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あ 株式会社　アヴァンス 堺市北区野遠町５６番地 072-252-6780 桑名　剛史

あき水道設備 南河内郡河南町鈴美台３－３－９ 0721-93-5370 安藝　清二

株式会社　アクア 堺市南区高尾２丁４０２－３ 072-272-1113 板東　秀憲

ＡＱＵＡ・ＰＬＵＳアクア・プラス 富田林市若松町西１－１８５０（2F) 0721-25-6005 和田　正純

アクアライフ　株式会社 岸和田市田治米町２３４－１７ 072-488-7866 奈良　法隆

株式会社　アクア・ワークス 堺市南区美木多上２６６９ 072-220-7888 折口　慶太

アルファプランニング 大阪狭山市大野台２丁目１１番５号２Ｆ 072-368-8484 荻野　真吾

株式会社  アイデライト　　 堺市北区百舌鳥赤畑町３丁１３６番地２ グランドメゾンもず906 072-253-0304 山岡　秀行

アズマホ－ム株式会社 藤井寺市沢田３丁目６―３４ 072-938-7055 東別府　源藏

株式会社　アプライ 富田林市錦織南１丁目３５－４５ 0721-55-2772 湯淺　美栄

有限会社　アサヒ水道商会 堺市堺区一条通３－１８ 072-232-1704 朝比奈　剛

い 池側設備 河内長野市原町１丁目２番１号 072-156-1706 池側　豊治

石橋水道工業　株式会社 堺市中区土師町１丁２９番２号 072-278-0602 石橋　正春

泉ヶ丘設備 大阪狭山市池尻中三丁目１０－８ 072-297-0929 西野　進

稲葉建設 堺市南区御池台２丁１番１０３号 072-291-5173 稲葉　陽

泉本設備 堺市堺区少林寺町西２丁１番９号 072-228-3100 泉本　真司

岩永設備 河内長野市加賀田２１９―５ 0721-64-1041 岩永　博文

株式会社　インプループ 堺市中区田園５７８番地 072-237-1936 桝田　かおり

う 上井谷設備 河内長野市寿町１０－５ 0721-53-9569 上井谷　順史

株式会社　上島ﾎﾟﾝﾌﾟ水道工業所 堺市堺区一条通１番２５号 072-221-2179 上島　弘樹

有限会社　上西工業所 松原市阿保１丁目１４番１５号 072-331-0140 上西　義隆

上原水道建設　株式会社 河内長野市三日市町２１５番地の５ 0721-62-6509 上原　正成

潮設備工業　株式会社 堺市堺区南清水町３丁６番１８号 072-228-0251 懸川　隆太

株式会社　上田設備工業所 岸和田市積川町２８６番地の５ 072-479-1786 上田　博之

え ＮＫワ－クス　株式会社 高石市東羽衣６丁目２１－１２ 072-370-1998 川端　奈津美

株式会社　エコ・テクノ 大阪市城東区野江２丁目１７番１３号 06-4255-5550 武藤　正幸

ＦＳ設備 堺市中区深阪４―８―６４ 072-230-3067 船津　政春

エイシン設備工業株式会社 大阪市東住吉区住道矢田６－８－６ 06-7891-3411 森田　二三夫

エヌ・エス産業　株式会社 堺市西区浜寺船尾町東４丁９０番地 072-263-1331 西井　昭博　
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お 大泉水道　株式会社 堺市北区金岡町２８４３番地１０ 072-252-4788 西川　英俊

株式会社オー・エム・ティ 堺市西区浜寺石津町東２丁１１番２１号 072-244-6227 有住　良平

太田設備工業所 松原市西野々１丁目８番１１号 072-349-2670 太田　武博

大阪狭山下水道管路サ－ビス 大阪市北区西天満２―４―４ 072-365-9511 北村　実朗

大畑水道設備 八尾市青山町４丁目１番９号 072-998-9272 大畑　眞樹

大畑水道工業所 河内長野市高向６７０番地 0721-52-3462 大畑　伴文

奥田商工　株式会社 貝塚市澤１２８２番地 072-431-3526 奥田　孝子

太田設備工業所 松原市西野々 072-349-2670 太田　武博

か 合同会社　海玄 堺市南区美木多上２７５５－３５ 072-294-6622 友川　関雄

株式会社　樫儀設備 堺市堺区東湊町３丁１９２―２ 072-241-2719 泉本　隆司

鹿島設備 大阪狭山市西山台６丁目１４―１０―４１１ 072-365-9522 鹿島　信夫

株式会社　葛城工業 奈良県葛城市林堂100-8 0745-44-9995 西元　竜也

株式会社　カスタム 柏原市古町３丁目１番１４号 072-970-2400 野出　英夫

環境保全事業協同組合 豊中市蛍池西町2丁目8番2号　アサヒ空港ビル301号 06-6210-6320 平岡　浩幸

株式会社　関住 富田林市常盤町３番９号 0721-25-1245 藤本　亮

カミタ総合設備　株式会社 阪南市黒田３４３番２

き 株式会社　KITAGAWA 岸和田市藤井町２－９－１３ 072-457-8897 北側　隆之

有限会社　北口設備 南河内郡千早赤阪村大字水分２８９番地甲 0721-72-1244 北口　嘉一　

北村設備 堺市西区下田町１０番１０号 072-265-6966 北村　範久

北野設備　株式会社 富田林市竜泉４８７番地 0721-35-4872 川谷　麻衣

北野水道工業所 富田林市別井3丁目7-38 0721-24-0039 北野　和樹

株式会社　木下組 大阪狭山市半田１丁目２２４番地の７８ 072-365-3521 木下　浩司

株式会社　共栄設備 堺市堺区車之町東３丁１番９号 072-223-6400 加藤　哲郎

株式会社　共進社工業所 東大阪市西堤楠町３丁目２番１１号 06-6788-2223 山内　曻平

共立建設　株式会社 泉大津市河原町６番３６号 0725-22-6874 西山　悦博
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く クシマ設備工業株式会社 堺市北区北花田町３丁３３―２１番地 072-255-1622 野見山　員仁

久保設備 堺市北区百舌鳥梅北町２丁５６ 072-259-2518 久保　　学

株式会社　久米田設備工業　 岸和田市箕土路町１丁目１６ー２１ 072-443-8655 岩國屋　秀登

有限会社　クニキ設備 富田林市若松町東１丁目8番7号 0721-23-4123 國樹　隆男

久保工業　株式会社 富田林市山中田町１丁目１４番２５号 0721-25-2595 久保　光夫

有限会社　熊取工房 高石市東羽衣７丁目１番８号 072-263-7506 熊取谷　美代子

クリエイティブワ－クス株式会社 堺市中区土塔町２２０４番地の６ 072-230-5525 松原　功政

くれやま建設 大阪狭山市池之原１－１２２０―２ 072-366-2885 呉山　和夫

株式会社　クラタ設備工業所 松原市北新町３丁目１５番１０号 072-332-4411 藏田　豊

け 株式会社　建匠 大阪狭山市大野台４丁目３－１５ 0721-55-6540 前田　良二

こ ゴトウ水設 藤井寺市小山２丁目２３１番地の５ 0729-55-7578 後藤　昭人

工和工業株式会社 堺市中区土塔町２３２６―７ 072-237-7807 安居　英洋

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

コニシエンジニアリング　株式会社 泉大津市河原町５番２８号 0725-21-6067 西山　廣司

さ 有限会社　酒井工業所 大阪狭山市山本中３４０番地の３ 072-365-5007 仲野　剛

株式会社　笹原住設 富田林市大字甘南備９１８番地１ 0721-33-3350 笹原　輝行

株式会社　狭山工房 大阪狭山市池之原２丁目９６４番地の１ 072-365-0680 山林　隆子

有限会社　三和工業所 富田林市甲田２丁目７番１０号 0721-23-3848 植木　謙一郎

三栄設備工業所 堺市堺区北旅篭町西３丁目２番４号 072-232-1877 行武　悟

し 有限会社　白樫設備工業所 羽曳野市野３３３番地の１５ 072-954-8675 白樫　隆司

伸成設備 阪南市自然田１５２０―１０ 0724-72-9955 森下　輝之

株式会社　シンセイ設備 堺市中区土塔町１４４－６ 072-289-5091 石川　正成

株式会社　信光 堺市美原区丹上４１３番地の４ 072-363-0246 杉野　吉信

株式会社　ショ―ダイ 羽曳野市西浦１５８３―２９ 072-958-0378 小川　士朗

七道株式会社 堺市堺区北旅籠町西３丁４番１０号 072-238-8930 高野　信司

翔雲工管 阪南市箱作８１番地１０２号 072-476-3840 岡部　憲欣

新和設備　株式会社 岸和田市極楽寺町５５６－３ 072-426-2382 新家　充
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す 水道ホ－ムサ－ビス 和泉市室堂町５－１－２－１３０６ 072-557-8288 辻田　敏伸

末田建設　株式会社 堺市東区南野田５８３番地３ 072-237-9220 末田　雅士

株式会社　杉原工業 岸和田市下松町８７６番地の１ 0724-28-7773 近沢　節雄

杉元設備工業　株式会社 藤井寺市道明寺５丁目４番３号 0729-53-8154 杉本　裕治

せ 関住設 堺市東区南野田６４８番地２ 072-237-3500 関　一美

株式会社ＳＥＮ　ＴＥＣ 堺市西区大平寺５３９―１ 072-289-9909 三木　宣二

そ 株式会社　創建 堺市西区鳳西町２丁２５番地の１５ 072-267-3223 竹内　伸雄

た 株式会社　大起建設 富田林市常盤町１３番２９号 0721-25-7774 阪口　悦男

大宏建設　株式会社 大阪狭山市池之原３丁目１０６５番地 072-366-0191 岡田　繁治

ダイショウ設備 河内長野市古野町５－３８－１０２ 0721-54-0300 大西　剛志

ダイナン水道 堺市中区深井中町５８０－２ 072-269-4181 坂田　博之

株式会社　大設産業 茨木市郡5丁目29-18 072-640-0607 小野　由夫

大八建設工業　株式会社 河内長野市西之山町１３番２８号 0721-53-2645 吉國　宗征

太陽住設 大阪狭山市今熊６丁目４１６番地１０５ 072-366-6110 多田　浩一

大和住器株式会社 河内長野市西代町１１番２８号 0721-52-3536 谷口　　明

有限会社　高月設備 岸和田市稲葉町７５３番地 072-479-0641 池田　明弘

タカハシ設備 堺市美原区菩提６９－８ 072-350-4038 高橋　俊政

高松設備 堺市東区高松１２４番地の９ 090-8121-8866 駄田井　末雄

株式会社　辰巳水道 堺市西区浜寺船尾町西２丁１６２番地の３ 072-261-6793 辰巳　博史

株式会社　田中水道設備 河内長野市松ヶ丘西町１５２９番地 0721-53-5375 田中　真輝

タナカ理研　株式会社 富田林市西板持町１丁目８６番地 0721-34-1288 田中　成和

谷脇管工 大阪狭山市池之原３丁目９７８－３ 0723-65-1415 谷脇　義之

株式会社　タル井 羽曳野市古市２丁目３番９号 072-957-0288 樽井　義憲

つ 株式会社　辻尾設備 堺市北区百舌鳥陵南町２丁６６４番地 072-279-2589 辻尾　美穂

辻管工株式会社 堺市堺区緑ヶ丘南町１丁１番１３号 072-241-5744 辻　勝

辻工業 富田林市錦織北２丁目３番３号 0721-24-6155 辻　邦一

有限会社  ツジノ 和泉市寺田町２丁目８番４８号 0725-46-6868 辻ノ　大輔

辻元設備工業 富田林市錦織東２丁目１６番８号 0721-26-3345 辻元　和裕

て 寺脇建設 大阪狭山市茱萸木６丁目７８８ 072-365-3013 寺脇　定雄
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と 株式会社　東洋設備工業所 堺市北区北長尾町４丁５番８号　第一協商ビル三階Ａ 072-257-4701 猪倉　剛

東洋設備　株式会社 堺市堺区香ヶ丘町１丁１２番７号 072-238-5898 岩﨑　年一

株式会社　トラストエンジニアリング 泉大津市式内町３―１０ 072-533-7919 松尾　一彦

土肥設備 泉大津市東助松町３―３―３２ 0725-31-4740 土肥　向陽

な 仲谷設備　株式会社 富田林市大字佐備４４７番地の２ 0721-34-3271 仲谷　憲一

株式会社　中嶋工業所 大阪狭山市狭山２丁目２３９４番地 072-366-0005 中嶋　瑞恵

株式会社　ナカイ工業 南河内郡河南町大字白木１３３７番地 0721-93-2998 仲井　　猛

有限会社中塚設備工業 貝塚市石才１８３ 072-437-1781 中塚　真由美

中野建設株式会社 大阪狭山市今熊7丁目153番地 072-367-5199 川口　百合子

株式会社　南堺水道設備 堺市中区陶器北１７５９番地の４ 072-237-5369 川北　勇

南海設備  株式会社 堺市中区福田６８４番地３ 072-237-2675 北野　亮介

株式会社　南口組 富田林市甲田１丁目１０番１号 0721-25-1112 中川　寿

中筋建設株式会社 岸和田市土生町１丁目４番２７号 072-439-3112 中筋　康文

に 有限会社　ニコ―設備 堺市中区東山９００番地ジョイビル２０１号 072-230-1112 浦芝　剛志

株式会社　西辻水道 堺市中区土塔町２２９１番地の１ 072-237-0915 西辻　保

株式会社　ニシムラ 大東市新田本町１８番２号 072-871-5090 西村　恭二

新見設備 和泉市室堂町４０６ 0725-90-6600 新見　厚幸

は 株式会社　初芝水道企画 堺市美原区大饗３９８－１ 072-362-2876 中野　眞琴

初芝設備　株式会社 堺市東区日置荘北町３丁６番１０号 072-285-0187 中野　眞琴

株式会社　畑本水道工業所 柏原市片山町１６番７号 072-977-1787 畑本　光一

晴空管工 富田林市若松町２－６－８ 0721-21-4249 日野　貴晴

ひ ヒロ設備 岸和田市岡山町２５８－１１ 0724-43-5860 藤浪　博時

株式会社　　光住設 堺市南区大庭寺８６５－１ 072-320-1594 羽立　政司

ふ 福盛水道設備 大阪狭山市狭山３丁目２４３６番地の４ 072-365-4144 福盛　昇

藤浪設備工業　株式会社 岸和田市包近町４７４番地の２ 072-444-6902 藤浪　博嗣

藤野興業　株式会社 富田林市山中田町１丁目１１番８号 0721-24-0118 藤野　正勝

福原住宅設備 大阪府岸和田市三田町183 072-441-3109 福原　太郎

福留工業 岸和田市三田町１８９―１ 072-441-4341 福留　賀久

株式会社　不動設備 富田林市彼方４７２番地１ 0721-34-0482 竹村　晃

ほ ホクシン建設株式会社 河内長野市楠町東１７５２番地の１ 0721-62-5735 北原　新作
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ま 株式会社　前田工務店 大阪狭山市山本南２９９―３ 072-365-3150 前田　和彦

株式会社　満田設備工業 堺市北区東浅香山町2丁77番地9 072-259-5220 満田　光一郎

前本設備　株式会社 河内長野市石仏１１２１番地 0721-62-3016 飯田　　誠

増田工建 大阪狭山市西山台１－７－５ 072-349-3589 増田　龍寛

マツオ設備 藤井寺市古室１丁目８番１２号 0729-54-7496 竹内　松男

マルショウ住設株式会社 堺市堺区神石市之町２―１ 072-269-4830 松尾　匡司

み ミチハタ水道工業株式会社 河内長野市菊水町７番８号 0721-53-2068 道旗　弘明

南設備 河内長野市野作町１２番３４号 0721-52-5878 南　則次

株式会社　道下工業所 松原市上田３丁目９番４号 072-331-1501 道下　彰

有限会社　宮武設備 堺市中区深井畑山町２０２番地の１５ 072-270-6619 宮武　雄一

三宅設備工業株式会社 岸和田市箕土路町１―７―１０ 072-443-1512 三宅　修二

有限会社　宮本美建 松原市別所３丁目１９番２３号 072-335-0700 宮本　信宏

三宅設備 大阪狭山市池之原４丁目２２番地の２０ 072-366-3263 三宅　伸一

三村プラミング 河内長野市向野町６７７番地４０３ 0721-56-2766 三村　敏之

め 峰樹造園株式会社 河内長野市松ヶ丘西町１５４０-３ 0721-56-7912 中峰　拓史

メイセイ設備 高石市加茂1丁目９番１７号 072-320-7562 山下　　学

も 株式会社　森水道工業所 堺市北区新金岡町５丁７番３２８号 072-253-9224 森　一馬

森本設備機器　株式会社 松原市丹南６丁目５７６番地の１ 072-339-1711 森本　真一

や 株式会社　山口設備 大東市野崎三丁目１１番５号 072-878-7481 山口　直樹

株式会社　山之内建設 河内長野市南花台１丁目１番９号 0721-63-0185 山内　巌

山岡建設株式会社 大阪市平野区平野西１－１２－２３ 06-6705-1161 山岡　英夫

康竹工業　株式会社 富田林市富田林町５－２２ 0721-24-0268 土井　康成

ゆ 豊工業株式会社 豊中市利倉西１丁目１番２７号 06-6866-0251 北原　廣

株式会社　　ＵＫＳ 堺市北区長曽根町１６７９－１ 072-242-8458 上田　禎行

よ 有限会社米田工業 南河内郡太子町大字春日１７２―２ 0721-98-2088 米田　利博

り リーフ給水システム 堺市堺区石津町４丁３番２９号 072-244-4700 浦芝　直樹

わ 株式会社　若松設備 藤井寺市古室三丁目８番２１号 072-938-1391 若松　正敏

株式会社　渡部工業所 羽曳野市恵我之荘２丁目１０番３２号 0729-54-4531 渡部　臣雄

ワニ設備工業 堺市堺区北旅籠町東２丁１番１７号 072-232-8682 浦野　友恵


