
旭区

指定
番号

商　　号 電話番号

35 ㈲大内工業 大阪市 旭区 中宮2-8-10 06-6952-3618

220 兵庫水道工業㈱ 大阪市 旭区 森小路1-1-6 06-6954-2233

256 山口工業㈱ 大阪市 旭区 清水3-30-15 06-6167-6171

315 森田工業㈱ 大阪市 旭区 新森2-8-21 06-6952-3274

390 ㈱丹羽工業所 大阪市 旭区 高殿6-2-20 06-6953-7311

444 ㈱大建工業所 大阪市 旭区 高殿3-29-2 06-6958-6958

465 宮石工業所 大阪市 旭区 中宮4-13-14 06-6951-7777

524 ㈱ワコー設備 大阪市 旭区 赤川4-24-31 06-6921-2522

646 三木商会 大阪市 旭区 高殿6-5-22 06-6953-1022

766 ㈲協同設備 大阪市 旭区 高殿7-8-6 06-6956-0025

872 ㈱八神 大阪市 旭区 大宮1-21-12 06-6958-3100

945 ㈱大建社 大阪市 旭区 清水3-7-18 06-6954-7504

1000 オーバル工業㈱ 大阪市 旭区 太子橋1-1-20-101 06-6956-8122

1089 ㈱シマダ 大阪市 旭区 中宮5-4-30 06-6951-4196

1090 プラミングモモイ 大阪市 旭区 今市2-18-33 06-6951-8649

1435 山本設備工業㈱大阪営業所 大阪市 旭区 高殿1-8-3-1307 06-6429-3412

1477 重松設備 大阪市 旭区 生江1-3-18 06-6921-5367

1692 ㈱大晟設備工業 大阪市 旭区 大宮2-15-1 06-6922-8875

1745 城戸工業㈱ 大阪市 旭区 中宮1-2-8 06-6954-6800

1828 坂本土木㈱ 大阪市 旭区 清水3-7-18 06-6958-2122

1852 ㈱ケーユーテック 大阪市 旭区 森小路1-1-6-203 06-6955-3330

1864 今市設備工業所 大阪市 旭区 今市1-14-3 06-6951-0882

1902 ㈱協立 大阪市 旭区 大宮4-1-25 06-6954-4790

1939 仲設備 大阪市 旭区 赤川2-1-1 06-7504-8201

2002 さくや工業㈱ 大阪市 旭区 生江1-5-5 06-7503-1798

営業所所在地

1/28



阿倍野区

指定
番号

商　　号 電話番号

113 中野商会 大阪市 阿倍野区 王子町1-11-12 06-6621-7988

359 ケイハツ工業㈱ 大阪市 阿倍野区 阪南町1-21-20 06-6624-1031

590 ㈱紀和水道工業所 大阪市 阿倍野区 文の里2-10-15 06-6628-1929

647 タカサキ住宅設備工業 大阪市 阿倍野区 桃ヶ池町2-11-21 06-6622-1705

1221 馬木工業㈱ 大阪市 阿倍野区 昭和町1-3-9 06-6622-5620

1231 荒木設備工業 大阪市 阿倍野区 美章園3-1-7-1003 06-6628-0894

1249 ㈱三晃設備 大阪市 阿倍野区 美章園3-5-12 06-6624-8440

1334 トサヤ設備工芸㈱ 大阪市 阿倍野区 天王寺町南3-1-4 06-6713-2666

1535 永和建設㈱ 大阪市 阿倍野区 阪南町1-9-5-101 06-6622-6751

1604 ㈲三共興業 大阪市 阿倍野区 丸山通1-5-29 06-6658-7876

1971 ㈱エース技建 大阪市 阿倍野区 桃ヶ池町2-4-5-105 06-4981-6985

営業所所在地
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生野区

指定
番号

商　　号 電話番号

167 末廣工業㈱ 大阪市 生野区 田島5-23-43 06-6757-6801

182 田渕工作社 大阪市 生野区 田島1-1-1 06-6757-7454

313 ㈱相互水道工業所 大阪市 生野区 巽北2-6-10 06-6751-7846

436 香南設備㈱ 大阪市 生野区 新今里6-8-22 06-6751-3501

567 山佐設備工業所 大阪市 生野区 巽中2-18-30 06-6754-3086

613 奥村水道工務店 大阪市 生野区 勝山南4-12-4 06-6712-6661

672 阪大設備㈱大阪営業所 大阪市 生野区 勝山北2-12-12 06-6741-2985

862 吉田設備工業 大阪市 生野区 巽西3-1-33 06-6757-9383

1164 宝永建設 大阪市 生野区 巽中3-16-2 06-6757-4701

1222 ㈱誠設備 大阪市 生野区 中川東2-7-21 06-4306-6220

1243 ㈱松林工務店 大阪市 生野区 生野東2-5-6 06-6741-3558

1286 ㈲大光エンジニアリング 大阪市 生野区 小路東4-15-4 06-6751-5596

1294 コスモスデック㈱ 大阪市 生野区 巽南5-14-6 06-4302-5488

1374 ㈱角谷組 大阪市 生野区 巽東1-17-10 06-6758-3171

1500 朝田産業㈱ 大阪市 生野区 新今里2-3-6 06-6752-8226

1857 協伸工業㈱ 大阪市 生野区 小路東2-8-25 06-6758-1175

2054 第一工業㈱ 大阪市 生野区 小路東3-6-14 06-6751-2737

2106 谷川工業㈱ 大阪市 生野区 中川西2-5-22 06-6712-7666

営業所所在地

3/28



北区

指定
番号

商　　号 電話番号

17 合名会社　今岡商会 大阪市 北区 大淀中2-2-3 06-6458-6227

23 ㈱大阪城口研究所 大阪市 北区 角田町2-15 06-6372-7151

27 ㈱アスカ商会 大阪市 北区 天神橋3-5-32 06-6358-7031

41 栄西商会 大阪市 北区 中崎西4-3-45 06-6371-0265

74 ㈱三晃空調 大阪市 北区 西天満3-13-20 06-6363-1371

75 伸和水道工業所 大阪市 北区 菅栄町4-2 06-6351-6790

88 ㈱三宅工業所 大阪市 北区 長柄中2-2-37 06-6358-3714

119 斎久工業㈱関西支社 大阪市 北区 天満橋1-8-30 OAPタワー 06-6357-3193

131 藤岡工業㈱ 大阪市 北区 中津4-5-21 06-6371-5963

178 ㈲安岡水道 大阪市 北区 同心2-5-23 06-6351-8684

272 日本管工業㈱大阪営業所 大阪市 北区 天満1-5-20 06-6352-3501

285 足立工業㈱大阪支店 大阪市 北区 本庄東2-3-28 06-6371-4136

298 近畿設備水道㈱ 大阪市 北区 錦町2-33 06-6358-5321

385 若松商会 大阪市 北区 本庄西3-7-22 06-6371-3645

401 椿設備工業所 大阪市 北区 中津3-22-4 06-6375-1787

516 ㈱亀野設備工業所 大阪市 北区 天神橋3-6-16 06-6358-5002

557 大淀工業㈱ 大阪市 北区 本庄西1-6-21 06-6372-1551

558 大晃設備工業㈱ 大阪市 北区 大淀中3-11-3 06-6442-0416

606 ㈱大氣社大阪支社 大阪市 北区 堂島浜1-2-1 06-6440-7330

630 ㈱テクノ菱和大阪支店 大阪市 北区 天満2-7-3 06-6352-4830

644 ㈱不二設備工業所 大阪市 北区 大淀中3-6-7 06-6458-6341

722 ㈱阪電工 大阪市 北区 芝田2-1-18 06-6377-1301

723
㈱かんでんエンジニアリング
空調・管設備部

大阪市 北区 中之島6-2-27 06-6448-5722

796 大阪エアコン㈱ 大阪市 北区 豊崎2-7-15 06-6373-3851

879 双葉設備産業㈱ 大阪市 北区 長柄中3-2-14 06-6351-2150

894 柳生設備㈱ 大阪市 北区 南森町2-4-32 06-6315-7419

941 日管㈱大阪支店 大阪市 北区 西天満5-10-17 050-9012-2072

942 浅海電気㈱ 大阪市 北区 西天満3-7-4 06-6362-8702

1007 真弓興業㈱大阪支社 大阪市 北区 芝田2-1-18 西阪急ビル8階 06-6373-9331

1009 ㈱スタートコーポレーション 大阪市 北区 本庄西3-1-18 06-6486-0100

1157 武蔵野工業㈱大阪支店 大阪市 北区 堂島1-5-17 堂島グランドビル 06-6344-0961

1375 ㈱ライフテック 大阪市 北区 松ケ枝町2-3 06-6242-0275

1405 櫻井工業㈱大阪支店 大阪市 北区 曽根崎新地2-3-3 06-6341-9121

1434 ㈱蒼水 大阪市 北区 西天満5-1-19 06-4709-7755

1512 ㈱センチュリー・パル 大阪市 北区 東天満2-4-2 マークビル2階 06-6355-7530

1531 ㈱希隆設備 大阪市 北区 池田町1-1-120 06-6354-8519

営業所所在地
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北区

指定
番号

商　　号 電話番号営業所所在地

1583
㈱イトーヨーギョー
　建築設備部大阪事業所

大阪市 北区 中津6-3-14 06-6451-7772

1623 丸平工業㈱大阪事務所 大阪市 北区 天満1-11-8 06-6210-2244

1657 ㈲ワイズ設備 大阪市 北区 南扇町2-6 06-6312-7125

1753 ㈱アウル 大阪市 北区 神山町1-33-402 06-4981-0687

1763 本部設備 大阪市 北区 天神橋1-3-2-701 06-4800-2354

1907
㈲新協設備工業所
大阪長柄営業所

大阪市 北区 長柄東2-1-24-202 06-6881-1221

1975 フジテクノサービス㈱ 大阪市 北区 大淀中3-6-7 06-6458-6241

2038 坂野設備㈱ 大阪市 北区 本庄東1-5-12 ニューハウス6号 06-6352-3010
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此花区

指定
番号

商　　号 電話番号

214 ㈱西川水道商会 大阪市 此花区 梅香1-15-25 06-6461-8188

719 大晃設備㈱ 大阪市 此花区 西九条2-13-28 06-6466-4779

786 鳳工業㈱ 大阪市 此花区 伝法4-3-59 06-6464-6824

995 ㈱池原設備 大阪市 此花区 朝日1-9-7 06-6468-5994

1069 河村水道工業所 大阪市 此花区 春日出北2-18-23 06-6463-1280

1839 マルエス佐藤水道工業所 大阪市 此花区 西九条2-2-20 06-6462-3076

1924 ㈱ミナテック 大阪市 此花区 酉島3-2-15 06-6460-9548

1947 張間工業所 大阪市 此花区 島屋1-1-3 住友電気工業（株）大阪製作所構内 080-3103-3030

2062 光原設備 大阪市 此花区 春日出北2-18-29 06-6464-5579

営業所所在地
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城東区

指定
番号

商　　号 電話番号

287 ㈱都設備 大阪市 城東区 東中浜2-14-19 06-6962-4001

296 ㈲宮崎水道衛生商会 大阪市 城東区 今福西4-1-27 06-6939-3451

311 髙橋工業 大阪市 城東区 森之宮2-6-742 06-7182-2284

314 松本工業㈱ 大阪市 城東区 古市3-14-9 06-6933-1227

367 ㈱マサキ設備 大阪市 城東区 今福東2-4-30 06-6933-2090

380 ㈲木村水道工業所 大阪市 城東区 中浜1-12-14 06-6962-4984

502 ㈱カシハラ商会 大阪市 城東区 諏訪2-15-41 06-6962-2792

710 桂木設備工業㈱ 大阪市 城東区 諏訪4-24-6 06-6963-0551

726 東洋エアー工業㈱ 大阪市 城東区 天王田14-7 06-6963-1021

727 ダイシン設備㈱ 大阪市 城東区 永田4-2-2 06-6969-3300

823 西田エンジニアリング㈱ 大阪市 城東区 東中浜1-11-18 06-6968-2772

848 ㈲睦管工 大阪市 城東区 東中浜9-11-22 06-6961-4041

855 矢野設備工業㈱ 大阪市 城東区 東中浜1-8-19 06-6963-0308

885 ㈱メイホウ設備 大阪市 城東区 今福南1-8-11 06-6934-0236

899 ㈱麻生 大阪市 城東区 古市3-21-13 06-6933-2580

917 村上住設㈱ 大阪市 城東区 野江3-10-3 06-6934-8608

1093 ㈱西日本サービス 大阪市 城東区 成育5-23-2 06-6932-5344

1314 小西水道商会 大阪市 城東区 諏訪4-7-28 06-6961-8246

1322 国本建設㈱ 大阪市 城東区 関目1-12-8 06-6939-9993

1380 田村設備工業所 大阪市 城東区 鴫野西5-17-5 06-6965-1033

1426 ㈱ツツイ工務店 大阪市 城東区 東中浜2-9-3 06-6963-1022

1427 ㈱天二 大阪市 城東区 諏訪3-10-37 06-6968-3005

1563 ケープラマー 大阪市 城東区 今福西2-7-21 06-6655-1820

1784 阪奈工業㈱ 大阪市 城東区 古市3-14-9 06-6786-5227

1806 ㈲大和設備 大阪市 城東区 放出西2-9-22 06-6963-1460

1853 管清工業㈱　大阪支店 大阪市 城東区 成育1-6-26 06-6934-2361

1962 ㈱リゼスト 大阪市 城東区 関目1-19-18 キャピタル野江105 06-4255-6777

1963 なかむらや 大阪市 城東区 古市3-1-1-1105 06-6935-4864

1967 ＡＱＵＡ　 大阪市 城東区 諏訪4-12-25-101 06-6961-2500

1979 光善エンジニア 大阪市 城東区 東中浜7-5-7 06-7502-3465

1981 ㈱ヤマケイ 大阪市 城東区 中央3-1-4-104 06-6180-7177

1990 片岡設備 大阪市 城東区 永田1-3-36 06-6967-6237

営業所所在地
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住之江区

指定
番号

商　　号 電話番号

187 ㈱小崎工業所 大阪市 住之江区 粉浜1-3-16 06-6671-6237

289 ㈱一二三工業所 大阪市 住之江区 西住之江3-3-9 06-6673-1571

358 魚田興業㈱ 大阪市 住之江区 安立1-7-4 06-6672-1234

364 ㈱井上水道 大阪市 住之江区 東加賀屋2-16-3 06-6681-0455

435 浜田水道 大阪市 住之江区 東加賀屋2-7-21 06-6681-7040

451 住之江設備 大阪市 住之江区 御崎1-3-21 06-6681-7236

551 ㈲山内工業所 大阪市 住之江区 東加賀屋3-14-18 06-6685-9582

650 ㈲浅井設備 大阪市 住之江区 新北島3-2-16 06-6683-3766

692 平和興業㈱ 大阪市 住之江区 粉浜西1-2-6 06-6672-0216

798 寺田住宅設備㈱ 大阪市 住之江区 中加賀屋4-3-19 06-6685-6006

836 藤栄住宅設備機器 大阪市 住之江区 北島1-4-4 06-6681-6624

1012 ㈲樹設備 大阪市 住之江区 中加賀屋2-8-20 06-6681-0802

1169 ㈱福永工務店 大阪市 住之江区 西住之江3-3-12 06-6671-9926

1541 ＴＳ設備 大阪市 住之江区 御崎6-14-9 06-6115-1531

1562 ㈱林建設 大阪市 住之江区 安立4-5-13 06-6671-4038

1620 小川工業 大阪市 住之江区 浜口西2-8-12 06-6678-0916

1688 ㈲プロフィット 大阪市 住之江区 西加賀屋2-8-19 06-6685-8511

1689 ㈱須崎工務店 大阪市 住之江区 安立4-3-15 06-6671-2086

1791 ㈱日桑 大阪市 住之江区 平林南2-12-60 06-6685-5194

1845 平川管工住器㈱ 大阪市 住之江区 北加賀屋5-7-16 06-6685-1066

1866 ㈱ケンズ 大阪市 住之江区 平林南1-5-12 06-6681-3810

1944 明城建設㈱ 大阪市 住之江区 柴谷2-5-13 06-6682-2299

1959 ㈱神工 大阪市 住之江区 南加賀屋4-1-40 06-6690-7410

2083 エフエムウォーターサービス 大阪市 住之江区 安立2-2-10 06-6657-7827

営業所所在地
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住吉区

指定
番号

商　　号 電話番号

65 大新水道工業㈱ 大阪市 住吉区 万代4-16-9 06-6673-1131

208 九櫻設備工業㈱ 大阪市 住吉区 帝塚山東4-6-9 06-6671-3044

419 ㈱中野設備工業 大阪市 住吉区 帝塚山東3-1-8 06-6671-2100

460 仲西建設工業所 大阪市 住吉区 清水丘2-32-19 06-6672-4126

533 ㈲大西水道 大阪市 住吉区 沢之町2-9-12 06-6693-1531

552 ㈲スミエ水道 大阪市 住吉区 遠里小野2-2-33 06-6692-7555

553 ㈱阪和設備工業 大阪市 住吉区 長居西1-14-25 06-6694-8181

573 進和設備工業㈱ 大阪市 住吉区 南住吉2-10-3 06-7509-6252

623 前田工業所 大阪市 住吉区 山之内4-2-12 06-6692-8175

625 ㈱川崎水道工業 大阪市 住吉区 山之内3-7-18 06-6691-6518

652 南海工業 大阪市 住吉区 遠里小野1-6-31 06-6692-2444

694 上尾設備工業 大阪市 住吉区 長居東1-15-6 06-6697-8956

746 ㈱大阪サワノ 大阪市 住吉区 沢之町1-7-19 06-6692-9265

783 ㈱隅野設備 大阪市 住吉区 遠里小野4-4-4 06-4703-5546

833 三井設備工業㈱大阪支店 大阪市 住吉区 苅田3-10-28 06-6698-3308

866 大熱工業㈱ 大阪市 住吉区 我孫子東3-1-30 06-6696-2273

892 住吉住設㈱ 大阪市 住吉区 山之内5-3-113 06-6693-0755

913 山下設備 大阪市 住吉区 南住吉4-6-8 06-6695-3749

935 土井設備 大阪市 住吉区 大領3-5-8 06-6606-5312

955 ㈱サンエート 大阪市 住吉区 清水丘1-1-21 06-6673-1080

1013 ㈲太陽設備 大阪市 住吉区 大領5-5-30 06-6690-5577

1074 ㈱トーシン社 大阪市 住吉区 南住吉1-1-16 06-6697-0904

1099 典設備 大阪市 住吉区 住吉2-6-4 06-6671-0570

1170 ベストサービス㈱ 大阪市 住吉区 苅田8-1-9 06-6608-6744

1235 ㈱富士コミュニティー 大阪市 住吉区 苅田5-18-12 06-6696-1820

1247 ㈱信輝設備 大阪市 住吉区 苅田6-11-16 06-6693-1000

1337 大山設備㈱ 大阪市 住吉区 万代6-6-6 06-6675-1640

1390 フューチャーカンパニー 大阪市 住吉区 遠里小野2-5-7 06-6629-8087

1394 旭管工業 大阪市 住吉区 苅田8-7-28 06-7175-2143

1686 エイキコーポレーション 大阪市 住吉区 苅田6-4-8 06-4867-4378

1786 ㈱東樹園 大阪市 住吉区 山之内1-27-24 06-6691-1114

1809 ㈱もりた 大阪市 住吉区 長居4-11-24 06-6695-0517

1821 阪和住宅設備 大阪市 住吉区 墨江3-7-5 06-6678-8996

1830 ㈱辻川商会 大阪市 住吉区 苅田6-5-15 06-6698-5431

1880 寿設備工業㈱ 大阪市 住吉区 山之内3-9-8 06-6607-0030

1936 ㈱KNエンジニアリング 大阪市 住吉区 長居2-6-10 06-6692-9266

営業所所在地

9/28



住吉区

指定
番号

商　　号 電話番号営業所所在地

1953 ㈱桂商事 大阪市 住吉区 大領3-6-14 06-6698-4777

1955 ㈱タイキ 大阪市 住吉区 長居東4-2-7-301 06-6694-7575

1978 ㈱ウェスタ 大阪市 住吉区 殿辻1-8-27-105 06-7163-1165

2015 山一設備工業所 大阪市 住吉区 長居西3-7-17 06-6606-1362

2041 ㈲湖山組 大阪市 住吉区 山之内5-3-50 06-6691-7119

2070 ㈱アシスト 大阪市 住吉区 長居東2-11-29 06-6607-4755

2095 塚本住設 大阪市 住吉区 苅田3-3-26 06-6608-8389

2101 合同会社　玉尾住建 大阪市 住吉区 苅田6-9-14 06-6699-5851

2102 榎本設備 大阪市 住吉区 庭井1-13-65-205 080-5714-3805

10/28



大正区

指定
番号

商　　号 電話番号

341 藤原工業所 大阪市 大正区 泉尾1-9-5 06-6551-3392

745 西岡設備 大阪市 大正区 三軒家東6-5-17 06-6554-7275

767 ㈱きんぱい 大阪市 大正区 三軒家東3-10-12 06-6105-0888

947 ㈱ハマダ設備 大阪市 大正区 鶴町3-18-2 06-6551-0979

1075 アサヒ冷暖㈱ 大阪市 大正区 三軒家西3-10-13 06-6554-5321

1372 有田幸商店 大阪市 大正区 小林西2-3-3 06-6554-3181

1465 ㈲ＥＣＯ 大阪市 大正区 三軒家東4-2-22 森本ハイツB-1 06-6556-3637

1901 進和設備工業 大阪市 大正区 平尾4-10-18 06-6551-9813

1957 中村住設 大阪市 大正区 三軒家東6-1-19 06-6552-3562

2073 谷水道商会 大阪市 大正区 泉尾1-13-7 06-6551-1041

営業所所在地

11/28



中央区

指定
番号

商　　号 電話番号

147 ㈱きたむら工業 大阪市 中央区 玉造2-16-24 06-6762-6316

255 ㈱ハナフサ 大阪市 中央区 谷町7-5-9 06-6762-7001

270 浦安工業㈱大阪支店 大阪市 中央区 南船場2-5-8 06-6261-1611

349
㈱竹村コーポレーション
大阪支店

大阪市 中央区 高麗橋1-5-2 06-6202-6230

392 ㈱クリマテック 関西支店 大阪市 中央区 城見2-2-22 ﾏﾙｲﾄOBPﾋﾞﾙ 06-6946-7595

448 ㈱富士工務店 大阪市 中央区 森之宮中央2-5-15 06-6941-0516

520 船場工業所 大阪市 中央区 農人橋3-2-10 06-6942-0312

622 城南設備 大阪市 中央区 玉造2-7-8 06-6762-7944

629 不二熱学工業㈱ 大阪市 中央区 南船場2-1-1 06-6261-2083

670 ㈱精研 大阪市 中央区 南船場2-1-3 06-6224-0751

743 影近設備工業㈱大阪支店 大阪市 中央区 内平野町2-1-1 山田ビル5F 06-6945-8531

777 山本設備機工㈱大阪支店 大阪市 中央区 高麗橋4-2-16  朝日生命ビル4F 06-6227-0041

817 川本工業㈱大阪支店 大阪市 中央区 内本町2-1-13 06-4790-2211

880
㈱ダイキンアプライドシステ
ムズ 大阪支店

大阪市 中央区 久太郎町4-1-3 06-6245-7950

902 若林設備工業㈱ 大阪市 中央区 南本町2-4-15 06-6266-1631

903 ダイクウ㈱ 大阪市 中央区 釣鐘町1-3-4 06-6910-6590

905 日本設備工業㈱  大阪支店 大阪市 中央区 城見2-1-61 ﾂｲﾝMDﾀﾜｰ29F 06-6949-0271

1388 新川セモト設備 大阪市 中央区 難波4-3-22 06-6631-3054

1516 ユアサクオビス㈱　関西支店 大阪市 中央区 南船場2-5-8 06-6266-4516

1714 CAZI設備㈱ 大阪市 中央区 谷町3-2-6 3F 06-6910-4166

1835 大成温調㈱　大阪支店 大阪市 中央区 北浜3-6-13 日土地淀屋橋ビル2F 06-4707-7810

1941 ㈱ケンショウ 大阪市 中央区 大手前1-7-31 OMMビル16階 06-6809-7676

1950 三協水道設備 大阪市 中央区 日本橋1-14-13 サンオフィスビル4F 06-6645-7507

2048 ㈱イースマイル 大阪市 中央区 瓦屋町3-7-3 イースマイルビル 06-7739-2525

2065 真和設備㈱ 大阪市 中央区 島之内1-1-5 06-6258-3078

2085 日比谷総合設備㈱関西支店 大阪市 中央区 博労町2-1-13 06-6125-2510

2092 ㈱シンエイ 大阪市 中央区 谷町2-4-3 ｱｲｴｽﾋﾞﾙ9F 06-6944-7797

営業所所在地
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鶴見区

指定
番号

商　　号 電話番号

202 ㈱ダイケングローリー 大阪市 鶴見区 放出東1-18-23 06-6964-0088

525 原田設備工業㈱ 大阪市 鶴見区 焼野3-2-117 06-6913-2125

526 鈴木設備工業㈱ 大阪市 鶴見区 横堤3-2-40 06-6912-0666

673 河内工業㈱ 大阪市 鶴見区 今津中1-9-11 06-6962-6261

691 ㈲道端設備 大阪市 鶴見区 横堤4-1-23 06-6915-0185

712 ㈲光山組 大阪市 鶴見区 安田2-2-71-1 06-6912-8686

754 中出商会 大阪市 鶴見区 諸口1-1-41 06-6911-0660

825 ハナ㈱ 大阪市 鶴見区 茨田大宮2-7-48 06-6913-0950

886 松平設備工業 大阪市 鶴見区 浜4-5-9 06-6912-3901

1010 ㈲ツルミ設備 大阪市 鶴見区 横堤4-12-22 06-6911-9747

1094 ㈱ドリームテック 大阪市 鶴見区 今津北4-8-23 06-6961-1177

1166 花岡建設工業㈱ 大阪市 鶴見区 横堤4-25-16 06-6911-5400

1190 ㈱谷垣工業 大阪市 鶴見区 今津中1-2-26 06-6965-5131

1316 ㈲野中商店 大阪市 鶴見区 今津南4-6-1 06-6962-2130

1320 ㈱ベルタック 大阪市 鶴見区 浜4-9-11 06-6915-5521

1331 金川設備工業 大阪市 鶴見区 鶴見4-13-32 06-6911-0172

1332 協和道路㈱ 大阪市 鶴見区 今津北2-3-26 06-6969-1661

1363 水道屋 大阪市 鶴見区 今津中1-3-19 06-6965-6778

1368 ㈲光栄 大阪市 鶴見区 安田2-2-71 06-6912-0703

1440 国光建設㈱大阪支店 大阪市 鶴見区 緑3-7-21 06-6911-5898

1456 ㈱オクムラ設備工業 大阪市 鶴見区 今津北2-8-33 06-6969-0245

1517 ㈲サークル・ワン 大阪市 鶴見区 横堤2-2-14 06-6912-4111

1524 ㈱小松設備 大阪市 鶴見区 浜3-15-32 06-6912-3586

1663 ㈱小林組 大阪市 鶴見区 安田3-12-15 06-6911-9327

1722 尚和工業㈱ 大阪市 鶴見区 放出東3-6-6 06-6786-4801

1724 ㈲ミズハラ設備工業 大阪市 鶴見区 諸口6-3-31 06-6915-0913

1749 ㈱ショウエイ技建 大阪市 鶴見区 今津北2-4-5 06-6967-7689

1842 ㈱花菱 大阪市 鶴見区 横堤4-25-4-203 06-6914-1500

1933 ㈲松廣建設 大阪市 鶴見区 中茶屋1-2-19 06-6911-1201

1940 ㈲ニシダ設備 大阪市 鶴見区 横堤1-2-16 06-6913-2715

1989 太平設備 大阪市 鶴見区 今津中4-5-5 06-7508-8542

2013 ㈱永和 大阪市 鶴見区 安田2-2-5 06-7173-2333

2020 (株)ハナハク 大阪市 鶴見区 焼野2南5-3 06-4257-1810

2056 ㈱誠 大阪市 鶴見区 今津北4-12-35 コスモ鶴見1301号 06-6961-8358

2060 ａ１技研㈱ 大阪市 鶴見区 緑2-1-12 06-7173-6585

営業所所在地
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天王寺区

指定
番号

商　　号 電話番号

230 秋山工業㈱ 大阪市 天王寺区 石ケ辻町7-4 06-6771-2102

260 ㈱能登屋水道工業所 大阪市 天王寺区 国分町10-5 06-6771-5734

787 永和空調㈱ 大阪市 天王寺区 国分町13-1 06-6771-4641

799 日建設備工業㈱ 大阪市 天王寺区 上本町5-1-5 06-6768-9143

906 ㈱タカネツ 大阪市 天王寺区 小橋町2-14 06-6768-6781

1492 鹿間設備㈱大阪営業所 大阪市 天王寺区 東高津町12-13 ｱｰﾊﾞﾝﾋﾙ上町1904 06-6777-3338

1605 井上水道㈱ 大阪市 天王寺区 上本町6-8-9 上七ビル3F 06-6777-1650

2072 ㈱トランプ不動産 大阪市 天王寺区 上之宮町11-15 06-6770-5111

営業所所在地
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浪速区

指定
番号

商　　号 電話番号

90 丸藤工業㈱ 大阪市 浪速区 稲荷2-2-2 06-6568-0055

101 朝野設備工業㈱ 大阪市 浪速区 恵美須西2-11-16 06-6632-7117

568 日本ファシリオ㈱大阪本店 大阪市 浪速区 湊町1-4-38 06-4397-6913

689 クウケン㈱ 大阪市 浪速区 桜川4-8-1 06-6561-6543

738 ㈱江坂設備工業大阪営業所 大阪市 浪速区 桜川2-3-28 市松ビル7-D 06-6385-1821

759 ㈱柳澤設備 大阪市 浪速区 恵美須西2-12-19 06-6632-6864

788 大紘設備㈱ 大阪市 浪速区 立葉1-3-19 06-4395-5290

888 楠谷水道設備 大阪市 浪速区 恵美須東1-16-1 06-6641-4051

929 ㈱峰設備研究所 大阪市 浪速区 塩草2-2-35 06-6568-3361

2030 丸太空調㈱ 大阪市 浪速区 日本橋東3-15-11 06-6632-0401

2079 ㈱オリエント組 大阪市 浪速区 浪速東3-7-1 06-6567-2727

営業所所在地

15/28



西区

指定
番号

商　　号 電話番号

49 ㈱玉井製作所 大阪市 西区 靱本町1-6-1 06-6441-0561

63 ㈲中川設備工業所 大阪市 西区 立売掘4-3-6 06-6541-3007

97 ㈱本庄商会大阪支店 大阪市 西区 京町堀3-4-24 06-6443-0731

123 ダイダン㈱大阪本社 大阪市 西区 江戸堀1-9-25 06-6447-8008

129 須賀工業㈱大阪支社 大阪市 西区 土佐堀1-2-30 06-6441-5171

154 西川設備工業㈱ 大阪市 西区 土佐堀1-1-13 06-6443-8141

704 東洋熱工業㈱大阪支店 大阪市 西区 江戸堀2-6-33　江戸堀フコク生命ビル10階 06-6443-8071

705 田丸産業㈱ 大阪市 西区 阿波座2-4-4 06-6531-6661

714 ㈱三冷社西日本支社 大阪市 西区 京町堀2-9-8 06-6446-6101

729 第一設備工業㈱大阪支店 大阪市 西区 土佐堀1－3－7  肥後橋シミズビル5階 06-6443-2401

842 ㈱日設関西支店 大阪市 西区 土佐堀1-4-14 06-6448-1551

878 新日本空調㈱大阪支店 大阪市 西区 土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル 06-6445-6331

910 丸菱商事㈱ 大阪市 西区 九条南4-29-7 06-6581-2481

1073 冨士ネオ工業㈱ 大阪市 西区 江戸堀1-19-3 06-6441-3071

1454 ㈱ヤマコーポレーション 大阪市 西区 江戸堀3-6-25 朝日プラザ江戸堀203 06-6459-5331

1526 あすなろ設備建設 大阪市 西区 千代崎2-25-12 06-6582-4511

1671 ㈱小向商会大阪支店 大阪市 西区 南堀江4-28-19 06-6543-1561

1682 大都クリーン開発㈱ 大阪市 西区 川口2-7-35 06-6582-7770

1854 ㈱城口研究所　関西支店 大阪市 西区 靭本町1-11-7 06-6441-9880

1879 西日本装建工業㈱ 大阪市 西区 西本町1-3-15 06-6536-2552

1893 ㈱ヴェルデ大阪支店 大阪市 西区 新町1-2-13 06-4256-8316

1922 安田㈱　大阪支店 大阪市 西区 立売堀5-8-28 06-6541-7151

1969 ㈱ファンクルー 大阪市 西区 九条南3-10-10 06-6584-3829

2019 (株)北浦工業所　大阪支店 大阪市 西区 南堀江1-14-7 ｴｸｾﾙ心斎橋西5F502 06-4391-3055

営業所所在地
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西成区

指定
番号

商　　号 電話番号

30 川上工業所 大阪市 西成区 旭3-3-21 06-6561-7584

269 協和工業㈱ 大阪市 西成区 萩之茶屋1-8-12 06-6641-0485

288 ㈱齊藤商会 大阪市 西成区 岸里東1-12-17 06-6661-5210

333 東亜水道設備機器㈱ 大阪市 西成区 花園北2-18-8 06-6631-8703

344 岩田工業所 大阪市 西成区 玉出東2-4-6 06-6651-0588

529 東野興業所 大阪市 西成区 玉出東1-5-8 06-6661-0303

593 ㈱タモツ設備 大阪市 西成区 天下茶屋北1-5-14 06-6631-3259

895 城山工業㈱ 大阪市 西成区 旭1-7-29 06-6634-4118

1159 ㈱アックスプラニング 大阪市 西成区 聖天下2-10-3 06-6655-4545

1283 岡田設備 大阪市 西成区 南津守7-13-30 06-6661-7058

1723 ㈱テクニカルフィット 大阪市 西成区 玉出西1-11-5 06-6655-5620

2042 𠮷田水道㈱ 大阪市 西成区 岸里東1-10-15 06-6661-3181

営業所所在地
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西淀川区

指定
番号

商　　号 電話番号

1 ㈱榎本商会 大阪市 西淀川区 御幣島6-15-32 06-6474-0162

213 東洋工業㈱ 大阪市 西淀川区 野里3-6-25 06-6471-8531

339 四國機械設備㈱ 大阪市 西淀川区 柏里3-12-26 06-6473-5165

478 三神工業㈱大阪支店 大阪市 西淀川区 花川2-18-8 06-6473-9005

483 山田水道工業所 大阪市 西淀川区 御幣島3-11-22 06-6471-3166

636 三京設備㈱ 大阪市 西淀川区 野里2-23-25 06-6475-0345

778 ㈱協和設備 大阪市 西淀川区 柏里1-16-21 06-6472-3311

897 ㈲岡本設備 大阪市 西淀川区 野里2-21-1 06-6473-5886

1077 ㈱井原工業所 大阪市 西淀川区 佃2-15-7 06-6474-3210

1078 大川住設 大阪市 西淀川区 大和田4-10-21 06-6477-3286

1079 ㈲山本設工所 大阪市 西淀川区 姫里2-1-2 06-6471-2498

1734 誠也産業㈱大阪支店 大阪市 西淀川区 佃3-10-11 ﾊｲﾂｼｰﾄﾞ202 06-6475-5811

1737 歩設備 大阪市 西淀川区 歌島2-10-11 06-6474-6113

1741 ㈱藤田工業 大阪市 西淀川区 御幣島6-16-21 06-6195-9266

1836 ㈱岡設備 大阪市 西淀川区 姫島6-2-7 06-4862-4975

1871 ㈱竹内工業所大阪営業所 大阪市 西淀川区 姫島1-24-4 06-6473-1993

1961 ㈱アイレス 大阪市 西淀川区 竹島3-9-17 06-6474-3711

1964 大阪装置建設㈱ 大阪市 西淀川区 姫島3-11-27 06-6477-9321

2064 マツエ設備㈱ 大阪営業所 大阪市 西淀川区 大和田2-1-7 西藤ビル4階 06-6426-5959

営業所所在地

18/28



東住吉区

指定
番号

商　　号 電話番号

144 川口屋管工所 大阪市 東住吉区 駒川5-6-10 06-6692-3975

277 矢田工業㈱ 大阪市 東住吉区 照ヶ丘矢田1-8-19 06-6701-2047

322 ㈱木下水道商会 大阪市 東住吉区 北田辺6-6-8 06-6621-2810

411 ㈱三進 大阪市 東住吉区 田辺2-7-18 06-6621-0545

482 ㈱小山工業所 大阪市 東住吉区 田辺1-8-15 06-6621-3621

580 阪南設備水道商会 大阪市 東住吉区 東田辺1-16-18 06-6628-5505

589 大洋設備工業㈱ 大阪市 東住吉区 湯里1-5-19 06-6704-1044

734 ㈱岡部工業所 大阪市 東住吉区 今川4-13-19 06-6702-2783

761 ㈱マルサ設備 大阪市 東住吉区 今川2-10-9 06-6710-2336

802 福井産業㈱ 大阪市 東住吉区 今川7-11-16 06-6704-0281

811 ㈲盛設備工業所 大阪市 東住吉区 照ヶ丘矢田3-6-2 06-6704-7270

812 ㈱湖水設備工業所 大阪市 東住吉区 住道矢田9-6-19 06-6797-0030

837 ㈱大聖設備 大阪市 東住吉区 住道矢田4-17-15 06-6797-1641

850 ㈱三栄設備 大阪市 東住吉区 住道矢田9-10-11 06-6702-2189

951
㈱クラタ設備工業所
大阪営業所

大阪市 東住吉区 杭全6-3-14 06-6719-7260

1014 ㈲大西設備 大阪市 東住吉区 今川3-1-19 06-6713-2518

1102 日栄工業 大阪市 東住吉区 桑津2-14-20 06-6713-3306

1297 ㈱アラキ設備 大阪市 東住吉区 南田辺1-8-7 06-6622-8121

1315 ㈱水研 大阪市 東住吉区 鷹合3-17-27 06-6605-1611

1406 ゲンジ設備 大阪市 東住吉区 今川6-5-22 06-6706-1615

1438 豊和設備 大阪市 東住吉区 湯里1-19-14 06-6702-9523

1513 エイシン設備工業㈱ 大阪市 東住吉区 住道矢田6-8-6 06-7891-3411

1549 ㈱松浦土木 大阪市 東住吉区 湯里5-12-6 06-6797-1633

1622 一設備 大阪市 東住吉区 今川4-15-16 06-4302-2033

1638 ㈱飛鳥建設工業 大阪市 東住吉区 公園南矢田4-22-39 06-6695-2023

1645 ㈲タカハシ設備 大阪市 東住吉区 矢田2-21-11 06-6699-5117

1662 白鷺土建㈱ 大阪市 東住吉区 杭全4-4-15 06-6714-7705

1792 ㈱Sparkle 大阪市 東住吉区 今林2-6-12 06-7492-7756

1930 ㈱Border 大阪市 東住吉区 湯里5-4-10 06-7850-1771

1943 ㈱森本設備 大阪市 東住吉区 桑津1-12-10 06-6710-2801

1984 ㈱シールズ 大阪市 東住吉区 湯里1-14-4 06-6796-7258

2000 大広建設㈱ 大阪市 東住吉区 中野3-8-18 Y.M.T.中野ビル2Ｆ 06-6760-7260

2017 サウス工業㈱ 大阪市 東住吉区 桑津5-19-9 06-7850-1585

2022 豊水建 大阪市 東住吉区 山坂4-17-5 080-1521-0919

2029 ㈲仁和設備工業 大阪市 東住吉区 矢田2-11-12 06-6654-5360

2071 ナガクラ工業 大阪市 東住吉区 湯里5-12-21 06-6701-7466

営業所所在地
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東住吉区

指定
番号

商　　号 電話番号営業所所在地

2081 鳥山工業　大阪営業所 大阪市 東住吉区 杭全7-14-14 072-768-6866

2089 高知建設㈱ 大阪市 東住吉区 杭全5-7-7 06-6714-7741

2093 浜田水道工業所 大阪市 東住吉区 鷹合2-7-3 06-6691-4050

20/28



東成区

指定
番号

商　　号 電話番号

91 ㈱西原衛生工業所大阪本店 大阪市 東成区 東小橋1-13-13 06-6975-6380

527 ㈱大和商会 大阪市 東成区 大今里南1-19-21 06-6971-2029

800 ㈱共進社工業所大阪支店 大阪市 東成区 深江南2-5-35 06-6977-2001

1300 村田設備 大阪市 東成区 深江南3-5-7 06-6976-5292

1473 ㈲GLORY 大阪市 東成区 大今里南1-3-9 06-6977-5253

1767 クボケン㈱ 大阪市 東成区 東今里1-5-27 06-6977-7113

1769 ㈱梶野工業 大阪市 東成区 東今里2-11-26 06-4259-3001

1808 ㈱福山建設 大阪市 東成区 東今里2-8-27 06-6975-5228

1885 ㈱西山組 大阪市 東成区 大今里西1-1-13 06-6971-0129

2006 亀岡設備 大阪市 東成区 玉津2-21-26 06-6972-7003

2027 増田管機工業㈱ 大阪市 東成区 深江南3-19-16 06-4259-0330

2067 シャワーハウス 大阪市 東成区 大今里3-12-1 06-6973-2225

営業所所在地

21/28



東淀川区

指定
番号

商　　号 電話番号

400 ㈱小松水道配管工業所 大阪市 東淀川区 小松3-8-16 06-6328-6632

493 新髙工業㈱ 大阪市 東淀川区 瑞光1-3-29 06-6328-2608

537 協同設備工業㈱ 大阪市 東淀川区 東中島2-12-4-110 06-6324-0036

617 ㈱ナカイ 大阪市 東淀川区 豊里6-26-23 06-6328-1434

624 ㈲青砥水道 大阪市 東淀川区 菅原1-11-9 06-6328-2165

749 ㈱五月水道 大阪市 東淀川区 北江口4-2-34 06-4862-2121

765 ㈱住環設備 大阪市 東淀川区 菅原3-13-23 06-6325-1214

794 勝設備㈱ 大阪市 東淀川区 西淡路2-11-60 06-6323-1115

795 中田工業㈱ 大阪市 東淀川区 大道南1-5-3 06-6329-2355

841 ㈱藤和設備 大阪市 東淀川区 西淡路3-3-25 06-6320-0712

854 ㈱山本工業 大阪市 東淀川区 菅原6-19-6 06-6327-1220

860 中央設備㈱ 大阪市 東淀川区 大桐1-1-16 06-6327-3490

1003 大森設備 大阪市 東淀川区 菅原3-16-6 06-6324-3598

1006 ㈱マキ工業 大阪市 東淀川区 豊里6-3-9 06-6321-8990

1086 ㈱備繕 大阪市 東淀川区 大桐1-13-11 06-6379-6400

1161 西村商事 大阪市 東淀川区 東淡路5-5-2 06-6323-3096

1229 大設工業㈱ 大阪市 東淀川区 東中島1-21-2-105 06-6323-1239

1238 長谷川設備 大阪市 東淀川区 東中島1-13-43-211 06-6322-3689

1397 ミツヨシ設備サービス㈱ 大阪市 東淀川区 東中島4-9-9 06-6325-2680

1496 東北三商㈱ 大阪市 東淀川区 豊里6-27-15 06-6325-9027

1547 ミライテック㈱ 大阪市 東淀川区 柴島2-20-23 06-6325-8283

1627 三吹設備㈱ 大阪市 東淀川区 相川1-1-7-506 06-6319-8631

1633 前原設備 大阪市 東淀川区 菅原6-18-13 06-6326-1210

1867 千里設備㈱ 大阪市 東淀川区 北江口4-2-34 五月ビル1F 06-4862-8122

1872 後藤住設 大阪市 東淀川区 大道南1-20-18 06-6324-3201

1877 太平工業㈱ 大阪市 東淀川区 豊里6-29-7 久一ビル3階 06-6990-6161

1958 ㈱水幸 大阪市 東淀川区 南江口2-6-83 06-7165-2506

2057 ㈱K’s Corporation 大阪市 東淀川区 東中島1-17-18 新大阪ビル東館4階 06-6990-1524

2091 井上工務店 大阪市 東淀川区 大桐2-18-39 06-6329-4005

営業所所在地

22/28



平野区

指定
番号

商　　号 電話番号

122 山岡建設㈱ 大阪市 平野区 平野西1-12-23 06-6705-1161

324 ㈱のぼる商会 大阪市 平野区 瓜破5-2-36 06-6709-6895

513 木村工業㈱ 大阪市 平野区 瓜破西2-1-21 06-6702-1224

540 ㈱スミテクノエンジニアリング 大阪市 平野区 流町4-4-13 06-6709-1493

541 松田水道工業所 大阪市 平野区 平野南1-9-14 06-6708-4429

587 ㈱森繁設備 大阪市 平野区 瓜破7-4-15 06-6708-5085

677 ㈱小島設備工業 大阪市 平野区 加美北7-9-12 06-6792-7124

681 ㈲古瀬設備工業所 大阪市 平野区 流町4-1-3 06-6707-3808

770 ㈱いせ設備 大阪市 平野区 背戸口2-10-3 06-6702-7398

801 西村工業㈱ 大阪市 平野区 平野市町3-7-28 06-6791-9267

821 ㈱新宅設備工業所 大阪市 平野区 長吉出戸6-14-7 06-6799-1005

851 ㈱伸栄工業 大阪市 平野区 平野本町2-9-6 06-6792-9936

852 モリタ設備工業 大阪市 平野区 瓜破東7-1-23 06-6708-9584

1016 ㈱エコリフォーム 大阪市 平野区 加美北3-2-3 06-6793-6010

1017 ㈲原設備 大阪市 平野区 長吉出戸8-5-20 06-6769-0310

1100 田中設備工業 大阪市 平野区 喜連東5-16-19 06-4302-0557

1103 ㈱池田工業 大阪市 平野区 西脇2-6-32 06-6705-0097

1104 ㈲三友設備 大阪市 平野区 流町3-4-5 06-6700-0684

1106 ㈲松田産業 大阪市 平野区 瓜破南2-2-9 06-6708-2598

1171 ㈱ヴァウシステムズ 大阪市 平野区 喜連東2-2-46 06-6769-6633

1198 大和秀工社 大阪市 平野区 平野南1-12-2A 06-6776-2104

1218 ㈱エヌケイケイ 大阪市 平野区 長吉長原西3-1-25 06-6702-4141

1306 ㈱テラタニ設備 大阪市 平野区 喜連東1-2-11 06-6700-9200

1309 ㈱伸栄設備 大阪市 平野区 瓜破7-6-24 06-6797-1237

1324 ㈲キンキ設備 大阪市 平野区 平野馬場1-5-10 06-6791-4545

1325 ㈲幸成設備 大阪市 平野区 加美北7-7-39 06-4392-7761

1326 ㈱イルカプランニング 大阪市 平野区 流町4-3-18 06-6769-6838

1336 山中設備 大阪市 平野区 平野元町6-4 06-6791-8000

1356 谷垣内設備 大阪市 平野区 喜連5-7-9 06-6701-7809

1377 蔦工業 大阪市 平野区 加美北8-11-17 06-6796-5308

1399 西野建設工業㈱ 大阪市 平野区 瓜破7-1-5 06-6709-2851

1569 和一建設㈱ 大阪市 平野区 瓜破東5-9-13 06-6702-5527

1582 ㈱リュウビ・エンジニアリング 大阪市 平野区 平野西6-3-8 06-6760-5143

1595 ㈱吉村設備 大阪市 平野区 長吉出戸6-13-28 06-6701-9993

1710 ㈱テック・ナカガワ 大阪市 平野区 加美東5-1-15 06-7174-3895

1730 大道設備工業㈱ 大阪市 平野区 長吉長原1-13-29 06-6703-5323

営業所所在地
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平野区

指定
番号

商　　号 電話番号営業所所在地

1744 ㈱末廣設備工業 大阪市 平野区 平野東1-7-25-615 06-6794-2216

1774 平和設備㈱ 大阪市 平野区 長吉出戸8-5-20 06-6769-1355

1776 (株)オールクイック 大阪市 平野区 長吉出戸6-15-17 06-6705-0919

1883 田中水設㈱ 大阪市 平野区 平野西6-3-22 ｶｻ･ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ弐番館102 06-6760-0800

1928 東南建設工業㈱ 大阪市 平野区 長吉長原西2-11-10 06-6707-6153

1954 ＪＳ関西㈱ 大阪市 平野区 長吉川辺3-12-8 06-6705-2900

2014 村上設備工業 大阪市 平野区 平野西1-11-10 06-6700-1686

2035 桜設備 大阪市 平野区 平野南3-4-10 06-6705-9070

2096 光工業 大阪市 平野区 平野南3-6-7-203 080-1410-1238

24/28



福島区

指定
番号

商　　号 電話番号

194 酒井水道工業所 大阪市 福島区 海老江7-3-5 06-6451-1421

295 大谷工業㈱ 大阪市 福島区 鷺洲2-12-20 06-6451-3916

772 五建工業㈱大阪支店 大阪市 福島区 福島1-4-40 06-6341-5711

843 ㈱福本設備商会 大阪市 福島区 玉川3-3-30 06-6443-4515

1224 瀬部工業所 大阪市 福島区 吉野1-10-21 06-6443-3218

1860 東永水道 大阪市 福島区 吉野5-2-11 06-4977-1116

営業所所在地

25/28



港区

指定
番号

商　　号 電話番号

329 髙岡水道商会 大阪市 港区 磯路3-5-21 06-6571-4965

427 西本設備工業㈱ 大阪市 港区 弁天4-11-22 06-6572-1845

637 山川設備工業所 大阪市 港区 市岡1-5-14 06-6573-8234

744 松浦水道工業所 大阪市 港区 弁天5-10-26 06-6573-6864

757 島尾建設㈱ 大阪市 港区 三先1-7-17 06-6572-4319

789 ㈱カタオカ 大阪市 港区 磯路3-20-23 06-6577-8831

797 ㈱岡元工業所 大阪市 港区 夕凪1-10-9 06-6575-2300

998 奥村組土木興業㈱ 大阪市 港区 弁天6-1-3 06-6573-9855

1160 島尾水道 大阪市 港区 田中3-3-13 06-6573-0925

1738 ㈱幸邦 大阪市 港区 三先2-5-12 06-6571-6158

1849 ㈱ソイルテクノ 大阪市 港区 海岸通3-2-12 06-6573-1646

1965 ㈲さくら工業 大阪市 港区 磯路3-18-9 06-6575-5115

2050 西田工業所 大阪市 港区 磯路2-5-5 06-6574-6785

2052 ㈲金光土木 大阪市 港区 港晴4-18-15 06-6573-2541

営業所所在地
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都島区

指定
番号

商　　号 電話番号

3 ㈱小山水道技術研究所 大阪市 都島区 中野町4-7-8 06-6351-9498

10 ㈱長田工業所 大阪市 都島区 網島町8-2 06-6353-6461

100 ㈱前田商会 大阪市 都島区 片町2-7-7 06-6352-0288

150 ㈱三井工業所 大阪市 都島区 都島中通3-9-2 06-6928-3361

292 丸住㈱ 大阪市 都島区 高倉町3-13-25 06-6922-4441

425 三光設備工業㈱ 大阪市 都島区 内代町1-5-6 06-6953-0265

564 ㈱錦 大阪市 都島区 都島南通2-9-25 06-6923-7647

565 ㈲城北水道 大阪市 都島区 大東町2-13-19 06-6180-7741

601 大貴設備㈱ 大阪市 都島区 都島本通3-25-1 06-6923-2361

740 西部技研工業㈱ 大阪市 都島区 都島本通4-11-27 06-6924-3131

752 大倉設備工業所 大阪市 都島区 大東町1-5-2 06-6928-4563

898 ㈱オーテック板倉 大阪市 都島区 御幸町1-4-27 06-6925-6561

922 ㈱英伸商会 大阪市 都島区 都島北通1-18-2 06-6922-7087

1411 ㈱ミタカ工業 大阪市 都島区 御幸町1-2-31 06-6929-2300

1457 マリオ水道設備㈱ 大阪市 都島区 中野町3-11-33 06-6135-0343

1770 ㈱ツカサ 大阪市 都島区 御幸町1-3-2 06-6923-7848

1787 ㈱ＨＳ協和 大阪市 都島区 都島本通1-2-22 06-6925-1821

1840 Ｍs works 大阪市 都島区 友渕町1-7-39 06-6926-2768

1881 ㈱弥生設備工業 大阪市 都島区 友渕町1-5-85-23 06-6180-3471

1895 ㈲星和メンテナンス 大阪市 都島区 大東町2-13-8 06-6921-3257

営業所所在地
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淀川区

指定
番号

商　　号 電話番号

2 小原工業㈱ 大阪市 淀川区 木川東3-5-21 第三丸善ビル7-G号室 06-6195-1229

130 三機工業㈱関西支社 大阪市 淀川区 宮原3-4-30 06-6350-8100

191 伊勢間水道商会 大阪市 淀川区 田川2-4-38 06-6301-0901

215 ㈱朝日工業社大阪支社 大阪市 淀川区 加島1-58-59 06-6302-2275

222 敷島煖房工業㈱ 大阪市 淀川区 東三国3-5-14 06-6393-2021

239 岩田機動工業㈱ 大阪市 淀川区 新高5-13-5 06-6393-7001

261 ㈱三国水道商会 大阪市 淀川区 東三国4-19-8 06-6392-1131

304 第一工業㈱大阪支店 大阪市 淀川区 西宮原2-1-3 SORA新大阪21 10階 06-6399-8106

330 扶桑管工業㈱大阪支店 大阪市 淀川区 西中島4-3-22 新大阪長谷ビル2階 06-6304-0777

371 川崎設備工業㈱西部支社 大阪市 淀川区 宮原4-1-14 06-6396-8400

408 冨士水道㈱ 大阪市 淀川区 西中島3-1-11 06-6301-3349

438 ㈱阿部水道工業所 大阪市 淀川区 三津屋中2-15-8 06-6302-2185

463 ㈲木川水道工業所 大阪市 淀川区 木川東2-18-14 06-6301-7289

495 島設備工業㈱ 大阪市 淀川区 木川東3-8-4 06-6303-7631

626 主計管工㈱ 大阪市 淀川区 西中島6-9-5 06-6304-7281

720 ㈱ネッケン 大阪市 淀川区 田川2-5-20 06-6301-4592

774 中島工業㈱ 大阪市 淀川区 宮原2-14-14 06-6392-8008

839 上田設備工業㈱ 大阪市 淀川区 塚本2-3-21 06-6301-8798

896 ㈱戸田設備工業所 大阪市 淀川区 塚本6-1-13 06-6885-7070

943 オー・ケイ・エス㈱ 大阪市 淀川区 東三国2-12-4 06-6399-5945

1082 光プラントシステム㈱ 大阪市 淀川区 宮原1-3-3 06-4807-8321

1192 ㈲近藤土木興業 大阪市 淀川区 田川1-15-25 06-6309-0363

1225 ㈲西岡水道工業所 大阪市 淀川区 塚本4-16-43 06-6304-1588

1256 ㈱モリテック 大阪市 淀川区 木川東2-8-29 06-6886-2028

1407 児玉設備工業 大阪市 淀川区 木川西1-13-5 06-6390-5144

1441 咲山建設㈱ 大阪市 淀川区 宮原2-1-37 06-6150-1060

1610 ㈲シンコーハウス 大阪市 淀川区 西三国1-9-34 06-6350-5588

1628 Ｊサービス戸田㈱ 大阪市 淀川区 塚本6-1-13-301 06-6885-7005

1649 マエストロ㈱ 大阪市 淀川区 十三元今里1-13-15 06-6885-5535

1729 ㈲前田設備工業 大阪市 淀川区 新高1-5-4 06-6152-6513

1771 タクミ・エンジニアリング㈱ 大阪市 淀川区 木川東3-4-18 06-6305-5686

1815 ㈱吉村組 大阪市 淀川区 西中島7-8-4 06-6301-6789

1952 門前組 大阪市 淀川区 木川東1-10-22 新大阪ファミール東406号 06-6302-6999

2036 森田設備 大阪市 淀川区 三国本町2-17-9 06-6393-3454

営業所所在地
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