
　○水道法の一部改正により、給水装置工事事業者の指定有効期限が新たに定められ、５年ごとの更新制が導入され 「対応工事種別」 ※1 ・ 「更新年」 ※2を追加しました。

（※1　指定更新申請時に確認 ：非公表 ：指定更新申請前で未確認 ※2　次回更新年）

（市外） 五十音順 令和3年9月14日現在

アイカ総合 安田　智夫 堺市南区美木多上2755-4 072-221-1333 ／ 令和5年

(株)アイア設備 山岡 庸浩 堺市北区中百舌鳥町 １－６３－２３ 090-5136-6899 ／ 令和3年

羽曳野市指定給水装置工事事業者一覧表

－ ／

事業所の名称 代表者名 営業所住所 電話番号 対応工事種別 更新年

あき水道設備 安芸 清二 南河内郡河南町鈴美台 ３－３－９ 0721-93-5370 ／ 令和5年

(株)アヴァンス 桑名　剛史 堺市北区野遠町５６番地 072-252-6780 ／ 令和3年

アイテム(株) 下宮　貴世 京都府宇治市五ヶ庄福角６９ー６ 0774-33-7040 ／ 令和6年

AQUA・PLUS　 和田　正純 富田林市若松町西1－1850（2Ｆ） 0721-25-2951 ／ 令和6年

晶設備 竹葉 秀輝 岸和田市荒木町 ２－９－４０ 0724-45-5300 ／ 令和4年

(株)明由工業 立箱　勉 寝屋川市池田北町９番１２号 072-838-9000 ／ 令和6年

アクア住設 古川 良一郎 松原市東新町 ３－６－６ 072-333-4789 ／ 令和4年

あくあしすてむ 米野 久美 八尾市久宝寺 ２－３－１４ 072-991-1443 ／ 令和4年

(株)アクアサービス 多田　健史 豊中市庄内栄町４丁目５番７号 06-6335-1211 ／ 令和6年

(株)アクア･ワークス 折口　慶太 堺市南区美木多上２６６９ 072-220-7888 ／ 令和6年

アクアライフ(株) 奈良　法隆 岸和田市中井町一丁目９番６号 072-488-7866 ／ 令和6年

(株)アクアライン 大垣内　剛 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 082-502-6644 ／ 令和6年

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 ／ 令和5年

アサヒ工業 浅田 庄治 富田林市中野町西 ２－２６２－１ 0721-24-4901 ／ 令和3年

浅野設備 浅野 清治 富田林市中野町 ３－３－２９ 0721-25-6003 ／ 令和3年

(株)アネシス 戸田 明雄 大阪市中央区平野町 ２－５－１１ 06-6229-2292 ／ 令和3年

(有)安達建設 安達 辰治 柏原市旭ヶ丘 １－１４－１７ 072-977-0609 ／ 令和4年

アズマホーム(株) 東別府 源藏 藤井寺市沢田３丁目６番３４号 072-938-7055 － 令和7年

(株)イースマイル 島村　禮孝 大阪市中央区瓦屋町三丁目７番３号　イースマイルビル 06-7739-2525 ／ 令和5年

安藤設備 安藤 茂樹 八尾市老原 ４－１３８－５ 072-948-9512 ／ 令和4年

㈱アプライ 湯淺　美栄 富田林市錦織南一丁目３５番４５号 0721-55-2772 新設・改造 令和8年

稲見管工 稲見 幸雄 堺市南区檜尾 １１４３－５ 072-293-3498 ／ 令和4年

㈲市橋デンキ 市橋　一樹 富田林市喜志町五丁目１２番３３号 0721-25-6274 ／ 令和8年

(株)いずみ設備工業 泉本　充 岸和田市小松里町２４６３ 072-448-6656 ／ 令和7年

イバライケ設備(株) 茨池　直人 枚方市磯島南町１番１２号 072-808-7451 ／ 令和6年

井上水道(株) 井上　敏道 大阪市天王寺区上本町六丁目８番９号　上七ビル３Ｆ 06-6777-1650 ／ 令和6年

(株)イヌブセ工務店 犬伏 健二 東大阪市三島三丁目４番２１号 06-6744-4921 ／ 令和3年

岩永設備 岩永　博文 河内長野市加賀田219-5 0721-64-1041 ／ 令和6年

岩田設備工業 岩田 憲之 奈良県御所市蛇穴６５７ 0745-63-2329 ／ 令和5年

(有)今津設備 今津 博之 八尾市田井中二丁目１２７番２号 072-948-2583 ／ 令和3年

(有)上田設備 上田　健治 南河内郡太子町大字畑７０３番地 0721-98-2208 ／ 令和3年

上井谷設備 上井谷　順史 河内長野市寿町１０－５ 0721-54-4125 ／ 令和6年

(株)インプルーブ 桝田　かおり 堺市中区田園５７８番地 072-958-7771 ／ 令和6年

上原水道建設(株) 上原　正成 河内長野市三日市町 ２１５－５ 0721-62-6509 ／ 令和4年

(有)上西工業所 上西 義隆 松原市阿保一丁目１４番１５号 072-331-0140 新設・改造 令和7年

(株)上田設備工業所 上田 博之 岸和田市積川町 ２８６－５ 0724-79-1786 ／ 令和4年

梅木商店 梅木 正光 松原市南新町六丁目１番５号 072-331-3118 ／ 令和3年

馬木工業(株) 馬木 秀 柏原市片山町１番６号 06-6622-5620 ／ 令和3年

潮設備工業(株) 懸川 隆太 堺市堺区南清水町 ３－６－１８ 072-228-0251 ／ 令和4年

(株)エイブル 飯田 みづ代 八尾市明美町一丁目１番２４号 072-991-3507 ／ 令和3年

(株)エイド 小山　稔 松原市大堀2丁目11番3号 072-333-0330 ／ 令和6年

エイシン設備工業(株) 森田 征樹 大阪市東住吉区住道矢田六丁目８番６号 06-7891-3411 ／ 令和4年

エヌ･エス産業(株) 西井 昭博 堺市西区浜寺船尾町東 ４－９０ 072-263-0762 ／ 令和5年

(株)ＳＹＣ 米田 健司 堺市中区福田 ６３２－１ 072-237-8321 ／ 令和4年

(株)エーライフ 鈴木　一法 摂津市鳥飼八防２－１１－７ 072-653-1991 ／ 令和6年

ＦＳ設備 船津 政春 堺市中区深阪２５８２ 072-230-3067 ／ 令和5年

エバーリンクス㈱ 松本　英隆 大阪市西区南堀江四丁目１７番１８号　 06-6531-1151 改造・修繕 令和8年

ＮＫワークス(株) 川端　奈津美 堺市西区上５３９番地８ 072-370-1998 ／ 令和6年
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(株)オー･エム･ティ 有住　良平 堺市西区浜寺石津町東２－１１－２１ 072-244-6227 ／ 令和4年

(株)ＭＣ　Ｔｅｃ 松島 幸雄 東大阪市角田２丁目８ー１１ 072-911-4771 ／ 令和5年

(株)ＭＳエンジニアリング 森本　省吾 和泉市尾井町一丁目５番１９号　メゾン尾井１Ｂ 0725-92-9924 － 令和8年

(株)大久保建設 大久保　愛節 和泉市井ノ口町３番２号 0725-26-3451 ／ 令和5年

(株)大上設備 大上 榮美子 奈良県奈良市五条畑 １－１９－１２ 0742-47-0178 ／ 令和3年

大泉水道(株) 西川 英俊 堺市北区金岡町 ２８４３番地１０ 072-252-4788 ／ 令和3年

大島工房 大島　康男 堺市南区豊田５６１番地 072-295-7554 ／ 令和6年

大阪設備(株) 中辻 博 堺市土師町 ３－９－２２ 0722-78-0881 ／ 令和3年

(株)大阪サワノ 野阪　貢司 大阪市住吉区沢之町１丁目７番１９号 06-6692-9265 ／ 令和6年

(有)大西設備 大西 子三 堺市北区大豆塚町１－２８－１ 0722-50-3119 ／ 令和3年

(株)大智設備 上山　智弘 兵庫県神戸市長田区長田町３丁目２－１２　BLD.UEYAMA　３F 078-797-5443 ／ 令和6年

太田設備工業所 太田 武博 松原市西野々 １－８－１１ 072-349-2670 ／ 令和4年

大宮水道 柴田 正春 岸和田市作才町１２５１ 072-438-1966 ／ 令和5年

大畑水道設備 大畑 眞樹 八尾市青山町 ４－１－９ 072-998-9272 ／ 令和4年

(有)大橋工業所 大橋 清数 堺市中区福田 １０３４－１ 072-239-4568 ／ 令和3年

(有)岡本設備 辻井 信夫 八尾市南太子堂3丁目2番21号 072-924-5618 ／ 令和3年

岡三建設興業(株) 石井 勝代 藤井寺市川北 ２－１０－２８ 072-954-0467 ／ 令和3年

オーヤシマ(株) 湊 恭久 和歌山県岩出市畑毛３０６－２ 0736-69-3102 ／ 令和5年

奥田商工(株) 奥田　康雅 貝塚市澤１２８２番地 072-431-3526 ／ 令和3年

(株)奥田ガスセンター 古本　義光 八尾市山城町二丁目３番２６号 072-923-1621 改造・修繕 令和7年

岡本設備(株) 岡本 佳朗 和泉市北田中町 ３４８－１ 0725-92-1121 ／ 令和4年

(株)オリエント組 山岡　義信 大阪市浪速区浪速東三丁目７番１号 06-6567-2727 ／ 令和7年

(株)オーテック板倉 板倉　多志男 大阪市都島区御幸町一丁目４番２７号 06-6925-6561 ／ 令和6年

(株)オクムラ設備工業 奥邨　大介 大阪市鶴見区今津北二丁目８番３３号 06-6969-0245 ／ 令和5年

鹿島設備 鹿島　信夫 大阪狭山市西山台６－１４－１０－４１１ 072-365-9522 ／ 令和5年

(株)角野商店 角野 光俊 松原市西大塚 １－２－２１ 072-338-6070 ／ 令和5年

(株)カイセイ 岩本　廉也 南河内郡太子町春日１４６番地の１０ 0721-21-8668 ／ 令和6年

(株)樫儀設備 泉本　隆司 堺市堺区東湊町３－１９２－２ 072-241-2719 ／ 令和5年

(株)カスタム 野出 英夫 柏原市古町三丁目１番１４号 072-970-2400 ／ 令和3年

柏原住宅設備機器 萩原 一郎 藤井寺市藤井寺 ３－１－３６ 072-954-8277 ／ 令和3年

金川設備工業 金川 笑一 大阪市鶴見区鶴見 ４－１３－３２ 06-6911-0172 ／ 令和4年

(株)葛城工業 西元　竜也 奈良県葛城市林堂100-8 0745-44-9995 ／ 令和6年

勝正建設(株) 川谷　勝善 富田林市若松町西１丁目１８５６番地の５ 0721-25-9600 ／ 令和6年

(株)上之島水道 安本 義明 八尾市東山本町八丁目６番４３号 072-995-0055 ／ 令和3年

カミタ総合設備㈱ 中島　剛 阪南市黒田３４３番地の２ 072-471-2234 新設・改造・修繕 令和8年

上　設備 上　年春 堺市美原区今井４０２－１１ 072-361-8085 ／ 令和5年

(株)ＫＩＴＡＧＡＷＡ 北側　隆之 岸和田市藤井町二丁目２１番２４号 072-457-8897 ／ 令和7年

木岡設備(株) 木岡 絹子 岸和田市極楽寺町 ３０１－１ 0724-27-5881 ／ 令和4年

(株)関住 藤本　亮 富田林市常盤町３番９号 0721-25-1245 － 令和7年

北野水道工業所 北野　和樹 富田林市別井３－７－３８ 0721-93-4532 ／ 令和5年

北戸設備 北戸 功介 松原市立部１－１７２－４ 072-332-4900 ／ 令和4年

(有)北口設備 北口　嘉一 南河内郡千早赤阪村大字水分２８９番地甲 0721-72-1244 － 令和7年

(株)共栄設備 加藤　哲郎 堺市堺区車之町東三丁１番９号 072-223-6400 新設・改造・修繕 令和7年

協栄水工メンテナンス(株) 服部　圭介 松原市柴垣一丁目２５番１３号 072-332-2217 ／ 令和3年

北野設備(株) 川谷　麻衣 富田林市大字龍泉４８７番地 0721-35-4872 － 令和7年

(株)協和設備 高橋　秀智 大阪市西淀川区柏里一丁目１６番２１号 06-6472-3311 ／ 令和5年

(株)協立 岡部 照生 大阪市旭区大宮 ４－１－２５ 06-6954-4790 ／ 令和3年

(株)共進社工業所 山内 曻平 東大阪市西堤楠町三丁目２番１１号 06-6788-2223 ／ 令和3年

クシマ設備工業(株) 野見山 員仁 堺市北区北花田町３丁３３－２１ 072-255-1622 ／ 令和4年

(株)希隆設備 永尾　隆文 大阪市北区池尻町１－１－１２０ 06-6354-8519 ／ 令和6年
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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 ／ 令和4年

(株)クラシアン 鈴木　一也 神奈川県横浜市港北区新横浜１－２－１ 0120-500-300 ／ 令和4年

(株)久米田設備工業 岩國屋　秀登 岸和田市箕土路町１丁目１６－２１ 072-443-8655 ／ 令和6年

久保工業(株) 久保　光夫 富田林市山中田町一丁目１４番２５号 0721-25-2595 － 令和7年

(有)建宅設備 鳴海 康文 堺市西区浜寺南町 ２－２８１－２ 072-261-6868 ／ 令和4年

(株)Ｋ’ｓＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 北村　仁 大阪市東淀川区東中島一丁目１７番１８号 06-6990-1524 ／ 令和7年

(株)クラタ設備工業所 藏田 豊 松原市北新町三丁目１５番１０号 072-332-4411 ／ 令和3年

工和工業(株) 安居 英洋 堺市中区土塔町 ２３２６－７ 072-237-7807 ／ 令和5年

(株)剛建 出口 剛史 堺市美原区北余部４０－３５ 072-369-0470 ／ 令和4年

(株)交換できるくん 栗原　将 東京都渋谷区東１－２６－２０　東京建物東渋谷ビル１２Ｆ 03-6427-5381 ／ 令和6年

ゴトウ水設 後藤 昭人 藤井寺市小山六丁目３番８号 072-955-7578 ／ 令和3年

(有)小谷設備工業 小谷 純弘 堺市美原区多治井３９０番地 072-361-1624 新設・改造・修繕 令和7年

(株)国正建設 東尾 正人 堺市中区楢葉 １０１ 072-234-6961 ／ 令和4年

(株)寿水道 板東　祥晃 堺市中区深阪３丁２番２号 072-234-2351 ／ 令和5年

寿建装 里 善治 松原市天美西 ３－４－２３ 0723-37-2676 ／ 令和5年

(有)ゴトウ設備 後藤 常夫 河内長野市清水３１６－１ 0721-60-2408 ／ 令和3年

(株)古室組 水戸岡 資英 藤井寺市古室 ３－２６１－４ 072-938-8020 ／ 令和4年

小原工業(株) 河田　泰弘 大阪市淀川区木川東三丁目５番２１号　第三丸善ビル７階Ｇ号室 06-6195-1229 ／ 令和5年

コニシエンジニアリング(株) 西山 雅清 泉大津市河原町５番２８号 0725-21-6067 ／ 令和5年

阪本設備工業(株) 阪本 幸重 柏原市石川町 ７－１５ 072-977-7741 ／ 令和4年

阪西風呂設備 阪西 弘 藤井寺市林 ４－３－１５ 072-955-8212 ／ 令和3年

(株)榊原設備工業 榊原 功治郎 枚方市南楠葉 １－１９－７ 072-855-4051 ／ 令和3年

さくら設備 櫻井 保雄 枚方市南中振 １－３８－２７ 072-835-8216 ／ 令和3年

さくや工業(株) 粂谷　正大 大阪市旭区生江一丁目５番５号 06-7503-1798 ／ 令和6年

(株)坂本配管工業所 坂本　博敏 岸和田市内畑町２０５番地の１０ 072-479-0792 ／ 令和7年

(株)サニコン 中塚　雅教 堺市北区百舌鳥陵南町三丁３４５番地 072-277-3255 ／ 令和5年

(株)笹原住設 笹原　淳郎 富田林市大字甘南備９１８番地１ 0721-33-3350 ／ 令和5年

(株)佐々木工務店 佐々木 貴子 堺市堺区三条通 ２－１１ 072-221-9524 ／ 令和4年

(有)三喜商店 藤井 靖司 藤井寺市野中 ５－１４－１８ 072-954-1632 ／ 令和3年

三栄設備工業所 行武　悟 堺市堺区北旅籠町西３－２－４ 072-232-1877 ／ 令和5年

(株)三栄水栓製作所 西岡 明 大阪市東成区玉津 １２－２９ 06-6972-5921 ／ 令和3年

三和管工(株) 田島万作 東大阪市西堤楠町三丁目９番２６号 06-6787-2085 ／ 令和3年

三水堂 藤原 秀和 柏原市玉手町18番27-201号　ｴｸｾﾚﾝﾄ玉手 072-931-9937 ／ 令和4年

サンキュウサービス 山本 晴久 岸和田市尾生町 ３－１３－１５ 0724-40-3939 ／ 令和4年

(株)至田水道工業所 至田 善紀 柏原市円明町４番８号 072-977-4136 新設・改造・修繕 令和7年

Ｇ.Ｃ.ＳＩＮＫＯ(株) 玉本 良道 東大阪市俊徳町 ４－６－１５ 06-6724-9009 ／ 令和5年

(有)三和工業所 植木　謙一郎 富田林市甲田二丁目７番１０号 0721-23-3848 新設・改造 令和7年

(株)住宅ホームサービス 辻田　敏伸 堺市堺区一条通１１－２５　ライズＯＴＭビル４０１ 072-275-6740 ／ 令和6年

(株)ジャースト 谷村 幸治 八尾市植松町 ５－４－１０ 072-983-6860 ／ 令和5年

清水設備(株) 清水 正弘 高槻市神内 ２－２１－１ 072-681-6850 ／ 令和4年

(株)伸栄設備 村上 孝之 堺市東区日置荘原寺町 ４７１－１ 072-285-4453 ／ 令和4年

(株)シンエイ 木原　朗広 大阪市中央区谷町２丁目４－３　アイエスビル９階 06-6944-7797 ／ 令和5年

(株)ショウユウ建工 壷井　紀男 藤井寺市小山八丁目１番５号 072-931-1155 改造・修繕 令和8年

新生和光(株) 杉浦 誠次 八尾市沼 ２－１３５ 072-949-9603 ／ 令和3年

(株)シンセイ設備 石川　正成 堺市中区福田442番地2 072-289-5091 ／ 令和6年

(株)信光 杉野　吉信 堺市美原区丹上４１３－４ 072-363-0246 ／ 令和5年

(株)伸和工業 種谷 知紀 八尾市楠根町二丁目４番４号 072-996-5667 新設・改造・修繕 令和7年

(有)新谷機設 新谷 明久 南河内郡太子町大字葉室１３２８番地の７ 0721-98-1223 新設・改造・修繕 令和7年

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

(株)水協 井川　英輝 大阪市天王寺区東高津町３－２９　新青山ビル２０２ 06-4305-7414 ／ 令和6年
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(株)水幸 村尾　昌則 大阪市東淀川区南江口二丁目６番８３号 06-7182-3803 ／ 令和8年

水研設備 高井　敏博 八尾市久宝寺１丁目１番２８号 072-991-2377 ／ 令和6年

(株)スタートコーポレーション 松尾　卓哉 大阪市北区中津３丁目２５番９号 06-6486-0100 ／ 令和6年

スイセイ工業 山廣　龍 寝屋川市点野４－４－４ 072-838-8587 ／ 令和5年

水匠． 辻村 美樹 八尾市恩智中町４丁目８８番地 072-943-0222 ／ 令和3年

(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 ／ 令和5年

(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 ／ 令和3年

(株)スマイル建設 矢形 豊樹 東大阪市水走３－3－40　旭ビル３－303 072-962-9421 ／ 令和3年

(株)正美設備 田中 正信 八尾市上之島町北 １－３７ 072-997-8188 ／ 令和4年

(株)セイト 清藤　隆士 藤井寺市小山藤の里町１番３号 072-954-2613 修繕 令和7年

晴空管工 日野　貴晴 富田林市若松町二丁目６番８号 0721-21-4249 ／ 令和7年

泉南住設 綾 雅浩 堺市南区大庭寺 ２１６ 0722-97-9100 ／ 令和3年

(株)ＳＥＮＴＥＣ 三木　宣二 堺市西区太平寺５３９－１ 072-289-9909 ／ 令和6年

(株)星和エンジニアリング 初川　雅典 岸和田市下松町３－７－４３ 072-427-2727 ／ 令和5年

大恵商事(株) 浦上　涼 大阪市淀川区西中島三丁目１３番１号 06-6886-2213 － 令和7年

(有)大輝設備工業 吉直 廣昭 寝屋川市太秦緑が丘 ２７－２１ 072-823-4451 ／ 令和5年

(株)大起建設 阪口　悦男 富田林市常盤町１３－２９ 0721-25-7774 ／ 令和5年

大晉工業(株) 大西 孝男 東大阪市足代北 １－１４－１ 06-6782-1594 ／ 令和3年

ダイショウ設備 大西 剛志 河内長野市原町 ６－１０－２８ 0721-54-0300 ／ 令和5年

タイシ住設 森口　栄司 八尾市東太子２丁目９番２０－３０１号 072-994-5153 ／ 令和7年

(株)大星設備 井上 剛 八尾市太田新町 ９-１８３－１ 072-920-5189 ／ 令和3年

(株)大生 新谷　浩史 松原市柴垣二丁目９７７番地４号 072-349-0064 ／ 令和6年

(有)ダイシン設備 深田　康憲 豊中市熊野町四丁目１番２１号 06-6854-3461 ／ 令和6年

大八建設工業(株) 吉國　宗征 河内長野市西之山町１３番２８号 0721-53-2645 ／ 令和3年

ダイナン水道 坂田 博之 堺市中区深井中町５８０－２ 072-269-4181 ／ 令和4年

(株)大設産業 小野　由夫 吹田市岸部中２－１６－７ 06-6384-6359 ／ 令和5年

(株)タイヨウ 森﨑 務 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 ５９１－５ 078-978-0301 ／ 令和3年

(株)ダイヤホット･サービス 森田 博文 東大阪市西鴻池町３－２－５ 06-6744-9101 ／ 令和5年

ダイヤ設備工業(株) 万代 恒美 堺市東区日置荘西町３７０－３ 0722-85-1080 ／ 令和3年

(株)髙井設備 髙井　ひとみ 奈良県大和高田市土庫２３６－１ 0745-22-0849 ／ 令和6年

大和住器(株) 谷口　遼太郎 河内長野市西代町１１番２８号 0721-52-3536 ／ 令和3年

(株)タイラ設備 平良　泰規 堺市中区田園４３５－５４ 072-235-8137 ／ 令和6年

(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 ／ 令和4年

ＴＡＫＥ住設 榎本　武彦 藤井寺市道明寺6丁目15番10号 072-938-7982 ／ 令和6年

タカハシ設備 髙橋　俊政 堺市美原区菩提６９－８ 072-350-4038 ／ 令和6年

(株)田中水道設備 田中 真輝 河内長野市松ケ丘西町１５２９番地 0721-53-5375 － 令和7年

(株)田中水道 田中 芳德 松原市阿保 ３－１－２１ 072-331-0278 ／ 令和3年

たつみ電器(株) 田中　竜夫 藤井寺市春日丘 １－８－７ 072-955-0558 ／ 令和4年

ＷＰナガイ 長井 禎範 大阪市平野区瓜破西３－２－４１ 06-6700-1208 ／ 令和4年

タナカ理研(株) 田中　成和 富田林市西板持町一丁目８６番地 0721-34-1288 － 令和7年

(株)田中設備 田中 博 大阪市住吉区我孫子西 ２－８－２１ 06-6606-1101 ／ 令和4年

(有)ツジノ 辻ノ　大輔 和泉市寺田町二丁目８番４８号 0725-46-6868 ／ 令和7年

辻工業 辻 邦一 富田林市錦織北二丁目３番３号 0721-24-6155 ／ 令和3年

(株)司 角川 博美 八尾市神宮寺 ５－１６１ 072-941-1002 ／ 令和4年

(株)テラタニ設備 寺谷　剛 大阪市平野区喜連東１－２－１１ 06-6700-9200 ／ 令和5年

Ｔ．Ｓ．ＷＯＲＫ 辻本 崇志 南河内郡太子町山田 ２８６３－６ 0721-98-3123 ／ 令和4年

辻元設備工業 辻元 和裕 富田林市錦織東２－１６－８ 0721-26-3345 ／ 令和5年

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 ／ 令和3年

東亜工業(株) 金原　雄平 柏原市本郷一丁目１番９号 072-972-3469 ／ 令和6年

土肥設備 土肥　向陽 泉大津市東助松町３－３－３２ 0725-31-4740 ／ 令和6年
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(有)東部第一工業 杉山　大三郎 東大阪市荒本二丁目５番１号 06-6787-1643 新設・改造・修繕 令和7年

トウジ工業(株) 田路 直行 門真市下馬伏 １２１－１ 072-842-7233 ／ 令和3年

(有)トウケン工業 神農 秀男 八尾市安中町 ３－２－７３－３０１ 072-995-7337 ／ 令和5年

土工水道設備 土工 大樹 泉佐野市上瓦屋５２７－３ ５５ビル３Ｆ 072-496-3332 ／ 令和5年

トーエー設備(株) 東田　吉博 八尾市西高安町１－６３－２ 072-997-1080 ／ 令和5年

(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－Ａ 072-275-4701 ／ 令和5年

苗村設備 苗村 悟 堺市美原区平尾 ２８ 072-361-3266 ／ 令和5年

豊住設備 豊住 祥生 松原市東新町 ４－１７－２０ 072-335-7804 ／ 令和4年

トータルライフサービス　アール 武田　雄介 大東市灰塚３－５－３２ 072-872-8881 ／ 令和5年

(有)中塚設備工業 中塚 真由美 泉佐野市鶴原１丁目４番１０号 072-457-3345 ／ 令和5年

仲谷設備(株) 仲谷 憲一 富田林市佐備 ４４７－２ 0721-34-3271 ／ 令和4年

(株)ナカイ工業 仲井 猛 南河内郡河南町大字白木１３３７番地 0721-93-2998 新設・改造・修繕 令和7年

中山住宅設備 中山 成年 門真市上馬伏 ３６１－１１ 072-884-8832 ／ 令和3年

中山建設(株) 中山　力 高石市羽衣５－１３－１４ 072-263-0250 ／ 令和5年

中野設備工業(株) 中野　惠 八尾市高美町一丁目３番２９号 072-993-3201 ／ 令和7年

南海設備(株) 北野 亮介 堺市中区福田 ６８４－３ 072-237-2675 ／ 令和4年

成宮設備 立田 雅紀 八尾市恩智南町 １－９－６ 072-941-1013 ／ 令和3年

(有)なるみや 成宮 陽一郎 八尾市恩智南町 １－９－６ 072-941-1013 ／ 令和3年

(株)南堺水道設備 川北　武史 堺市中区陶器北１７５９番地の４ 072-237-5369 ／ 令和6年

(株)南口組 中川 寿 富田林市甲田一丁目１０番１号 0721-25-1112 新設・改造 令和7年

南畿空調設備(株) 田中 久子 藤井寺市藤井寺 １－１７－３７ 072-954-1259 ／ 令和3年

(有)ニコー設備 浦芝　剛志 堺市中区東山９００番地　ジョイビル２０１号 072-230-1112 － 令和7年

新見設備 新見　厚幸 和泉市室堂町４０６ 072-590-6600 ／ 令和6年

南勢設備(株) 辻本 裕昭 茨木市東奈良 ３－１－２ 072-635-0821 ／ 令和4年

(株)西設備 西 隆義 藤井寺市道明寺２丁目２番１６号 072-954-0659 ／ 令和6年

(株)西建 西川 浩史 南河内郡太子町春日 ６９ 0721-98-5127 新設・改造 令和7年

ニシカワ住設 西川 宏晃 東大阪市立花町 １５－１１ 072-985-5310 ／ 令和4年

西村工業(株) 西村　隆彌 大阪市平野区平野市町三丁目７番２８号 06-6791-9267 ／ 令和6年

(株)ニシムラ 西村 恭二 大東市新田本町 １８－２ 072-871-5090 ／ 令和4年

(株)西日本設備 三角　武史 吹田市内本町三丁目２８番１０号 06-6155-5570 ／ 令和6年

(株)日興 新熊 憲三 堺市北区南花田町２２５－２ 072-253-5026 ／ 令和3年

(有)ニッカン 濱口 福三郎 奈良県北葛城郡上牧町米山台１－３－１０ 07457-6-5969 ／ 令和3年

西村水道工業(株) 西村　尚子 堺市中区伏尾７６１番地の２ 072-278-9880 － 令和7年

(株)野村設備 野村 喜代治 東大阪市稲田上町２丁目８－１４ 06-6747-8400 ／ 令和4年

野口興業 野口 康弘 富田林市楠風台 ２－１２－８－２０３ 0721-35-3009 ／ 令和3年

(株)丹羽工業所 丹羽 秀一 大阪市旭区高殿六丁目２番２０号 06-6953-7311 － 令和7年

(有)橋本設備 橋本 道典 滋賀県長浜市香花寺４２７ 0749-72-2993 ／ 令和4年

(株)ハウスラボ 丸山　英利 大阪市浪速区大国二丁目１番６号 06-6648-9898 ／ 令和6年

㈱ハウスサポート 田村　弘和 大阪市淀川区西中島六丁目３番２４号Ｋ４２４ 06-6195-2258 改造・修繕 令和8年

パナソニックコンシューマーマーケティング(株) 宮地　晋治 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 06-4794-7010 ／ 令和6年

ハナ(株) 西村 充 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目７番４８号 06-6913-0950 ／ 令和3年

(株)畑本水道工業所 畑本　光一 柏原市片山町１６番７号 072-977-1787 － 令和7年

浜寺水道(株) 辻 保 堺市浜寺石津町東 １－１－７ 072-280-2470 ／ 令和4年

馬場建設(株) 馬場 祥晃 柏原市国分本町 ４－１－２５ 072-977-3331 ／ 令和4年

(株)ハナフサ 近藤　久喜 大阪市中央区谷町七丁目５番９号 06-6762-7001 新設・改造・修繕 令和8年

(株)繁和 奥山 真智 堺市堺区海山町 ２－１２９－９ 072-233-5666 ／ 令和4年

阪堺設備工業(株) 西口　紀代 堺市北区東浅香山町 １－６６－３ 0722-55-5680 ／ 令和3年

(株)はやし設備 林　育史 東大阪市玉串町東２－６－４０ 072-961-7455 ／ 令和5年

久野設備 久野　裕介 大東市深野北１丁目１３番１３号　ｴｽﾍﾟｰﾛｱｳﾞｪﾆｭｰ303 072-862-0315 ／ 令和6年

(株)光住設 羽立　政司 堺市南区大庭寺８６５－１ 072-320-1594 ／ 令和6年
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秀雄設備 松浦 秀雄 藤井寺市小山4丁目5番14号 072-937-2929 ／ 令和4年

ビルドハナムラ 花村 保範 八尾市竹渕 ２－９４－４ 06-6790-7969 ／ 令和5年

平井住宅設備(株) 平井 泉 八尾市服部川一丁目１０８番地 072-941-1390 ／ 令和3年

百進建設(株) 新谷　味希 四条畷市砂２丁目１７番１０号 072-863-0677 ／ 令和6年

福盛水道設備 福盛　昇 大阪狭山市狭山3丁目2436番地の4 072-365-4144 ／ 令和6年

(有)福西住宅設備 福西　利弘 泉大津市千原町一丁目５番１１号 0725-33-2268 ／ 令和7年

ひろみ設備 北山 博己 南河内郡河南町大字加納 ２５６ 0721-93-7799 ／ 令和3年

藤崎設備 藤崎 斉 松原市天美我堂5丁目2番18号 072-330-1633 ／ 令和5年

(株)富士コミュニティー 西本 俊雄 大阪市住吉区苅田 ５－１８－１２ 06-6696-1820 ／ 令和3年

藤井住宅設備(株) 藤井 有 奈良県香芝市鎌田６２４番地の３ 0745-76-7781 － 令和7年

(株)不動設備 竹村 晃 富田林市大字彼方４７２番地の１ 0721-34-0482 ／ 令和3年

藤野興業(株) 藤野　正勝 富田林市山中田町一丁目１１番８号 0721-24-0118 新設・改造・修繕 令和7年

藤浪設備工業(株) 藤浪 博嗣 岸和田市包近町４７４番地の２ 072-444-6902 ／ 令和5年

堀井設備 堀井 誼 藤井寺市国府 ３－７－１５ 0729-38-2417 ／ 令和4年

宝光建設(有) 倉本 博之 藤井寺市春日丘 １－４－６ 072-939-3939 ／ 令和3年

平和水道工業(株) 羅本 昭治 八尾市安中町 ８－１４－１２ 072-993-6077 ／ 令和4年

前本設備(株) 飯田　誠 河内長野市北青葉台３番４号 0721-62-3016 ／ 令和3年

(株)マエダ 前田　憲彦 奈良県大和郡山市額田部寺町１５番地の１ 0743-56-5106 ／ 令和6年

(有)前岡住宅設備 前岡　宏和 藤井寺市御舟町３番３７号 072-939-8102 新設・改造・修繕 令和7年

益建興業 益田　憲一 堺市中区福田１００８番地２ 072-237-3955 ／ 令和6年

(株)桝井工業 桝井 尚樹 八尾市南本町七丁目３番６号 072-924-4774 ／ 令和3年

マキ設備工業 槇 信也 富田林市東板持町 ２－７－２７ 0721-34-9200 ／ 令和4年

(株)マツオ設備 竹内　松男 藤井寺市古室１丁目８番１２号 072-954-7496 ／ 令和6年

(有)松岡組 松岡　哲生 八尾市南植松町２－１－１－７０７ 078-997-1422 ／ 令和6年

増田設備工業(株) 増田　浩司 東大阪市御厨南二丁目４番３号 06-6785-7280 ／ 令和7年

(有)松田産業 松田 厚洋 大阪市平野区瓜破南２丁目２番９号 06-6708-2598 ／ 令和3年

(株)松島設備 松島 剛 東大阪市角田 ２－８－９ 072-964-0067 ／ 令和3年

マツシタ設備 松下直樹 泉佐野市上瓦屋８２０－１１ 072-463-3011 ／ 令和6年

松本工業(有) 松本 和彦 京都府相楽郡精華町桜が丘 ４－１０－６ 0774-73-0366 ／ 令和5年

松村設備工業(株) 松村 興一 八尾市高安町北一丁目１１３番地 072-922-0561 ／ 令和3年

松原設備工業(株) 太田 弘之 松原市南新町 １－３－１５ 0723-32-3793 ／ 令和3年

(株)松本設備工業所 松本 陽一 大阪市東淀川区瑞光 ４－１２－３ 06-6195-2137 ／ 令和3年

(株)マツモト工業 松元　仁士 堺市西区堀上緑町三丁７番１８号 072-272-0017 ／ 令和7年

松本工業(株) 近越　弘幸 大阪市城東区古市三丁目１４番９号 06-6933-1227 ／ 令和6年

(株)丸仙設備 中辻 保雄 堺市堺区八千代通 １－２８ 072-224-5382 ／ 令和3年

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 ／ 令和6年

松山設備工業所 松山 秀洋 八尾市亀井町１－２－６ 072-921-5723 ／ 令和5年

(株)道下工業所 道下 彰 松原市上田三丁目９番４号 072-331-1501 ／ 令和3年

(株)溝川組 溝川 由英 富田林市中野 ３－６－４３ 0721-23-2872 ／ 令和5年

(株)みずほ設備 藤井　基彰 柏原市太平寺２丁目１－３６ 072-971-5014 ／ 令和6年

三菱電機システムサービス(株) 佐久目　誠記 東京都世田谷区太子堂４丁目１番１号 03-5431-7750 ／ 令和6年

三井設備(株) 松永 薫 堺市西区上野芝町７－９－１０ 0722-45-5008 ／ 令和3年

ミチハタ水道工業(株) 道旗　弘明 河内長野市菊水町７番８号 0721-53-2068 ／ 令和6年

ミナミ設備 南 博幸 堺市南区桃山台 １－１６－１０ 072-299-0130 ／ 令和5年

みどりハウジング(株) 成瀬 孝 堺市美原区木材通４－１３－３ 0723-62-1101 ／ 令和3年

(株)三友工務店 荒川 佳久 東大阪市三島1丁目11番10号 06-6745-6057 ／ 令和6年

(有)宮武設備 宮武　雄一 堺市中区深井畑山町２０２番地１５ 072-270-6619 ／ 令和5年

三宅設備工業(株) 三宅　修二 岸和田市箕土路町１丁目７番１０号 072-443-1512 ／ 令和6年

美原工業 辻 睦成 堺市美原区北余部西１－１－４－１００７ 072-363-8603 ／ 令和3年

令和8年(株)ＭＩＺＵ　ＳＡＰＯ 中村 信幸 広島市中区鶴見町８番５７号 082-533-8080 改造・修繕
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村上水道(株) 小松　雄介　 堺市東区北野田９６８番地 072-235-7774 － 令和7年

(有)宮本美建 宮本　信宏 松原市別所3－19－23 072-335-0700 ／ 令和5年

(有)ミヤノ設備 宮野 隆志 岸和田市中井町 １－１８－９ 072-441-8596 ／ 令和5年

(株)本並住設 本並　新史 堺市美原区真福寺２２７番地の１ 072-361-6073 新設・改造・修繕 令和7年

(有)基設備工業所 高井 基美 八尾市萱振町 ５－２６－２ 072-999-4991 ／ 令和3年

メイセイ設備 山下　学 高石市加茂１丁目９番１７号 072-320-7562 ／ 令和6年

門前組 門前　貴史 大阪市淀川区木川東１－１０－２２－４０６ 06-6302-6999 ／ 令和5年

森本設備機器(株) 森本 真一 松原市丹南 ６－５７６－１ 072-339-1711 ／ 令和5年

(株)森水道工業所 森　一馬 堺市北区新金岡町五丁７番３２８号 072-253-9224 － 令和7年

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

(株)安田組 安田　元一 富田林市若松町西一丁目１８３４番地の１ 0721-25-0809 新設・改造 令和7年

(株)弥栄 山下 茂 岸和田市阿間河滝町 ８ 0724-26-6441 ／ 令和3年

(株)ヤブタ設備 藪田 好宏 八尾市沼 １－１４－１ 072-949-5018 ／ 令和4年

(株)矢寺水道興業社 矢寺　義昭 柏原市旭ケ丘一丁目７番２７号 072-926-9861 新設・改造・修繕 令和7年

やすふく水道 安福　英明 岸和田市加守町4丁目25番8号 072-441-8228 ／ 令和6年

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

(株)山岸設備 山岸　謙悟 寝屋川市堀溝１－９－２ 072-823-3325 ／ 令和5年

山岡建設(株) 山岡 英夫 大阪市平野区平野西 １－１２－２３ 06-6705-1161 ／ 令和5年

山本設備工業(株) 山本 憲市 大東市中垣内 ２－１－２ 072-872-0378 ／ 令和3年

山紘工業開発 山田 広作 富田林市若松町 ５－１２－３５（Ｃ－１０２） 0721-26-3456 ／ 令和3年

ヤマジ設備 山路　宣明 泉南郡熊取町小垣内3丁目13番14号 072-487-1212 ／ 令和6年

豊工業(株) 北原　廣 豊中市利倉西1丁目1番27号 06-6866-0251 ／ 令和6年

(株)ＵＫＳ 上田　禎行 堺市北区長曽根町１６７９－１ 072-242-8458 ／ 令和6年

(有)山本設備工業所 山本 福久 八尾市南植松町 ５－１０７－１ 072-923-4724 ／ 令和3年

(株)良本設備工業 良本　晃一 貝塚市加神一丁目４番２７号 072-457-3773 ／ 令和7年

吉武設備 吉武 義昭 寝屋川市太秦桜が丘 １８－１３ 072-821-9688 ／ 令和3年

(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 ／ 令和3年

(株)ライス 飯田 寛光 八尾市跡部本町 １－３－４ 072-999-2442 ／ 令和5年

(有)米田工業 米田 利博 南河内郡太子町大字春日１７２番地の２ 0721-98-2088 ／ 令和3年

よつば興業(株) 長崎 京高 八尾市福万寺町 ７－５６－１ 072-997-5662 ／ 令和4年

(株)リビングコダマ 児玉　三紀子 柏原市平野1-8-35 072-971-1315 ／ 令和5年

(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 ／ 令和4年

(株)ライフサポート 田辺　功 東京都渋谷区大山町４５番１８号　代々木上原ウエストビル３階 03-5465-0703 ／ 令和6年

東大阪市長田西６丁目３番２９号 06-6746-5957 ／ 令和6年

(株)涼水設備 佐竹　涼一 柏原市国分本町7丁目4番46号 072-978-2126 ／ 令和6年

(有)良栄工業 切塚 昌良 柏原市国分本町 ７－８－２４ 072-976-1121 ／ 令和3年

(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 ／ 令和5年

ワニ設備工業 浦野 友恵 堺市堺区北旅籠町東 ２－１－１７ 072-232-8682 ／ 令和5年

(有)ワシズリペアサービス 中村 綾子 藤井寺市藤井寺2丁目9番30号 072-939-3888 ／ 令和4年

(株)若松興業 若松 秀司 堺市北区野遠町 ８３－１ 072-240-1611 ／ 令和5年

ロイヤルホームセンター(株) 中山　正明 千葉県習志野市東習志野６丁目７－１５ 06-4391-8830 ／ 令和6年

(株)羚友設備 山内　敬三
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