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大和郡山市 124 三浦産業（株） 大和郡山市南郡山町４６８番地 0743-53-2617
大和郡山市 150 （株）マエダ 大和郡山市額田部寺町１５番地の１ 0743-56-5106
大和郡山市 195 森下住設（株） 大和郡山市城南町５番３７号 0743-53-2277
大和郡山市 208 （有）西本設備工業所 大和郡山市新町５７５番地の３ 0743-52-0731
大和郡山市 209 奈良日化サービス（株） 大和郡山市千日町２５番地の２ 0743-55-0437
大和郡山市 260 福井設備（株） 大和郡山市筒井町１３４３番地の１ 0743-59-1746
大和郡山市 278 （株）クラシアン 大和郡山市番条町１５－１ 0120-500-500
大和郡山市 449 日本ハウジング設備工業（株） 大和郡山市美濃庄町３３８番地の１ 0743-53-3330
大和郡山市 542 高松工業 大和郡山市矢田山町２９番地２ 0743-54-9523
大和郡山市 654 森信設備工業 大和郡山市藤原町２番１２号 0743-20-6806
大和郡山市 675 高田重機建設（株） 大和郡山市馬司町３２６番地 0743-59-1311

天理市 197 中川設備 天理市二階堂南菅田町１４番地 0743-64-5108
天理市 207 井上水道工業所 天理市勾田町３５番地の５ 0743-62-4381
天理市 232 （株）福田設備 天理市杉本町２９５番地の１ 0743-62-6335
天理市 357 岡田水道工業所 天理市檜垣町４３１番地 0743-67-1507
天理市 371 ニシダ設備 天理市長滝町２１０番地 0743-69-2639
天理市 406 安道管工（株） 天理市二階堂上ノ庄町９５番地９２ 0743-64-0760
天理市 490 （株）辻設備 天理市指柳町１５７番地 0743-62-4018
天理市 557 増田設備工業（株） 天理市中町６４番地 0743-64-0009
天理市 577 ＳＴＳ設備工業 天理市永原町７３番地２０ 0743-85-5472
天理市 674 近畿プラミング 天理市佐保庄町３４４番地 0743-66-2606
天理市 724 日誠建設（株） 天理市富堂町３３番地の１ 0743-68-1570
天理市 758 高栄工業（株） 天理市田部町９４－５ 0743-63-2355
生駒市 149 トウコー工業 生駒市南田原町１０９６－１ 0743-78-9898
生駒市 151 有山農工社（株） 生駒市高山町４１０３番地の１ 0743-78-4122
生駒市 165 仲野水道設備（株） 生駒市谷田町８０８番地 0743-74-6800
生駒市 175 （株）阪奈ガスセンター 生駒市谷田町８７５番地の５ 0743-74-2000
生駒市 323 奈良水道サービス 生駒市上町１０６９番地６ 0743-71-3595
生駒市 401 本間設備 生駒市壱分町１４６１番地１ 0743-76-8853
生駒市 429 成生水道 生駒市壱分町１４５８番地１０５ 0743-76-6664
生駒市 496 （株）越知設備 生駒市小明町１５４７番地６ 0743-75-6698
生駒市 516 友和工業（株） 生駒市萩の台８９０番地の１６ 0743-77-7060
生駒市 541 福田設備 生駒市小瀬町８９８番地１８ 0743-76-1038
生駒市 546 （株）植木工業 生駒市俵口町６８７番地 0743-86-4554
生駒市 645 （株）谷口水道工業所 生駒市小瀬町３０７番地１ 0743-77-9200
生駒市 672 サンキュー工房 生駒市萩原町２９-６ 0743-84-4818
生駒市 752 （株）弥生設備 生駒市高山町12556番地 090-9865-9805
桜井市 701 神栄総社㈱ 桜井市大字東田４６番地の６ 0744-35-1359
香芝市 196 新世紀建工（株） 香芝市下田西三丁目９番１６号 0745-77-4348
香芝市 284 （株）葛城設備 香芝市上中１２０番地の２ 0745-76-5002
香芝市 489 （株）三備 香芝市狐井１４２番地 0745-77-4549
香芝市 518 （株）大協設備 香芝市北今市四丁目２４３番地 0745-77-2235
香芝市 558 （有）泉電機工業 香芝市田尻１０４番地 0745-76-6958
香芝市 571 東和設備工業 香芝市上中５２８番地の１ 0745-76-4449
香芝市 626 （株）トールカンパニー 香芝市西真美一丁目４-６　IKKOビル３０２号 0745-43-6937
香芝市 629 （株）梶本住設 香芝市下田西二丁目５番１２号 0745-76-1414
香芝市 744 昭和空調設備 香芝市平野２０９番地 0745-73-6118
香芝市 761 ヒガシ設備工業 奈良県香芝市今泉６６１番地１５ 080-8344-9484
御所市 475 岩田設備工業 御所市大字三室６５０番地１ 0745-63-2329
御所市 741 (株)Wit 御所市柏原１６１７番地の２ 0745-65-2669
橿原市 313 西田設備 橿原市葛本町３２－９ 090-2284-6603
橿原市 360 （株）博電工業 橿原市光陽町２７５番地 0744-27-1419
橿原市 454 （株）サニコン　奈良支店 橿原市北妙法寺町５６２ 0744-29-3252
橿原市 507 大東建設（株） 橿原市石原田町２９７番地の１２ 0744-29-1648
橿原市 508 （有）ダイキ 橿原市石川町６００番地　日幸ビル 0120-996-551
橿原市 551 （株）米田 橿原市西池尻町３６２番地の３ 0744-27-5771
橿原市 622 （株）島田水道設備 橿原市五井町２７６－３ 0744-22-8211
橿原市 661 ウエノ住器サービス 橿原市中曽司町１５０－３４　１Ｆ 0744-37-2328
橿原市 684 （株）マンヨー橿原営業所 橿原市鳥屋町１-２５ 0744-46-9908
橿原市 737 (株)吉田水道工業所 橿原市小綱町１２番４３号 0744-22-0154
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橿原市 766 光翔設備 奈良県橿原市菖蒲町３丁目１２番３－２号 0744-46-9805
大和高田市 262 富水道工業所 大和高田市大字秋吉６８番地の４ 0745-52-0110
大和高田市 334 （株）中野水土工業所 大和高田市西三倉堂二丁目１-７ 0745-53-2753
大和高田市 536 渡辺設備工業（株） 大和高田市田井新町３番１７号 0745-22-1768
大和高田市 576 （有）アクア 大和高田市出８１番地の３ 0745-22-9409
大和高田市 640 近畿総合建築（株） 大和高田市南今里町１２番１７号 0744-23-2250
大和高田市 649 （株）髙井設備 大和高田市土庫２３６番地の１ 0745-22-0849
大和高田市 662 永𡯎設備サービス（株） 大和高田市市場７９２番地１６ 0745-22-3833
大和高田市 677 葛城設備 大和高田市東中二丁目１０番５-１号 0745-61-5503
大和高田市 756 （株）宮地工業 大和高田市今里３６０番地５ 0745-22-1082

葛城市 743 （株）大和水道工業 葛城市北花内５４６ 0745-69-7846
宇陀市 302 （有）東和技研工業 宇陀市榛原額井１０６８番地 0745-82-4127
宇陀市 459 （株）水野設備 宇陀市榛原区笠間２１８２番地 0745-82-0406
宇陀市 560 （有）福田水道設備 宇陀市榛原篠楽２５６番地 0745-82-0798
宇陀市 566 （有） 玉岡設備工業 宇陀市榛原長峰７番地の１ 0745-82-2369
宇陀市 570 辻亀設備株式会社 宇陀市大宇陀中新１９７１番地 0745-83-0103
平群町 437 （株）志村設備 生駒郡平群町若井３５番地の７ 0745-45-0249
三郷町 554 （株）吉川設備 生駒郡三郷町信貴ヶ丘三丁目７-１ 0745-32-6000
三郷町 597 （株）𠮷田設備 生駒郡三郷町立野北三丁目６番３号 0745-32-5088
三郷町 731 北門設備 生駒郡三郷町立野南一丁目７番２３号 0745-32-5420
斑鳩町 160 大角工業 生駒郡斑鳩町小吉田二丁目３８-１ 0745-75-6609
斑鳩町 628 Ｆ・Ｓ 生駒郡斑鳩町龍田西二丁目３番１２－２０３号 0745-44-8158
斑鳩町 669 （株）松本工業所 生駒郡斑鳩町龍田四丁目８番２０号 0745-74-1979
川西町 704 （株）岸本設備 磯城郡川西町大字梅戸３４８番地の２ 0745-44-4447

田原本町 461 （株）アダチ住設 磯城郡田原本町阪手１７１番地１ 0744-33-4125
田原本町 579 （株）𠮷川水道設備 磯城郡田原本町大字法貴寺１５８３番地 0744-33-3488
田原本町 666 （株）奈良温調 磯城郡田原本町大字小阪７５番地の１０ 0744-33-8448
田原本町 706 （株）岡島電設工業 磯城郡田原本町宮古６９５-１ 0743-85-5652
上牧町 282 （株）岡本設備 北葛城郡上牧町米山台五丁目５番５号 0745-77-5541
上牧町 385 （株）阪本工務店 北葛城郡上牧町松里園三丁目15番1号 0745-78-6161
上牧町 555 ベターメント 北葛城郡上牧町上牧４１１６-６ 0745-71-8181
王寺町 241 （株）エス・イー 北葛城郡王寺町畠田五丁目１５番２１号 0745-32-3399
王寺町 539 （有）カキモト設備 北葛城郡王寺町元町二丁目１番１７号 0745-72-4060
広陵町 609 （有）シラキ設備 北葛城郡広陵町南郷２４３ 0745-55-2032
広陵町 683 （有）髙倉設備工業 北葛城郡広陵町大字南郷２７８番地の５ 0745-55-8748


