
池田市

指定
番号

商　　号 電話番号

1280 才尊設備工業㈱ 池田市 鉢塚2-10-2 072-761-1430

1982 池田水道工業㈱ 池田市 綾羽1-1-20 072-751-9887

1994 ソルト設備 池田市 畑3-12-7-405 072-752-6165

2108 森重工業所 池田市 石橋1-21-23-403 090-8570-4624

営業所所在地
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泉大津市

指定
番号

商　　号 電話番号

1279 コニシエンジニアリング㈱ 泉大津市 河原町5-28 0725-21-6067

1489 ㈲福西住宅設備 泉大津市 千原町1-5-11 0725-33-2268

1832 土肥設備 泉大津市 東助松町3-3-32 0725-31-4740

営業所所在地

2/37



泉佐野市

指定
番号

商　　号 電話番号

1502 ㈱星設備工業 泉佐野市 葵町4-6-27 0724-61-2272

1511 ㈲中塚設備工業 泉佐野市 鶴原1-4-10 072-457-3345

1764 （株）水道屋 泉佐野市 中町3-1-1 072-468-7777

1988 マツシタ設備 泉佐野市 上瓦屋820-11 072-463-3011

2046 ＳＫ設備 泉佐野市 鶴原820-1 072-479-3080

営業所所在地
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和泉市

指定
番号

商　　号 電話番号

2010 ㈲ツジノ 和泉市 寺田町2-8-48 0725-46-6868

2049 ㈱大久保建設 和泉市 井ノ口町3-2 0725-26-3451

営業所所在地

4/37



茨木市

指定
番号

商　　号 電話番号

959 小阪設備工業㈱ 茨木市 郡4-18-29 072-643-3636

1030 東洋工業㈱ 茨木市 横江1-6-26 072-635-1555

1113 ㈱大設産業 茨木市 郡5-29-18 072-640-0607

1118 南勢設備㈱ 茨木市 東奈良2-15-2 072-635-0821

1349 ㈲新恒工業 茨木市 東福井1-2-3 072-641-5147

1430 岡本設備工業㈱ 茨木市 宿川原町10-23 072-641-8553

1566 （株）ケイトップ 茨木市 南目垣1-13-13 072-635-5418

1574 （株）秋田組 茨木市 野々宮1-1-17 072-652-3010

1640 （有）ヤマダ工業 茨木市 天王1-8-23-1111 072-631-1260

1665 （株）髙橋建材 茨木市 宮島3-3-26 072-636-1508

1750 （有）シバノ設備 茨木市 真砂1-15-9 072-630-6631

1802 アクアプラン設備 茨木市 新堂1-5-19 ﾘｵﾗﾑｰﾙⅢ102 072-697-8981

1915 ㈱志摩工業所 茨木市 橋の内2-9-11 072-634-0730

1987 帝燃産業㈱ 茨木市 横江1-1-20 072-652-1551

2080 河村工業㈱ 茨木市 戸伏町10-6 072-697-9850

営業所所在地
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大阪狭山市

指定
番号

商　　号 電話番号

1155 福盛水道設備 大阪狭山市 狭山3-2436-4 0723-65-4144

営業所所在地
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貝塚市

指定
番号

商　　号 電話番号

1153 奥田商工㈱ 貝塚市 澤1282 072-431-3526

1354 ㈲小野工務店 貝塚市 津田338-3 072-427-3492

1642 生和設備工業（株） 貝塚市 澤276-1 072-429-2611

1819 ㈲ワキタ総合 貝塚市 名越878 072-446-4101

2077 ミナミ設備㈱ 貝塚市 石才27-1-305 072-457-9363

2099 ㈱良本設備工業 貝塚市 加神1-4-27 072-457-3773

営業所所在地
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柏原市

指定
番号

商　　号 電話番号

1136 ㈲栄宏設備工業所 柏原市 本郷5-6-37 072-971-8243

1281 ㈱カスタム 柏原市 古町3-1-14 072-970-2400

1824 ㈱リビングコダマ 柏原市 平野1-8-35 072-971-1315

2045 ㈱矢寺水道興業社 柏原市 旭ヶ丘1-7-27 072-926-9861

営業所所在地
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交野市

指定
番号

商　　号 電話番号

1193 ㈱平田設備工産 交野市 星田4-33-3 072-891-4773

1250 北口工業㈱ 交野市 星田5-7-4 072-891-2073

1700 森本水道工業（株） 交野市 倉治2-1-12 072-891-7676

営業所所在地
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門真市

指定
番号

商　　号 電話番号

1036 門真水道商会㈱ 門真市 栄町29-16 06-6908-5241

1039 ㈱福本水道工業 門真市 島頭3-1-28 072-881-0706

1366 ㈱星和管工 門真市 千石西町15-6 072-882-9215

1538 ㈲西部工業 門真市 朝日町8-10 072-882-9161

1576 吉田設備（株） 門真市 古川町14-10 06-6901-1315

1805 ㈲神野管工 門真市 常盤町25-4 072-882-2984

1807 ㈱寿美工業 門真市 御堂町1-2 06-6901-2775

1888 ㈲ニッコー設備 門真市 舟田町36-5 072-885-1357

1917 ㈱黒田設備工業 門真市 島頭3-6-7 072-888-7733

2100 ㈱ＴＳ 門真市 野里町17-20 06-7502-2365

営業所所在地

10/37



河内長野市

指定
番号

商　　号 電話番号

1449 上原水道建設㈱ 河内長野市 三日市町215-5 0721-62-6509

1654 ㈱ダイショウ設備 河内長野市 古野町5-38 赤池店舗102号 0721-54-0300

1728 三村プラミング 河内長野市 向野町677-403 0721-56-2766

1846 ホクシン建設㈱ 河内長野市 楠町東1752-1 0721-62-5735

1898 ㈱葛城工業大阪営業所 河内長野市 楠町西5554 0721-54-2497

1906 岩永設備 河内長野市 加賀田219-5 0721-64-1041

1926 大和住器㈱ 河内長野市 西代町11-28 0721-52-3536

2040 ㈲ゴトウ設備 河内長野市 清水316-1 0721-60-2408

2055 ㈱英弘エンジニアリング 河内長野市 昭栄町3-55 0721-53-0781

営業所所在地
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岸和田市

指定
番号

商　　号 電話番号

1214 ㈲高月設備 岸和田市 稲葉町753 072-479-0641

1378 藤浪設備工業㈱ 岸和田市 包近町474-2 072-444-6902

1389 奈良設備工業㈱ 岸和田市 極楽寺町2-4-23 072-427-8206

1515 永野設備工業㈱ 岸和田市 三田町1849 072-445-1290

1520 ㈱杉原工業 岸和田市 下松町4-21-11 072-428-7773

1703 阪和水道土木（株） 岸和田市 西大路町54-11 072-443-2323

1759 やすふく水道 岸和田市 加守町4-25-8 072-441-8228

1793 中筋建設（株） 岸和田市 土生町1-4-31 072-439-3112

1817 ㈲大和住健 岸和田市 天神山町2-9-9 072-427-3998

1937 西村水道㈱ 岸和田市 藤井町2-23-2 072-439-8181

1946 三宅設備工業㈱ 岸和田市 箕土路町1-7-10 072-443-1512

1972 アクアライフ㈱ 岸和田市 中井町1-9-6 072-488-7866

2051 新和設備㈱ 岸和田市 極楽寺町556-3 072-426-2382

2075 翔貴設備㈱ 岸和田市 西之内町8-52-106 072-447-9528

2084 ㈱いずみ設備工業 岸和田市 小松里町2463 072-448-6656

2090 ㈱KITAGAWA 岸和田市 藤井町2-21-24 072-457-8897

営業所所在地
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堺市

指定
番号

商　　号 電話番号

649 クシマ設備工業㈱ 堺市 北区 北花田町3-33-21 072-255-1622

867 ㈱満田設備工業 堺市 北区 東浅香山町2-77-9 072-259-5220

948 南海設備㈱ 堺市 中区 福田684-3 072-237-2675

949 ㈱アヴァンス 堺市 北区 野遠町56 072-252-6780

985 江川水道㈱ 堺市 美原区 北余部188-3 072-361-3434

987 下村設備 堺市 美原区 北余部393-1 072-362-3543

989 ㈱本並住設 堺市 美原区 真福寺227-1 072-361-6073

991 ㈱辻尾設備 堺市 北区 百舌鳥陵南町2-664 072-279-2589

993 ㈱丸仙設備 堺市 堺区 八千代通1-28 072-224-5382

1054 ㈱上島ポンプ水道工業所 堺市 堺区 一条通1-25 072-221-2179

1055 ㈱共栄設備 堺市 堺区 車之町東3-1-9 072-223-6400

1056 ㈱新冷熱工業所 堺市 堺区 昭和通4-63 072-244-7045

1057 ㈱森水道工業所 堺市 北区 新金岡町5-7-328 072-253-9224

1059 東洋設備㈱ 堺市 堺区 香ケ丘町1-12-7 072-238-5898

1146 ㈲入江設備工業 堺市 堺区 少林寺町西2-1-3 072-222-2713

1149 ニシオ設備 堺市 中区 毛穴町195-3 072-272-1624

1152 マルイチ住宅設備機器㈱ 堺市 北区 中百舌鳥町6-1040-45 072-257-1712

1211 ㈱ケイテックス 堺市 堺区 車之町東3-1-9 072-282-8890

1213 田中水道㈱ 堺市 中区 大野芝町272-1 072-235-3200

1292 ㈱佐々木工務店 堺市 堺区 三条通2-11 072-221-9524

1303 美和設備工業㈱ 堺市 北区 百舌鳥梅北町2-70-6 072-240-3039

1310 ヒロ工業 堺市 東区 草尾236-14 072-234-1630

1311 ㈲ニコー設備 堺市 中区 東山900 ジョイビル203号 072-230-1112

1319 ダイナン水道 堺市 中区 深井中町580-2 072-269-4181

1396 ㈱創建 堺市 西区 鳳西町2-25-15 072-267-3223

1431 大泉水道㈱ 堺市 北区 金岡町2843-10 072-252-4788

1444 ㈱日ポリメンテナンス 堺市 西区 鳳北町10-1 072-261-5544

1472 ㈱剛建 堺市 美原区 北余部40-35 072-369-0470

1481 ㈱オー・エム・ティ 堺市 西区 浜寺石津町東2-11-21 072-244-6227

1506 ㈱信光 堺市 美原区 丹上413-4 072-363-0246

1543 （株）泉南住設 堺市 南区 大庭寺216 072-297-9100

1554 （株）リーフ給水システム 堺市 堺区 石津町4-3-29 072-244-4700

1564 （株）サンシュー設備 堺市 中区 辻之258-1 072-236-7058

1575 ワニ設備工業 堺市 堺区 北旅籠町東2-1-17 072-232-8682

1588 マルショウ住設（株） 堺市 堺区 神石市之町2-1 072-269-4830

1616 （株）楠設備 堺市 中区 小阪西町5-9 072-247-7772

営業所所在地
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堺市

指定
番号

商　　号 電話番号営業所所在地

1626 （有）宮武設備 堺市 中区 深井畑山町202-15 072-270-6619

1636 大島工房 堺市 南区 豊田561 072-295-7554

1656 七道（株） 堺市 堺区 北旅籠町西3-4-10 072-238-8930

1660 ㈱住宅ホームサービス 堺市 堺区 一条通11-25-401 072-275-6740

1664 阪堺設備工業㈱ 堺市 北区 東浅香山1-66-3 072-255-5680

1697 美原工業 堺市 美原区 北余部西1-1-4-1007 072-363-8603

1701 ㈱鳳水道工業所 堺市 西区 草部1445-1 072-271-0496

1717 上設備 堺市 美原区 今井402-11 072-361-8085

1733 苗村設備 堺市 美原区 平尾28 072-361-3266

1762 ㈱シンセイ設備 堺市 中区 土塔町144-6 072-289-5091

1765 久保設備 堺市 北区 百舌鳥梅北町2-56 072-259-2518

1779 （株）タイラ設備 堺市 中区 田園435-54 072-235-8137

1795 （株）坂東設備工業 堺市 西区 浜寺昭和町2-313-5 072-264-3881

1823 ㈱クラシアン 南大阪支社 堺市 中区 深井清水町3487 072-281-6511

1831 西村管工 堺市 南区 野々井254-4 072-292-3677

1834 ㈱リアルコーポレーション 堺市 堺区 甲斐町東3-2-21 072-223-0008

1841 和興設備㈱ 堺市 中区 土塔町3336 072-236-5311

1844 ＦＳ設備 堺市 中区 深阪4-8-64 072-230-3067

1905 ㈱ＵＫＳ 堺市 北区 長曽根町1679-1 072-222-0353

1908 ニシオ住設 堺市 南区 庭代台3-13-8-210 072-205-5132

1911 社領環境設備㈱ 堺市 堺区 七条通1-11 072-229-3320

1916 ㈱アイデライト 堺市 北区
百舌鳥赤畑町3-136-2 グランドメゾンもず
906

072-253-0304

1918 ㈱一福 堺市 堺区 南旅篭町東1-2-1 072-260-4118

1931 ㈱光住設 堺市 南区 大庭寺865－1 072-320-1594

1932 新世紀建工㈱大阪営業所 堺市 南区 新檜尾台4-23-7 072-298-8533

1938 ㈱アークワン 堺市 西区 下田町26-22 072-265-9111

1942 照建㈱ 堺市 中区 八田西町2-16-40 072-220-2966

1945 工和工業㈱ 堺市 中区 土塔町2326-7 072-237-7807

1949 ㈱アクア・ワークス 堺市 南区 美木多上2669 072-220-7888

1966 ＮＫワークス㈱ 堺市 西区 上539-8 072-370-1998

1991 沢田工業㈱ 堺市 北区 長尾町8-1-23 072-250-1010

1993 ㈱アクア 堺市 南区 高尾2-402-3 072-272-1113

1998 ㈱小富士山建設 堺市 南区 富蔵358 072-370-0180

2007
㈱インプルーブ
堺営業所

堺市 中区 田園578 072-237-1936

2012 ㈱藤内 堺市 堺区 寺地町東1-2-19 P&Sﾋﾞﾙ4F 072-223-1970

2024 （株）SEN TEC 堺市 西区 太平寺539-1 072-289-9909

2025 ㈱ノザキ設備工業 堺市 堺区 大浜北町2-1-7 ｼｬﾙﾑ堺1412号 072-225-4777
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堺市

指定
番号

商　　号 電話番号営業所所在地

2039 ㈱シーリス 堺市 東区 石原町2-67-1 072-285-2188

2069 マル和設備 堺市 西区 北条町2-18-18 072-278-6006

2076 合同会社　海玄 堺市 南区 美木多上2755-35 072-294-6622

2078 西村水道工業（株） 堺市 中区 伏尾761-2 072-278-9880

2086 ㈱橋本建設 堺市 西区 浜寺船尾町西5-6 072-264-3360

2098 ㈱樫儀設備 堺市 堺区 東湊町3-192-2 072-241-2719

2105 ㈱光トラスト 堺市 美原区 丹上413-4 072-362-5733

2112 三栄設備工業所 堺市 堺区 北旅篭町西3-2-4
072-232-1877
090-5908-0802
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四條畷市

指定
番号

商　　号 電話番号

1041 川本産業㈱ 四條畷市 楠公1-1-20 072-878-1122

1273 西田産業㈱ 四條畷市 雁屋北町9-1 072-876-0493

1302 ㈲聖工業大阪支店 四條畷市 美田町19-1 072-876-2600

1773 百進建設（株） 四條畷市 砂2-17-10 072-863-0677

2028 ㈱カリヤ工業 四條畷市 岡山238-8 072-879-5959

営業所所在地
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吹田市

指定
番号

商　　号 電話番号

1019 ㈱上杉工業 吹田市 日の出町26-63 06-6381-7244

1020 竹中管工㈱ 吹田市 尺谷2-11 06-6878-3323

1084 ㈲砂原設備工業 吹田市 東御旅町8-39 06-6340-6350

1112 ㈱曽我 吹田市 南吹田5-31-17 06-6389-3451

1181 ㈱海原工務店 吹田市 千里山西1-41-31 06-6384-2221

1402 守山建設㈱ 吹田市 春日1-2-24 06-6330-7453

1436 小島水道㈱ 吹田市 昭和町28-17 06-6383-0194

1643 菊水工業（株） 吹田市 津雲台7-5-13 06-6871-3437

1674 （株）末弘商会 吹田市 泉町1-21-3 06-6384-3336

1894 ㈱関根水道工業所 吹田市 金田町5-10 06-6387-2008

2001 ㈱谷川 吹田市 南正雀4-13-9 06-6155-9864

2021 SLS(株) 吹田市 南金田2-3-26  FE213F 06-6310-4700

営業所所在地
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摂津市

指定
番号

商　　号 電話番号

1028 ㈱池上水道工業所 摂津市 東一津屋1-1 06-6349-0895

1029 山洋住設㈲ 摂津市 鳥飼野々3-32-16 072-654-6028

1115 ㈱永商興産 摂津市 東正雀2-3 06-6319-6688

1116 ㈱矢田商会 摂津市 別府2-24-13 06-6340-9115

1270 庄司設備工業㈱ 摂津市 鳥飼野々3-16-10 072-654-4498

1509 ㈱岡本設備大阪支店 摂津市 鳥飼上5-8-34 072-650-1357

1612 （株）ヤマヒロ工業 摂津市 鳥飼野々1-22-3 072-654-0724

2059 ㈱西浦設備 摂津市 一津屋1-32-2 06-6349-1157

2068 三矢工業㈱ 摂津市 正雀4-10-25 06-6382-2229

営業所所在地

18/37



泉南市

指定
番号

商　　号 電話番号

1609 国本設備工業 泉南市 新家3581-1 072-485-1051

1909 泉南設備工業㈱ 泉南市 新家1737 072-484-2850

営業所所在地

19/37



泉北郡忠岡町

指定
番号

商　　号 電話番号

1560 泉北設備工業（株） 泉北郡 忠岡町 北出2-15-27 0725-22-2336

2097 内倉設備 泉北郡 忠岡町 北出2-4-26 0725-23-1611

営業所所在地

20/37



大東市

指定
番号

商　　号 電話番号

1131 ㈱ニシムラ 大東市 新田本町18-2 072-871-5090

1615 （株）山口設備 大東市 野崎3-11-5 072-878-7481

1652 （株）住まいる建築 大東市 北条5-2-10 072-863-6661

1801
㈱ウォーターサプライ
住道商会

大東市 大野1-10-1 072-871-2955

1997 山陽実業 大東市 北条4-16-22 072-878-9309

営業所所在地

21/37



高石市

指定
番号

商　　号 電話番号

1577 （株）シャイン 高石市 取石5-8-46 072-349-8527

1666 （有）ヒロカンパニー 高石市 取石6-18-10 072-272-6000

1797 （有）宮本美建 高石市 東羽衣6-22-22 072-261-8856

1903 メイセイ設備 高石市 加茂1-9-17 072-320-7562

2016 中山建設㈱ 高石市 羽衣5-13-14 072-263-0250

営業所所在地

22/37



高槻市

指定
番号

商　　号 電話番号

1022 ㈱エンジニアサカウエ 高槻市 宮野町12-20 072-674-3608

1023 ㈱クニゴー設備 高槻市 宮之川原1-5-3 072-687-1645

1471 ㈱アクア．テクノ 高槻市 唐崎北1-25-9 072-677-8807

1597 高島設備工業（株） 高槻市 大塚町2-49-8 072-675-2439

1607 （株）グローバルワークス 高槻市 庄所町7-1-101 072-661-3397

1794 （株）光輝工業 高槻市 唐崎北3-4-10 072-678-2870

1863 ㈱高木工業所 高槻市 城西町11-16 072-671-0017

1983 ㈱鑛﨑設備 高槻市 天川新町16-14 072-661-7290

1986 プラミング 高槻市 芝生町2-58-50 072-677-0449

1999 ㈲ＹＭ設備　大阪支社 高槻市 栄町2-7-2 SHOKI栄町202号室 072-697-7607

2023 ㈱エコテク 高槻市 寿町1-6-18 072-696-2748

2034 飯山建設㈱ 高槻市 竹の内町39-19 072-674-6767

営業所所在地

23/37



豊中市

指定
番号

商　　号 電話番号

1018 牧寺工業㈱ 豊中市 熊野町3-7-13 06-6848-4743

1108 ㈲サプライ 豊中市 清風荘2-6-8 06-6841-0800

1109 ㈱マルサンテック 豊中市 庄内幸町4-18-18 06-6331-1112

1175 ㈱伸晃商会 豊中市 服部豊町1-7-11 06-6864-1331

1176 ㈲ダイシン設備 豊中市 熊野町4-1-21 06-6854-3461

1177 ㈱辻中 豊中市 南桜塚2-6-27 06-6858-1235

1284 豊工業㈱ 豊中市 利倉西1-1-27 06-6866-0251

1451 玉木設備 豊中市 曽根南町3-18-5 06-6865-9565

1455 ㈲宇野設備 豊中市 本町9-2-46 06-6844-5750

1507 米庄工業㈱ 豊中市 永楽荘1-2-3 06-6852-0660

1581 矢野水道工業所 豊中市 北条町1-8-16 06-6336-0294

1596 （有）七福　豊中営業所 豊中市 服部南町3-3-13 06-6863-0577

1677 （株）三和設備工業所 豊中市 利倉西1-10-16 06-6866-0036

1756 （有）山田管工 豊中市 北桜塚4-13-15 06-6852-5414

1757 （株）永和工業 豊中市 服部西町3-2-4 06-7500-7997

1761 古沢水道商会 豊中市 蛍池東町2-4-1 06-6855-5881

1826 ㈱コニシ工業 豊中市 刀根山1-6-51 06-6841-4477

1896 ㈱アステック 豊中市 千里園2-6-17-1 06-6152-7472

1897 ㈲すばる水工 豊中市 山ノ上町17-8 06-6855-7654

1912
環境保全事業協同組合
大阪支局

豊中市
蛍池西町2-8-2
アサヒ空港ビル301号

06-6210-6320

1921 利倉設備工業㈱ 豊中市 利倉1-3-9 06-6864-0757

営業所所在地

24/37



豊能郡

指定
番号

商　　号 電話番号

1503 ヤマジン設備 豊能郡 豊能町 東ときわ台2-20-10 072-738-0500

1691
（株）専門設備
大阪営業所

豊能郡 豊能町 新光風台1-6-64 072-743-6260

2011 司設備 豊能郡 能勢町 平通101-184 072-741-2878

営業所所在地

25/37



富田林市

指定
番号

商　　号 電話番号

968 ㈱関住 富田林市 常盤町3-9 0721-25-1245

971 ㈱南口組 富田林市 甲田1-10-1 0721-25-1112

1046 タナカ理研㈱ 富田林市 西板持町1-86 0721-34-1288

1327 ㈱不動設備 富田林市 彼方472-1 0721-34-0482

1542 勝正建設（株） 富田林市 若松町西1-1856-5 0721-25-9600

1667 （株）溝川組 富田林市 中野町3-6-43 0721-23-2872

1670 康竹工業（株） 富田林市 富田林町5-22 0721-24-0268

1735 辻元設備工業 富田林市 錦織東2-16-8 0721-26-3345

1812 北野水道工業所 富田林市 別井3-7-38 0721-24-0039

1837 北野設備㈱ 富田林市 大字龍泉487 0721-35-4872

1858 久保工業㈱ 富田林市 山中田町1-14-25 0721-25-2595

1862 ㈱笹原住設 富田林市 大字甘南備918-1 0721-33-3350

1874 新見設備 富田林市 錦織南1-35-45 0721-23-6500

1875 AQUA･PLUS ｱｸｱﾌﾟﾗｽ 富田林市 若松町西1-1850(2F) 0721-25-6005

2031 植村電設 富田林市 富ケ丘町13-29 0721-25-2126

2063 ㈲雅工業 富田林市 川向町7-5 0721-30-3155

2074 晴空管工 富田林市 若松町2-6-8 0721-21-4249

営業所所在地

26/37



寝屋川市

指定
番号

商　　号 電話番号

858 吉武設備 寝屋川市 太秦桜が丘18-13 072-821-9328

965 成光建設㈱ 寝屋川市 本町6-9 072-822-9700

966 ㈱米田水道工業所 寝屋川市 池田中町20-3 072-826-3074

1125 ㈱明由工業 寝屋川市 池田北町9-12 072-838-9000

1127 ㈱佐々木産業 寝屋川市 点野2-21-2 072-801-8077

1128 ㈱ひかり水道商会 寝屋川市 下神田町16-8 072-826-5494

1129 ㈱ミヨシテック 寝屋川市 石津元町11-22 072-827-3355

1189 ㈱協立管工社 寝屋川市 葛原1-29-10 072-838-0333

1191 ㈱山岸設備 寝屋川市 堀溝1-9-2 072-823-3325

1239 東部水道産業㈱ 寝屋川市 打上新町20-17 072-823-0301

1241 ㈱八尾水道商会 寝屋川市 清水町41-5 072-826-0969

1259 ㈱谷本水道商会 寝屋川市 高柳5-11-9 072-829-0682

1261 ㈲成光設備 寝屋川市 萱島東3-25-28 072-824-0680

1414 出水設備工業所 寝屋川市 対馬江西町18-23 072-839-8417

1425 スイセイ工業 寝屋川市 点野4-4-4 072-838-8587

1429 ㈱小西水道工業所 寝屋川市 木屋町8-8 072-832-0220

1450 辻本三設備 寝屋川市 萱島信和町1－8 072-823-1051

1586 カミサワ設備 寝屋川市 点野4-11-21 072-827-3450

1602 （株）マキ水道設備 寝屋川市 池田北町24-1-1408 072-396-3530

2005 エスト工業 寝屋川市 寿町47-18 072-865-6471

2109 吉村管工 寝屋川市 楠根南町34-7-1 072-819-0913

営業所所在地

27/37



羽曳野市

指定
番号

商　　号 電話番号

715 ㈱渡部工業所 羽曳野市 恵我之荘2-10-32 072-954-4531

980 ㈲白樫設備工業所 羽曳野市 野333-15 072-954-8675

981 ㈱相互技研 羽曳野市 野557-1 072-938-3123

982 ㈲津村水道工業所 羽曳野市 恵我之荘3-4-8 072-955-1638

1487 ㈲シンタニ 羽曳野市 野205-263 072-953-4326

1684 (株)ショーダイ 羽曳野市 西浦1583-29 072-958-0378

1713 （株）カナン 羽曳野市 蔵之内19-4 072-958-5461

2110 (有)久門水道工業所 羽曳野市 大黒175-17 072-958-4649

営業所所在地

28/37



東大阪市

指定
番号

商　　号 電話番号

309 ㈱守屋設備 東大阪市 御厨中1-18-34 06-6788-3775

984 筒井工業㈱ 東大阪市 長堂2-14-4 06-6783-2677

1044 増田設備工業㈱ 東大阪市 御厨南2-4-3 06-6785-7280

1050 ㈱タナベホーム機器 東大阪市 楠根3-12-16 06-6746-6219

1051 ㈱谷村工業 東大阪市 中石切町3-1-3 072-987-1111

1052 冨森工業㈱ 東大阪市 森河内西2-13-10 06-6781-2882

1139 ㈱昭和ホーム設備 東大阪市 藤戸新田2-7-17 06-6778-4774

1140 大和管工業 東大阪市 太平寺2-8-21 06-6727-6363

1205 ㈱太陽設備エンジニアリング 東大阪市 森河内東2-6-15 06-6787-2641

1207 大晉工業㈱ 東大阪市 足代北1-14-1 06-6782-1594

1208 マツダ設備工業㈱ 東大阪市 近江堂3-9-13 06-6723-9963

1264 タカキ住宅設備㈱ 東大阪市 日下町2-1-15 072-981-0894

1341 西村工業所 東大阪市 本庄西1-9-3 06-6744-9063

1342 松下建設㈱ 東大阪市 若江東4-4-13 072-961-2202

1343 ㈱イヌブセ工務店 東大阪市 三島3-4-21 06-6744-4921

1344 ㈱東大阪設備工業 東大阪市 若江南町2-5-10 06-6721-5264

1383 ㈲徳山建設 東大阪市 長堂1-10-8-307 06-6783-2717

1417 青井設備 東大阪市 大蓮南4-6-25 06-6720-0500

1545 （株）岸沢設備工産 東大阪市 善根寺町5-1-38 072-981-1671

1614 三和管工（株） 東大阪市 西堤楠町3-9-26 06-6787-2085

1624 玉川設備工業(株) 東大阪市 池島町4-3-36 072-981-6667

1651 （株）MCTec 東大阪市 角田2-8-11 072-911-4771

1676 左向水道工業所 東大阪市 中小阪3-13-12 06-6721-2509

1742 中本設備工業 東大阪市 若江南町3-8-39 06-6722-7955

1775 (株)スイテック 東大阪市 衣摺2-5-12 06-6730-8735

1800 （有）木田設備工業 東大阪市 高井田7-35 06-6787-5197

1810 ダイト総合設備㈱ 東大阪市 稲田本町1-31-10 06-6964-4791

1825 寿建設工業 東大阪市 源氏ケ丘13-27 06-6720-4830

1829 ㈱くら土木 東大阪市 六万寺町3-10-44 072-984-7061

1843 ㈱アクアユニック 東大阪市 御厨中1-18-27-3F 06-6789-7700

1850 ㈲三輪水道工業所 東大阪市 稲田上町1-10-3 06-6744-4108

1865 ㈱杉山建設 東大阪市 荒本1-8-14-115 06-6789-1789

1899 ㈱シィーテック 東大阪市 宝持2-3-6 06-6724-7653

1973 合同会社　ヤマト設備 東大阪市 川俣2-5-20 06-6732-4021

1977 ㈱Ａｒｃｈ　大阪営業所 東大阪市 鷹殿町3-22 072-981-0606

1985 亜紀style 東大阪市 吉田下島23-2 072-921-7748

営業所所在地

29/37



東大阪市

指定
番号

商　　号 電話番号営業所所在地

1996 ㈱はやし設備 東大阪市 玉串町東2-6-40 072-961-7455

2018 ㈱羚友設備 東大阪市 長田西6-3-29 06-6746-5957

2026 ㈱左向水道 東大阪市 中小阪3-10-12 06-6721-2509

2043 ㈱鶴原工務店枚岡支部 東大阪市 新町22-2 072-987-2223

2053 ㈱光工業 東大阪市 中石切町6-2-11 072-986-8500

2061 ㈱耕翔設備 東大阪市 楠根3-12-28 06-7508-7913

2087 野田設備 東大阪市 若江西新町2-7-19 06-6728-6562

30/37



枚方市

指定
番号

商　　号 電話番号

964 ㈱学研都市設備 枚方市 西田宮町14-7 075-841-6660

1033 ㈱鎌田設備 枚方市 南中振1-15-7 072-834-1181

1034 ㈱草川水道工業所 枚方市 伊加賀寿町12-4 072-845-0530

1035 交南設備㈱ 枚方市 津田元町1-7-2 072-858-5571

1223 日垣水道設備㈱ 枚方市 渚西2-6-19 072-848-6661

1226 ㈱せいすい設備工業 枚方市 津田西町1-3-5 072-859-7761

1312 ㈱森長工業 枚方市 須山町16-7 072-840-2303

1437 ㈱西村工業 枚方市 星丘2-39-10 072-849-7770

1452 ㈱フタバエンジニアリング 枚方市 長尾西町2－54－28 072-851-3073

1504 岩熊土木工業㈱ 枚方市 星丘3-8-10 072-848-0388

1529 ㈱美杉設備工業 枚方市 長尾台4-10-13 072-859-2369

1695 安藤設備工業所 枚方市 中宮東之町9-11 072-848-1327

1711 （株）コニタン 枚方市 香里園山之手町49-47 072-834-7788

1747 イバライケ設備（株） 枚方市 磯島南町1-12 072-808-7451

1851
日本設備工業㈱
枚方営業所

枚方市 菊丘南町3-5 072-846-2628

1925 松本設備 枚方市 田口山3-40-12 072-866-6262

1992 ㈱関西水彩本舗 枚方市 出口2-27-34 072-833-5771

2004 松田建工 枚方市 東香里3-38-21 072-852-7301

2033 ㈱かえで水道 枚方市 長尾家具町2-15-33 072-856-0999

2044 藤森工業 枚方市 田口山2-25-11 072-850-9191

2066 ㈱中村住宅設備 枚方市 村野西町40-15 072-805-6533

2094 ㈱すいしん設備工業 枚方市 津田西町1-3-5-1 072-894-8555

2104 ㈱小薮設備 枚方市 津田北町3-33-3-101 072-897-1777

営業所所在地

31/37



藤井寺市

指定
番号

商　　号 電話番号

983 ㈱マツオ設備 藤井寺市 古室1-8-12 072-954-7496

1201 矢野設備 藤井寺市 藤ヶ丘4-9-6 072-952-1681

1461 ゴトウ水設 藤井寺市 小山6-3-8 072-955-7578

1573 秀雄設備 藤井寺市 小山4-5-14 072-937-2929

1727 アズマホーム（株） 藤井寺市 沢田3-6-34 072-938-7055

営業所所在地

32/37



松原市

指定
番号

商　　号 電話番号

974 ㈲上西工業所 松原市 阿保1-14-15 072-331-0140

976 ㈱道下工業所 松原市 上田3-9-4 072-331-1501

1330 太田設備工業所 松原市 西野々1-8-11 072-349-2670

1420 ㈱阪南メンテナンス 松原市 三宅中4-4-21 072-334-0751

1534 北戸設備 松原市 立部1-172-4 072-332-4900

1696 （有）岡本設備工業 松原市 北新町6-16-22 072-334-5693

1739 森本設備機器（株） 松原市 丹南6-576-1 072-339-1711

2008 ㈲浜田設備 松原市 天美東1-87-4 072-333-3162

営業所所在地

33/37



南河内郡

指定
番号

商　　号 電話番号

1919 あき水道設備 南河内郡 河南町 鈴美台3-3-9 0721-93-5370

2113 ㈱カイセイ 南河内郡 太子町 春日146-10 0721-21-8668

営業所所在地
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箕面市

指定
番号

商　　号 電話番号

1248 ㈱三原工業 箕面市 稲1-5-3 072-723-5515

1833 ㈱小畑設備工業 箕面市 石丸1-11-2 072-734-6224

1914 コスモー産業㈱ 箕面市 粟生外院1-21-16 072-728-5109

2082 ㈱藤田設備工業 箕面市 船場西1-3-9-1201 072-747-0154

営業所所在地
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守口市

指定
番号

商　　号 電話番号

961 ㈱サンコーハウス 守口市 淀江町1-3 06-6901-5000

962 ㈱大成設備工業 守口市 寺方元町1-2-11 06-6992-4308

1031 大進水道工業㈱ 守口市 八雲西町2-1-7 06-6991-4575

1119 ㈲上田設備工業 守口市 八雲東町2-27-6 06-6908-6155

1122 ㈱マック 守口市 梶町1-49-12 06-6902-7067

1124 山一設備㈱ 守口市 大久保町2-24-3 06-6901-9737

1277 エルエスカンパニー 守口市 小春町2-11 06-6998-3646

1400 ㈲瀬口住設 守口市 八雲西町2-15-6 06-6997-6668

1484 ㈲マッシブ 守口市 南寺方北通2-1-5 06-6997-6021

1505 ㈲中井水道 守口市 大日町4-39-17 06-6901-0044

1659 北川設備 守口市 大久保町3-21-6 06-6903-3988

1681 田中工業 守口市 東町1-17-2 090-6553-2621

1855 ㈱天満住設 守口市 金田町1-41-11 06-6905-6026

1923 三隆工業㈱ 守口市 大宮通2-13-7 06-6996-8010

1976 ㈱ディライズ 守口市 八雲東町2-9-3-103 06-6914-4343

2058 ㈲谷管工 守口市 東光町3-9-13 06-6996-2272

2088 松栄工業㈱ 守口市 春日町4-11 06-6994-3051

2107 ㈱ナリ設備 守口市 大久保町2-13-1 06-6902-7731

2111 ㈱ＷＩＳＥ　ＳＴＹＬＥ 守口市 八雲中町1-11-27 06-6115-5256

営業所所在地
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八尾市

指定
番号

商　　号 電話番号

697 エッカ商事㈱ 八尾市 南木の本4-94 072-994-0011

928 ㈱キダ設備 八尾市 中田5-183 072-922-7908

1132 ㈲今津設備 八尾市 田井中2-127-2 072-948-2583

1134 ㈱伸和工業 八尾市 楠根町2-4-4 072-996-5667

1251 ㈱桝井工業 八尾市 南本町7-3-6 072-924-4774

1260 ㈱正美設備 八尾市 上之島町北1-37 072-997-8188

1271 ㈱上之島水道 八尾市 東山本町8-6-43 072-995-0055

1293 ㈲基設備工業所 八尾市 萱振町5-26-2 072-999-4991

1415 ケイズ工業㈱ 八尾市 恩智中町2-113-7 072-940-1115

1443 森本工業㈱ 八尾市 植松町7-1-20 072-993-0028

1445 松山設備工業所 八尾市 亀井町1-2-6 072-921-5723

1508 山陽冷熱㈱ 八尾市 美園町1-71-1 072-999-9456

1539 大畑水道設備 八尾市 青山町4-1-9 072-998-9272

1570 松村設備工業（株） 八尾市 高安町北1-113 072-922-0561

1571 波動建設（株） 八尾市 竹渕東2-2-2 06-6705-4612

1619 （株）ライス 八尾市 跡部本町1-3-4 072-999-2442

1634 ビルドハナムラ 八尾市 竹渕2-94-4 06-6790-7969

1641 ヤマタカ設備 八尾市 高美町4-9-9 072-923-8332

1708 （株）八尾工業所 八尾市 東山本新町9-12-1 072-999-3223

1712 北工業（株） 八尾市 南太子堂4-2-74 072-993-7408

1719 樽居設備（株） 八尾市 渋川町6-1-5 072-926-9568

1752 （有）トウケン工業 八尾市 南太子堂4-2-24 072-995-7337

1789 トーエー設備(株) 八尾市 西高安町1-63-2 072-997-1080

1799 （株）タートル 八尾市 空港1-172 072-991-8918

1820 ㈲松岡組 大阪営業所 八尾市 南植松町2-1-1-707 072-994-0021

1869 ㈲ダイキ工業 八尾市 山賀町6-80-5 072-992-8786

1960 すいどうや大翔 八尾市 上之島町南3-70-3 072-928-6801

1995 田中建興 八尾市 南木の本5－16 072-991-6800

2032 エルプランニング 八尾市 八尾木2-182-4 080-8430-4441

2037 望月設備 八尾市 曙川東7-34-7 072-924-6393

2103 ㈱ユウキ設備 八尾市 弓削町南2-29-20 072-946-6565

営業所所在地
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