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相 和 ㈲小佐建設 奈良市南庄町７９５番地 0742-95-0077 帯 解 タケモト 奈良市田中町３６９－６ 0742-63-1222

相和建設㈱ 奈良市須川町９９１番地の１ 0742-95-0230 竹本ハウジング 奈良市柴屋町３３番地の３ 0742-61-6533
㈲東部建設 奈良市下狭川町２８６６番地の１ 0742-95-2611 津田設備 奈良市田中町４４７番地の４ 0742-64-4658
宮司建設 奈良市北村町１７２番地 0742-95-0006 𠮷田設備 奈良市池田町１３６番地 0742-61-4841

柳 生 ㈱中南組 奈良市邑地町２４０３番地 0742-94-0700 明 治 ㈱ｅ－Ｎａｔｕｒａｌｌｙ 奈良市北永井町６０９－１ 0742-62-1523
田 原 ㈱今西住設ガスセンター 奈良市此瀬町３５３番地 0742-81-0022 ㈱稲葉設備 奈良市北永井町４１９番地 0742-64-6018

竹川建設 奈良市水間町６４３番地の１ 0742-81-5500 岡下設備工業所 奈良市神殿町２６２番地の２ 0742-61-4795
タツミ工務店 奈良市横田町４０８番地 0742-81-0623 ㈱菊池設備 奈良市神殿町４９番地２ 0742-61-2435
東尾建設 奈良市矢田原町１１２４番地 0742-81-0082 桐山水道工業所 奈良市北之庄町１３０番地の１ 0742-62-3515

㈱大安寺設備 奈良市南永井町７５番地２ 0742-61-0608
都 祁 今章工務店 奈良市都祁白石町９２１番地 0743-82-0002 南本電気㈱ 奈良市南永井町１０９番地の４０ 0742-61-5333

クボニシ建設 奈良市都祁白石町１１９２番地の２２６ 0743-82-2739 ムカイ設備 奈良市南永井町２１１番地の１ 0742-62-3713
神殿商店 奈良市上深川町１０１４番地 0743-84-0006 吉田風呂製作所 奈良市神殿町６４０番地 0742-61-2681
㈱澤田工務店 奈良市小倉町５６４番地 0743-84-0246 大 宮 中室商店 奈良市大宮町六丁目３番７号 0742-33-1331
西岡電気商会 奈良市藺生町６９０番地の１ 0743-82-0868 渡辺建設㈱ 奈良市三条宮前町２番１２号 0742-33-7108
㈱福西工務店 奈良市針町２６５２番地の２ 0743-82-1610 都 跡 家・水工房創楽㈱ 奈良市五条町１７番２８号 0742-35-0645

鼓 阪 石田組 奈良市川上町５１８－３ 0742-27-0045 鎌田設備 奈良市七条町１０７－１ 090-3670-6626
三和設備工業㈱ 奈良市川上町５７６番地の４ 0742-26-3845 ㈲共栄住設 奈良市四条大路五丁目４番３５号 0742-33-2803
はぎはら設備 奈良市雑司町１７２ 090-4297-1262 ㈲栄商会 奈良市四条大路五丁目６番１５号 0742-33-6104
丸野組 奈良市般若寺町１番地の６ 0742-26-3977 ㈲東川設備 奈良市柏木町３９０番地の１ 0742-33-0489

椿 井 ㈲サンスイ 奈良市西寺林町１７番地　コーポシマダ１Ｆ 0742-27-7342 ㈱福井商会 奈良市柏木町１７７番地 0742-33-5591
飛 鳥 大東設備工業㈱ 奈良市紀寺町８０７番地の３ 0742-22-1308 ㈱平城設備 奈良市西ノ京町１番地の３７ 0742-94-5200

タカマド工業 奈良市白毫寺町１４６番地 0742-31-6865 ㈱森村設備 奈良市四条大路三丁目２番７３号 0742-34-6400
中央工業 奈良市白毫寺町５３番地 090-3030-8178 神 功 ㈱関西設備 奈良市神功五丁目２番地の２９ 0742-72-2929
㈱ネクサス　奈良事務所 奈良市白毫寺町８３５-１　大和紀寺ビル４F 0742-25-3700 ㈱新田水道 奈良市神功三丁目７番地の２５ 0742-71-3300
㈲山崎住設 奈良市川之上突抜北方町１番 0742-94-3308 右　　　京 ㈱リビングイワイ 奈良市右京一丁目３番地の１ 0742-71-1002

朱　　　雀 弘田設備 奈良市朱雀六丁目１９番地の１２　Ａ１０２ 0742-71-6534
済 美 南 ㈱西井商店 奈良市南京終町五丁目２２３番地の１ 0742-61-2424 東登美ヶ丘 ㈱木村建材土木 奈良市押熊町２１３６番地 0742-48-1330
佐 保 台 ㈱ドリームホームアップ 奈良市佐保台西町９５－１１０６ 0742-70-3290 登美ヶ丘 和泉設備工業㈱ 奈良市西登美ヶ丘一丁目５番８号 0742-45-8051
佐 保 ㈱石橋設備 奈良市法蓮町３４４番地の５ 0742-26-5331 平 城 家包設備 奈良市中山町１６８６番地の３ 0742-48-0690

翔星建設㈱ 奈良市奈良阪町１０８５番地 0742-23-6768 Ｍｓ工業 奈良市山陵町１８ 0742-35-3914
菅原設備 奈良市法蓮町７２８－４ 0742-31-3830 晴和工業㈱ 奈良市中山町１１７７番地の３０ 0742-37-2915
奈良水道工業㈱ 奈良市奈良阪町２６７４番地の９ 0742-24-3188 ㈱西山設備工業 奈良市秋篠町１２４３番地の２ 0742-41-2480
田中設備 奈良市法蓮町８３２ 0742-55-9161 林設備工業㈱ 奈良市押熊町８４２番地の１ 0742-45-7166

佐 保 川 大西設備工業㈱ 奈良市法華寺町６６６番地 0742-33-6112 ㈱陽水奈良営業所 奈良市山陵町１２－２ 0742-81-3856
㈱光成建設 奈良市法華寺町１０６５番地 0742-33-7238 西大寺北 関西エアーシステム 奈良市西大寺北町三丁目５番６号 0742-45-7515
㈱広和 奈良市法華寺町６３０番地の１５ 0742-35-0820 三和建設㈱ 奈良市西大寺栄町３番７号 0742-36-1138
㈱三企水道工業所 奈良市法華寺町６６５番地 0742-33-5331 あやめ池 富士設備工業㈱ 奈良市あやめ池南七丁目８５８番地 0742-43-0012
㈱昭和設備工業所 奈良市法華寺町１９２番地の１ 0742-33-7858 伏 見 カガワ住設 奈良市疋田町二丁目４－１７ 0742-55-2477
福井水道工業㈱ 奈良市法蓮町１５２番地の１ 0742-33-6811 カワムラ工業 奈良市横領町４１３番地の３ 0742-41-9870
吉田機電㈱ 奈良市法華寺町２１３番１ 0742-35-9731 近藤重機工業 奈良市西大寺町２０６４番地６号 0742-53-1221

大 安 寺 香川設備工業所 奈良市八条三丁目７２９－３ 0742-61-1789 ㈲中西設備 奈良市菅原町６６９番地の１ 0742-46-1012
大安寺西 ㈲オズ設備 奈良市大安寺西一丁目２８８番地の６ 0742-35-6670 ㈱都ウイズテック 奈良市菅原町９－１ 0742-44-2081

國廣設備 奈良市四条大路南町１２番１２号 0742-34-0346 伏 見 南 イワオ産業㈱ 奈良市五条畑一丁目１９番１２号 0742-40-1003
中央設備 奈良市八条町３９４－１ 0742-32-3003 西興設備 奈良市平松二丁目３番１２号 0742-41-4897
野村設備 奈良市恋の窪三丁目５番Ｄ－２０２号 0742-77-0133 永田商会 奈良市平松三丁目６番１４－１号 0742-46-1092
㈱宮坂工務店 奈良市三条栄町１７番１１号 0742-33-8927 ㈱野矢設備工業所 奈良市平松三丁目２６番１８号 0742-43-7655

辰 市 粟田工業 奈良市西九条町二丁目９番地の３ 0742-62-0888 六 条 サカモト水道 奈良市六条西二丁目３番３号 0742-81-4377
㈲開都設備 奈良市東九条町９００番地の１ 0742-50-0701 三有設備 奈良市六条二丁目１１番６号 0742-47-8861
小堀水道 奈良市東九条町７１４－１ 0742-61-5819 俊幸建設 奈良市六条西四丁目４番１８号 0742-48-2013
㈲太陽設備工業所 奈良市西九条町三丁目６番１５号 0742-62-1245 護電気サービス 奈良市五条西二丁目１３番１号 0742-45-5910
谷田土木水道 奈良市西九条町二丁目１０番地の２ 0742-63-1140 ＫＵＲＥＡ 奈良市六条西一丁目１２番１１号 0742-41-0441
中西設備工業 奈良市杏町３１４番地 0742-62-0953 二 名 あすなろ設備建設 奈良市二名二丁目２４５８番地の３３ 0742-46-2427
中森設備 奈良市杏町１１９番地 0742-31-1470 富 雄 北 ㈲川浪工業所 奈良市富雄北三丁目２１番１７号 0742-45-1221
㈱マツイ 奈良市杏町７８番６ 0742-62-5060 裕設備 奈良市富雄川西二丁目１７番３号 0742-41-5660
やまと技建 奈良市杏町５６８番地の１　Ｂ－１０５ 090-8389-8679 三 碓 ㈱谷垣工業所 奈良市三碓六丁目８番５４号 0742-45-0123

㈱福電テック 奈良市三碓二丁目６番１１－１ 0742-48-2305
東 市 ㈱うさぎ 奈良市八島町２７０番地の２５ 0742-62-8762 ㈱大和中野建設 奈良市三碓六丁目８番５４号 0742-45-2303

カヤキ設備工業所 奈良市古市町１２２３番地の３ 0742-62-5647 富 雄 南 宇野設備 奈良市中町３３３７番地 0743-76-6631
藤本商店 奈良市古市町１２２３番地 0742-61-3794 ㈲きたでんき 奈良市中町５１０９番地の４ 0742-48-2355
山本建設工業 奈良市藤原町２５番地の１ 0742-61-0717 松田商事 奈良市菅野台１番３１号 0742-45-4386
𠮷田興業 奈良市古市町７２４番地の２ 0742-63-3574 ㈲和田設備 奈良市大和田町５７７番地 0742-45-7219

免田水道設備 奈良市古市町１３６５番地の１４ 0742-61-6991 富雄第三 竹田水道工業㈱ 奈良市中町２３５番地１ 0742-46-2955
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奈良県 ㈲アクア 奈良県大和高田市東中８３番地の４ 0745-22-9409 ㈲福田水道設備 奈良県宇陀市榛原篠楽２５６番地 0745-82-0798
㈱アダチ住設 奈良県磯城郡田原本町阪手１７１－１ 0744-33-4125 ㈱福田設備 奈良県天理市杉本町２９５番地の１ 0743-62-6335
有山農工社㈱ 奈良県生駒市高山町４１０３番地の１ 0743-78-4122 福田設備 奈良県生駒市小瀬町８９８番地１８ 0743-76-1038
安道管工㈱ 奈良県天理市二階堂上ノ庄町９５番地９２ 0743-64-0760 ベターメント 奈良県北葛城郡上牧町上牧４１１６－６ 0745-71-8181
㈲泉電機工業 奈良県香芝市田尻１０４番地 0745-76-6958 本間設備 奈良県生駒市壱分町１４６１番地１ 0743-76-8853
井上水道工業所 奈良県天理市勾田町３５番地の５ 0743-62-4381 ㈱マエダ 奈良県大和郡山市額田部寺町１５番地の１ 0743-56-5106
岩田設備工業 奈良県御所市大字三室６５０番地１ 0745-63-2329 増田設備工業㈱ 奈良県天理市中町６４番地 0743-64-0009
ウエノ住器サービス 奈良県橿原市飯高町３４６番地 0744-25-5216 ㈱松本工業所 奈良県生駒郡斑鳩町龍田四丁目８番２０号 0745-74-1979
㈱植木工業 奈良県生駒市俵口町６８７番地 0743-86-4554 ㈱マンヨー橿原営業所 奈良県橿原市鳥屋町１－２５ 0744-46-9908
エイリュウ設備サービス㈱ 奈良県大和高田市市場７９２－１６ 0745-22-3833 三浦産業㈱ 奈良県大和郡山市南郡山町４６８番地 0743-53-2617
㈱エス・イー 奈良県北葛城郡王寺町畠田五丁目１５番２１号 0745-32-3399 ㈱水野設備 奈良県宇陀市榛原区笠間２１８２番地 0745-82-0406
ＳＴＳ設備工業 奈良県天理市永原町７３番地２０ 0743-85-5472 ㈱宮﨑組 奈良県磯城郡川西町大字結崎４８９番地の１０ 0745-44-4588
Ｆ・Ｓ 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西二丁目３番１２－２０３号 0745-44-8158 森下住設㈱ 奈良県大和郡山市城南町５番３７号 0743-53-2277
大角工業 奈良県生駒郡斑鳩町小吉田２－３８－１ 0745-75-6609 森信設備工業 奈良県大和郡山市藤原町２－１２ 0743-20-6806
岡田水道工業所 奈良県天理市檜垣町４３１番地 0743-67-1507 友和工業㈱ 奈良県生駒市萩の台８９０番地の１６ 0743-77-7060
㈱岡本設備 奈良県北葛城郡上牧町米山台五丁目５番５号 0745-77-5541 ㈱𠮷川水道設備 奈良県磯城郡田原本町大字法貴寺１５８３番地 0744-33-3488
㈱越知設備 奈良県生駒市小明町１５４７番地６ 0743-75-6698 ㈱吉川設備 奈良県生駒郡三郷町信貴ケ丘三丁目７－１ 0745-32-6000
㈲カキモト設備 奈良県北葛城郡王寺町元町二丁目１番１７号 0745-72-4060 ㈱𠮷田設備 奈良県生駒郡三郷町立野北三丁目６番３号 0745-32-5088
梶本水道工業 奈良県香芝市下田西２丁目５番１２号 0745-76-1414 渡辺設備工業㈱ 奈良県大和高田市田井新町３番１７号 0745-22-1768
㈱学研都市設備　生駒支店 奈良県生駒市北田原町２４５２番２１ 0743-79-3271 大阪府 ㈱アクアサービス 大阪府豊中市庄内栄町四丁目５番７号 06-9335-1211
㈱葛城設備 奈良県香芝市上中１２０番地の２ 0745-76-5002 アクア設備工業 大阪府東大阪市中石切町四丁目１０－２０ 072-968-7137
葛城設備 奈良県大和高田市東中二丁目１０番５-１号 0745-61-5503 ㈱イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目７番３号 06-7739-2525
近畿総合建築㈱ 奈良県大和高田市南今里町１２番１７号 0744-23-2250 馬木工業㈱ 大阪府柏原市片山町１－６ 072-977-8267
近畿プラミング 奈良県天理市佐保庄町344番地 0743-66-2606 ㈱江川組 大阪府箕面市稲五丁目１３番８号 072-727-7777
㈱米田 奈良県橿原市西池尻町３６２の３ 0744-27-5771 ㈱荏原製作所大阪支社西大阪支店 大阪府大阪市西淀川区佃四丁目７番３号 06-6478-5663
㈱阪本工務店 奈良県御所市大字僧堂４番地の１ 0745-66-2344 奥田商工㈱ 大阪府貝塚市沢１２８２番地 072-431-3526
㈱サニコン　奈良支店 奈良県橿原市北妙法寺町５６２　 0744-29-3252 川本サービス㈱ 大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区瑞光三丁目８番２０号 06-6328-7734
沢設備工事㈱ 奈良県橿原市石川町291番地1 0744-28-3841 近畿水道管理センター 大阪府寝屋川市松屋町１９番７－５０６号 072-800-6653
サンキュー工房 奈良県生駒市萩原町29-6 0743-84-4818 クシマ設備工業㈱ 大阪府堺市北花田町三丁３３番２１号 072-255-1622
㈱三備 奈良県香芝市狐井１４２番地 0745-77-4549 ㈱グローバルワークス 大阪府高槻市庄所町７番１号－１０１ 072-661-3397
㈱島田水道設備 奈良県橿原市五井町２７６-３ 0744-22-8211 ㈱グローウィンオール 大阪府大阪市港区磯路三丁目２４番１１号 06-6606-9931
㈱志村設備 奈良県生駒郡平群町若井３５番地の７ 0745-45-0249 小原工業㈱ 大阪府大阪市住之江区西住之江二丁目１-８ 06-4701-7867
昭和空調設備 奈良県香芝市平野２０９ 0745-43-6118 三興設備工業所 大阪府寝屋川市黒原橘町１－１ 072-838-3751
㈲シラキ設備 奈良県北葛城郡広陵町南郷２４３ 0745-55-2032 ㈱サンリーク 大阪府大阪市淀川区宮原一丁目１９番２３号 06-6395-6801
新世紀建工㈱ 奈良県香芝市下田西三丁目９番１６号 0745-77-4348 ㈱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
成生水道 奈良県生駒市壱分町１４５８－１０５ 0743-76-6664 ㈱水協 大阪府大阪市天王寺区東高津町３－２９ 06-4305-7414
㈲ダイキ 奈良県橿原市石川町６００番地　日幸ビル　(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) 0120-996-551 ㈱スイドウサービス 大阪府大阪市城東区野江４－１－８－４０２ 06-6991-6767
㈱大協設備 奈良県香芝市北今市四丁目２４３番地 0745-77-2235 ㈱スローフォワード 大阪府東大阪市若江東町二丁目７番３－９０１ 06-4306-3144
大東建設㈱ 奈良県橿原市石原田町２９７番地の１２ 0744-29-1648 大晉工業㈱ 大阪府東大阪市足代北一丁目１４番１号 06-6781-6304
㈱髙井設備 奈良県大和高田市土庫２３６－１ 0745-22-0849 ㈱谷村工業　 大阪府東大阪市中石切町三丁目１番３号 072-987-1111
㈲髙倉設備工業 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷２７８番地の５ 0745-55-8748 筒井工業㈱ 大阪府東大阪市長堂二丁目１４番４号 06-6783-2677
高田重機建㈱ 奈良県大和郡山市馬司町３２６番地 0743-59-1311 ナカタ産業㈱ 大阪府吹田市西の庄町２－３１ 06-6386-3914
高松工業 奈良県大和郡山市矢田山町２９番地２ 0743-54-9523 ㈱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号室 06-4801-9971
竹田設備工業 奈良県宇陀市大宇陀下中２２０５番地 0745-83-0778 ㈱ニシムラ 大阪府大東市新田本町１８－２ 072-871-5090
㈱谷口水道工業所 奈良県生駒市小瀬町３０７－１ 0743-77-9200 ㈱ハウスパートナー 大阪府大阪市浪速区恵美須西一丁目３番３号 06-6630-6820
㈲玉岡設備工業 奈良県宇陀市榛原長峰７番地の１ 0745-82-2369 ㈱ハウスラボ 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目１３－１１ 06-6838-1234
辻亀設備㈱ 奈良県宇陀市大宇陀中新１９７１番地 0745-83-0103 ㈱ハナフサ 大阪府大阪市中央区谷町七丁目５番９号 06-6762-7001
㈲東和技研工業 奈良県宇陀市榛原区額井１０６８番地 0745-82-4127 ㈱はやし設備 大阪府東大阪市玉串町東二丁目６－４０ 072-961-7455
東和設備工業 奈良県香芝市上中５２８番地の１ 0745-76-4449 ㈱阪奈興業 大阪府四條畷市大字上田原５４７番２ 0743-78-9944
㈱トールカンパニー 奈良県香芝市西真美一丁目４－６　ＩＫＫＯビル３０２号 0745-43-6937 平和興業㈱ 大阪府大阪市住之江区粉浜西一丁目２番６号 06-6672-0216
富水道工業所 奈良県大和高田市大字秋吉６８番地の４ 0745-52-0110 ㈱マキ水道設備 大阪府枚方市茄子作一丁目２－２２ 072-396-3530
中川設備 奈良県天理市二階堂南菅田町１４番地 0743-64-5108 ㈱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
仲野水道設備㈱ 奈良県生駒市谷田町８０８番地 0743-74-6800 ㈱ミヨシテック 大阪府寝屋川市石津元町１１番２２号 072-827-3355
㈱中野水土工業所 奈良県大和高田市西三倉堂二丁目１－７ 0745-53-2753 ㈱森田電気 大阪府大阪市門真市四宮三丁目２番４７号 072-396-8526
㈱奈良温調 奈良県磯城郡田原本町大字小阪７５番地の１０ 0744-33-8448 ㈱モリテック 大阪府大阪市淀川区木川東二丁目８番２９号 06-6886-2028
奈良水道サービス 奈良県生駒市上町１０６９番地６ 0743-71-3595 ㈱安田組 大阪府富田林市若松町西一丁目１８３４番地の１ 0721-25-0809
奈良日化サービス㈱ 奈良県大和郡山市千日町２５番地の２ 0743-55-0437 ㈱山岸設備 大阪府寝屋川市堀溝一丁目９番２号 072-823-3325
西尾設備 奈良県吉野郡大淀町中増７９６番地の１ 07463-2-0413 京都府 アイテム㈱ 京都府宇治市五ヶ庄福角６９番地の６ 0774-33-7040
西田設備 奈良県橿原市十市町１１７５番地の３ 0744-25-6046 石田工業所 京都府相楽郡笠置町大字有市小字羽根田３０番地の８ 0743-95-2241
ニシダ設備 奈良県天理市長滝町２１０番地 0743-69-2639 ㈲オオツカ 京都府木津川市加茂町里中門伝１７番地 0774-76-2759
㈲西本設備工業所 奈良県大和郡山市新町５７５番地の３ 0743-52-0731 大西工業㈱ 京都府京都市上京区中長者町通新町西入仲之町２８４番地の１ 075-451-3123
日本ハウジング設備工業㈱ 奈良県大和郡山市美濃庄町３３８番地の１ 0743-53-3330 ㈱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
㈱博電工業 奈良県橿原市光陽町２７５番地 0744-27-1419 俺達の㈱ 京都府京都市伏見区久我御旅町１－２ 075-204-4498
福井設備㈱ 奈良県大和郡山市筒井町１３４３番地の１ 0743-59-1746 ㈱関西住設 京都府京都市南区西九条高畠町３番地１ 075-693-8485

木下設備㈱ 京都府相楽郡精華町光台七丁目１６番地３ 0774-94-3644
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京都府 ㈲白川設備 京都府木津川市吐師郷和田２番地 0774-73-0456 京都府 吉田工業㈱ 京都府京田辺市山手東一丁目６番地２ 0774-63-6316
水道レスキューＰＲＯ 京都府八幡市美濃山幸水２６－１２－１ 075-971-0885 三重県 伊賀住宅設備機器 三重県伊賀市山出２５４５番地の２ 0595-24-7695
大和住建㈱ 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 ㈱岡本住設 三重県伊賀市西高倉４０１６番地の３ 0595-23-8228
㈱テンスイシステム 京都府八幡市八幡神原７６－２ 075-204-0794 ㈱菊屋 三重県名張市松崎町１４４３番地 0595-63-9800
㈱ニシジマ工業所 京都府相楽郡精華町桜が丘三丁目３１番地２ 0774-72-9547 名阪設備工業㈱ 三重県伊賀市久米町６８４番地 0595-21-3857
㈱西脇産業 京都府木津川市加茂町美浪椚５番 0774-76-7070 兵庫県 ㈱大智設備 兵庫県神戸市長田区長田町三丁目２－１２ 078-797-5443
マツモト工業㈱ 京都府相楽郡精華町桜が丘四丁目１０番地６ 0774-72-5157 環境保全事業協同組合 兵庫県神戸市中央区脇浜町三丁目７番１４号ＬＩＮＺビル４Ｆ 078-221-5465
マルコウ設備㈱ 京都府相楽郡精華町下狛車付１８－１ 0774-93-0025 広島県 ㈱ＭＩＺＵＳＡＰＯ 広島県広島市中区鶴見町８－５７ 082-533-8080
三浦工業 京都府木津川市州見台一丁目１７番地１３ 0774-71-0137 神奈川県 ㈱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号 0120-500-500
㈱光橋設備サービス 京都府木津川市木津殿城９５番地 0774-72-1071 東京都 アネシス 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番２２号 03-6892-1480
宮城建設㈱ 京都府木津川市木津川端１６番地３ 0774-72-0241 奈良市企業局　　給排水課
㈱村瀬設備 京都府相楽郡精華町大字菱田小字十ノ坪４２－１０ 0774-94-5115 電話　０７４２－３４－５２００（代）

※この一覧表についてのお問合せは
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