守口市以外
指定工事店名
コニシエンジニアリング株式会社

城戸工業株式会社
株式会社丹羽工業所
西田エンジニアリング株式会社

有限会社城北水道
株式会社戸田設備工業所

ﾊﾅ株式会社
有限会社協同設備
有限会社道端設備
株式会社マキ工業
株式会社谷垣工業
小原工業株式会社
原田設備工業株式会社
株式会社野村設備
エイシン設備工業株式会社

株式会社ベルタック
三井設備工業㈱大阪支店
株式会社新宅設備工業所

山岡建設株式会社
株式会社スミテクノエンジニアリング

門前組
尚和工業株式会社
松本工業株式会社
株式会社リュウビ・エンジニアリング

株式会社ケンズ
株式会社大阪サワノ
株式会社岡設備
株式会社仲昌
株式会社スタートコーポレーション

株式会社 ケンショウ
井上水道株式会社
株式会社アウル
株式会社オクムラ設備工業

なかむらや
株式会社水幸
株式会社ヴェルデ
株式会社梶野工業
株式会社永和
株式会社イースマイル
兵庫水道工業株式会社
a1技研株式会社
株式会社住環設備
株式会社森水道工業所
クシマ設備工業株式会社
有限会社宮武設備

（令和3年10月12日現在）
営
業
所
電 話 番 号
泉大津市 河原町5-28
0725-21-6067
大阪市 旭区中宮1-2-8
06-6954-6800
大阪市 旭区高殿6-2-20
06-6953-7311
大阪市 城東区東中浜4-2-3
06-6968-2772
大阪市 都島区大東町2-13-19
06-6180-7741
大阪市 淀川区塚本6-1-13
06-6885-7070
大阪市 鶴見区茨田大宮2-7-48
06-6913-0950
大阪市 旭区高殿7-8-6
06-6956-0025
大阪市 鶴見区横堤4-1-23
06-6915-0185
大阪市 東淀川区豊里6-3-9
06-6321-8990
大阪市 鶴見区今津中1-2-26
06-6965-5131
大阪市 淀川区木川東3-5-21 第三丸善ビル7階G号室 06-6195-1229
大阪市 鶴見区焼野3-2-117
06-6913-2125
大阪市 淀川区西三国1-9-34
06-6350-0350
大阪市 東住吉区住道矢田6-8-6
06-7891-3411
大阪市 鶴見区浜4-9-11
06-6915-5521
大阪市 住吉区苅田3-10-28
06-6698-3308
大阪市 平野区長吉出戸6-14-7
06-6799-1005
大阪市 平野区平野西1-12-23
06-6705-1161
大阪市 平野区流町4-4-13
06-6709-1493
大阪市 淀川区木川東1-10-22-406
06-6302-6999
大阪市 鶴見区放出東3-6-6
06-6786-4801
大阪市 城東区古市3-14-9
06-6933-1227
大阪市 平野区平野西6-3-8
06-6760-5143
大阪市 住之江区平林南1-5-12
06-6681-3810
大阪市 住吉区沢之町1-7-19
06-6992-9265
大阪市 西淀川区姫島6-2-7
06-4862-4975
中央区本町2-3-6本町ビジネスビル906
大阪市
06-6210-5625
大阪市 北区本庄西3-1-18
06-6486-0100
大阪市 中央区大手前1-7-31 ＯＭＭビル16階 06-6809-7676
大阪市 天王寺区上本町6-8-9 上七ビル3F 06-6777-1650
大阪市 北区神山町1-33-402
06-4981-0687
大阪市 鶴見区今津北2-8-33
06-6969-0245
大阪市 城東区古市3-1-1-1105
06-6935-4864
大阪市 東淀川区南江口2-6-83
06-7182-3803
大阪市 西区新町1-2-13
06-4256-8316
大阪市 東成区東今里2-11-26
06-4259-3001
大阪市 鶴見区安田2-2-5
06-7173-2333
大阪市 中央区瓦屋町3-7-3 イースマイルビル 06-7739-2525
大阪市 旭区森小路1-1-6
06-6954-2233
大阪市 鶴見区緑2-1-12
06-7173-6585
大阪市 東淀川区菅原3-13-23
06-6325-1214
堺市
北区新金岡町5-７-328
072-253-9224
堺市
北区北花田町3-33-21
072-255-1622
堺市
中区深井畑山町202-15
072-270-6619

指定工事店名
有限会社ニコー設備
株式会社オー・エム・ティ
株式会社信光
株式会社アヴァンス
照建株式会社
株式会社リーフ給水システム

株式会社UKS
マルショウ住設株式会社
株式会社SEN TEC
株式会社ｼﾝｾｲ設備
西村水道工業株式会社
NKワークス株式会社
株式会社インプルーブ
株式会社光トラスト
中山建設株式会社
株式会社エンジニアサカウエ

株式会社アクア・テクノ
高島設備工業株式会社
株式会社高木工業所
株式会社光輝工業
株式会社グローバルワークス

営
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
高石市
高槻市
高槻市
高槻市
高槻市
高槻市
高槻市
高槻市
高槻市
高槻市
高槻市
高槻市
高槻市

業

所

中区東山900番地ジョイビル203号

西区浜寺石津町東2-11-21
美原区丹上413-4
北区野遠町56
中区八田西町2-16-40
堺区石津町4-3-29
北区長曽根町1679-1
堺区神石市之町2-1
西区太平寺539-1
中区福田442-2
中区伏尾761-2
西区上539-8
中区田園578
美原区丹上413-4
羽衣5-13-14
宮野町12-20
唐崎北1-25-9
大塚町2-49-8
城西町11-16
唐崎北3-4-5
庄所町7-1-101

栄町2-7-2 SHOKI栄町202号室
有限会社YM設備
小林設備工業株式会社
唐崎中2-1401-1
飯山建設株式会社
竹の内町39-19
エーアイテック株式会社
辻子2-9-6
株式会社朝日設備工業
西面中1-10-1
ダイセツ株式会社
下田部町1-3-13
株式会社 ＭＩＲＡＩ設備 豊能郡豊能町 東ときわ台2-20-10
成光建設株式会社
寝屋川市 本町6-9
株式会社米田水道工業所 寝屋川市 池田中町20-3
株式会社明由工業
寝屋川市 池田北町9-12
株式会社ひかり水道商会 寝屋川市 下神田町16-8
出水設備工業所
寝屋川市 対馬江西町18-23
株式会社協立管工社
寝屋川市 葛原1-29-10
株式会社河西設備商会 寝屋川市 清水町29-2
株式会社佐々木産業
寝屋川市 点野2-21-2
株式会社谷本水道商会 寝屋川市 高柳5-11-9
株式会社ミヨシテック
寝屋川市 石津元町11-22
株式会社小西水道工業所 寝屋川市 木屋町8-8
東部水道産業株式会社 寝屋川市 打上新町20-17
山三水道
寝屋川市 八坂町6-15
道久設備
寝屋川市 大成町5-7
株式会社山岸設備
寝屋川市 堀溝1-9-2
スイセイ工業
寝屋川市 点野4-4-4
吉村管工
寝屋川市 楠根南町34-7-1
カミタ総合設備 株式会社
阪南市 黒田343-2
株式会社共進社工業所 東大阪市 西堤楠町3-2-11
株式会社昭和ホーム設備 東大阪市 藤戸新田2-7-17
株式会社岸沢設備工産 東大阪市 善根寺町5-1-38
株式会社はやし設備
東大阪市 玉串町東2-6-40

電 話 番 号
072-230-1112
072-244-6227
06-6878-0288
072-252-6780
072-220-2966
072-244-4700
072-242-8458
072-269-4830
072-289-9909
072-289-5091
072-278-9880
072-370-1998
072-237-1936
072-362-5733
072-263-0250
072-674-3608
072-677-8807
072-675-2439
072-671-0017
072-678-2870
072-661-3397
072-697-6707
072-628-6234
072-674-6767
072-672-0445
072-669-7530
072-672-6219
072-738-0500
072-822-9700
072-826-3074
072-838-9000
072-826-5494
072-839-8417
072-838-0333
072-829-6179
072-801-8077
072-829-0682
072-827-3355
072-832-0220
072-823-0301
072-824-1333
072-823-6286
072-823-3325
072-838-8587
072-819-0913
072-471-2234
06-6788-2223
06-6788-4774
072-981-1671
072-961-7455

営
業
所
指定工事店名
株式会社クラシアン
東大阪市 島之内2-12-37
株式会社左向水道
東大阪市 中小阪3‐10-32
亜紀style
東大阪市 吉田下島23-2
株式会社アクアユニック 東大阪市 御厨中1-18-27-3F1-18-27-3F
増田設備工業株式会社 東大阪市 御厨南2-4-3
大晉工業株式会社
東大阪市 足代北１-14-1
株式会社マツオ設備
藤井寺市 古室1-8-12
あすなろ設備建設
藤井寺市 沢田2-12-23
株式会社小畑設備工業
箕面市 石丸1-11-2
東洋工業株式会社
茨木市 横江1-6-26
有限会社新恒工業
茨木市 東福井1-2-3
南勢設備株式会社
茨木市 東奈良2-15-2
セノヤ
茨木市 総持寺2-2-3
有限会社シバノ設備
茨木市 新堂1-5-15
株式会社大設産業
茨木市 郡5-29-18
アクアプラン設備
茨木市 新堂1-5-19 リオラームⅢ 102号
株式会社原田設備
茨木市 目垣3-1-9
有限会社シンタニ
羽曳野市 野205-263
株式会社相互技研
羽曳野市 野557-1
株式会社ダイショウ設備 河内長野市 古野町5-38赤池店舗102
ホクシン建設株式会社 河内長野市 楠町東1752-1
藤浪設備工業株式会社 岸和田市 岡山町243-5
奈良設備工業株式会社 岸和田市 極楽寺町2‐4-23
アクアライフ株式会社
岸和田市 中井町1-9-6
株式会社平田設備工産
交野市 星田4-33-3
森本水道工業株式会社
交野市 倉治2-1-12
北口工業株式会社
交野市 星田5-7-4
オーレス株式会社
交野市 天野が原町4-13-8
株式会社平井水道工業 四條畷市 岡山1-25-22
川本産業株式会社
四條畷市 楠公1-1-20
西田産業株式会社
四條畷市 砂1-10-8
有限会社聖工業
四條畷市 美田町19-1
株式会社カリヤ工業
四條畷市 岡山238-8
株式会社クラタ設備工業所
松原市 北新町3-15-10
有限会社上西工業所
松原市 阿保1-14-15
北戸設備
松原市 立部1-172-4
太田設備工業所
松原市 西野々1-8-11
森本設備機器株式会社
松原市 丹南6-576-1
株式会社道下工業所
松原市 上田3-9-4
竹中管工株式会社
吹田市 尺谷2-11
株式会社海原工務店
吹田市 千里山西1-41-31
株式会社谷川
吹田市 南正雀4-13-9
株式会社関根水道工業所 吹田市 金田町5-10
株式会社池上水道工業所 摂津市 東一津屋1-1
株式会社協和
摂津市 鳥飼野々3-15-4
株式会社岡本設備
摂津市 鳥飼上5-8-34
株式会社西浦設備
摂津市 一津屋1-32-2
株式会社ヤマヒロ工業
摂津市 鳥飼西2-16-16
株式会社環研
摂津市 鳥飼銘木町6-15
株式会社ニシムラ
大東市 新田本町18-2

電 話 番 号
072-962-1731
06-6721-2509
072-921-7748
06-6789-7700
06-6785-7280
06-6781-6304
072-954-7496
090-1136-2631
072-734-6224
072-635-1555
072-641-5147
072-635-0821
072-626-1671
072-630-6631
072-640-0607
072-697-8981
072-637-2722
072-953-4326
072-938-3123
0721-54-2601
0721-62-5735
072-444-6902
072-427-8206
072-488-7866
072-891-4773
072-891-7676
072-891-2073
072-892-3900
072-876-1176
072-878-1122
072-876-0493
072-876-2600
072-879-5959
072-332-4411
072-331-0140
072-332-4900
072-349-2670
072-399-1711
072-331-1501
06-6878-3323
06-6384-2221
06-6155-9864
06-6387-2008
06-6349-0895
072-654-1999
072-650-1357
06-6349-1157
072-654-0724
072-653-2144
072-871-5090

指定工事店名
赤井設備工業株式会社
藤本産業株式会社
株式会社山口設備
畑中設備株式会社
すいどうや大翔
有限会社今津設備
大畑水道設備
トーエー設備株式会社
有限会社松岡組 大阪営業所

株式会社 ニュートリノ
北野設備株式会社
株式会社 アプライ
豊工業株式会社
有限会社ダイシン設備
有限会社七福
有限会社宇野設備
ワークス株式会社
環境保全事業協同組合
株式会社西村工業
株式会社学研都市設備
日垣水道設備株式会社
交南設備株式会社
株式会社せいすい設備工業

株式会社美杉設備工業
株式会社マキ水道設備
長尾水道株式会社
株式会社フタバエンジニアリング

株式会社かえで水道
有限会社小西産業
イバライケ設備株式会社
株式会社藤阪ガスセンター

株式会社森長工業
株式会社草川水道工業所
エムエーコーポレーション

株式会社中村住宅設備
タップエンジニア
株式会社徹コーポレーション
株式会社 すいしん設備工業

吉田設備株式会社
有限会社西部工業
水光設備
門真水道商会株式会社
株式会社福本水道工業
株式会社 寿美工業
株式会社星和管工
株式会社黒田設備工業
水道ホームサービス

営
業
所
大東市 赤井3-8-2
大東市 南楠の里町14-33
大東市 野崎3-11-5
大東市 大字龍間801-2
八尾市 上之島町南3-70-3
八尾市 田井中2-127-2
八尾市 青山町4-1-9
八尾市 西高安町1-63-2
八尾市 南木の本1-56
富田林市 向陽台1-3-12
富田林市 大字龍泉487
富田林市 錦織南1-35-45
豊中市 利倉西1-1-27
豊中市 熊野町4-1-21
豊中市 服部南町3-3-13
豊中市 本町9-2-46
豊中市 上津島1-2-43
豊中市 蛍池西町2-8-2アサヒ空港ビル301号
枚方市 村野高見台9-65
枚方市 西田宮町14-7
枚方市 渚西2-6-19
枚方市 津田元町1-7-2
枚方市 津田西町1-3-5
枚方市 長尾台4-10-13
枚方市 茄子作1-2-22
枚方市 長尾元町2-13-10
枚方市 長尾西町2-54-28
枚方市 長尾家具町2-15-33
枚方市 香里園山之手町49-47
枚方市 磯島南町1-12
枚方市 藤阪元町3-32-10
枚方市 須山町16-7
枚方市 伊加賀寿町12-4
枚方市 大垣内町3-13-1-103
枚方市 村野西町40-15
枚方市 東牧野町27-1-512
枚方市 東船橋1-35-303
枚方市 津田西町1-3-5-1
門真市 古川町14-10
門真市 朝日町8-10
門真市 桑才新町11-12
門真市 栄町29-16
門真市 島頭3-1-28
門真市 御堂町1-2
門真市 千石西町15-6
門真市 島頭3-6-7
和泉市 室堂町5-1-2-1306

電 話 番 号
072-874-2865
072-877-6001
072-878-7481
072-869-0231
072-928-6801
072-948-2583
072-998-9272
072-997-1080
080-3834-0760
0721-29-8614
0721-35-4872
0721-55-2772
06-6866-0251
06-6854-3461
06-6863-0577
06-6844-5750
06-6868-9580
06-6210-6320
072-849-7770
072-841-6660
072-848-6661
072-858-5571
072-859-7761
072-859-2369
072-396-3530
072-857-6110
072-851-3073
072-856-0999
072-834-0222
072-808-7451
072-855-4126
072-840-2303
072-845-0530
072-808-7308
072-805-6533
072-888-2245
072-855-0767
072-894-8555
06-6901-1315
072-882-9161
072-882-9446
06-6908-5241
072-881-0706
06-6901-2775
072-882-9237
072-888-7733
072-557-8288

