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大阪府 138 愛知時計電機（株）　大阪支店 大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目22番5号 06-6305-9051
大阪府 141 タナカ理研（株） 大阪府富田林市西板持町一丁目８６番地 0721-34-1288
大阪府 176 （株）ハナフサ 大阪市中央区谷町七丁目５番９号 06-6762-7001
大阪府 250 奥田商工（株） 大阪府貝塚市澤１２８２番地 072-431-3526
大阪府 254 大晉工業（株） 大阪府東大阪市足代北一丁目１４番１号 06-6781-6304
大阪府 299 筒井工業（株） 大阪府東大阪市長堂二丁目１４番４号 06-6783-2677
大阪府 339 クシマ設備工業（株） 大阪府堺市北花田町三丁３３番２１号 072-255-1622
大阪府 441 （株）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
大阪府 446 （株）美杉設備工業 大阪府枚方市長尾台四丁目１０番１３号 072-859-2369
大阪府 447 川本サービス（株）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
大阪府 457 （株）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　イースマイルビル 06-7739-2525
大阪府 479 （株）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
大阪府 483 （株）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
大阪府 491 （株）ニシムラ 大阪府大東市新田本町１８-２ 072-871-5090
大阪府 504 （株）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
大阪府 520 （株）スイドウサービス 大阪府大阪市城東区野江四丁目１-８-４０２ 06-6991-6767
大阪府 521 （株）シンエイ 大阪府大阪市中央区谷町二丁目４-３　アイエスビル９階 06-6944-7797
大阪府 533 近畿水道管理センター 大阪府寝屋川市松屋町１９番７-５０６ 072-800-6653
大阪府 534 （株）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
大阪府 545 （株）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
大阪府 547 （株）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
大阪府 572 平和興業（株） 大阪府大阪市住之江区粉浜西一丁目２番６号 06-6672-0216
大阪府 578 （株）はやし設備 大阪府東大阪市玉串町東二丁目６番４０号 072-961-7455
大阪府 624 （株）森田電気 大阪府門真市四宮三丁目２番４７号 072-396-8526
大阪府 627 （株）水協 大阪府大阪市天王寺区東高津町３－２９ 06-4305-7414
大阪府 635 （株）ハウスラボ 大阪府大阪市浪速区大国二丁目１-６ 06-6648-9898
大阪府 637 （株）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
大阪府 643 （株）ミヨシテック 大阪府寝屋川市石津元町１１番２２号 072-827-3355
大阪府 647 イバライケ設備（株） 大阪府枚方市磯島南町１番１２号 072-808-7451
大阪府 650 （株）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
大阪府 668 馬木工業（株） 大阪府柏原市片山町１-６ 072-977-8267
大阪府 673 （株）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
大阪府 679 小原工業（株） 大阪府大阪市淀川区木川東3-５-21　第三丸善ビル7-G 06-6195-1229
大阪府 681 （株）阪奈興業 大阪府四條畷市大字上田原５４７番地２ 0743-78-9944
大阪府 686 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
大阪府 687 ㈱マキ水道設備 大阪府枚方市茄子作一丁目２-２２ 072-396-3530
大阪府 691 ナカタ産業（株） 大阪府吹田市西の庄町2-31 06-6386-3914
大阪府 695 （株）江川組 大阪府箕面市稲五丁目１３番８号 072-727-7777
大阪府 696 （株）ＳＥＮＴＥＣ 大阪府堺市西区大平寺５３９番地１ 072-289-9909
大阪府 700 （株）K'sCorporation 大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目１７番１８号 06-6990-1524
大阪府 709 久野設備 大阪府大東市深野北1-13-13 090-5056-7298
大阪府 714 (有)ワキタ総合 大阪府貝塚市名越８７８ 072-446-4101
大阪府 717 ㈱中辻鑿泉 大阪府東大阪市本庄一丁目7番5号 072-961-4550
大阪府 719 （株）ユーアイ技研 大阪府羽曳野市埴生野５７７番地の４ 072-936-0039
大阪府 720 （株）ケンズ 大阪府大阪市住之江区平林南一丁目5番12号 06-6681-3810
大阪府 722 関西水道用品(株) 大阪府豊中市服部本町二丁目8-19 06-6863-6764
大阪府 728 （株）住宅ホームサービス 大阪府堺市堺区一条通１１－２５　ライズＯＴＭビル４０１ 072-275-6740
大阪府 729 マツシタ設備 大阪府泉佐野市上瓦屋８２０番地の１１ 072-463-3011
大阪府 739 （株）クリーンライフ 大阪府吹田市広芝町６番１０号 0120-355-570
大阪府 740 エバーリンクス（株） 大阪府大阪市西区南堀江４－１７－１８　原田ビル205 0120-960-522
大阪府 742 クリエイティブワークス（株） 大阪府堺市中区土塔町２２０４番地６ 0742-230-5525
大阪府 745 （株）ショウユウ建工 大阪府藤井寺市小山八丁目１番５号 072-931-1155
大阪府 746 竹中ガス住設センター 大阪府大阪市城東区鴫野西五丁目20番10号 0120-811-877
大阪府 747 (株)オースイ 大阪府大阪市中央区内本町二丁目３番８号　ダイアパレスビル本町４０９ 0120-09-1133
大阪府 748 NSリノベーション(株) 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目４番６号 06-6222-4474
大阪府 755 （株）AQ 大阪府柏原市平野一丁目９番３４　メゾン平野102号 072-921-3325
京都府 140 木下設備（株） 京都府相楽郡精華町光台七丁目１６番地３ 0774-94-3644
京都府 189 吉田工業（株） 京都府京田辺市山手東一丁目６番地２ 0774-63-6316
京都府 265 アイテム（株） 京都府宇治市五ケ庄福角６９番地の６ 0774-33-7040
京都府 295 （株）西脇産業 京都府木津川市加茂町美浪椚５番 0774-76-7070
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京都府 300 大西工業（株） 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
京都府 362 （株）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
京都府 397 （有）オオツカ 京都府木津川市加茂町里中門伝１７番地 0774-76-2759
京都府 411 （株）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
京都府 431 （有）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 450 マルコウ設備（株） 京都府相楽郡精華町狛田一丁目17番地2 0774-93-0025
京都府 493 （株）テンスイシステム 京都府八幡市八幡神原７６番地２ 075-204-0794
京都府 503 （株）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
京都府 515 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
京都府 543 （株）関西住設 京都府京都市吉祥院菅原町１１番地 075-693-8485
京都府 604 マツモト工業（株） 京都府相楽郡精華町桜が丘四丁目１０番地６ 0774-72-5157
京都府 631 俺達の（株） 京都府京都市伏見区久我御旅町１－２ 075-204-4498
京都府 707 (有)吉岡設備 京都府木津川市加茂町北上大田４１番地１ 0774-76-0550
京都府 726 (有)森菊鉄工 京都府木津川市鹿背山鹿口２９番地 0774-72-0326
京都府 749 ㈱YK企画 京都府宇治市伊勢田町南遊田６－２７ 075-600-2460
京都府 762 Ｇ-ＬＩＦＥ（株） 京都府木津川市木津川原田３４番地３４ 0774-72-8901
京都府 767 （株）MIZUHA工業 京都府木津川市州見台一丁目１７番地１３ 0774-71-0137
兵庫県 548 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
兵庫県 667 （株）大智設備 兵庫県神戸市長田区長田町三丁目２-１２　BLD　UEYAMA ３F 078-797-5443
千葉県 556 ロイヤルホームセンター㈱　ロイサポートグループ 千葉県習志野市東習志野６－７－１５ 0120-00-6186
東京都 203 （株）アネシス 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番２２号 06-6229-2292
愛知県 699 （株）アズクリエイティブ 愛知県名古屋市千種区内山三丁目３１番２０号　今池NMビル4階 052-734-3682
三重県 559 伊賀住宅設備機器 三重県伊賀市山出２４５４番地の２ 0595-24-7695
三重県 564 （株）岡本住設 三重県伊賀市西高倉４０１６番地の３ 0595-23-8228
三重県 568 名阪設備工業（株） 三重県伊賀市久米町６８４番地 0595-21-3857
三重県 569 （株）菊屋 三重県名張市松崎町１４４３番地 0595-63-9800
広島県 689 （株）MIZUSAPO 広島県広島市中区鶴見町８－５７ 082-533-8080


