
木津川市指定給水装置工事事業者一覧（市外業者・五十音順・平成２９年１０月１日現在）

氏名又は名称 住　　所 電話番号

ＩＳＤ工業 奈良県奈良市平松３丁目１１番１３－２０１号 0774-75-2174

アイテム株式会社 京都府宇治市五ヶ庄福角６９番地の６ 0774-33-7040

青山設備工業 京都府相楽郡精華町大字祝園小字出森１７番地６ 0774-27-4470

株式会社明由工業 大阪府寝屋川市池田北町９番１２号 072-838-9000

有限会社アクア工房 京都府城陽市寺田宮ノ谷２９番地の１６４ 0774-52-9703

株式会社アクアサービス 大阪府豊中市庄内栄町四丁目５番７号 06-6335-1211

株式会社アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀８番８号　第１ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ６F 082-502-6644

有山農工社株式会社 奈良県生駒市高山町４１０３番地の１ 0743-78-4122

株式会社e-Natullary 奈良県奈良市西九条町３丁目３番１１号 0742-62-1523

株式会社イースマイル 大阪府大阪市浪速区敷津東三丁目７番１０号　ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ 06-6631-7449

株式会社石橋設備 奈良県奈良市法蓮町３４４番地の５ 0742-26-5331

和泉設備工業株式会社 奈良県奈良市西登美ヶ丘1丁目5-8 0742-45-8051

株式会社稲葉設備 奈良県奈良市北永井町４１９番地 0742-64-6018

稲見管工 大阪府堺市南区桧尾１１４３番地５ 072-293-3498

イワオ産業株式会社 奈良県奈良市五条畑１丁目１９番１２号 0742-40-1003

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

株式会社ウエダ 京都府亀岡市河原町７７番地 0771-22-1890

株式会社エーライフ 大阪府摂津市鳥飼西二丁目３６番５号 072-653-2551

株式会社大上設備 奈良県奈良市五条畑１丁目１９番１２号 0742-47-0178

株式会社ＯＨＣ 京都府綴喜郡井手町大字井手小字南猪ノ阪３番地１ 0774-82-9292

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

株式会社大西商店 京都府綴喜郡井手町大字井手小字柏原６８番地 0774-82-2056

俺達の株式会社 京都府京都市伏見区久我御旅町１－２ 075-204-4498

香川設備工業所 奈良県奈良市神殿町１９６番地の３７ 0742-61-1789

株式会社学研都市設備 大阪府枚方市茄子作東町５番２号 0720-53-0015

株式会社河南開発 大阪府南河内郡河南町大字寛弘寺８４５番地 0721-93-2173

カネミ設備工業 京都府長岡京市神足太田１番７号 075-953-3355

叶機械設備工業 京都府八幡市戸津正ノ竹２３番地 075-981-0538

株式会社関西設備 奈良県奈良市神功５丁目２番地の２９ 0742-72-2929

菊池設備 奈良県奈良市神殿町４９番地２ 0742-61-2435

株式会社岸本設備　精華営業所 京都府相楽郡精華町光台６丁目３９ー２ 0774-95-0246

株式会社北浦工業所 京都府長岡京市勝龍寺巡り原１３番地 075-951-7351

北沢産業株式会社 京都府城陽市平川東垣外４０番地の１ 0774-52-5111

喜多商店株式会社 京都府相楽郡精華町大字祝園小字杉本１４番地３ 0774-94-3010

北村工業株式会社 京都府京都市右京区嵯峨朝日町２２番地の５４ 075-881-0001

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

有限会社共栄住設 奈良県奈良市四条大路５丁目４番３５号 0742-33-2803

京都南設備 京都府亀岡市下矢田町東法楽寺５４番地１９ 0771-24-7161

株式会社草川水道工業所 大阪府枚方市出口２丁目１７番５号 072-835-7778

株式会社クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目２番地１ 0120-500-500

ＫＫ設備 京都府城陽市寺田尼塚６８番地の１０６ 0774-52-7806

株式会社玄工業 京都府宇治市小倉町堀池２１番地の２２ 0774-23-8317

株式会社剛建 大阪府堺市美原区北余部４０番地３５ 072-369-0470

交南設備株式会社 大阪府枚方市津田元町１丁目７番２号 072-858-5571

株式会社広和 奈良県奈良市法華寺町６３０－１５ 0742-35-0820

株式会社寿設備工業 京都府宇治市神明宮東８５番地の１４ 0774-23-8438

株式会社小西水道工業所 大阪府寝屋川市木屋町８番８号 0720-32-0220

株式会社小薮設備 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字新造２１番地１－Ａ 0774-99-4771

近藤重機工業 奈良県奈良市西大寺２０６４－６ 0742-53-1221

株式会社彩光 京都府宇治市伊勢田町新中ノ荒３８番地の８ 0774-44-5630

株式会社サカキ建設工業所 奈良県奈良市宝来四丁目２９番１１号 0742-48-2220

阪本建設株式会社 京都府八幡市八幡軸６０番地の１ 075-981-7859

澤野建設 京都府久御山町大字森小字中内１５９番地５ 075-631-5518

株式会社サン・エス 奈良県奈良市法華寺町１２７３番地 0742-34-6201

株式会社三企水道工業所 奈良県奈良市法華寺町６６５番地 0742-33-5331

株式会社サンコーハウス 大阪府守口市淀江町１番３号 06-6901-5000

有限会社三洋工業 京都府京都市左京区岩倉花園町２４７番地１ 075-711-3449

三和管工株式会社 大阪府東大阪市御厨西ノ町二丁目３番１８号 06-6787-2085

シー・アイ・アール株式会社 京都府城陽市奈島７番地の１ 0774-55-4103

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

株式会社シーテック 京都府相楽郡精華町祝園西１丁目４番地２ 0774-93-1219

有限会社柴田ポンプ水道工業所 京都府綴喜郡井手町大字井手小字里６番地の３ 0774-82-3072

株式会社城陽水道建設 京都府城陽市長池里開３３番地 0774-52-1277

有限会社白雪建設 大阪府門真市下島頭３３３番地の７ 072-887-7345

株式会社シンエイ 大阪府大阪市中央区谷町２－４－３　アイエスビル９Ｆ 06-6944-7797
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株式会社伸興水道工業 京都府八幡市内里蜻蛉尻４番地の１ 075-981-4528

伸成工業株式会社 京都府城陽市奈島内垣外４８番地 0774-55-7970

株式会社すいしん設備工業 大阪府枚方市津田西町１丁目３番５－１号 072-894-8555

水道ホームサービス 大阪府和泉市室堂町５番地の１ （2-1306） 0725-57-8288

有限会社末廣設備工業 京都府城陽市市辺西川原９６番地７ 0774-55-0564

有限会社杉本配管 京都府京田辺市三山木初〆２１番地の４ 0774-62-0462

澄屋 京都府宇治市五ケ庄戸ノ内７番地の８８ 0774-32-2711

有限会社泉伸工業 京都府京田辺市田辺１５番地 0774-62-0248

株式会社相互技研 大阪府羽曳野市野５５７番地の１ 072-938-3123

大喜設備工業株式会社 京都府京都市西京区桂徳大寺南町４３番地 075-392-3898

大作工業株式会社 大阪府大東市諸福３丁目８番８号 072-873-5454

大東設備工業株式会社 奈良県奈良市紀寺町８０７番地の３ 0742-22-1308

大和建設工業 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字角田２８番地の１ 0774-94-4631

大和住建株式会社 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字甲斐ノ元１２番地の４ 0774-94-4149

髙井設備商会 奈良県大和高田市大字土庫２３６番地の２ 0745-22-0849

高嶋設備株式会社 大阪府枚方市藤阪元町２丁目１番５号 0720-57-4151

髙野建設株式会社 京都府京都市南区吉祥院西浦町２５番地１ 075-691-0069

髙野工業株式会社 京都府京都市南区吉祥院西浦町２５番地１ 075-696-6677

有限会社タカラハウジング 京都府城陽市久世南垣外６番地６ 0774-56-6900

株式会社竹中ガス住設センター　奈良
事業所

奈良県大和郡山市北郡山町１１２－５ 0743-54-8516

田中組 京都府綴喜郡井手町大字井手小字北猪ノ阪４７番地 0774-82-3368

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

タナベ管工 京都府京田辺市草内八田４６－２１ 0774-63-6759

株式会社谷垣工業所 奈良県奈良市三碓６丁目８番５４号 0742-45-0123

谷村工機 京都府城陽市長池北裏７１番地の１０ 0774-52-0122

谷村電気商会 京都府京田辺市三山木東角田３９番地２ 0774-62-0502

ＷＰナガイ 大阪府大阪市平野区瓜破西３丁目２番４１号 06-6700-1208

辻建設株式会社 奈良県奈良市下狭川町２１１５番地の１ 0742-95-0712

株式会社テイサンハウス 京都府亀岡市南つつじヶ丘桜台２丁目１４番地９号 0771-25-3115

土井設備工業 奈良県北葛城郡當麻町大字當麻５０番地 0745-48-4957

有限会社東和技研工業 奈良県宇陀市榛原額井１０６８番地 0745-82-4127

株式会社徳田工業 京都府相楽郡精華町大字祝園小字水車２１番地１ 0774-94-2722

鳥山工業 兵庫県尼崎市上ノ島町３丁目８番２５－３０５号 06-6428-8544

株式会社ドリームホームアップ 奈良県奈良市青山３丁目１番地　１３－４０１号 0742-25-0991

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

中尾電気商会 京都府相楽郡和束町大字撰原小字御明平２８番地の２ 0774-78-2986

中田商店 京都府綴喜郡井手町大字井手小字柏原２０番地１ 0774-82-2605

有限会社中田設備 京都府久世郡久御山町大字林小字中垣内６番地 0774-43-4477

仲野水道設備株式会社 奈良県生駒市谷田町８０８番地 07437-4-6800

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

株式会社ニシジマ工業所 京都府相楽郡精華町桜ヶ丘３丁目３１番地２ 0774-72-9547

株式会社西日本設備 大阪府大阪市北区東天満一丁目６番８号　ﾗｼｰﾇ東天満902 06-4801-9971

株式会社西堀水道商会 京都府京田辺市花住坂１丁目６５番地１ 0774-62-4840

株式会社ニシムラ 大阪府大東市新田本町１８番２号 072-871-5090

株式会社西山設備工業 奈良県奈良市秋篠町１２４３番地の２ 0742-41-2480

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

株式会社日神設備 奈良県奈良市高畑町７１４番地 0742-26-6080

株式会社新田水道 奈良県奈良市神功３丁目７番地の２５ 0742-71-3300

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

日本設備工業株式会社 京都府京都市南区西九条管田町２９番地 075-682-5152

株式会社野村設備 大阪府東大阪市横枕西１１番６号 0729-64-9976

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

株式会社服部工業 滋賀県甲賀市信楽町神山２７２番地 0748-82-1240

株式会社ハヤシ住宅設備 京都府城陽市寺田宮ノ平３１番地の９ 0774-53-2407

株式会社原田組 京都府城陽市寺田正道３３番地 0774-52-2614

日垣水道設備株式会社 大阪府枚方市渚西２丁目６番１９号 072-848-6661

東石油店 京都府相楽郡和束町大字原山小字小瀬谷５３番地の１ 0774-78-3019

福井水道工業株式会社 奈良県奈良市法蓮町１５２番地の１ 0742-33-6811

富士設備工業株式会社 奈良県奈良市あやめ池南７丁目８５８番地 0742-43-0012

伏見管工株式会社 京都府京都市伏見区深草谷口町５０番地４ 075-643-2800

株式会社藤本工業 京都府宇治市伊勢田町浮面３１番地の1 0774-46-5050

藤本ハウジング株式会社 奈良県奈良県生駒郡平群町吉新１丁目２番１１号 0745-45-0123

株式会社藤原工務店 京都府相楽郡精華町大字柘榴小字出口９番地 0774-72-0615

平城設備 奈良県奈良市西ノ京町１番地の３７ 0742-94-5200
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株式会社北洋工機 京都府京田辺市水取平１５番地の５ 0774-63-7210

株式会社堀井工務店 京都府城陽市寺田袋尻２１番地３ 0774-53-3232

株式会社マエダ 奈良県大和郡山市額田部寺町１５番地の１ 0743-56-5106

株式会社マキ水道設備 大阪府寝屋川市木屋町１２番１号 072-837-5517

株式会社松石機械店 京都府相楽郡和束町大字南小字大生水４６番地 0774-78-3033

有限会社松尾商店 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字下川２８番地の１ 0774-82-2234

松尾設備工業株式会社 京都府京都市左京区川端通二条上ル新生洲町１１５番地 075-761-4156

株式会社マック 大阪府守口市梶町１丁目４９番１２号 06-6902-7067

マツモト工業株式会社 京都府相楽郡精華町桜ヶ丘四丁目１０番地６ 0774-72-5157

マルコウ設備株式会社 京都府相楽郡精華町大字下狛小字車付１８番地ー１ 0774-93-0025

有限会社三木設備 京都府京都市南区上鳥羽川端町２７番地１ 075-681-8380

株式会社美杉設備工業 大阪府枚方市長尾台４丁目１０番１３号 072-859-2369

三菱電機システムサービス株式会社
京都サービスステーション

京都府京都市伏見区竹田田中宮町８ 075-622-1181

宮幸建設株式会社 京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水２３番地 0774-78-3853

株式会社都ウイズテック 奈良県奈良市菅原町９番地の１ 0742-44-2081

株式会社宮﨑組 奈良県磯城郡川西町大字結崎４８９番地の１０ 0745-44-4588

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

株式会社ミヨシテック 大阪府寝屋川市石津元町１１番２２号 072-827-3355

ムカイ設備 奈良県奈良市南永井町２１１番地の１ 0742-62-3713

株式会社村雲商店 京都府京田辺市普賢寺上大門４０番地 0774-62-4374

村瀬設備工業所 京都府相楽郡精華町大字菱田小字十ノ坪４２番地９ 0774-94-5115

森川商行 京都府相楽郡和束町大字石寺小字向長尾２番地 0774-78-2444

有限会社森川設備 京都府八幡市川口東扇４－１２ 075-983-3013

森下住設株式会社 奈良県大和郡山市城南町５番３７号 0743-53-2277

株式会社森水道工業所 大阪府堺市北区新金岡町五丁７番３２８号 072-253-9224

株式会社森村設備 奈良県奈良市四条大路３丁目２番７３号 0742-34-6400

門前組 大阪府大阪市淀川区木川東１丁目１０番２２号　新大阪ﾌｧﾐｰﾙ東406号 06-6302-6999

山内設備工業 京都府相楽郡笠置町大字笠置小字芝崎３番地 0743-95-2255

株式会社山岸設備 大阪府寝屋川市堀溝１丁目９番２号 072-823-3325

ヤマギワ設備 京都府相楽郡精華町大字下狛小字上新庄７０番地 0743-94-2057

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

山本設備 大阪府枚方市宮之阪３丁目３１番５号 072-848-5940

有倖設備株式会社 奈良県奈良市富雄北３丁目１番４０号 0742-45-3430

株式会社ＵＤＩ　京都支店 京都府京田辺市大内内山４８番１ 0774-65-1015

吉田工業株式会社 京都府京田辺市山手東１丁目６番地２ 0774-63-6316

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

吉田風呂製作所 奈良県奈良市神殿町６４０番地 0742-61-2681

吉村工業株式会社 京都府相楽郡和束町大字別所小字中山３番地 0774-78-3533

株式会社絡南建設工業 京都府相楽郡精華町大字山田小字下川原１０番地１ 0774-73-6001

株式会社洛南設備工業所 京都府城陽市富野南清水６０番地の１ 0774-52-0254

株式会社リビングイワイ 奈良県奈良市右京１丁目３番地１ 0742-71-1002

リブ 京都府相楽郡精華町桜ヶ丘２丁目２０番地７ 0774-72-1620

ロイヤルホームセンター株式会社 習志
野店

千葉県習志野市東習志野６－７－１５ 0120-00-6186

ワイジーテック 奈良県奈良市柏木町３４３－１ 0742-55-2739


