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業者名 市町村 所在地 電話番号

アイテム㈱ 京都府 宇治市五ケ庄福角69-6 0774-33-7040

㈱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

㈱アヴァンス 堺市 北区野遠町５６番地 072-252-6780

あき水道設備 河南町 鈴美台三丁目３番９号 0721-93-5370

晶設備 岸和田市 荒木町二丁目９－４０ 072-445-5300

㈱アクアサービス 豊中市 庄内栄町4-5-7 06-6335-1211

アクア住設 松原市 東新町三丁目６番６号 072-333-4678

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

㈱アクアライン 広島県 広島市中区上八丁堀8-8第1ウエノヤビル6F 082-502-6644

㈱アサヒ住設 堺市 中区福田５１３番地の２ 072-230-3735

あすなろ設備建設 大阪市 西区千代崎2丁目25番12号 06-6582-4511

アズマホーム㈱ 柏原市 田辺2丁目10番28号 072-938-7055

㈱アネシス 大阪市 中央区平野町二丁目５番１１号 06-6229-2292

㈱イースマイル 大阪市 中央区瓦屋町３-７-３ イースマイルビル 06-7739-2525

㈲石本宅研工業 阪南市 箱作１５２４番地 072-476-5500

泉本工業 和歌山県 新宮市神倉4-1-13 0735-22-0817

㈱一光商事 羽曳野市 南古市三丁目３番１号 072-957-0222

稲見管工 堺市 南区檜尾１１４３番地の５ 072-293-3498

岩田設備工業 奈良県 御所市大字三室650-1 0745-63-2329

岩永設備 河内長野市 加賀田219-5 0721-64-1041

上井谷設備 河内長野市 寿町10-5 0721-53-9569

㈲上田設備 太子町 大字畑７６８番地 0721-98-2208

㈱上田設備工業所 岸和田市 積川町２８６番地の５ 072-479-1786

㈲上西工業所 松原市 阿保一丁目１４番１５号 072-331-0140

上原水道建設㈱ 河内長野市 三日市町２１５番地の５ 0721-62-6509

馬木工業㈱ 大阪市 阿倍野区昭和町一丁目３番９号 072-977-8267

エイシン設備工業㈱ 大阪市 東住吉区住道矢田六丁目８番６号 06-7891-3411

㈱エイド 松原市 大堀２丁目１１番３号 072-333-0330

㈱英弘エンジニアリング 河内長野市 昭栄町３番５５号 0721-53-0781

㈱エーライフ 摂津市 鳥飼八防2-11-7 072-653-1991

㈱SYC 堺市 中区福田６３２番地の１ 072-237-8321

エヌ・エス産業㈱ 堺市 西区浜寺船尾町東四丁９０番地 072-263-0762

㈱エヌケイケイ 大阪市 平野区長吉長原西三丁目１番２５号 06-6702-4141

NKワークス㈱ 高石市 東羽衣6-21-12 072-320-1798

㈱ＥＢＩ 堺市 西区鳳南町2-100 072-274-0040

㈲エリア設備工業 岸和田市 神須屋町３１３番地の６ 072-426-4333

㈲オー・エヌ・ジー 大阪市 鶴見区今津中三丁目６番８号 06-6963-8884

㈱オー・エム・ティ 堺市 西区浜寺石津町東二丁１１番２１号 072-244-6227

大泉水道㈱ 堺市 北区金岡町２８４３番地の１０ 072-252-4788

㈱大久保建設 和泉市 阪本町246-4 0725-26-3451

㈱大阪サワノ 大阪市 住吉区沢之町1-7-19 06-6692-9265

㈱大島工房 堺市 中区深井水池町３１６３番地の１ 072-276-2268

太田設備工業所 松原市 西野々一丁目８番１１号 072-349-2670

㈱オーテック板倉 大阪市 都島区御幸町1-4-27 06-6925-6561

㈱大智設備 兵庫県 神戸市長田区長田町3-2-12（3F） 078-797-5443

㈱鳳水道工業所 堺市 西区草部1445-1 072-271-0496

㈲大橋工業所 堺市 中区福田１０３４番地の１ 072-239-4568
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大畑水道工業所 河内長野市 高向６７０番地 0721-52-3462

大畑水道設備 八尾市 青山町四丁目１番９号 072-998-9272

オーヤシマ㈱ 和歌山県 岩出市畑毛３０６番地の２ 0736-69-3102

奥田商工㈱ 貝塚市 澤１２８２番地 072-431-3526

鹿島設備 大阪狭山市 西山台６丁目１４番１０－４１１号 072-365-9522

㈱カスタム 柏原市 古町三丁目１番１４号 072-970-2400

ガスワークオカゲ㈱ 堺市 東区草尾５７４の２ 072-237-5600

㈱樫儀設備 堺市 堺区東湊町三丁１９２番地の２ 072-241-2719

㈱学研都市設備 枚方市 西田宮町１４番７号 072-841-6660

㈱葛城工業 奈良県 葛城市林堂100-8 0745-44-9995

㈱カナン 羽曳野市 蔵之内１９－４ 072-958-5461

㈱河南開発 河南町 大字寛弘寺８４５番地 0721-93-2173

川尾設備事務所 茨木市 大池一丁目１０番３３－４０１号 072-635-8933

㈱カワタニ 河内長野市 加賀田１２番地２ 0721-65-6124

㈱河内屋 泉佐野市 高松西2丁目2427-1 072-464-0115

㈱環研 摂津市 鳥飼銘木町６番１５号 072-653-2144

神田住設 貝塚市 名越５０５番地の１ 072-446-8494

㈱カンプロ 兵庫県 西宮市津門飯田町3番26号 0798-68-6032

㈲北口設備 千早赤阪村 大字水分２8９番地甲 0721-72-1244

キタグチ設備 河内長野市 寿町５番２７号 0721-54-0546

㈲北崎工業所 枚方市 翠香園町６番２号 072-831-1296

北戸設備 松原市 立部一丁目１７２番地の４ 072-332-4900

木村木材産業㈱ 羽曳野市 白鳥三丁目１６番１号 072-956-8181

㈲久門水道工業所 羽曳野市 大黒１７５番地の１７ 072-958-4649

協栄水工メンテナンス㈱ 松原市 柴垣一丁目２５番１３号 072-332-2217

㈱共栄設備 堺市 堺区車之町東３丁１番９号 072-223-6400

㈱共進社工業所 東大阪市 西堤楠町三丁目２番１１号 06-6788-2223

㈲近畿水道サービス 兵庫県 神戸市北区東大池二丁目２番１２号 078-982-6363

クシマ設備工業㈱ 堺市 北区北花田町三丁３３番２１号 072-255-1622

㈱久保設備商会 堺市 堺区神南辺町１丁１２番地 072-238-3030

㈱久米田設備工業 岸和田市 箕土路町1-16-21 072-443-8655

㈱クラシアン 神奈川県 横浜市港北区新横浜一丁目２番地１ 0120-500-500

㈱クラタ設備工業所 松原市 北新町三丁目１５番１０号 072-332-4411

栗生設備 河南町 大宝1-4-1 0721-55-3357

㈲建宅設備 堺市 西区浜寺南町二丁２８１番地の２ 072-261-6868

小池設備 堺市 美原区多治井６５８番地の５ 072-363-1839

㈲小池設備 大阪市 住之江区東加賀屋二丁目９番２０号 06-6681-0802

工和工業㈱ 堺市 中区土塔町２３２６番地の７ 072-237-7807

㈱児島建設工業 羽曳野市 駒ヶ谷３２７番地の８ 072-956-8118

コスモテック㈱ 大阪市 淀川区西中島六丁目５番４号 06-6304-7474

㈲小谷設備工業 堺市 美原区多治井３９０番地 072-361-1624

ゴトウ水設 藤井寺市 小山六丁目３番８号 072-955-7578

㈲ゴトウ設備 河内長野市 清水３１６－１ 0721-60-2408

㈱寿水道 堺市 中区深阪3-2-2 072-234-2351

コニシエンジニアリング㈱ 泉大津市 河原町５番２８号 0725-21-6067

㈱小幡工業所 和歌山県 和歌山市杭ノ瀬８１番地の７ 073-472-0130

小原工業㈱ 大阪市 住之江区西住之江2-1-8 06-4701-7867
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㈲小森設備工業所 羽曳野市 はびきの一丁目５番５号 072-954-1260

㈲酒井工業所 大阪狭山市 山本中３４０番地の３ 072-365-5007

坂設備工業所 河南町 大字神山４８６番地の２３ 0721-90-3373

坂本配管工業所 岸和田市 内畑町２０５－１０ 072-479-0792

㈱佐藤水道工業所 堺市 西区草部１４０６番地の１ 072-272-0551

㈱サニコン 堺市 北区百舌鳥陵南町三丁３４５番地 072-277-3255

㈱三栄水栓製作所 大阪市 東成区玉津一丁目１２番２９号 06-6972-5921

三栄設備工業所 堺市 堺区北旅篭町西三丁２番４号 072-232-1877

㈱サンク 堺市 南区茶山台一丁３番１号 072-368-8639

サン設備設計 堺市 西区浜寺石津町東三丁７番２８号 072-280-2055

山陽設備土木 千早赤阪村 大字森屋８７９番地 0721-72-0238

山陽冷熱㈱ 八尾市 美園町1-71-1 072-999-9456

㈱サンリフレホールディングス 東京都 渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル12Ｆ 03-6427-5381

㈱SEED建設 堺市 美原区青南台1-15-16 072-363-4700

㈱シゲタ工業所 羽曳野市 野々上五丁目４０１番地の１ 072-953-9456

芝田設備 羽曳野市 野々上三丁目６番１０号 072-953-8288

嶋田設備 羽曳野市 東阪田１１５－６ 072-957-5012

㈲島根商会 羽曳野市 西浦六丁目４５４番地の１１ 072-958-6990

下村設備 堺市 美原区北余部３９３番地の１ 072-362-3543

㈱住宅ホームサービス 堺市 堺区一条通11-25-401 072-275-6740

㈱ショーダイ 羽曳野市 西浦１５８３番地２９ 072-958-0378

㈲白樫設備工業所 羽曳野市 野３３３－１５番地 072-954-8675

㈱シンエイ 大阪市 中央区谷町2丁目4-3　アイエスビル9階 06-6944-7797

㈱新川 忠岡町 忠岡東二丁目１６番３号 0725-22-2222

㈲新協設備工業所 兵庫県 伊丹市西野5-69-2 072-778-0450

㈱信光 堺市 美原区丹上４１３番地の４ 072-363-0246

㈱シンセイ設備 堺市 中区土塔町144-6 072-289-5091

新生和光㈱ 八尾市 沼二丁目１３５番地 072-949-9603

シンセイ㈱大阪支店 堺市 東区草尾575-2 072-239-7235

㈱新宅設備工業所 大阪市 平野区長吉出戸六丁目１４番７号 06-6799-1005

㈲シンタニ 羽曳野市 野２０５番地の２６３ 072-953-4326

㈲新谷機設 太子町 大字葉室１３２８番地の７ 0721-98-1223

㈱伸和工業 八尾市 楠根町二丁目４番４号 072-996-5667

㈱水協 大阪市 天王寺区東高津町3-29　新青山ビル202 06-4305-7414

㈱水研設備 八尾市 志紀町南二丁目６７ 072-948-0887

㈱杉原工業 岸和田市 下松町4丁目21番11号 072-428-7773

㈱杉本設備 堺市 堺区緑ヶ丘南町二丁２番１９号 072-244-0721

杉元設備工業㈱ 藤井寺市 道明寺五丁目４番３号 072-953-8154

㈱陶山工務店 河内長野市 寺元１３３番地 0721-65-1191

生孝設備㈱ 貝塚市 澤40-1 072-431-7267

西武設備工業㈱ 大阪市 東住吉区矢田二丁目１７番６号 06-4700-3888

生和設備工業㈱ 貝塚市 澤276－1 072-429-2611

㈱SEN TEC 堺市 西区大平寺539-1 072-289-9909

泉南住設 堺市 南区大庭寺２１６番地 072-297-9100

泉南設備工業㈱ 泉南市 新家857-2 072-484-2850

泉陽冷熱㈱ 堺市 南区栂371 072-292-0722

総合設備アクア 和歌山県 和歌山市下三毛６９１番地の２３ 073-477-7505
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㈱相互技研 羽曳野市 野557番地1 072-938-3123

㈱大栄住建 大阪狭山市 半田二丁目２５１番地の１ 072-366-0606

㈱大栄設備 藤井寺市 野中五丁目４番２８号 072-954-8877

㈲大黒設備 羽曳野市 大黒３７５番地の４ 072-958-1607

ダイショウ設備 河内長野市 原町六丁目１０番２８号 0721-54-2601

大晋工業㈱ 東大阪市 足代北一丁目１４番１号 06-6781-6304

㈱大生 松原市 柴垣2-977-4 072-349-0064

ダイナン水道 堺市 中区深井中町580-2 072-269-4181

大八建設工業㈱ 河内長野市 西之山町１３番１８号 0721-53-2645

ダイヤ設備工業㈱ 堺市 東区日置荘西町３７０番地の３ 072-285-1080

㈱ダイヤホット・サービス 大東市 灰塚五丁目３番３６号 06-6744-9101

㈱タイラ設備 堺市 中区田園435-54 072-235-8137

大和住器㈱ 河内長野市 西代町１１番２８号 0721-52-3536

㈱髙井設備 奈良県 大和高田市大字土庫２３６番地の１ 0745-22-0849

㈲高月設備 岸和田市 稲葉町７５３番地 072-479-0641

高松設備 堺市 東区高松１２４番地の９ 072-235-5020

宝光建設㈲ 藤井寺市 春日丘一丁目４番６号 072-939-3939

㈱辰巳水道 堺市 西区浜寺船尾町西二丁１６２番地の３ 072-261-6793

㈱田中建興 八尾市 南木の本五丁目１６番地 072-991-6800

田中水道㈱ 堺市 中区大野芝町２７２番地の１ 072-235-3200

㈱田中水道設備 河内長野市 松ヶ丘西町１５２９番地 0721-53-5375

㈱田中設備 大阪市 住吉区我孫子西二丁目８番２１号 06-6606-1101

㈱谷組 河内長野市 喜多町５１４番地 0721-62-5025

WPナガイ 大阪市 平野区瓜破東八丁目８番９号 06-6700-1208

㈱タル井 羽曳野市 古市二丁目３番９号 072-957-0288

㈱タル光水道工業 羽曳野市 西浦五丁目６２７番地の３ 072-956-5600

㈱司 八尾市 神宮寺五丁目１６１番地 072-941-1002

㈱辻尾設備 堺市 北区百舌鳥陵南町２丁６６４番地 072-279-2589

辻設備 和泉市 和気町一丁目２６番７０号 0725-45-5850

㈲津村水道工業所 羽曳野市 恵我之荘三丁目４番８号 072-955-1638

T.S.WORK 太子町 大字山田２８６３番地の６ 0721-98-3964

土肥設備 泉大津市 東助松町3-3-32 0725-31-4740

土井設備工業 奈良県 北葛城郡當麻町大字當麻５０番地 0745-48-4957

トウジ工業㈱ 門真市 大字下馬伏１２１番地の１ 072-842-7233

東洋設備㈱ 堺市 堺区香ヶ丘町１丁１２番７号 072-238-5898

東龍住宅設備 堺市 中区深井中町361-3 072-247-7676

トーアイ工業 堺市 美原区大保３３７番地 0120-62-0704

友伸技建㈱ 堺市 北区金岡町１８６５番地の２４ 072-274-8300

豊住設備 松原市 東新町四丁目１７番２０号 072-335-7804

㈱トラストエンジニアリング 泉大津市 式内町3-10 0725-33-7919

苗村設備 堺市 美原区平尾２８番地 072-361-3266

㈱直建設 河南町 大字加納５０５番地の４ 0721-93-2696

㈱ナカイ工業 河南町 白木１３３７番地 0721-93-2998

㈱中尾工業 堺市 美原区北余部５９番地の１ 072-362-2358

中筋建設㈱ 和歌山県 和歌山市鳴神１０３５番地 073-473-8225

㈲中塚設備工業 泉佐野市 鶴原１丁目４番１０号 072-437-1781

㈱仲林建設 河南町 大字寺田１１６番地の３ 0721-93-5578
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ナルト住設㈲ 羽曳野市 伊賀3-13-2 072-936-0357

南海設備㈱ 堺市 中区福田６８４番地の３ 072-237-2675

新見設備 和泉市 室堂町406 0725-90-6600

㈲ニコー設備 堺市 中区東山９００番地　ジョイビル２０１号 072-230-1112

㈱ニシイ 堺市 西区浜寺船尾町東４丁９０番地 072-263-0762

㈱西建 太子町 春日６９ 0721-98-5127

㈱西日本設備 大阪市 北区東天満1-6-8ラシーヌ東天満902号室 06-4801-9971

ニシノ商会 河内長野市 松ヶ丘中町１２７９番地３ 0721-54-3311

西村水道工業㈱ 堺市 中区伏尾７６１番地の２ 072-278-9880

㈲日幸産業 堺市 東区北野田４７９番地の８ 072-234-5521

日本水理㈱ 大阪市 中央区高麗橋四丁目４番６号 06-6222-4481

㈱丹羽工業所 大阪市 旭区高殿六丁目２番２０号 06-6953-7311

㈱伸栄設備 堺市 東区日置荘原寺町４７１番地１ 072-285-4453

㈱野村設備 大阪市 淀川区西三国1丁目９番34号 06-6350-0350

㈱ハーツ 堺市 北区金岡町3035番地 072-251-1001

㈱ハウスラボ 大阪市 浪速区大国2-1-6 06-6648-9898

㈲橋本住設 河内長野市 小山田町４６１番地の２８ 0721-54-5073

㈱畑本水道工業所 柏原市 片山町16番7号 072-977-1787

初芝設備㈱ 堺市 東区日置荘北町三丁６番１０号 072-285-0187

パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 大阪市 中央区城見2-1-61 06-4794-7002

羽曳野水道修理センター 羽曳野市 大黒１９４番地の２ 072-957-3900

㈱林建設 大阪市 住之江区安立4－5－13 06-6671-4038

㈱はやし設備 東大阪市 玉串町東二丁目６番４０号 072-961-7455

㈲原設備 大阪市 平野区長吉出戸八丁目６番２５号 06-6769-0310

阪堺設備工業㈱ 堺市 北区東浅香山町１丁６６番地の８ 072-255-5680

㈱阪南設備 堺市 中区福田５９８番地の４ 072-235-2452

㈱繁和 堺市 堺区海山町二丁１２９－９ 072-223-5666

阪和水道土木㈱ 岸和田市 西大路町５４番地の１１ 072-443-2323

㈱光住設 堺市 南区大庭寺865-1 072-320-1594

㈲聖工業 京都府 木津川市加茂町里土堀４１－６ 0774-76-4282

聖工業 堺市 南区豊田５６１番地 072-293-8399

百進建設㈱ 四條畷市 砂二丁目17番10号 072-863-0677

㈲ヒロカンパニー 高石市 取石四丁目１６番１５号 072-272-6000

ヒロ工業 堺市 東区草尾２３６－１４ 072-234-1630

ヒロ設備 岸和田市 岡山町258-11 072-443-5860

ひろみ設備 河南町 大字加納２５６番地 0721-93-7799

福留工業 岸和田市 三田町１８９－１ 072-441-4341

福盛水道設備 大阪狭山市 狭山3-2436-4 072-365-4144

藤井住宅設備㈱ 奈良県 香芝市鎌田624-3 0745-76-7781

㈱藤木設備 和泉市 鍛治屋町２２２番地の１ 0725-57-5748

不二設備工業 河内長野市 南花台四丁目２１番６号 0721-63-9676

藤浪設備工業㈱ 岸和田市 包近町４７４番地の２ 072-444-6902

藤野水道工業 河南町 寛弘寺４０４番地 0721-93-3052

㈱フタバエンジニアリング 枚方市 長尾西町二丁目５１番２号 072-851-3073

船津管工設備 堺市 西区浜寺石津町東１丁１番８号 072-247-2974

㈲平成設備 堺市 東区日置荘原寺町１１０番地の１ 072-322-9900

平和興業㈱ 大阪市 住之江区粉浜西1-2-6 06-6672-0216
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ベストテック㈱ 河内長野市 原町１９４番地の６ 0721-54-6006

ホクシン建設㈱ 河内長野市 楠町東1752番地の１ 0721-62-5735

㈲北斗設備工業 羽曳野市 蔵之内５９４番地３ 072-950-1300

堀井設備 藤井寺市 国府三丁目７番１５号 072-938-2417

㈲堀家水道 東大阪市 小若江二丁目３番３０号 06-6721-6981

前本設備㈱ 河内長野市 石仏１１２１番地 0721-62-3016

㈱マキオ設備 和泉市 仏並町514-4 0725-92-1917

㈱マツオ設備 藤井寺市 古室一丁目８番１２号 072-954-7496

マツシタ設備 泉佐野市 上瓦屋町820-11 072-463-3011

㈱松島水道設備 東大阪市 角田一丁目１１番８号３０５ 067-176-4401

㈱松島設備 東大阪市 角田二丁目８番９号 072-964-0067

㈲松田産業 大阪市 平野区瓜破南２丁目２番９号 06-6708-2598

松原建設㈱ 河内長野市 楠町西９６２番地の１１ 0721-53-0878

松村設備工業㈱ 八尾市 高安町北一丁目１１３番地 072-922-0561

㈱マツモト工業 堺市 西区堀上緑町三丁７番１８号 072-272-0017

㈲松本配管設備工業所 大阪狭山市 東池尻3丁目2480番地の30 072-366-2702

㈱マルコシ 河内長野市 南ヶ丘３６番１４号 0721-63-1881

マルショウ住設㈱ 堺市 堺区神石市之町2-1 072-269-4830

㈱丸仙設備 堺市 堺区八千代通１番２８号 072-224-5382

㈱溝がわ設備 河内長野市 加賀田１５４３番地 0721-62-3511

㈱道下工業所 松原市 上田三丁目９番４号 072-331-1501

ミチハタ水道工業㈱ 河内長野市 菊水町7番8号 0721-53-2068

三菱電機システムサービス㈱堺サービスステーション 堺市 堺区向陵西町3-5-26 072-224-1300

㈱三友工務店 東大阪市 三島一丁目１１番１０号 06-6745-6057

みどりハウジング㈱ 堺市 美原区木材通４－１３－３ 072-362-1101

ミドリハウス工業㈱ 高石市 取石一丁目１４番１３号 072-273-0561

㈱南堺水道設備 堺市 中区陶器北１７５９番地の４ 072-237-5369

南設備 河内長野市 野作町１２番３４号 0721-52-5878

ミナミ設備 堺市 南区桃山台一丁１６番１０号 072-299-0130

㈱南丸八建設 河内長野市 原町五丁目6番12号 0721-53-1081

美原工業 堺市 美原区北余部西一丁目１番４－１００７号 072-363-8603

三村プラミング 河内長野市 向野町６７７番地　エスポワール岩湧４０３号 0721-56-2766

三宅設備工業 岸和田市 箕土路町1-7-10 072-443-1512

㈲宮武設備 堺市 中区深井畑山町２０２番地の１５ 072-270-6619

㈲ミヤノ設備 岸和田市 中井町一丁目１８番９号 072-441-8596

村上水道㈱ 堺市 東区北野田９６８番地 072-235-7774

メイセイ設備 高石市 加茂1-9-17 072-320-7562

㈱メイテック 河内長野市 南ヶ丘36-14 0721-63-1899

㈱メベック 奈良県 宇陀郡室生村大字大野２１４１－１ 0745-92-3311

㈱本並住設 堺市 美原区真福寺２２７番地の１ 072-361-6073

㈱森水道工業所 堺市 北区新金岡町５丁７番３２８号 072-253-9224

森本設備機器㈱ 松原市 丹南六丁目５７６番地の１ 072-339-1711

㈱弥栄 岸和田市 阿間河滝町８番地 072-426-6441

やすふく水道 岸和田市 加守町4丁目25-8 072-441-8228

㈱矢寺水道興業社 羽曳野市 羽曳が丘西一丁目２番１６号 072-957-0455

㈱柳澤設備 大阪市 浪速区恵比須西二丁目１２番１９号 06-6632-6864

㈱山口設備 大東市 野崎三丁目11番5号 072-878-7481
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山口設備工業 松原市 三宅西二丁目１９番１６号 072-335-4016

ヤマジ設備 熊取町 小垣内3-16-5 090-5139-2624

山脇設備㈱ 堺市 南区大庭寺１１０番地の６ 072-297-3393

㈱UKS 堺市 北区長曽根町1679-1 072-242-8458

㈱木綿麻建設 堺市 堺区永代町五丁１番１０号 072-221-7854

㈲ユタカクリエイト 堺市 北区百舌鳥梅北町五丁４２２番地の３ 072-240-3922

㈲米田工業 太子町 大字春日１７２番地の２ 0721-98-2088

㈱ライフサポート 東京都 渋谷区渋谷2-1-12東京セントラル宮益坂上7階 03-5778-4547

㈱リーフ給水システム 堺市 堺区石津町四丁３番２９号 072-205-8620

㈱リュウビ・エンジニアリング 大阪市 平野区平野西六丁目３番８号 06-6760-5143

㈱りらいふ 大阪狭山市 東池尻3-861-1 072-366-3630

㈱若松設備 藤井寺市 古室三丁目８番２１号 072-938-1391

㈲ワキタ総合 貝塚市 名越８７８番地 072-446-4101

㈱ワシズ 藤井寺市 藤井寺四丁目３番９号 072-939-3888

㈲ワシズリペアサービス 藤井寺市 岡一丁目５番３５号スリーエイトビル３０１ 072-939-3888

㈱渡部工業所 羽曳野市 恵我之荘二丁目１０番３２号 072-954-4531

ワニ設備工業 堺市 堺区北旅籠町東二丁１番１７号 072-232-8682


