
令和5年3月9日 現在

喜志・中野地区
指定業者名 所在地 電話番号

(株)溝川組 富田林市中野町3-6-43 0721-23-2872
谷口設備工業 富田林市南旭ヶ丘町19-14 0721-23-5943
アサヒ工業 富田林市中野町西2-262-1 0721-24-4901
進栄工業(株) 富田林市桜井町2-1546-4 0721-22-7001

新堂・富田林地区
指定業者名 所在地 電話番号

(株)関住 富田林市常盤町3-9 0721-25-1245
勝正建設(株) 富田林市若松町西1-1856-5 0721-25-9600
(有)クニキ設備 富田林市若松町東1-8-7 0721-23-4123
中筋建設(株) 富田林市若松町1-18-23 0721-24-7471
(株)安田組 富田林市若松町西1-1834-1 0721-25-0809
(株)大起建設 富田林市常盤町13-29 0721-25-7774
管工事イズイ工業所 富田林市若松町1-22-1 0721-26-0055
(株)桜井組 富田林市若松町3-2-3 0721-25-0700
(株)松下工建 富田林市常盤町14-5 0721-20-6700
康竹工業(株) 富田林市富田林町5-22 0721-24-0268
(株)大富建設 富田林市若松町3-1-9 0721-20-0170
植村電設 富田林市富美ヶ丘町13-29 0721-25-2126
ＡＱＵＡ・ＰＬＵＳ アクアプラス 富田林市若松町西1-1850（2Ｆ） 0721-25-6005
晴空管工 富田林市若松町2-6-8 0721-21-4249
美馬建設㈱ 富田林市若松町1-1248-6 0721-24-9669
勇至工業 富田林市若松町1-21-22 0721-24-8790
(株)西松 富田林市富田林町16-8 0721-70-7700

甲田・錦織地区
指定業者名 所在地 電話番号

㈱'辻工業 富田林市錦織北2-3-3 0721-24-6155
(株)南口組 富田林市甲田1-10-1 0721-25-1112
(有)三和工業所 富田林市甲田2-7-10 0721-23-3848
辻元設備工業(株) 富田林市錦織東2-16-8 0721-26-3345
中野設備 富田林市新家2-6-1 0721-24-7168
大日工業 富田林市新家2-6-4 0721-69-8650
(有)松本住宅設備機器 富田林市錦織中2-1-16 0721-23-3134
(有)アートホームサービス 富田林市須賀1-14-5 0721-29-6455
(株)池側設備 富田林市錦ケ丘町6-2-106 0721-56-1706
(株)アプライ 富田林市錦織南1-35-45 0721-55-2772

大伴・山中田地区
指定業者名 所在地 電話番号

中川工業(株) 富田林市別井3-10-3 0721-25-0022
藤野興業(株) 富田林市山中田町1-11-8 0721-24-0118
久保工業(株) 富田林市山中田町1-14-25 0721-25-2595
ハタヨシ建設(株) 富田林市北大伴町2-14-14 0721-24-1106
(有)雅工業 富田林市川向町7-5 0721-30-3155
大顕工業 富田林市別井1-3-5 0721-26-0302
北野建設(株) 富田林市別井3-10-28 0721-23-2194
(株)黒川工業 富田林市南大伴町1-13-28 0721-69-8400
(株)弘陽建設 富田林市南大伴町1-13-28-201 0721-55-3157
北野水道工業所 富田林市別井3-7-38 0721-24-0039
服部建設(株) 富田林市川向町2-18-6 0721-35-0302
(有)栄光建設 富田林市楠風台3-7-17 0721-35-3157
(株)エイシン建設 富田林市川向町1-5 0721-70-7751
北野技研 富田林市別井5-6-15 0721-23-3930

東条・彼方地区
指定業者名 所在地 電話番号

仲谷設備(株) 富田林市佐備447-2 0721-34-3271
(株)不動設備 富田林市彼方472-1 0721-34-0482
タナカ理研(株) 富田林市西板持町1-86 0721-34-1288
北野設備(株) 富田林市龍泉４８７ 0721-35-4872
田中工業所 富田林市不動ヶ丘町3-18 0721-35-2022
南水道工業所 富田林市大字佐備1044-3 0721-34-4586
(株)笹原住設 富田林市大字甘南備918-1 0721-33-3350
(株)玉里建設 富田林市彼方2260-1 0721-26-9055

金剛・廿山地区
指定業者名 所在地 電話番号

共同設備(株) 富田林市廿山1-11-2 0721-29-6322

富田林市排水設備工事指定業者一覧表(地域別)

※排水設備工事は必ず指定業者で行ってください。
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指定業者名 所在地 電話番号
(株)ニュートリノ 富田林市向陽台1-3-12 0721-29-8614
井口工業(株) 富田林市向陽台5-3-20 0721-28-8311
(株)大英 富田林市高辺台一丁目10番1号 0721-26-9090
(株)キャニオンテック 富田林市五軒家一丁目14番8号 090-5137-3489

市外
指定業者名 所在地 電話番号

(有)小森設備工業所 羽曳野市はびきの1-5-5 072-954-1260
ナルト住設(有) 羽曳野市南恵我之荘5-2-2 072-936-0357
(株)児島建設工業 羽曳野市駒ヶ谷327-8 072-956-8118
(株)渡部工業所 羽曳野市恵我之荘2-10-32 072-954-4531
(有)津村水道工業所 羽曳野市恵我之荘3-4-8 072-955-1638
(株)タル井 羽曳野市古市2-3-9 072-957-0288
(株)ショーダイ 羽曳野市広瀬66-3 072-958-0378
(株)カナン 羽曳野市蔵之内19-4 072-958-5461
(有)久門水道工業所 羽曳野市大黒175-17 072-958-4649
嶋田設備 羽曳野市東阪田115-6 072-957-5012
(有)シンタニ 羽曳野市野205-263 072-953-4326
(有)白樫設備工業所 羽曳野市野333-15 072-954-8675
(株)相互技研 羽曳野市野557-1 072-938-3123
ハンシンプランニング 羽曳野市野640-31 072-931-5701
(株)シゲタ工業所 羽曳野市野々上5-401-1 072-953-9456
林設備 羽曳野市誉田3-11-20 072-958-6530
菊水設備 羽曳野市郡戸436番地の６ 072-939-7332
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
芝田設備 羽曳野市野々上3丁目6番10号 072-953-8288
(株)溝がわ設備 河内長野市加賀田1543 0721-62-3093
岩永設備 河内長野市加賀田219-5 0721-64-1041
(株)谷組 河内長野市喜多町514 0721-62-5025
ミチハタ水道工業(株) 河内長野市菊水町7-8 0721-53-2068
(株)ダイショウ設備 河内長野市古野町5-38-102 0721-54-0300
三村プラミング 河内長野市向野町677-403 0721-56-2766
(株)MARUTAKA 河内長野市高向1992 0721-69-8007
大畑水道工業所 河内長野市高向670 0721-52-3462
上原水道建設(株) 河内長野市三日市町215-5 0721-62-6509
上井谷設備 河内長野市寿町10-5 0721-53-9569
キタグチ設備 河内長野市寿町5-27 0721-54-0546
(有)橋本住設 河内長野市小山田町461-28 0721-54-5073
(株)英弘エンジニアリング 河内長野市昭栄町3-55 0721-53-0781
(株)田中水道設備 河内長野市松ケ丘西町1529 0721-53-5375
ニシノ商会 河内長野市松ケ丘中町1279-3 0721-54-3311
(有)ゴトウ設備 河内長野市清水316-1 0721-60-2408
大和住器(株) 河内長野市西代町11-28 0721-52-3536
大八建設工業(株) 河内長野市西之山町13-28 0721-53-2645
前本設備(株) 河内長野市石仏1121 0721-62-3016
(株)メイテック 河内長野市南ヶ丘36-14 0721-63-1899
武生工業 河内長野市楠ヶ丘41-22 0721-64-1899
(株)葛城工業　大阪営業所 河内長野市楠町西5554 0721-54-2497
ホクシン建設(株) 河内長野市楠町東1752-1 0721-62-5735
南設備 河内長野市野作町12-34 0721-52-5878
㈱カワタニ 河内長野市加賀田12番地２ 0721-65-6124
峯樹造園㈱ 河内長野市松ケ丘西町1540-3 0721-56-7912
株式会社頂和 河内長野市木戸西町3-1-10 小坂ビル2-A 0721-60-6020
奥田商工(株) 貝塚市澤1282 072-431-3526
生和設備工業(株) 貝塚市澤276-1 072-429-2611
生孝設備(株) 貝塚市澤40-1 072-431-7267
神田住設 貝塚市名越505-1 072-446-8494
(株)良本設備工業 貝塚市麻生中687-1 072-488-7333
(有)高月設備 岸和田市稲葉町753 072-479-0641
ヒロ設備 岸和田市岡山町258-11 072-443-5860
(有)エリア設備工業 岸和田市神須屋町313-6 072-426-4333
(株)上田設備工業所 岸和田市積川町286-5 072-479-1786

中筋建設(株)岸和田営業所
岸和田市上野町西27番19号ウェ
アーハウス上野町Ｂ－2号室

072-439-3112

(株)坂本配管工業所 岸和田市内畑町205-10 072-479-0792
藤浪設備工業(株) 岸和田市包近町474-2 072-444-6902
三宅設備工業(株) 岸和田市箕土路町1-7-10 072-443-1512
(株)久米田設備工業 岸和田市箕土路町1-16-21 072-443-8655
アクアライフ(株) 岸和田市中井町1-9-6 072-488-7866
㈱星和エンジニアリング 岸和田市下松町３丁目７番43号 072-427-2727
(株)ＫＩＴＡＧＡＷＡ 岸和田市藤井町2-21-24 072-457-8897
福原住宅設備 岸和田市三田町183 090-4492-5556
翔貴設備㈱ 岸和田市西之内町8-52-106 072-447-9528
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指定業者名 所在地 電話番号
メイセイ設備 高石市加茂1-9-17 072-320-7562
(株)住宅ホームサービス 堺市堺区一条通11-25-401 072-275-6740
東洋設備(株) 堺市堺区香ヶ丘町1-12-7 072-238-5898
(株)共栄設備 堺市堺区車之町東3-1-9 072-223-6400
マルショウ住設(株) 堺市堺区神石市之町2-1 072-269-4830
(株)リーフ給水システム 堺市堺区石津町4-3-29 072-244-4700
(株)樫儀設備 堺市堺区東湊町3-192-2 072-241-2719
(株)一福 堺市堺区南旅篭町東1-2-1 072-260-4118
佐伯設備 堺市堺区旭ケ丘中町3丁2番28号 072-247-2293
株式会社456 堺市堺区旭ケ丘中町3丁2番6号 072-246-9226
(株)鳳水道工業所 堺市西区草部1445-1 072-271-0496
NKワークス(株) 堺市西区上539-8 072-370-1998
(株)SEN TEC 堺市西区太平寺539-1 072-289-9909
日建サービス 堺市西区太平寺570-3 072-299-6622
(株)オー・エム・ティ 堺市西区浜寺石津町東2-11-21 072-244-6227
(株)辰巳水道 堺市西区浜寺船尾町西2-162-3 072-261-6793
東龍住宅設備 堺市中区深井中町361-3 072-247-7676
ダイナン水道 堺市中区深井中町580-2 072-269-4181
(有)宮武設備 堺市中区深井畑山町202-15 072-270-6619
(株)クラシアン　堺営業所 堺市中区深井清水町3487 0120-500-500
田中水道(株) 堺市中区大野芝町272-1 072-235-3200
(株)タイラ設備 堺市中区田園435-54 072-235-8137
(株)シンセイ設備 堺市中区土塔町144-6 072-289-5091
工和工業(株) 堺市中区土塔町2326-7 072-237-7807
(有)ニコー設備 堺市中区東山900ｼﾞｮｲﾋﾞﾙ203号 072-230-1112
照建(株) 堺市中区八田西町2-16-40 072-220-2966
西村水道工業(株) 堺市中区伏尾761-2 072-278-9880
南海設備(株) 堺市中区福田684-3 072-237-2675
(株)インプルーブ 堺市中区田園578番地 072-237-1936
株式会社楠設備 堺市中区小阪西町5番9号 072-247-7772
高松設備 堺市東区高松124-9 090-8121-8866
ヤツギ設備工業 堺市東区石原町3-132-12 072-250-3056
タカハシ設備 堺市美原区菩提69-8 072-350-4038
泉陽冷熱(株) 堺市南区栂371 072-292-0722
ミナミ設備 堺市南区桃山台1-16-10 072-299-0130
(株)光住設 堺市南区大庭寺865-1 072-320-1594
(株)アクア・ワークス 堺市南区美木多上2669 072-220-7888
(同)海玄 堺市南区美木多上2755番地35 072-294-6622
(株)初芝水道企画 堺市美原区大饗398-1 072-362-2876
岡田設備 堺市美原区黒山821 072-361-1520
(株)本並住設 堺市美原区真福寺227-1 072-361-6073
(株)信光 堺市美原区丹上413-4 072-363-0246
美原工業 堺市美原区北余部西1-1-4-1007 072-363-8603
有限会社小谷設備工業 堺市美原区多治井390 072-361-1624
大泉水道(株) 堺市北区金岡町2843-10 072-252-4788
(株)UKS 堺市北区長曽根町1679-1 072-242-8458
(株)アイデライト 堺市北区百舌鳥赤畑町3-136-2-906 072-253-0304
(株)辻尾設備 堺市北区百舌鳥陵南町2-664 072-279-2589
クシマ設備工業(株) 堺市北区北花田町3-33-21 072-255-1622
(株)アヴァンス 堺市北区野遠町56 072-252-6780
(有)上西工業所 松原市阿保1-14-15 072-331-0140
松庄 松原市阿保5-15-4 072-288-4625
(株)道下工業所 松原市上田3-9-4 072-331-1501
太田設備工業所 松原市西野々1-8-11 072-349-2670
森本設備機器(株) 松原市丹南6-576-1 072-339-1711
(株)クラタ設備工業所 松原市北新町3-15-10 072-332-4411
北戸設備 松原市立部1丁目172-4 072-332-4900
ハリマ水道 松原市南新町２丁目５番20号 072-289-9725
(株)環研 摂津市鳥飼銘木町6-15 072-653-2144
(有)中塚設備工業 泉佐野市鶴原1-4-10 072-457-3345
マツシタ設備 泉佐野市上瓦屋820-11 072-463-3011
コニシエンジニアリング(株) 泉大津市河原町5-28 0725-21-6067
(株)トラストエンジニアリング 泉大津市式内町3-10 0725-33-7919
土肥設備 泉大津市東助松町3-3-32 072-531-4740
(有)福西住宅設備 泉大津市千原町1-5-11 0725-33-2268
泉南設備工業(株) 泉南市新家1737 072-484-2850
(株)新川 泉北郡忠岡町忠岡東2-16-3 0725-22-2222
福盛水道設備 大阪狭山市狭山3-2436-4 072-365-4144
(有)酒井工業所 大阪狭山市山本中340ｰ3 072-365-5007
(有)松本配管設備工業所 大阪狭山市東池尻3-2480-30 072-366-2702
株式会社ＣＲＥＳＴ工建 大阪狭山市西山台一丁目7番5号 072-349-3589
馬木工業(株)

大阪市平野区長吉出戸8-6-15-
302

06-6706-8998
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指定業者名 所在地 電話番号
(株)林建設 大阪市住之江区安立4-5-13 06-6671-4038

小原工業(株)
大阪市淀川区木川東3-5-21(7階G
号室)

06-6195-1229

エイシン設備工業(株) 大阪市東住吉区住道矢田6-8-6 06-7891-3411
(株)水幸 大阪市東淀川区南江口2-6-83 06-7182-3803
みらい構造(株) 大阪市東淀川区淡路4丁目15番19 06-6326-6226
(株)エコリフォーム 大阪市平野区加美北3-2-3 06-6793-6010
(株)リュウビ・エンジニアリング 大阪市平野区平野西6-3-8 06-6760-5143
山岡建設株式会社 大阪市平野区平野西1-12-23 06-6705-1161
(株)野村設備 大阪市淀川区西三国1-9-34 06-6350-0350
(株)イースマイル 大阪市中央区瓦屋町3-7-3 06-7739-2525
㈱丹羽工業所 大阪市旭区高殿６丁目２番２０号 06-6953-7311
(株)オリエント組 大阪市浪速区浪速東3-7-1 06-6567-2727
(株)オクムラ設備工業 大阪市鶴見区今津北2-8-33 06-6969-0245
(株)髙井設備　大阪営業所 大東市灰塚4-20-15 072-875-9050
(株)山口設備 大東市野崎3-11-5 072-878-7481
(株)ニシムラ 大東市新田本町18-2 072-871-5090
(株)三友工務店 東大阪市三島1-11-10 06-6745-6915
(株)共進社工業所 東大阪市西堤楠町3-2-11 06-6788-2223
(株)はやし設備 東大阪市玉串町東2-6-40 072-961-7455
有限会社東部第一工業 東大阪市荒本二丁目5番1号 06-6787-1643
(株)マツオ設備 藤井寺市古室1-8-12 072-954-7496
ゴトウ水設 藤井寺市小山6-3-8 072-955-7578
アズマホーム(株) 藤井寺市沢田3-6-34 072-938-7055
杉元設備工業(株) 藤井寺市道明寺5-4-10 072-953-8154
ひろみ設備 南河内郡河南町加納256 0721-93-7799
薮田建設 南河内郡河南町神山382 0721-93-2103
坂設備工業所 南河内郡河南町神山486-23 0721-90-3373
藤野水道工業 南河内郡河南町寛弘寺404 0721-93-3052
(株)仲林建設 南河内郡河南町大字白木1354-4 0721-93-5578
(株)ナカイ工業 南河内郡河南町白木1337 0721-93-2998
あき水道設備 南河内郡河南町鈴美台3-3-9 0721-93-5370
株式会社桐石工業 南河内郡河南町一須賀174番地の２ 0721-21-1452
栗生設備 南河内郡河南町大宝１丁目４番１号 0721-55-3357
北野水道工業所 南河内郡河南町さくら坂１丁目３番４号 0721-93-4532
林設備 南河内郡河南町一須賀701-1 0721-93-4175
(有)北口設備 南河内郡千早赤阪村水分289甲 0721-72-1244
大浦水道工業 南河内郡千早赤阪村大字東阪532番地 0721-72-0208
北野工業㈱ 南河内郡千早赤阪村大字川野邉181番地の甲 0721-72-0547
矢倉土木建㈱ 南河内郡千早赤阪村東阪485番地の３ 0721-72-0573
杉田造園㈱大阪南支店 南河内郡千早赤阪村森屋371番地 0721-72-1296
千福建設㈱ 南河内郡千早赤阪村東阪179番地 0721-72-0927
(有)米田工業 南河内郡太子町春日172-2 0721-98-2088
(有)西川設備工業 南河内郡太子町大字春日55-1 0721-98-0149
(有)上田設備 南河内郡太子町大字畑703 0721-98-2208
(有)新谷機設 南河内郡太子町葉室1328-7 0721-98-1223
八光興業㈱ 南河内郡太子町山田1116番地の36 0721-98-1666
中道建設㈱ 南河内郡太子町山田48番地 0721-98-1236
元建設工業㈱ 南河内郡太子町山田694番地の5 0721-98-2033
㈱楠本建材土木 南河内郡太子町葉室１３０６番地の2 0721-98-2146
(有)西川燃料店 南河内郡太子町春日1864 0721-98-0626
(株)カイセイ 南河内郡太子町春日146-10 0721-21-8668
(有)奥田建材 南河内郡太子町大字山田2658番地の1 0721-98-0249
(株)矢寺水道興業社 柏原市旭ケ丘1-7-27 072-926-9861
(株)カスタム 柏原市古町3-１-14 072-970-2400
株式会社AQ 柏原市平野1-9-34-102 072-921-3325
松村設備工業(株) 八尾市高安町北1-113 072-922-0561
(有)ダイキ工業 八尾市山賀町6-80-5 072-992-8786
(株)伸和工業 八尾市楠根町2-4-4 072-996-5667
山陽冷熱(株) 八尾市美園町1-71-1 072-999-9456
井上設備管理㈱ 八尾市西木の本２丁目20番地 0729-92-3454
中野設備工業(株) 八尾市高美町1-3-29 072-993-3201
(株)B'zコミュニケーション 大阪支店 豊中市蛍池西町2-8-2 06-4865-6160
(株)学研都市設備 枚方市西田宮町14-7 072-841-6660
イバライケ設備(株) 枚方市磯島南町1-12 072-808-7451

(株)大久保建設 和泉市阪本町246-4 0725-26-3451
内田住宅設備 和泉市小田町633-4 0725-44-9775

㈱グローバルワークス 高槻市庄所町７番１号-101 072-661-3397
カミタ総合設備(株) 阪南市黒田343番地の2 072-471-2234
(株)ナリ設備 守口市大久保町二丁目13番1号 06-6902-7731
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