７７４－８６－５０８５

Ｌｉｆｅ　Ｌｉｎｅ 京都府木津川市木津南後背100番地2 ０７７４－７１－０５８０

（株）清水エンジニアリング 京都府木津川市相楽城下１４６番地１ ０７７４－７３－００１１

(有)吉岡設備 京都府木津川市加茂町北上大田４１番地１ ０７７４－７６－０５５０

(株)西堀水道商会 京都府京田辺市花住坂一丁目６５番地１ ０７７４－６２－４８４０

(株)村雲商店 京都府京田辺市普賢寺上大門４０番地 ０７７４－６２－４３７４

谷村電気商会 京都府京田辺市三山木中央九丁目２番地３ ０７７４－６２－０５０２

(株)大和建設工業 京都府京田辺市三山木小坂２７番地１ ０７７４－６３－１３９２

タナベ管工 京都府京田辺市草内八田４６番地２１ ０７７４－６３－６７５９

森不動産(株) 京都府京田辺市三山木高飛４４番地１ ０７７４－６３－６７６３

(株)彩光 京都府宇治市伊勢田町新中ノ荒３８－８ ０７７４－４４－５６３０

(株)寿設備工業 京都府宇治市神明宮東８５－１４ ０７７４－２３－８４３８

(有)ジーエム工業 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０番地１３ ０７７４－４４－５６８６

康永工業 京都府宇治市宇治善法１番地の１８ ０７７４－２４－７２５９

アイテム(株) 京都府宇治市五ケ庄福角６９－６ ０７７４－３３－７０４０

(株)藤本工業 京都府宇治市伊勢田町浮面３１－１ ０７７４－４６－５０５０

(株)玄工業 京都府宇治市小倉町堀池２１番地の２２ ０７７４－２３－８３１７

(有)城陽環境開発 京都府宇治市莵道丸山１番地４４ ０７７４－５３－９３６４

能勢設備工業（株） 京都府宇治市神明石塚３８－４ ０７７４－２１－７７７４

(株)ハヤシ住宅設備 京都府城陽市寺田宮ノ平１７番地の１２ ０７７４－５３－２４０７

(有)末廣設備工業 京都府城陽市市辺西川原９６－７ ０７７４－５５－０５６４

(株)福野商店 京都府城陽市寺田大川原３０－３１ ０７７４－５４－０４８０

伸成工業株式会社 京都府城陽市奈島内垣内４８番地 ０７７４－５５－７９７０

(株)野々村工務店 京都府城陽市寺田今掘５２－１０１ ０７７４－５２－３１１７

雅設備 京都府城陽市富野北垣内５０番地の１２ ０７７４－６６－１７４６

(株)大西商店 京都府綴喜郡井手町大字井手小字柏原６８番地 ０７７４－８２－２０５６

(有)松尾商店 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字下川２８番地の１ ０７７４－８２－２２３４

中田商店 京都府綴喜郡井手町大字井手小字柏原２０－１ ０７７４－８２－２６０５

(株)小薮設備 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字新造２１-１-Ａ ０７７４－９９－４７７１

(株)ＯＨＣ 京都府綴喜郡井手町大字井手小字南猪ノ阪４９番地 ０７７４－８２－９２９２

株式会社柴田設備 京都府綴喜郡井手町大字井手小字西山７９番地の４６ ０７７４－８２－４７９２

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

中尾電気商会 京都府相楽郡和束町大字撰原小字御明平２８番地の２ ０７７４－７８－２９８６

宮幸建設(株) 京都府相楽郡和束町大字釜塚小字前田３２番地１ ０７７４－７８－３８５３

叶機械設備工業 京都府八幡市戸津正ノ竹２３ ０７５－９８１－０５３８

(株)伸興水道工業 京都府八幡市内里蜻蛉尻４－１ ０７５－９８１－４５２８

（株）テンスイシステム 京都府八幡市八幡神原７６番地２ ０７５－２０４－０７９４

(株)北浦工業所 京都府長岡京市勝竜寺巡り原１３番地 ０７５－９５１－７３５１

京都南設備 京都府亀岡市下矢田町東法楽寺５４番地１９ ０７７１－２４－７１６１

棚橋工業所 京都府京都市伏見区向島津田町７０－５６ ０７５－６２２－０５６５

日本設備工業(株) 京都府京都市南区西九条菅田町２９番地 ０７５－６８２－５１５２

(株)本田設備 京都府京都市山科区西野山桜ノ馬場町１２－４ ０７５－５９２－９５９１

(有)三木設備 京都府京都市南区上鳥羽川端町２１２番地 ０７５－６８１－８３８０

(有)ケイ・エス・アイ 京都府京都市山科区西野山桜ノ馬場町８７－１ ０７５－５０２－１１２５

日新工業(株) 京都府京都市伏見区東朱雀町９３０ ０７５－６２２－４３８１

ナクラ設備 京都府京都市右京区西京極新明町８０ ０７５－３１２－７１６７

(有)三洋工業 京都府京都市左京区岩倉花園町２４７番地１ ０７５－７１１－３４４９

(株)橋本工業 京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町４０番地３ ０７５－６６１－３２２１

大橋設備工業 京都府京都市南区上鳥羽北村山町７０番地５ ０７５－６９１－６６２７
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俺達の(株) 京都府京都市伏見区久我御旅町１－２ ０７５－２０４－４４９８

(有)Ｋ・プレール 京都府京都市山科区勧修寺本堂山町5番2 ０７５－５７１－１０２２

(株)藤野設備工業 京都府京都市伏見区竹田泓ノ川町４１番地１ ０７５－６０２－７４７９

勝田水道(株) 京都府京都市南区吉祥院西ノ茶屋町７３番１ ０７５－２０３－４６９３

日笠設備工業株式会社 京都府京都市山科区西野山桜ノ馬場町２０４番地 ０７５－５９３－２９０１

林設備工業(株) 奈良県奈良市押熊町８４２－１ ０７４２－４５－７１６６

イワオ産業(株) 奈良県奈良市五条畑１丁目１９－１２ ０７４２－４０－１００３

(株)森村設備 奈良県奈良市四条大路３丁目２ー７３ ０７４２－３４－６４００

(株)稲葉設備 奈良県奈良市北永井町４１９番地 ０７４２－６４－６０１８

和泉設備工業(株) 奈良県奈良市西登美ケ丘１丁目５－８ ０７４２－４５－８０５１

(株)関西設備 奈良県奈良市神功５丁目２－２９ ０７４２－７２－２９２９

(株)リビングイワイ 奈良県奈良市右京一丁目３－１ ０７４２－７１－１００２

福井水道工業(株) 奈良県奈良市法蓮町１５２番地の１ ０７４２－３３－６８１１

(株)ドリームホームアップ 奈良県奈良市佐保台西町９５－１１０６ ０７４２－７０－３２９０

(有)共栄住設 奈良県奈良市四条大路五丁目４番３５号 ０７４２－３３－２８０３

(株)ｅ－Ｎａｔｕｒａｌｌｙ 奈良県奈良市西九条町三丁目３番１１号 ０７４２－６２－１５２３

松本工業(株) 奈良県奈良市東登美ヶ丘四丁目１９番１号 ０７４２－４５－９９８８

(株)平城設備 奈良県奈良市西ノ京町１番地の３７ ０７４２－９４－５２００

(株)ネクサス 奈良県奈良市白毫寺町835-1 大和紀寺ビル4F ０７４２－２５－３７００

稲冨設備 奈良県奈良市朱雀五丁目１番地の１平城朱雀第２住宅５６－１０４ ０７４２－７２－０１６６

有山農工社(株) 奈良県生駒市高山町４１０３－１ ０７４３－７８－４１２２

(株)マエダ 奈良県大和郡山市額田部寺町１５番地の１ ０７４３－５６－５１０６

奈良日化サービス(株) 奈良県大和郡山市千日町２５番地の２ ０７４３－５５－０４３７

（株）岡島電設工業 奈良県磯城郡田原本町宮古６９５－１ ０７４３－８５－５６５２

(有)東和技研工業 奈良県宇陀市榛原額井１０６６番地の４ ０７４５－８２－４１２７

日垣水道設備(株) 大阪府枚方市渚西二丁目６番１９号 ０７２－８４８－６６６１

(株)アクア 大阪府枚方市高塚町１０番１７号－１０３号 ０７２－８９４－７６１０

(株)西村工業 大阪府枚方市星丘二丁目３９番１０号 ０７２－８４９－７７７０

交南設備(株) 大阪府枚方市津田元町一丁目７番２号 ０７２－８５８－５５７１

(株)美杉設備工業 大阪府枚方市長尾台四丁目１０番１３号 ０７２－８５９－２３６９

(有)大栄商会 大阪府枚方市船橋本町２丁目２０番地の５ ０７２－８５０－０２８０

(株)ＵＤＩ 大阪府枚方市牧野本町１丁目３８番１３号 ０７２－８５１－７７６６

イバライケ設備(株) 大阪府枚方市磯島南町１番１２号 ０７２－８０８－７４５１

(株)ミヨシテック 大阪府寝屋川市石津元町11番22号 ０７２－８２７－３３５５

(株)エンジニアサカウエ 大阪府高槻市宮野町１２番２０号 ０７２６－７４－３６０８

(株)グローバルワークス 大阪府高槻市庄所町7番1号-101 ０７２－６６１－３３９７

(株)エーライフ 大阪府摂津市鳥飼西２－３６－５ ０７２－６５３－２５５１

(株)西日本設備 大阪府吹田市内本町三丁目28番10号 ０６－６１５５－５５７０

株式会社クリーンライフ 大阪府吹田市広芝町６番１０号 ０６－６８２１－６１３３

(株)イ－スマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目７番３号イ－スマイルビル ０６－７７３９－２５２５

（株）Ｋ’ｓＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目17番18号 ０６－６９９０－１５２４

株式会社竹中ガス住設センター 大阪府大阪市城東区鴫野西五丁目２０番１０号 ０６－６９６７－１００１

ロイヤルホームセンター(株) 大阪府大阪市西区阿波座一丁目５番１６号 ０１２０－００－６１８６

水道レスキューセンター 大阪府大阪市都島区高倉町１丁目１１番１９号　樋口ハイツ３０１号 ０１２０－７７７－０３５

(株)コネクトライフ 大阪府堺市堺区向陵西町四丁７番２６号 ０７２－２４２－７９７８

株式会社ツボサカ 兵庫県神戸市西区福吉台二丁目２５番地の１７ ０７８－９６７－２１２２

株式会社ユーサーブ 兵庫県神戸市西区福吉台二丁目２５番地の１７ ０７８－９６７－５９５９

(株)アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8番8号第1ウエノヤビル6F ０８－２５０２－６６４４

(株)クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目２番地１ ０１２０－５００－５００

三菱電機システムサービス(株) 東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号 ０３－５４３１－７７５０

(株)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

株式会社キンライサー 東京都港区虎ノ門一丁目３番１ ０３－５１５７－２４００


