香芝市指定給水装置工事事業者名簿（市内）
名

称

な行

0745-76-7345

株式会社Ａ－ｐｌｕｍｂｅｒ

香芝市逢坂７丁目１８９－２－１

0745-79-8894

香芝市下田東１丁目４９９番地

0745-78-2348

岡建設

香芝市良福寺２４７番地６

0745-78-0087

奥田住設株式会社

香芝市畑１１７４－１

0745-79-7730

香芝水道工業所

香芝市藤山１丁目３番２０号

0745-76-4567

株式会社梶本住設

香芝市下田西２丁目５番１２号

0745-76-1414

株式会社葛城設備

香芝市上中１２０番地２

0745-76-5002

駒井設備工業

香芝市藤山２丁目１１５５番地４

0745-77-8503

さくら設備

香芝市藤山２丁目１１６８番地９

0745-78-3091

株式会社三備

香芝市狐井１４２番地

0745-77-4549

有限会社秀備

香芝市関屋３６８番地５

0745-77-7914

香芝市真美ヶ丘７丁目２番１８号

0745-78-5965

昭和空調設備

香芝市平野２０９番地

0745-43-6118

新世紀建工株式会社

香芝市下田西３丁目９番１６号

0745-77-4348

須賀建設株式会社

香芝市白鳳台２丁目２２番７号

0745-78-3666

株式会社大協設備

香芝市北今市４丁目２４３番地

0745-77-2235

大生工業

香芝市磯壁４丁目４２７番地３

0745-76-0470

高垣水道

香芝市畑７丁目２番３４号

0745-76-3448

株式会社千葉工業

香芝市穴虫３２５４番地５

0745-71-3755

株式会社トールカンパニー

香芝市西真美１－４－６ＩＫＫＯビル３０２号

0745-43-6937

東和設備工業

香芝市上中５２８－１

0745-76-4449

奈良日化サ－ビス株式会社 香芝営業所

香芝市逢坂３丁目４２７番地１

0745-76-4760

白鳳設備

香芝市尼寺３丁目５１８－１

0745-77-7852

ヒガシ設備工業

香芝市今泉６６１－１５

0745-78-8909

日之出水道工業所

香芝市五位堂４丁目２３２－８

0745-77-4013

香芝市上中１２６８番地１９９

0745-77-1184

藤井住宅設備株式会社

香芝市鎌田６２４番地３

0745-76-7781

藤本設備

香芝市穴虫２２８番地 アメニティーふたかみ２０１号

0745-77-7752

布施設備

香芝市畑１丁目１７７０番地１

0745-78-3800

松本水道工業所

香芝市良福寺７５６番地

0745-77-2353

宮本設備工業

香芝市平野５番地４

0745-78-6569

有限会社柳生工房

香芝市穴虫１２７１－１

0745-70-5566

香芝市旭ヶ丘２丁目１７－１８

0745-79-8470

香芝市高２４１番地１

0745-76-6007

は行 福井住設

ま行

電話番号

香芝市瓦口６９番地

さ行 株式会社城設備工業

た行

所 在 地

有限会社石切工務店

あ行 大武住宅設備有限会社

か行

令和4年4月1日現在

や行 ユニスイ
株式会社吉田水道

香芝市指定給水装置工事事業者名簿（市外）
令和4年4月1日現在

名

あ行

称

所 在 地

電話番号

アイテム株式会社

京都府宇治市五ヶ庄福角６９番地６

0774-33-7040

アエバ設備工業株式会社

奈良県北葛城郡広陵町馬見北５丁目１７－２１

0745-54-5697

株式会社アクアサービス

大阪府豊中市庄内栄町４丁目５番７号

06-6335-1211

アクアユニック

大阪府東大阪市御厨中１丁目１８番２７号

06-6789-7700

株式会社アクアライン

広島県広島市中区上八丁堀８番８号第１ウエノヤビル６F

082-502-6644

株式会社朝日土建

奈良県奈良市奈良阪町１０８５番地緑商第一ビル１０２号

0742-24-8001

あすなろ設備建設

奈良市二名２丁目２４５８－３３

0742-46-2427

株式会社アズクリエイティブ

愛知県名古屋市千種区内山３丁目３１番２０号 今池NMビル４階

052-734-3682

株式会社安達設備

奈良県奈良市敷島町１丁目１０７０－２６

0742-51-9025

株式会社アダチ住設

奈良県磯城郡田原本町阪手１７１－１

0744-33-4125

有山農工社株式会社

奈良県生駒市高山町４１０３番地１

0743-78-4122

安道管工株式会社

奈良県天理市二階堂上ノ庄町９５番地９２

0743-64-0760

株式会社イースマイル

大阪府大阪市中央区瓦屋町３－７－３

06-7739-2525

株式会社ｅ－Ｎａｔｕｒａｌｌｙ

奈良県奈良市北永井町６０９－１

0742-64-9003

池上住宅設備

奈良県大和高田市東三倉堂町１４番２８号

0745-23-1603

池口設備工業

奈良県御所市名柄３１９

0745-66-1349

池田水道工業株式会社

奈良県大和高田市北本町４番２１号

0745-52-2871

株式会社石橋設備

奈良県奈良市法蓮町３４４番地５

0742-26-5331

和泉設備工業株式会社

奈良県奈良市西登美ヶ丘１丁目５番８号

0742-45-8051

株式会社一光商事

大阪府羽曳野市南古市３丁目３番１号

0729-57-0222

株式会社稲葉設備

奈良県奈良市北永井町４１９番地

0742-64-6018

イワオ産業株式会社

奈良県奈良市五条畑１丁目１９番１２号

0742-40-1003

岩田設備工業

奈良県御所市蛇穴６５７

0745-63-2329

株式会社Ｗｉｔ

奈良県御所市柏原１６１７－２

0745-65-2669

ウエノ住器サ－ビス

奈良県橿原市中曽司町１５０－３４ １Ｆ

0744-37-2328

株式会社植木工業

奈良県生駒市俵口町６８７番

0743-86-4554

上松設備

奈良県吉野郡下市町下市３０４６－１０

0747-52-3067

株式会社ウォーターサービス五木

奈良県大和郡山市伊豆七条町３７番地３８

0743-56-2250

馬木工業株式会社

大阪府柏原市片山町１番６号

0729-77-8267

エイシン設備工業株式会社

大阪府大阪市東住吉区住道矢田６－８－６

06-7891-3411

株式会社英弘エンジニアリング

大阪府河内長野市昭栄町３番５５号

0721-53-0781

エージー設備

奈良県橿原市南八木町３丁目３－３－２

0744-23-1141

株式会社エーライフ

大阪府摂津市鳥飼八防２－１１－７

072-653-1991

株式会社エス・イー

奈良県北葛城郡王寺町畠田５丁目１５－２１

0745-32-3399

エバーリンクス株式会社

大阪市西区南堀江４－１７－１８

06-6531-1151

株式会社エビザワ商店

大阪府大阪市旭区高殿２丁目１１番１５号

06-6922-1230

大泉水道株式会社

大阪府堺市北区金岡町２８４３－１０

072-252-4788

大角工業

奈良県生駒郡斑鳩町小吉田２－３８－１

0745-75-6609

株式会社大角水道設備工業所

奈良県生駒郡三郷町城山台１丁目４番３０号

0745-73-4790

大阪セキスイハイム施工株式会社

大阪府大阪市平野区長吉長原西２丁目１２番５号

06-6355-4176

株式会社大智設備

兵庫県神戸市長田区長田町３丁目２－１２ ＢＬＤ ＵＥＹＡＭＡ３Ｆ

0787-97-5443

大西設備工業株式会社

奈良県奈良市法華寺町６６６番地

0742-33-6112

大淀設備工業所

奈良県吉野郡大淀町桧垣本１９７１－４

0747-52-2595

岡田水道工業所

奈良県天理市檜垣町５２６番地２

0743-67-1507

株式会社岡本設備

奈良県北葛城郡上牧町米山台５丁目５番５号

0745-77-5541

有限会社オズ設備

奈良県奈良市大安寺西１丁目２８８番地６

0742-35-6670

有限会社カキモト設備

奈良県北葛城郡王寺町元町２丁目１番１７号

0745-72-4060

株式会社カスタム

大阪府柏原市古町３丁目１番１４号

0729-70-2400

株式会社学研都市設備 生駒支店

奈良県生駒市北田原町２４５２番２１

0743-79-3271

勝間設備工業株式会社

奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北２丁目１番２５号

0745-74-0208

株式会社葛城工業

奈良県葛城市林堂１００－８

0745-44-9995

大阪府羽曳野市蔵之内１９－４

072-958-5461

カワムラ工業

奈良県西大寺国見町３丁目８-１９

0742-41-9870

関西水道用品株式会社

大阪府豊中市服部本町２丁目８番１９号

06-6863-6764

株式会社関西設備

奈良県奈良市神功５丁目２番地２９

0742-72-2929

北川ガス株式会社

奈良県御所市小林４１

0745-62-5111

北戸設備

大阪府松原市立部１丁目１７２－４

072-332-4900

北野水道工業所

大阪市富田林市別井３丁目７－３８

0721-24-0039

北野設備株式会社

大阪府富田林市龍泉４８７番地

0721-35-4872

か行 株式会社カナン

原田ビル２０５

北門設備

奈良県生駒郡三郷町立野南１丁目７番２３号

0745-32-5420

近畿総合建築株式会社

奈良県大和高田市南今里町１２番１７号

0744-23-2250

國廣設備

奈良県奈良市西大寺北町１丁目２－１８

0742-34-0346

久保工業株式会社

大阪府富田林市山中田町１丁目１４番２５号

0721-25-2595

株式会社久保総合設備

奈良県奈良市針ヶ別所町６５９

0743-84-0155

株式会社クラシアン

奈良県大和郡山市番条町１５－１

0743-58-5321

か行 クリエイティブワークス株式会社

大阪府堺市土塔町２２０４番地６

072-230-5525

株式会社クリーンライフ

大阪府吹田市広芝町６番１０号

06-6821-6133

株式会社Ｋ'ｓＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

大阪府大阪市東淀川区東中島１－１７－１８

06-6990-1524

株式会社交換できるくん

東京都渋谷区東１－２６－２０東京建物東渋谷ビル１２Ｆ

03-6427-5381

光翔設備

奈良県橿原市菖蒲町３丁目１２－３－２

0744-46-9805

株式会社剛健

大阪府堺市美原区北余部４０－３５

072-369-0470

株式会社光成建設

奈良県奈良市法華寺町１０６５

0742-33-7238

コニシ水道工業株式会社

奈良県生駒郡三郷町勢野西１丁目７番１５号

0745-32-1277

小原工業株式会社

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

株式会社サカキ建設工業所

奈良県奈良市宝来４丁目２９番１１号

0742-48-2220

株式会社阪本工務店

奈良県北葛城郡上牧町松里園３丁目１５番１号

0745-78-6161

櫻本設備

奈良県五條市田園４丁目９－２

0747-32-8337

株式会社サニコン奈良支店

奈良県橿原市北妙法寺町５６２

0744-29-3252

山陽設備土木

大阪府南河内郡千早赤阪村森屋８７９番地

0721-72-0238

有限会社しおみプロテック

奈良県葛城市木戸１９４番地６

0745-60-2550

株式会社島田水道設備

奈良県橿原市五井町２７６番地３

0744-22-8211

株式会社志村設備

奈良県生駒郡平群町大字若井３５番地７

0745-45-0249

さ行 有限会社シラキ設備

奈良県北葛城郡広陵町大字南郷２４３

0745-55-2032

株式会社シンエイ

大阪府大阪市中央区谷町２丁目４－３アイエスビル９階

06-6944-7797

神栄総社株式会社

奈良県桜井市大字東田４６番地の６

0744-35-1359

株式会社水協

大阪府大阪市天王寺区東高津町３－２９新青山ビル２０２

06-4305-7414

株式会社水匠

奈良県大和高田市日之出東本町２０－４

0745-52-3529

株式会社スイドウサービス

大阪府大阪市城東区野江４－1－８－４０２

06‐6991‐6767

株式会社スローフォワード

大阪府東大阪市若江東町２丁目７番３－９０１

06-4306-3144

株式会社 綜合

大阪府豊中市清風荘１丁目１２番２号

06-6850-3660

株式会社創造工舎

奈良県橿原市今井町４丁目１１番１７号

0744-29-2090

有限会社ダイキ

奈良県橿原市石川町６００番地日幸ビル

0120-996-551

株式会社大起建設

大阪府富田林市常盤町１３番２９号

0721-25-7774

有限会社大輝設備工業

大阪府寝屋川市太秦緑が丘２７番２１号

072-823-4451

大進水道工業株式会社

大阪府守口市八雲西町２丁目１番７号

06-6991-4575

大東建設株式会社

奈良県橿原市石原田町２９７番地１２

0744-29-1648

有限会社太陽設備工業所

奈良県奈良市西九条町３丁目６番１５号

0742-62-1245

株式会社大和水道工業

奈良県葛城市北花内５４６番地

0745-69-7846

株式会社高井設備

奈良県大和高田市大字土庫２３６番地１

0745-22-0849

株式会社タカギ

福岡県北九州市小倉南区石田南２丁目４番１号

093-962-0941

有限会社髙倉設備工業

奈良県北葛城郡広陵町大字南郷２７８番地５

0745-55-8748

株式会社たかとり工設社

奈良県高市郡高取町大字森３７９番地２

0744-52-2245

株式会社タケガミ電気水道

奈良県橿原市久米町５５２番地の２

0744-28-1011

竹田設備工業

奈良県宇陀市大宇陀上２０１８番地

0745-83-3135

大坂氏城東区鴫野西５丁目２０番１０号

06-6967-1001

タナカ理研株式会社

大阪府富田林市西板持町１丁目８６番地

0721-34-1288

株式会社谷垣工業所

奈良県奈良市三碓６丁目８番５４号

0742-45-0123

谷田土木水道

奈良県奈良市西九条町２丁目１０－２

0742-63-1140

千葉水道工業所株式会社

奈良県北葛城郡王寺町本町４丁目１３番５号

0745-72-4750

株式会社中央

奈良県奈良市八条町３９４－１

0742-32-3003

中和設備

葛城市北花内２７７番地２

0745‐69‐5225

辻本設備工業

奈良県北葛城郡王寺町本町４丁目３６番 ２－２０３号

090-5096-4668

テックエンジニアリング株式会社

大阪府堺市堺区旭ヶ丘北町２丁４番７号

072-247-0848

トーエー設備株式会社

大阪府八尾市西高安町１丁目６３－２

072-997-1080

トウコー工業

奈良県生駒市南田原町１０９６番地１

0743-78-9898

當麻設備工業所

奈良県橿原市曽我町６１８番地２７

0744-25-0202

有限会社東和技研工業

奈良県宇陀市榛原区額井１０６６－４

0745-82-4127

富水道工業所

奈良県大和高田市秋吉６８番地４

0745-52-0110

奈良県吉野郡下市町阿知賀６０２－２

0747-52-3758

中岡水道設備

奈良県橿原市曽我町４２２－１－６０２

0744-29-4430

有限会社中川設備

奈良県五條市田園１丁目１４番地２

0747-23-5017

た行 株式会社竹中ガス住設センター

た行 豊田設備

中島設備工業株式会社

奈良県大和高田市吉井２０３番地１

0745-52-8618

ナカタ産業株式会社

大阪府吹田市西の庄町２－３１

06-6386-3914

中西設備

奈良県五條市霊安寺町２１８９番地３

0747-22-4491

中西設備工業

奈良県奈良市杏町３１４

0742-62-0953

仲野水道設備株式会社

奈良県生駒市谷田町８０８番地

0743-74-6800

株式会社中野水土工業所

奈良県大和高田市西三倉堂２丁目１－７

0745-53-2753

仲林設備工業

奈良県御所市柏原１５１-３-３７

0745-62-8524

ナニワリフォーム

大阪府柏原市玉手町１０番３５号

072-976-1253

な行 有限会社ニコー設備

大阪府堺市中区東山９００番地ジョイビル２０１号

072-230-1112

西田設備

奈良県橿原市葛本町３２－９

090-2284-6603

株式会社西日本設備

大阪府吹田市内本町３-２８-１０

06-6155-5570

株式会社ニシムラ

大阪府大東市新田本町１８番２号

072-871-5090

株式会社西本組

奈良県御所市大字室１１７番地１

0745-62-2881

西大和ガス・スギタ

奈良県北葛城郡上牧町上牧３７４６－２

0745-77-4106

株式会社西脇産業

京都府木津川市加茂町美浪椚５番

0774-76-7070

有限会社ニッカン

奈良県北葛城郡河合町西穴闇４８－３

0745-56-5969

株式会社新田水道

奈良県奈良市神功３丁目７番地２５

0742-71-3300

株式会社 ネクサス

奈良県桜井市阿部６８０－２５

0744-45-1356

株式会社野矢設備工業所

奈良県奈良市平松３丁目２６番１８号

0742-43-7655

株式会社博電工業

奈良県橿原市光陽町２７５番地

0744-27-1419

服部設備工業所

奈良県北葛城郡上牧町服部台１丁目４番１６号

0745-77-2527

株式会社ハナフサ

大阪府大阪市中央区谷町七丁目５番９号

06-6762-7001

阪奈サービス株式会社

奈良県宇陀市榛原区山辺三２４９３番地１

0745-82-7029

美堅工業

奈良県吉野郡大淀町桧垣本２５７０－１

0747-53-2770

有限会社聖工業

京都府木津川市加茂町里土堀４１－６

0774‐76-4282

ヒロセ設備

奈良県桜井市外山９００番地１

0744-42-5382

福井水道工業株式会社

奈良県奈良市法蓮町１５２番地１

0742-33-6811

福島設備

奈良県御所市元町葛城台４９３番地１８０

0745-65-0326

有限会社福西住宅設備

大阪府泉大津市千原町１－５－１１

0725-33-2268

布家設備工業所

奈良県北葛城郡広陵町大字広瀬１１１０番地１８

0745-56-4071

奈良県奈良市あやめ池南７丁目８５８番地

0742-43-0012

フジ川土木

奈良県北葛城郡上牧町大字上牧４０４４番地８

0745-77-0265

フジタ水道設備

奈良県御所市東辻６９－３

0745-49-0707

フジタ設備

奈良県北葛城郡広陵町大字笠１５－１５

0745-60-2305

フジヨシ工業

奈良県生駒郡三郷町立野南１－１７－１１－４０７

090-3353-7488

双葉工業株式会社

大阪府堺市中区土塔町３３２０

072-235-3040

株式会社平城設備

奈良県奈良市西ノ京町１番地３７

0742-94-5200

ベターメント

奈良県北葛城郡上牧町上牧３９２３

0745-71-8181

宝寿建設株式会社

大阪府柏原市本郷４丁目３番３６号

0729-71-8100

有限会社北斗設備工業

大阪府羽曳野市蔵之内５９４番地３号

0729-50-1300

有限会社細川商会

奈良県葛城市加守９８２番地１

0745-76-4648

本多設備

奈良県大和高田市曽大根２５８番地１２

0745-23-5090

株式会社マエダ

奈良県大和郡山市額田部寺町１５番地１

0743-56-5106

マキ設備工業

大阪府富田林市東板持町２丁目７番２７号

0721-34-9200

松井電気水道商会

奈良県橿原市東坊城町７５５番地２

0744-25-2235

松岡管工

奈良県北葛城郡王寺町元町２丁目８番２６号

0745-32-8883

マツオ設備

大阪府藤井寺市古室１丁目８番１２号

0729-54-7496

株式会社松本組

奈良県橿原市兵部町２番２号

0744-24-5151

マツモト工業株式会社

京都府相楽郡精華町桜が丘４丁目１０－６

0774-72-5157

松本工業株式会社

奈良県奈良市西大寺新町１丁目１-１５

0742-55-8672

マルコウ設備株式会社

京都府相楽郡精華町狛田１－17－２

0744-93-0025

株式会社ＭＩＺＵＳＡＰＯ

広島県広島市中区鶴見町８－５７

082-533-8080

株式会社水野設備

奈良県宇陀市榛原笠間２１８２番地

0745-82-0406

三菱電機システムサービス株式会社

東京都世田谷区太子堂４丁目１番１号

06-6454-3913

株式会社南村組

奈良県橿原市光陽町２１５番地

0744-28-8820

株式会社 宮地工業

奈良県大和高田市大字今里３６０番地５

0745-22-1082

森下住設株式会社

奈良県大和郡山市城南町５番３７号

0743-53-2277

株式会社森水道工業所

大阪府堺市北区新金岡町５丁７番３２８号

072-253-9224

株式会社森村設備

奈良県奈良市四条大路３丁目２番７３号

0742-34-6400

森本設備機器株式会社

大阪府松原市丹南６丁目５７６番地１

072-339-1712

株式会社森本配管工業社

奈良県大和高田市中三倉堂２丁目９番３５号

0745-22-1766

松本工業株式会社

奈良県奈良市西大寺新町１丁目１－１５

0742-55-8672

は行 富士設備工業株式会社

ま行

ま行

康竹工業株式会社

大阪府富田林市富田林町５－２２

0721-24-0268

株式会社山口設備

大阪府大東市野崎３丁目１１番５号

072-878-7481

株式会社山下設備

奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南１丁目１番２６号

0745-74-2789

山田設備

奈良県生駒郡平群町西宮２－３－２７

0745-45-2156

山廣設備工業

大阪府守口市八雲北町３－２５－５

06-6995-6797

奈良県北葛城郡広陵町みささぎ台６番１０号

0745-55-3875

有倖設備株式会社

奈良県奈良市富雄北３丁目１番４０号

0742-45-3430

株式会社吉川設備

奈良県生駒郡三郷町信貴ヶ丘３丁目７－１

0745-32-6000

株式会社吉田水道工業所

奈良県橿原市小綱町１２番４３号

0744-22-0154

株式会社吉田設備

奈良県生駒郡三郷町立野北３丁目６番３号

0745-32-5088

株式会社米田設備工業所

奈良県大和高田市根成柿１８６－２２

0745-53-4308

涼水設備

大阪府柏原市国分市場１丁目７番５６－４０３号

0729-78-2126

緑樹株式会社

奈良県北葛城郡河合町佐味田２３６７

0745-56-2669

ロイヤルホームセンター株式会社 ロイサポートセンター

千葉県習志野市東習志野６－７－１５

047-470-0633

有限会社和田設備

奈良県奈良市大和田町５７７番地

0742-45-7219

渡辺設備工業株式会社

奈良県大和高田市田井新町３番１７号

0745-22-1768

や行 株式会社山本設備工業

ら行
わ行

