指定工事店名
石田水道工業所
東亜工業㈱
㈱ユウキ設備
宝寿建設㈱
蓬来谷清掃㈱
㈲栄宏設備工業所
㈲前岡住宅設備
共栄住設
㈱大星設備
津田工業所
㈱辨天組
㈱カスタム
㈱西村商店
㈱真開発
林工務店
田中住宅設備㈱
吉内建設
大橋建設㈱
辻田工務店
藤田設備
㈱リビングコダマ
大阪重機工業
㈱藤江ガス水道設備
㈱畑中商事
㈱みずほ設備
㈱辻儀組
堤水道
阪本設備工業㈱
馬木工業㈱
㈱畑本水道工業所
㈱辻野組
㈱至田水道工業所
山田設備工業所
㈱矢寺水道興業社
安達建設㈱
横野組
㈱みとや
平川住宅㈱
㈱年寿興産
馬場建設㈱
乾工務店
至田設備工業
㈱文野建設
安岡水道設備
㈱涼水設備
アール工舎
河野土木工業㈱
大畑水道設備
㈱アーキテック
㈱エイブル
㈱ライス
㈱ジャースト
文能設備
ケイズ工業㈱
㈱エーケン
エムオー設備サービス
㈲基設備工業所
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ㈱
㈱タートル
㈱伸和工業

柏原市排水設備工事指定工事店一覧
所 在 地
柏原市本郷１丁目１－７
柏原市本郷１丁目１－９
柏原市本郷３丁目９－６２
柏原市本郷４丁目３－３６
柏原市本郷５丁目１－４５
柏原市本郷５丁目６－３７
柏原市大正２丁目６－１８
柏原市大正２丁目８－２５
柏原市大正３丁目３－１９
柏原市古町１丁目２－５
柏原市古町２丁目３－８
柏原市古町３丁目１－１４
柏原市今町１丁目２－１１
柏原市上市３丁目４－１３
柏原市清州２丁目１－１７
柏原市法善寺１丁目１４－４
柏原市法善寺３丁目５２７
柏原市法善寺３丁目５５６
柏原市法善寺３丁目８６５－２
柏原市平野１丁目１番９－５０７号
柏原市平野１丁目８－３５
柏原市平野２丁目１４－４４
柏原市大県３丁目２－３５
柏原市太平寺１丁目９－６
柏原市太平寺２丁目１－３６
柏原市大字高井田６５６－２
柏原市石川町４－６
柏原市石川町７－１５
柏原市片山町１－６
柏原市片山町１６－７
柏原市玉手町２１－４７
柏原市円明町４－８
柏原市旭ケ丘１丁目１－５０
柏原市旭ケ丘１丁目７－２７
柏原市旭ケ丘１丁目１４－１７
柏原市国分西２丁目３－５９
柏原市国分本町１丁目６－１３
柏原市国分本町２丁目６－５
柏原市国分本町２丁目６－５
柏原市国分本町４丁目１－２５
柏原市国分本町４丁目５－３
柏原市国分本町４丁目７－１８
柏原市国分本町６丁目８－１３
柏原市国分本町６丁目１０－３
柏原市国分本町７丁目４－４６
柏原市国分本町７丁目１０－３８
柏原市国分市場２丁目２－１０
八尾市青山町４丁目１－９
八尾市青山町４丁目７番２７号
八尾市明美町１丁目１－２４
八尾市跡部本町１丁目３番４号
八尾市植松町５丁目４－１０
八尾市恩智中町１丁目１８５
八尾市恩智中町２丁目１１３－７
八尾市恩智中町２丁目１２５番地
八尾市恩智南町３ー６７ツインコートいたくらB-2
八尾市萱振町５丁目２６－２
八尾市教興寺４丁目１９０
八尾市空港１丁目１７２番地
八尾市楠根町２丁目４－４

平成２９年１２月 １日現在
電話番号
972-0967
972-3469
946-6565
971-8100
971-1661
971-8243
971-8154
971-6577
920-5189
971-8847
972-0488
970-2400
971-1831
972-0679
972-5966
973-0266
972-6026
971-5216
971-0592
971-8027
971-1315
971-7455
972-0355
971-5711
971-5014
978-6307
977-9446
977-7741
977-8267
977-1787
978-6270
977-4136
977-6305
926-9861
977-0609
978-6175
978-6147
976-1591
978-5556
977-3331
978-6538
977-0805
978-3929
977-9605
978-2126
976-0040
977-6433
998-9272
923-7792
991-3507
999-2442
983-6860
944-7710
940-1115
943-6035
926-8550
999-4991
943-7373
991-8918
996-5667

指定工事店名
辻村実業
樽居設備㈱
龍華土建工業㈱
㈲今津設備
松村設備工業㈱
ビルドハナムラ
㈱M I M A
㈱キダ設備
井上設備管理㈱
トーエー設備㈱
㈱ヤブタ設備
富井工務店
平井住宅設備㈱
タイシ住設
㈱上之島水道
㈲山剛設備
山陽冷熱㈱
エッカ商事㈱
㈱田中建興
㈱桝井工業
㈲ダイキ工業
㈱奥田ガスセンター
堀井設備
㈱マツオ設備
㈱若松設備
ゴトウ水設
アズマホーム㈱
㈲寛建設
杉元設備工業㈱
阪西風呂設備
ナルト住設㈲
㈱渡部工業所
㈲久門水道工業所
羽曳野水道修理センター
三和設備
トーゲン・テック
林設備
㈱タル光水道工業
㈱ショーダイ
ハンシンプランニング
㈲白樫設備工業所
㈱シゲタ工業所
㈲小森設備工業所
㈱タル井
阪南土木設備
㈲上田設備
Ｔ.Ｓ.ＷＯＲＫ
㈱丹羽工業所
㈲カキモト設備
本部設備
㈱ｽﾀｰﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
小原工業㈱
㈲小池設備
㈱大阪サワノ
髙井設備商会
㈱オクムラ設備工業
㈲道端設備
あすなろ設備建設
エイシン設備工業㈱
㈱松本設備工業所

柏原市排水設備工事指定工事店一覧
所 在 地
八尾市小畑町４丁目１７番地
八尾市渋川町６丁目１－５
八尾市太子堂４丁目３－１５
八尾市田井中２丁目１２７番２号
八尾市高安町北１丁目１１３
八尾市竹渕２丁目９４－４
八尾市中田３丁目１３
八尾市中田５丁目１８３番地
八尾市西木の本２丁目２０
八尾市西高安町１丁目６３番の２
八尾市沼１丁目１４番地の１
八尾市沼２丁目１８番地
八尾市服部川１丁目１０８番地
八尾市東太子２丁目９－２０－３０１
八尾市東山本町８丁目６－４３
八尾市福万寺町１丁目９３－１６
八尾市美園町１丁目７１番１号
八尾市南木の本４丁目９４
八尾市南木の本５丁目１６
八尾市南本町７丁目３－６
八尾市山賀町６丁目８０－５
八尾市山城町２丁目３－２６
藤井寺市国府３丁目７－１５
藤井寺市古室１丁目８－１２
藤井寺市古室３丁目８－２１
藤井寺市小山6丁目３－８
藤井寺市沢田３丁目６－３４
藤井寺市惣社１丁目７番４２号
藤井寺市道明寺５丁目４－３
藤井寺市林４丁目３－１５
羽曳野市伊賀３丁目１３番２号
羽曳野市恵我之荘２丁目１０－３２
羽曳野市大黒１７５番地の１７
羽曳野市大黒１９４－２
羽曳野市駒ヶ谷６９６－１
羽曳野市誉田１丁目２－１９
羽曳野市誉田３丁目１１－２０
羽曳野市西浦５丁目６２７番地の３
羽曳野市西浦１５８３－２９
羽曳野市野６４０－３１
羽曳野市野３３３番地の１５
羽曳野市野々上５丁目４０１－１
羽曳野市はびきの１丁目５－５
羽曳野市古市２丁目３－９
羽曳野市古市１５４９－１
南河内郡太子町大字畑７６８番地
南河内郡太子町山田２８６３－６
大阪市旭区高殿６丁目２－２０
大阪市生野区勝山北１丁目９－１０
大阪市北区天神橋１丁目３－２－７０１
大阪市北区中津３丁目２５－９
大阪市住之江区西住之江２丁目１－８
大阪市住之江区東加賀屋２丁目９－２０
大阪市住吉区沢之町１丁目７－１９
大阪市中央区上汐２丁目２－１
大阪市鶴見区今津北２丁目８番３３号
大阪市鶴見区横堤４丁目１番２３号
大阪市西区千代崎２丁目２５－１２
大阪市東住吉区住道矢田６丁目８－６
大阪市東淀川区瑞光４丁目１２－３

平成２９年１２月 １日現在
電話番号
925-8181
926-9568
991-6671
948-2583
922-0561
06-6790-7969
922-3714
922-7908
992-3454
997-1080
949-5018
948-1007
941-1390
994-5153
995-0055
996-5518
999-9456
994-0011
991-6800
924-4774
992-8786
923-1621
938-2417
954-7496
938-1391
955-7578
938-7055
959-2205
953-8154
955-8212
936-0357
954-4531
958-4649
957-3900
950-5560
956-0860
958-6530
956-5600
958-0378
931-5701
954-8675
953-9456
954-1260
957-0288
958-9400
0721-98-2208
0721-98-3964
06-6953-7311
06-6717-0327
06-4800-2354
06-6486-0100
06-4701-7867
06-6681-0802
06-6692-9265
06-6762-1273
06-6969-0245
06-6915-0185
06-6582-4511
06-7891-3411
06-6326-1822

指定工事店名
環境保全事業協同組合
㈱エコリフォーム
㈱エヌケイケイ

柏原市排水設備工事指定工事店一覧
所 在 地

大阪市東淀川区東中島１丁目１１－１８
大阪市平野区加美北３丁目２－３
大阪市平野区長吉長原西３丁目１－２５
㈱スミテクノエンジニアリング 大阪市平野区流町４丁目４－１３
山岡建設㈱
大阪市平野区平野西１丁目１２－２３
㈱リュウビ・エンジニアリング大阪市平野区平野西６丁目３－８
㈲キンキ設備
大阪市平野区平野馬場１丁目５－１０
門前組
大阪市淀川区木川東１丁目10-22-406
㈱野村設備
東大阪市稲田上町２丁目８番１４号
㈱松島水道設備
東大阪市角田１丁目１１番８－３０５
㈱共進社工業所
東大阪市西堤楠町３丁目２－１１
㈲樋口工業
東大阪市東豊浦町５番９号
アクアユニック
東大阪市御厨中１丁目１８番２７号
㈱三友工務店
東大阪市三島１丁目１１番１０号
㈱イヌブセ工務店
東大阪市三島３丁目４－２１
㈱山茂総業
東大阪市御幸町1番1号
㈲上西工業所
松原市阿保１丁目１４－１５
㈱エイド
松原市大堀２丁目１１－３
㈱クラタ設備工業所
松原市北新町３丁目１５－１０
北戸設備
松原市立部１丁目１７２－４
森本設備機器㈱
松原市丹南６丁目５７６－１
太田設備工業所
松原市西野々１丁目８－１１
大泉水道㈱
堺市北区金岡町２８４３番地の１０
クシマ設備工業㈱
堺市北区北花田町３丁３３-２１番地
㈱森水道工業所
堺市北区新金岡町５丁７－３２８
大宝住設㈱
堺市北区野遠町５６番地
㈱辻尾設備
堺市北区百舌鳥陵南町２丁６６４
㈱リーフ給水システム
堺市堺区石津町４丁３番２９号
マルショウ住設㈱
堺市堺区神石市之町２番１号
三栄設備工業所
堺市堺区北旅籠町西３丁２番４号
ワニ設備工業
堺市堺区北旅籠町東２丁１番１７号
㈱樫儀設備
堺市堺区東湊町３丁１９２番地の２
㈱丸仙設備
堺市堺区八千代通１番２８号
㈱タイラ設備
堺市中区田園４３５番地５４
㈱シンセイ設備
堺市中区土塔町１４４－６
工和工業㈱
堺市中区土塔町２３２６－７
㈱泉北商会
堺市中区土塔町３１０７番地
㈱エクセレント・サービス 堺市中区土師町１丁２０番３号
㈲ニコー設備
堺市中区東山９００番ジョイビル２０１号
㈱クラシアン
堺市中区深井清水町３４８７
㈲宮武設備
堺市中区深井畑山町２０２番地の１５
㈱SEN TEC
堺市西区太平寺５３９番地１
㈱オー・エム・ティ
堺市西区浜寺石津町東２丁１１番２１号
㈱辰巳水道
堺市西区浜寺船尾町西２丁１６２番地の３
㈲日幸産業
堺市東区北野田４７９番地８
㈱マエダ
堺市東区日置荘北町３丁１５－２０
稲見管工
堺市南区檜尾１１４３－５
美原工業
堺市美原区北余部西１丁目１番４－１００７号
㈱信光
堺市美原区丹上４１３－４
㈱不動設備
富田林市彼方４７２－１
㈱関住
富田林市常磐町３－９
康竹工業㈱
富田林市富田林町５－２２
タナカ理研㈱
富田林市西板持町１丁目８６
㈱溝川組
富田林市中野町３丁目６番４３号
北野水道工業所
富田林市別井３丁目７－３８
藤野興業㈱
富田林市山中田町1丁目１１－８
久保工業㈱
富田林市山中田町１丁目１４－２５
北野設備㈱
富田林市龍泉４８７番地
AQUA・PLUS ｱｸｱﾌﾟﾗｽ
富田林市若松町西１丁目１８５０番地
㈲クニキ設備
富田林市若松町東１丁目８－７

平成２９年１２月 １日現在
電話番号
06-6325-6850
06-6793-6010
06-6702-4141
06-6709-1493
06-6705-1161
06-6760-5143
06-6791-4545
06-6302-6999
06-6747-8400
067-176-4401
06-6788-2223
072-982-2337
06-6789-7700
06-6745-6057
06-6744-4921
072-988-0002
072-331-0140
072-333-0330
072-332-4411
072-332-4900
072-339-1711
072-349-2670
072-252-4788
072-255-1622
072-253-9224
072-252-6780
072-279-2589
072-244-4700
072-269-4830
072-232-1877
072-232-8682
072-241-2719
072-224-5382
072-235-8137
072-289-5091
072-237-7807
072-234-2502
072-281-1666
072-230-1112
072-281-6511
072-270-6619
072-289-9909
072-244-6227
072-261-6793
072-234-5521
072-285-3255
072-293-3498
072-363-8603
072-363-0246
0721-34-0482
0721-25-1245
0721-24-0268
0721-34-1288
0721-23-2872
0721-24-0039
0721-24-0118
0721-25-2595
0721-35-4872
0721-25-6005
0721-23-4123

指定工事店名
㈱葛城工業大阪営業所
上井谷設備
大和住器㈱
丸高商会
ダイショウ設備
㈱田中水道設備
㈲熊取工房
コニシエンジニアリング㈱
㈱大久保建設
新見設備
水道ホームサービス
三宅設備工業㈱
㈲中塚設備工業
奥田商工㈱
ヤマジ設備
㈱ニシムラ
㈱山口設備
西田産業㈱
㈱協立管工社
㈱草川水道工業所
㈱トウジ
㈱美杉設備工業
㈱学研都市設備
㈲聖工業
㈱ヤマヒロ工業
㈱大設産業

柏原市排水設備工事指定工事店一覧
所 在 地
河内長野市楠町西５５５４番地
河内長野市寿町１０－５
河内長野市西代町１１番２８号
河内長野市高向１９９２
河内長野市原町６丁目１０番２８号
河内長野市松ヶ丘西町１５２９番地
高石市東羽衣７丁目１－８
泉大津市河原町５番２８号
和泉市阪本町２４６－４番地
和泉市室堂町４０６
和泉市室堂町５－１ (２－１３０６)
岸和田市箕土路町１丁目７番１０号
貝塚市石才１８３
貝塚市澤１２８２
泉南郡熊取町小垣内３丁目１３－１４
大東市新田本町１８－２
大東市野崎３丁目１１番５号
四条畷市砂１丁目１０番８号
寝屋川市葛原１丁目２９番１０号
枚方市伊加賀寿町１２番４号
枚方市招堤南町２丁目１０番１６号
枚方市長尾台４丁目１０番１３号
枚方市西田宮町１４番７号
枚方市村野東町７５－１５
摂津市鳥飼西２丁目１６番１６号
茨木市郡５丁目２９番１８号

平成２９年１２月 １日現在
電話番号
0721-54-2497
0721-53-9569
0721-52-3536
0721-69-8007
0721-54-0300
0721-53-5375
072-263-7506
0725-21-6067
0725-26-3451
0725-90-6600
0725-57-8288
072-443-1512
072-437-1781
0724-31-3526
072-487-1212
072-871-5090
072-878-7481
072-876-0493
072-838-0333
072-845-0530
072-857-0106
072-859-2369
072-841-6660
072-849-8872
072-654-0724
072-640-0607

