
業者名 電話番号

中川工業㈱ 富田林市 別井三丁目１０番３号 0721-25-0022

㈱南口組 富田林市 甲田一丁目１０番１号 0721-25-1112

藤野興業㈱ 富田林市 山中田町一丁目１１番１８号 0721-24-0118

㈱北野工房 富田林市 大字甘南備９５番地 0721-35-3355

㈲カワヒロ工業 富田林市 寿町三丁目６番４３号 0721-26-1177

タナカ理研㈱ 富田林市 西板持町一丁目８６番地 0721-34-1288

久保工業㈱ 富田林市 山中田町一丁目１４番２５号 0721-25-2595

北野設備㈱ 富田林市 大字龍泉４８７番地 0721-35-4872

川谷建設㈱ 富田林市 若松町三丁目１番９号 0721-25-4888

勝正建設㈱ 富田林市 若松町西一丁目１８５６番地５ 0721-25-9600

辻工業 富田林市 錦織北二丁目３番３号 0721-24-6155

㈲三和工業所 富田林市 甲田二丁目７番１０号 0721-23-3848

森田設備 富田林市 西板持町八丁目１４番９号 0721-34-8708

仲谷設備㈱ 富田林市 大字佐備４４７番地２ 0721-34-3271

㈱関住 富田林市 常盤町３番９号 0721-25-1245

㈱安田組 富田林市 若松町西一丁目１８３４番地１ 0721-25-0809

中筋建設㈱ 富田林市 若松町一丁目１８番２３号 0721-24-7471

㈲クニキ設備 富田林市 若松町東一丁目８番４号 0721-23-4123

㈱不動設備 富田林市 大字彼方４７２番地１ 0721-34-0482

共同設備㈱ 富田林市 廿山一丁目１１番２号 0721-29-6322

㈱大起建設 富田林市 常盤町１３番２９号 0721-25-7774

管工事イズイ工業所 富田林市 若松町一丁目２２番１号 0721-26-0055

森本水道 富田林市 甲田一丁目１７番３７号 0721-24-3167

辻元水道工業所 富田林市 錦織北二丁目１番２２号 0721-24-0809

辻元設備工業 富田林市 錦織東二丁目１６番８号 0721-26-3345

㈲松本住宅設備機器 富田林市 錦織中二丁目１番１６号 0721-23-3134

㈱笹原住設 富田林市 大字甘南備９１8番地1 0721-34-4727

南水道工業所 富田林市 大字佐備１０４４番地５ 0721-34-4586

富田林市管工事業協同組合 富田林市 向陽台一丁目３番１１号 0721-29-6161

㈱梅川土建 富田林市 西板持町五丁目４５５番地の６ 0721-33-5767

浅野設備 富田林市 中野町三丁目３番２９号 0721-25-6003

梅村住宅設備機器 富田林市 大字佐備２２１９番地３９ 0721-34-5309

平川工業 富田林市 山手町２０番１６号 0721-34-2360

㈱山本土建 富田林市 喜志町五丁目４番３３号 0721-25-3880

田中工業所 富田林市 不動ヶ丘町３番１８号 0721-35-2022

美馬建設㈱ 富田林市 若松町一丁目１２４８番地６ 0721-24-9669

八交建設㈱ 富田林市 甲田二丁目１８番４号 0721-24-1001

㈱溝川組 富田林市 中野町三丁目６番４３号 0721-23-2872

㈱ニュートリノ 富田林市 向陽台一丁目３番１２号 0721-29-8614

アサヒ工業 富田林市 中野町西二丁目２６２番地１ 0721-24-4901

野口興業 富田林市 楠風台二丁目１２番８－２０３号 0721-35-3009

杉山土木建設㈱ 富田林市 木戸山町６番１号 0721-24-1802

㈱よろず建装 富田林市 山中田町一丁目５番１号 0721-25-4951

㈲メイカン 富田林市 別井五丁目３番１６号 0721-25-0644

マキ設備工業 富田林市 東板持町三丁目１５番３３号 0721-34-9200

久保設備工業 富田林市 大字伏山５４番１１号 0721-28-7110

所在地
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長岡建設㈱ 富田林市 楠風台一丁目１２番４号 0721-34-8318

㈱黒川工業 富田林市 南大伴町一丁目８番１３号 0721-26-0524

日清設備工業 富田林市 高辺台1-5-505-403 0721-24-8207

㈱桜井組 富田林市 若松町三丁目２番３号 0721-25-0700

関西住設サービス 富田林市 桜ヶ丘町５番３１号 0721-26-2252

㈲雅工業 富田林市 川向町７番５号 0721-30-3135

北野建設㈱ 富田林市 別井三丁目１０番２８号 0721-23-2194

原田建設㈱ 富田林市 南大伴町三丁目５番３号 0721-25-2300

くすのき水道設備 富田林市 楠風台二丁目7番２１号 0721-33-5257

㈱匠開発 富田林市 須賀二丁目１２番１号 0721-52-1144

大顕工業 富田林市 別井一丁目３番５号 0721-26-0302

㈱西光建設 富田林市 南大伴町一丁目７番１３号 0721-25-6406

岡田工業 富田林市 伏山三丁目３番１９号 0721-29-5505

㈱古賀商会 富田林市 錦織南二丁目８番３号 0721-23-2650

前田工業㈱ 富田林市 錦織北一丁目１５番４号 0721-24-1397

㈱大富建設 富田林市 若松町三丁目１番９号 0721-20-0170

ハタヨシ建設㈱ 富田林市 北大伴町二丁目１４番１４号 0721-24-1106

植村電設 富田林市 富美ヶ丘町１３番２９号 0721-25-2126

康竹工業㈱ 富田林市 富田林町５番２２号 0721-24-0268

㈱松下工建 富田林市 富田林町１６番８号 0721-20-6700

㈱弘陽建設 富田林市 西板持町七丁目１番９号 0721-30-3112

平成建設興業㈱ 富田林市 若松町一丁目１２４８番地の６ 0721-25-8741

㈲市橋デンキ 富田林市 喜志町五丁目１２番３３号 0721-25-6274

工和工業㈱富田林営業所 富田林市 桜井町一丁目１７番２７号 0721-20-1337

勇至工業 富田林市 若松町一丁目２１番２２号 0721-24-8790

㈱OGURO 富田林市 若松町五丁目１５番１０号 0721-23-0096

グリーンリーフ 富田林市 大字佐備１８４７－７ 0721-35-8558

アルファプランニング 富田林市 寿町三丁目５番２号 0721-24-8676

きのした 富田林市 寺池台一丁目１９番８号 0721-29-8634

進光建設 富田林市 若松町一丁目２１番４号 0721-26-3279

北野水道工業所 富田林市 別井３丁目７－３８ 0721-24-0039

江藤設備 富田林市 佐備1122-4 0721-35-8602

AQUA・PLUS 富田林市 若松町西1-1850（2F） 0721-25-6005

㈱Y's 富田林市 錦織東2-12-4 0721-69-5555


