
柏原市排水設備指定工事店一覧 令和5年5⽉1⽇現在
業者名 事業所所在地 電話番号

石田水道工業所 柏原市本郷1丁目1-7 072-972-0967
東亜工業㈱ 柏原市本郷1丁目1-9 072-972-3469
蓬来谷清掃㈱ 柏原市本郷5丁目1-45 072-971-1661
㈲栄宏設備工業所 柏原市本郷5丁目6-37 072-971-8243
㈲前岡住宅設備 柏原市大正2丁目6-18 072-971-8154
共栄住設 柏原市大正2丁目8-25 072-971-6577
㈱カスタム 柏原市古町3丁目1-14 072-970-2400
㈱西村商店 柏原市今町1丁目2-11 072-971-1831
柳建設㈱ 柏原市今町2丁目6-9 072-972-4568
林工務店 柏原市清州2丁目1-17 072-978-3887
田中住宅設備㈱ 柏原市法善寺1丁目14-4 072-973-0266
藤田設備 柏原市平野1丁目1-9 072-971-8027
㈱リビングコダマ 柏原市平野1丁目8-35 072-971-1315
㈱AQ 柏原市平野1丁目9-34 072-974-2403
阪神設備 柏原市平野2丁目14-32 072-974-6191
大阪重機工業 柏原市平野2丁目14-44 072-971-7455
㈱畑中商事 柏原市太平寺1丁目9-6 072-971-1234
㈱みずほ設備 柏原市太平寺2丁目1-36 072-971-5014
㈱辻儀組 柏原市大字高井田656-2 072-978-6307
阪本設備工業㈱ 柏原市石川町7-15 072-977-7741
馬木工業㈱ 柏原市片山町1-6 072-977-8267
㈱畑本水道工業所 柏原市片山町16-7 072-977-1787
㈱辻野組 柏原市玉手町21-47 072-978-6270
㈱至田水道工業所 柏原市円明町4-8 072-977-4136
安達建設㈱ 柏原市旭ｹ丘1丁目14-17 072-977-0609
㈱矢寺水道興業社 柏原市旭ヶ丘1丁目7-27 072-926-9861
横野組 柏原市国分西2丁目3-59 072-978-6175
㈱みとや 柏原市国分本町1丁目6-13 072-978-6147
平川住宅㈱ 柏原市国分本町2丁目6-5 072-976-1591
㈱年寿興産 柏原市国分本町2丁目6-5 072-978-5556
三晃開発㈱ 柏原市国分本町4丁目1-25 072-977-5615
乾工務店 柏原市国分本町4丁目5-3 072-978-6538
安岡水道設備 柏原市国分本町6丁目10-3 072-977-9605
㈱文野建設 柏原市国分本町6丁目8-13 072-978-3929
㈱涼水設備 柏原市国分本町7丁目4-46 072-978-2126
文能設備 八尾市恩智中町1丁目185 072-944-7710
ケイズ工業㈱ 八尾市恩智中町2丁目113-7 072-940-1115
㈲エムオー設備サービス 八尾市恩智南町3-67 072-926-8550
㈲基設備工業所 八尾市萱振町5丁目26-2 072-999-4991
松山設備工業所 八尾市亀井町1-2-6 072-921-5723
㈱ユウキ設備 八尾市弓削町南2-29-20 072-946-6565
ジャパンハウジング㈱ 八尾市教興寺4丁目190番地 072-943-7373
㈱タートル 八尾市空港1丁目172 072-991-8918
松村設備工業㈱ 八尾市高安町北1丁目113 072-922-0561
㈲ダイキ工業 八尾市山賀町6丁目80-5 072-992-8786
㈱奥田ガスセンター 八尾市山城町2丁目3-26 072-923-1621

居設備㈱ 八尾市渋川町6丁目1-5 072-926-9568
㈱ヤブタ設備 八尾市沼1丁目14-1 072-949-5018
トーエー設備㈱ 八尾市西高安町1丁目63-2 072-997-1080
井上設備管理㈱ 八尾市西木の本2丁目20 072-992-3454
大畑水道設備 八尾市青山町4丁目1-9 072-998-9272
㈱アーキテック 八尾市青山町4丁目7-27 072-923-7792
㈱ライス 八尾市跡部本町1丁目3-4 072-999-2442
ビルドハナムラ 八尾市竹渕2丁目94-4 06-6790-7969
㈱MIMA 八尾市中田3-11 072-922-3714
㈱キダ設備 八尾市中田5丁目183 072-922-7908
㈲今津設備 八尾市田井中2丁目127-2 072-948-2583
木場設備工業所 八尾市東山本新町6丁目1-24 072-975-6193
㈱上之島水道 八尾市東山本町8丁目6-43 072-995-0055
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㈱桝井工業 八尾市南本町7丁目3-6 072-924-4774
㈱田中建興 八尾市南木の本5-16 072-991-6800
㈱伸和工業 八尾市楠根町2丁目4-4 072-996-5667
山陽冷熱㈱ 八尾市美園町1丁目71-1 072-999-9456
平井住宅設備㈱ 八尾市服部川1丁目108番地 072-941-1390
㈲山剛設備 八尾市福万寺町1丁目93-16 072-996-5518
㈱マツオ設備 藤井寺市古室1丁目8-12 072-954-7496
ゴトウ水設 藤井寺市小山6丁目3-8 072-955-7578
㈲寛建設 藤井寺市惣社1丁目7-42 072-959-2205
アズマホーム㈱ 藤井寺市沢田3丁目6-34 072-938-7055
㈲小森設備工業所 羽曳野市はびきの1丁目5-5 072-954-1260
㈲津村水道工業所 羽曳野市恵我之荘3丁目4-8 072-955-1638
阪南土木設備 羽曳野市古市1549-1 072-958-9400
㈱タル井 羽曳野市古市2丁目3-9 072-957-0288
㈱ショーダイ 羽曳野市西浦4丁目4-8 072-958-0378
㈱成輝建設 羽曳野市西浦6-3-14 072-958-2254
㈲久門水道工業所 羽曳野市大黒175-17 072-958-4649
ナルト住設㈲ 羽曳野市南恵我之荘5丁目2番2号 072-936-0357
㈲白樫設備工業所 羽曳野市野333-15 072-954-8675
㈱相互技研 羽曳野市野557-1 072-938-3123
ハンシンプランニング 羽曳野市野640-31 072-931-5701
芝田設備 羽曳野市野々上3丁目6-10 072-953-8288
㈱シゲタ工業所 羽曳野市野々上5丁目401-1 072-953-9456
トーゲン・テック 羽曳野市誉田1丁目2-19 072-956-0860
㈲上田設備 南河内郡太子町大字畑703番地 0721-98-2208
㈱アクアユニック 東大阪市御厨中1丁目18番27号3F 06-6789-7700
㈲東部第一工業 東大阪市荒本二丁目5番1号 06-6787-1643
㈱アートテック建設 東大阪市高井田本通1丁目2-26 06-7493-9293
㈱三友工務店 東大阪市三島1丁目11-10 06-6745-6915
㈱共進社工業所 東大阪市西堤楠町3丁目2-11 06-6788-2223
㈱羚友設備 東大阪市長田西6丁目3番29号 06-6746-5957
㈱クラシアン 東大阪市島之内2-12-37 072-962-1731
㈲樋口工業 東大阪市東豊浦町5-9 072-982-2337
㈱丹羽工業所 大阪市旭区高殿6丁目2-20 06-6953-7311
安道管工㈱ 大阪市住吉区苅田3-9-22 06-6696-6678
㈱イースマイル 大阪市中央区瓦屋町3-7-3 06-7739-2525
㈲道端設備 大阪市鶴見区横堤4丁目1-23 06-6915-0185
K.t.service 大阪市鶴見区今津中1-6-12 06-6961-8668
㈱オクムラ設備工業 大阪市鶴見区今津北2丁目8-33 06-6969-0245
近江住設 大阪市鶴見区諸口3丁目5番27-305号 06-6911-1806
エイシン設備工業㈱ 大阪市東住吉区住道矢田6丁目8-6 06-7891-3411
㈱エコリフォーム 大阪市平野区加美北3丁目2-3 06-6793-6010
山岡建設㈱ 大阪市平野区平野西1丁目12-23 06-6705-1161
㈱スミテクノエンジニアリング 大阪市平野区流町4丁目4-13 06-6709-1493
㈱スタートコーポレーション 大阪市北区本庄西3丁目1番18号 06-6486-0100
小原工業㈱ 大阪市淀川区木川東3丁目5-21 06-6195-1229
㈲上西工業所 松原市阿保1丁目14-15 072-331-0140
太田設備工業所 松原市西野々1丁目8-11 072-349-2670
森本設備機器㈱ 松原市丹南6丁目576-1 072-339-1711
ハリマ水道 松原市南新町2丁目5-20 072-289-9725
㈱クラタ設備工業所 松原市北新町3丁目15-10 072-332-4411
北戸設備 松原市立部1丁目172-4 072-332-4900
㈱住宅ホームサービス 堺市堺区一条通11-25 072-275-6740
マルショウ住設㈱ 堺市堺区神石市之町2-1 072-269-4830
㈱リーフ給水システム 堺市堺区石津町4丁3-29 072-244-4700
㈱樫儀設備 堺市堺区東湊町3丁192-2 072-241-2719
三栄設備工業所 堺市堺区北旅篭町西3丁2番4号 072-232-1877
㈱SEN TEC 堺市西区太平寺539-1 072-289-9909
㈱オー・エム・ティ 堺市西区浜寺石津町東2-11-21 072-244-6227
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㈱辰巳水道 堺市西区浜寺船尾町西2丁162-3 072-261-6793
㈱楠設備 堺市中区小阪西町5-9 072-247-7772
㈲宮武設備 堺市中区深井畑山町202-15 072-270-6619
㈱タイラ設備 堺市中区田園435-54 072-235-8137
㈱インプルーブ 堺市中区田園578番地 072-237-1936
㈱エクセレント・サービス 堺市中区土師町1丁20番3号 072-281-1666
㈱シンセイ設備 堺市中区土塔町144-6 072-289-5091
工和工業㈱ 堺市中区土塔町2326-7 072-237-7807
㈲ニコー設備 堺市中区東山900番地 072-230-1112
㈱中森設備 堺市中区福田150-1 072-248-8412
㈱光住設 堺市南区大庭寺865-1 072-320-1594
㈱アクア・ワークス 堺市南区美木多上2669 072-220-7888
㈱信光 堺市美原区丹上413-4 072-363-0246
大泉水道㈱ 堺市北区金岡町2843番地10 072-252-4788
㈱UKS 堺市北区長曽根町1679-1 072-242-8458
㈱サニコン 堺市北区百舌鳥陵南町三丁345番地 072-277-3255
クシマ設備工業㈱ 堺市北区北花田町3丁33-21 072-255-1622
㈱アヴァンス 堺市北区野遠町56 072-252-6780
㈱アプライ 富田林市錦織南1丁目35-45 0721-55-2772
藤野興業㈱ 富田林市山中田町1丁目11-8 0721-24-0118
久保工業㈱ 富田林市山中田町1丁目14-25 0721-25-2595
㈱大起建設 富田林市常盤町13-29 0721-25-7774
㈱関住 富田林市常盤町3-9 0721-25-1245
タナカ理研㈱ 富田林市西板持町1丁目86番地 0721-34-1288
㈱不動設備 富田林市彼方472-1 0721-34-0482
康竹工業㈱ 富田林市富田林町5-22 0721-24-0268
北野水道工業所 富田林市別井3丁目7-38 0721-24-0039
北野設備㈱ 富田林市龍泉487番地 0721-35-4872
㈱ダイショウ設備 河内長野市古野町5-38 0721-54-0300
上井谷設備 河内長野市寿町10-5 0721-53-9569
㈱田中水道設備 河内長野市松ｹ丘西町1529 0721-53-5375
大和住器㈱ 河内長野市西代町11-28 0721-52-3536
㈱葛城工業 河内長野市楠町西5554 0721-54-2497
中山建設㈱ 高石市羽衣5丁目13番14 072-263-0250
㈱上田設備工業所 岸和田市積川町286-5 072-479-1786
アクアライフ㈱ 岸和田市中井町1丁目9番6号 072-488-7866
三宅設備工業㈱ 岸和田市箕土路町1丁目7-10 072-443-1512
㈱髙井設備 大東市灰塚4丁目20-15 072-875-9050
㈱ニシムラ 大東市新田本町18-2 072-871-5090
㈱山口設備 大東市野崎3丁目11-5 072-878-7481
㈱カリヤ工業 四条畷市岡山238-8 072-879-5959
西田産業㈱ 四条畷市砂1丁目10-8 072-876-0493
㈱協立管工社 寝屋川市葛原1丁目29-10 072-838-0333
㈱良本設備工業 貝塚市麻生中687番地1 072-488-7333
神田住設 貝塚市名越505-1 072-446-8494
㈱学研都市設備 枚方市西田宮町14-7 072-841-6660
㈱美杉設備工業 枚方市長尾台4丁目10-13 072-859-2369
交南設備㈱ 枚方市津田元町1丁目7-2 072-858-5571
㈱ヤマヒロ工業 摂津市鳥飼西2丁目16-16 072-654-0724
㈱大設産業 茨木市郡5丁目29-18 072-640-0607
㈲YM設備 高槻市栄町2丁目7番2号 072-697-7607
㈲カキモト設備 交野市私部西2丁目34-11 090-3168-8372
カミタ総合設備㈱ 阪南市黒田343番地の2 072-471-2234
㈲中塚設備工業 泉佐野市鶴原1丁目4-10 072-457-3345
福盛水道設備 大阪狭山市狭山3丁目2436-4 072-365-4144
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