
令和3年2月1日現在

指定工事業者名 代表者氏名 営業所の所在地 電話番号

株式会社 ニシジマ工業所 西島　俊彦 相楽郡精華町桜が丘3丁目31番地2 0774-72-9547

株式会社 佐々木設備 佐々木　孝夫 木津川市木津町内垣外125-5 0774-72-0887

藤原設計工務 有限会社 藤原　茂 木津川市山城町綺田山際26 0774-86-4127

有限会社 桜井工務店 的場　康之 木津川市相楽鳥井35番地12 0774-72-5169

中尾電気商会 中尾　勇 相楽郡和束町撰原御明平28の2 0774-78-2986

宮城建設 株式会社 宮城　健 木津川市木津川端16-3 0774-72-0241

有限会社 松尾商店 松尾　隆次 綴喜郡井手町多賀下川28番地の1 0774-82-2234

大橋設備 大橋　萬貴美 木津川市加茂町銭司金鋳山18-4 0774-76-5802

永栄工業 株式会社 永野　義久 木津川市市坂久保川38番地 0774-72-1665

近畿ハウジング 株式会社 西島　克浩 木津川市木津南後背217番地2 0774-72-8655

有限会社 石田電機工業所 石田　進 木津川市加茂町大野大野37番地 0774-76-2302

有限会社 三木設備 三木　貴世志 京都市南区上鳥羽川端町27-1 075-681-8380

有限会社 桶七商店 吉田　実 木津川市加茂町里東鳥口16番地 0774-76-5526

株式会社 ツジモト 辻元　勝利 京田辺市三山木西羅15-9 0774-63-5488

棚橋工業所 棚橋　一郎 京都市伏見区向島津田町70-56 075-622-0565

森下住設 株式会社 森下　美千代 木津川市木津町瓦谷49-5 0120-53-2877

株式会社 小薮設備 小籔　智孝 綴喜郡井手町多賀新造21-1-A 0774-99-4771

リブ 車谷　行義 相楽郡精華町桜が丘2丁目20-7 0774-72-1620

株式会社 村雲商店 村雲　恒尚 京田辺市普賢寺上大門40 0774-62-4374

株式会社 西堀水道商会 西堀　政信 京田辺市花住坂1丁目65-1 0774-62-4840

株式会社 岩井工務店 岩井　祐治 木津川市加茂町大野西丑谷84番地1 0774-76-2841

株式会社 彩光 山口　正宏 宇治市伊勢田町新中ノ荒38-8 0774-44-5630

株式会社 清水エンジニアリング 清水　勝文 木津川市相楽城下146番地1 0774-73-0011

株式会社 西脇産業 北　健之助 木津川市加茂町美浪椚5番 0774-76-7070

有限会社 白川設備 白川　楢耕 木津川市吐師郷和田2番地 0774-73-0456

日本開発興業 株式会社 古田　一馬 相楽郡精華町大字祝園小字下久保田5番地1 0774-94-5491

有限会社 オオツカ 大塚　義博 木津川市加茂町里中門伝17 0774-76-2759

高橋商事 株式会社 高橋　良成 木津川市木津川原田34-16 0774-72-0643

有限会社 三洋工業 藤田　洋光 京都市左京区岩倉花園町247番地1 075-711-3449

長尾工業 株式会社 伊藤　康司 京都市南区吉祥院石原南町10番地 075-661-0004

木津上下水道事業協同組合 佐々木　孝夫 木津川市木津町西垣外32番地2 0774-72-3041

株式会社 高畠設備 高畠　一馬 木津川市山城町北河原内畑56番地3 0774-86-2678

マツモト工業 株式会社 松本　真弥 相楽郡精華町桜が丘4-10-6 0774-72-5157

日皆田建設 株式会社 松本　幸夫 木津川市相楽台7丁目15-18 0774-72-3730

有限会社 ジーエム工業 田村　祥榮 宇治市伊勢田町中ノ荒60番地13 0774-44-5686

日垣水道設備 株式会社 日垣　喜広 宇治市槇島町吹前88番地 0774-28-4161

有限会社 泉伸工業 竹村　啓司 京田辺市田辺15 0774-62-0248

株式会社 ウイシステム淀 鈴木　顕一 京都市伏見区淀池上町79番地の1 075-631-3317

交南設備 株式会社 嶋田　愛親 八幡市下奈良今里10番地の4 075-971-3037

澄屋 西出　直澄 宇治市五ヶ庄戸ノ内7-88 0774-32-2711

青山設備工業 青山　心 相楽郡精華町祝園出森17-6 0774-27-4470

有限会社 末廣設備工業 末廣　ヨゼフ 城陽市市辺西川原96番地7 0774-55-0564

木下設備 株式会社 木下　明子 相楽郡精華町光台7丁目16番地3 0774-94-3644

メロー住設 近藤　英昌 木津川市木津宮ノ内１番地21 0774-51-5050

株式会社 巖建設工業 木村　佳子 綴喜郡井手町井手梅ノ木原72-1 0774-82-3790

叶機械設備工業 叶　国生 八幡市戸津正ノ竹23 075-981-0538

日本設備工業 株式会社 向井　正明 京都市南区西九条菅田町29番地 075-682-5152

有山農工社 株式会社 有山　久一 相楽郡精華町北稲八間中垣外3 0774-93-2388

株式会社 宮原工業 宮原　純一 京都市南区上鳥羽清井町36番地2 075-681-3717

吉田工業 株式会社 開原　菜稲美 京田辺市山手東1丁目6番地2 0774-63-6316

株式会社 北浦工業所 久保　俊介 長岡京市勝竜寺巡り原13番地 075-951-7351

株式会社 前田工業所 前田　安儀 木津川市木津町西垣外73番地 0774-72-0335
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才治設備 才治　正敏 木津川市市坂北畑26番地 0774-72-3279

株式会社 藤本工業 藤本　美也 宇治市伊勢田町浮面31-1 0774-46-5050

俺達の 株式会社 宮越　匠太郎 京都市伏見区久我御旅町1-2 075-204-4498

有限会社 柴田ポンプ水道工業所 柴田　昭博 綴喜郡井手町井手里6-3 0774-82-3072

株式会社 大西商店 大西　正晃 綴喜郡井手町井手柏原68番地 0774-82-2056

株式会社 e-Naturally 米倉　浩史 相楽郡精華町精華台4丁目21-2 0120-989-753

株式会社 ハヤシ住宅設備 林　壽男 城陽市寺田樋尻104-1 0774-53-2407

株式会社 寿設備工業 林　真悟 宇治市神明宮東85番地14 0774-23-8438

北村工業 株式会社 北村　晋一 京都市右京区嵯峨朝日町22-54 075-881-0001

マルコウ設備 株式会社 木下　孝司 相楽郡精華町狛田一丁目17番地2 0774-93-0025

有限会社 聖工業 下川　俊一 木津川市加茂町里土堀41-6 0774-76-4282

東石油店 東 　真寛 相楽郡和束町原山小瀬谷53-1 0774-78-3019

有限会社 引間水道工業 引間　晴哉 木津川市市坂北畑19 0774-72-1161

有限会社 森菊鉄工 森本　和樹 木津川市鹿背山鹿口29番地 0774-72-0326

株式会社 すぎもと 杉本　則行 木津川市木津町内垣外1番地 0774-72-8460

ナクラ設備 名倉　茂美 京都市右京区西京極新明町80 075-312-7167

株式会社 関西設備 新田　桂丈 木津川市梅美台3丁目17番地の4 0120-72-6929

株式会社 東海林鉄工 東海林　茂 木津川市木津南後背31 0774-72-0533

アイテム 株式会社 下宮　貴世 宇治市五ケ庄福角69-6 0774-33-7040

藤原建設 株式会社 藤原　正秀 木津川市木津池田30番地1 0774-72-4414

山岡建設 株式会社 奥野　安眞 木津川市木津南垣外40番地11 0774-72-4170

有限会社 太田工業 太田　義宏 宇治市槇島町十六42番地の14 0774-23-9268

株式会社 マエダ 前田　憲彦 宇治市五ヶ庄戸ノ内7-88 0774-32-2711

喜多商店 株式会社 喜多　俊夫 相楽郡精華町祝園杉本14番地3 0774-94-3010

株式会社 谷建工業 谷　宏 木津川市山城町綺田南河原101番地31 0774-86-4345

株式会社 矢島工務店 矢島　敏次 木津川市山城町綺田南河原106番地7 0774-86-5085

ハラダ建工 原田　正一 木津川市山城町綺田正天103-2 0774-86-5587

大和住建 株式会社 岩井　芳彦 相楽郡精華町北稲八間甲斐ノ元12番地4 0774-94-4149

フルカワプラマーズ 古川　賀啓 木津川市山城町平尾不知田80-2 0774-26-1607

平安衛生開発 株式会社 大谷　信之 京田辺市多々羅中垣内7番地 0774-62-1732

林設備工業 株式会社 林　靖之 木津川市吐師前ノ橋33番地1 0774-73-3444

株式会社 橋本工業 橋本　昌詔 京都市南区上鳥羽山ノ本町40番地3 075-661-3221

有限会社 三吉屋 岡嶋　克明 木津川市山城町上狛南荒堀19番地 0774-86-2112

株式会社 芝越設備 芝越　宏嗣 木津川市加茂町里中森1 0774-76-4854

株式会社 堀建設 堀　智彦 木津川市加茂町河原尻江19番地 0774-76-5012

ＫＫ設備 木村　幸司 城陽市寺田尼塚68-106 0774-52-7806

小寺工務店 小寺　正能 木津川市加茂町観音寺今辻43番地 0774-76-3364

株式会社 平城設備 岡西　浩希 木津川市州見台1-27-14-106 0120-32-8391

日新工業 株式会社 浦井　秀男 京都市伏見区東朱雀町930番地 075-622-4381

吉廣建設 株式会社 吉田　一郎 木津川市鹿背山熊ヶ崎44-1 0774-72-1967

株式会社 藤原工務店 藤原　健 相楽郡精華町柘榴出口9番地 0774-72-0615

株式会社 村瀬設備 村瀬　治男 相楽郡精華町菱田十ノ坪42-10 0774-94-5115

山田工業 株式会社 山田　章治 宇治市槇島町薗場29番地76 0774-22-5332

有限会社 吉岡設備 吉岡　廣之 木津川市加茂町北上大田41-1 0774-76-0550

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

株式会社 ＫＯＳＥＩ 松尾　修 木津川市山城町平尾三所塚77番地3 0774-86-5202

合名会社 光橋商店 光橋　真理 木津川市木津殿城95番地 0774-72-0097

ワイジーテック 柳　清志 木津川市市坂高座44-3 0774-27-6863

岡本建設 株式会社 岡本　隆二 木津川市山城町綺田高島6番地1 0774-86-2951

イワオ産業 株式会社 大上　美由紀 木津川市相楽清水30番地 0774-73-8445

井筒工務店 井筒　隆義 木津川市木津神田64の8 0774-72-4716

京都南設備 南　芳男 亀岡市下矢田町東法楽寺54番地19 0771-24-7161
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森崎建築 森崎　康之 木津川市加茂町辻下垣外11 0774-76-2754

株式会社 松石機械店 松石　一則 相楽郡和束町南大生水46番地 0774-78-3033

株式会社 アクア木津川支店 井上　昌司 木津川市木津南後背159番地18 0774-72-6453

和泉設備工業 株式会社 車谷　裕正 木津川市兜台2-3-21 0774-72-3435

三浦工業 三浦　宏紀 木津川市州見台1丁目17番地13 0774-71-0137

Life Line 近藤　嘉造 木津川市木津南後背100-2 0774-71-0580

株式会社 美杉設備工業 上埜　洋晃 京田辺市大住野上65-49 ｴｸｾﾚﾝｽｳﾞｨﾗ87 B号 0774-64-2029

中田商店 中田　正生 綴喜郡井手町井手柏原20-1 0774-82-2605

有限会社 アクア工房 奥村　俊也 綴喜郡井手町井手平山22-15 0774-82-3321

株式会社 伸興水道工業 寺嶋　伸太 八幡市内里蜻蛉尻4-1 075-981-4528

株式会社 玄工業 金山　玄右 宇治市小倉町堀池21番地の22 0774-23-8317

吉田設備工業 吉田　一己 相楽郡精華町光台4丁目31-16 0774-95-3212

株式会社　岸本設備 岸本　輝次 相楽郡精華町光台九丁目28番地17 0774-95-0246

株式会社　都ウイズテック 山品　文昭 京田辺市三山木南山26-1-108 090-3841-7549

株式会社　タナテック 濟藤　亮盛 木津川市木津宮ノ裏102‐6 0774-26-2721

株式会社　クラシアン 鈴木　一也 京都市南区上鳥羽藁田23-2 075-682-2761

株式会社　藤野設備工業 藤野　貴行 京都市伏見区竹田泓ノ川町41-1 075-602-7479

株式会社　ミヨシテック 永谷　顕 長岡京市神足拾弐13-1 072-827-3355

イバライケ設備　株式会社 茨池　直人 京田辺市薪小山52-1 ハートフルマンション302 0774-68-0711

株式会社　TKP 小林　竜哉 相楽郡精華町光台9丁目11-22 0774-93-0272

アクア 川東　昌子 木津川市木津南後背159-18 0774-72-6453

株式会社 原田組 原田　隆雄 城陽市寺田正道33番地 0774-52-2614

京設工業 株式会社 加藤　友幸 京都市右京区梅ケ畑中田町4-10 075-881-7335

柴田設備 柴田　昇 綴喜郡井手町井手西山79-46 0774-82-4792
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