
登録工事店数　　　　158店 158

市 指
定 № 指 定 工 事 店 名 代表者氏名 〒 番 号 所 在 地 電 話 番 号 ふりがな

２ 森村水道工業所 森村兼治 ６３５－００１７ 大和高田市東雲町１３番１５号 ０７４５－５２－１８７０ もりむらすいどう

３ 池田水道工業 ㈱ 福田真一 ６３５－００９７ 大和高田市北本町４番２１号 ０７４５－５２－２８７１ いけだすいどう

４ ㈱ 森本配管工業社 森本和憲 ６３５－００５６ 大和高田市中三倉堂二丁目９番３５号 ０７４５－２２－１７６６ もりもとはいかん

５ 富 水道工業所 仲川佳成 ６３５－００５３ 大和高田市大字秋吉６８番地４ ０７４５－５２－０１１０ とみすいどう

６ ㈱ 中野水土工業所 岡谷愛子 ６３５－００４６ 大和高田市西三倉堂二丁目１番７号 ０７４５－５３－２７５３ なかのすいど

７ ㈱ 米田設備工業所 高野雅之 ６３５－００５１ 大和高田市大字根成柿１８６番地２２ ０７４５－５３－４３０８ よねだせつび

９ ㈱　水　匠 岡橋善次郎 ６３５－００２３ 大和高田市日之出東本町２０番４号 ０７４５－５２－３５２９ すいしょう

１１ 岸田設備 岸田全弘 ６３５－００７４ 大和高田市大字市場７６６番地５ ０７４５－２２－１２４５ きしだすいどう

１２ ㈱ 白鳥水道工業所 白鳥　修 ６３５－００７１ 大和高田市大字築山７０９番地 ０７４５－２２－２２２０ しらとりすいどう

１３ 渡辺設備工業 ㈱ 渡辺忠文 ６３５－００４７ 大和高田市田井新町３番１７号 ０７４５－２２－１７６８ わたなべせつび

１４ 中島設備工業㈱ 中島謙次 ６３５－００５９ 大和高田市大字吉井２０８番地 ０７４５－５２－８６１８ なかじませつび

１６ ㈱ 吉永設備 吉永正敏 ６３５－００４４ 大和高田市蔵之宮町１６番１８号 ０７４５－５３－５４１３ よしながせつび

１７ マツダ工業 ㈱ 松田晴充 ６３５－００５２ 大和高田市大字奥田４６２番地３ ０７４５－５１－６１１６ まつだこうぎょう

１９ アクティブ 橋本喜美子 ６３５－００１１ 大和高田市材木町５番１０号 ０７４５－５３－３６３７ あくてぃぶ

２０ 當麻設備工業所 當麻雅則 ６３４－０８３１ 橿原市曽我町６１８番地の２７ ０７４４－２５－０２０２ とうませつび

２２ ㈲ 太陽設備工業所 林田信雄 ６３０－８４５３ 奈良市西九条３丁目６番１５号 ０７４２－６２－１２４５ たいようせつび

２４ 有倖設備 ㈱ 林　俊雄 ６３１－００７６ 奈良市富雄北３丁目１番４０号 ０７４２－４５－３４３０ ゆうこうせつび

２５ ㈲ しおみプロテック 塩見佳生 ６３９－２１６１ 葛城市木戸１９４番地６ ０７４５－６０－２５５０ しおみぷろてっく

２７ 東 輝 設 備 松井輝雄 ６３４－００１４ 橿原市石原田町２２５番地の１０ ０７４４－２２－０１４７ とうきせつび

２８ ㈱ 今福設備工業 今福章親 ６３９－２２００ 御所市８６４番地の１７ ０７４５－６２－３８５０ いまふくせつび

２９ ㈱ 創造工舎 阪本兼行 ６３４－０８１２ 橿原市今井町４丁目１１番１７号 ０７４４－２９－２０９０ そうぞうこうしゃ

３０ ㈱ 学研都市設備 生駒支店 川東　晃 ６３０－０１４２ 生駒市北田原町２４５２番地２１ ０７４３－７９－３２７１ がっけんとし

３１ 新世紀建工 ㈱ 山本佳彦 ６３９－０２３１ 香芝市下田西３丁目９番１６号 ０７４５－７７－４３４８ しんせいきけんこう

３２ ㈱島田水道設備 島田剛志 ６３４－０８３２ 橿原市五井町２７６番地の３ ０７４４－２２－８２１１ しまだすいどう

３３ ㈲ カキモト設備 垣本平和 ６３６－００１３ 北葛城郡王寺町元町２丁目１番１７号 ０７４５－７２－４０６０ かきもとせつび

３５ 池上住宅設備 池上元祥 ６３５－００３４ 大和高田市東三倉堂町１４番２８号 ０７４５－２３－１６０３ いけがみじゅうたく

３７ 藤井住宅設備 ㈱ 藤井　有 ６３９－０２２７ 香芝市鎌田６２４番地の３ ０７４５－７６－７７８１ ふじいじゅうたく

３８ ㈱梶本住設 梶本　勲 ６３９－０２３１ 香芝市下田西２丁目５番１２号 ０７４５－７６－１４１４ かじもとじゅうせつ

４０ ㈱ マツシタ 松下年成 ６３６－００２１ 北葛城郡王寺町畠田７丁目９番５号 ０７４５－７２－７７６２ まつした

４２ 奈良日化サービス ㈱ 井戸和之 ６３９－１０５３ 大和郡山市千日町２５番地２ ０７４３－５５－０４３７ ならにっか

４４ ㈲ 髙倉設備工業 髙倉啓安 ６３５－０８１４ 北葛城郡広陵町南郷２７８番地５ ０７４５－５５－８７４８ たかくらせつび

４６ ㈱ 山本設備工業 山本　清 ６３５－０８３５ 北葛城郡広陵町みささぎ台６番１０号 ０７４５－５５－３８７５ やまもとせつび

４７ ㈲ ニッカン 濱口福三郎 ６３９－０２１３ 北葛城郡上牧町米山台１丁目３番１０号 ０７４５－７６－５９６９ にっかん

４８ ㈲ 細川商会 細川喜伸 ６３９－０２７１ 葛城市加守９８２番１ ０７４５－７６－４６４８ ほそかわ

４９ ㈱  水　光 中川裕司 ６３３－００６８ 桜井市安倍木材団地1丁目7番地の7 ０７４４－４６－５３３０ すいこう

排水設備工事は、市指定工事店に依頼してください。
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市 指
定 № 指 定 工 事 店 名 代表者氏名 〒 番 号 所 在 地 電 話 番 号 ふりがな

５２ ㈱ 城 設備工業 林田法子 ６３９－０２２３ 香芝市真美ヶ丘７丁目２番１８号 ０７４５－７８－５９６５ じょうせつび

５３ 日之出水道工業所 森井　保幸 ６３９－０２２６ 香芝市五位堂４丁目２３２番地の８ ０７４５－７７－４０１３ ひのですいどう

５４ ㈱博電工業 山口弘子 ６３４－０８２７ 橿原市光陽町２７５ ０７４４－２７－１４１９ はくでんこうぎょう

５８ 田中水道住設 田中明男 ６３４－００４４ 橿原市大軽町２５５番地の１ ０７４４－２７－０１４１ たなかすいどう

６０ ㈱  三　備 奥本雅祥 ６３９－０２３４ 香芝市狐井１４２番地 ０７４５－７７－４５４９ さんび

６３ 浅井水道設備商会 浅井宗一 ６３６－０３４３ 磯城郡田原本町大字秦庄５１３番地の２３ ０７４４－３２－４５３３ あさいすいどう

６４ ㈱髙井設備 髙井ひとみ ６３５－０００３ 大和高田市大字土庫２３６番地１ ０７４５－２２－０８４９ たかいせつび

６６ イワオ産業 ㈱ 大上　美由紀 ６３０－８０３６ 奈良市五条畑1丁目１９番１２号 ０７４２－４０－１００３ いわおさんぎょう

６７ 中 西 設 備 中西義一 ６３７－００３５ 五條市霊安寺町２１８９番地の３ ０７４７－２２－４４９１ なかにしせつび

６８ ㈱ 福本工務店 福本欣三 ６３５－００５８ 大和高田市大字西坊城２５９番地３ ０７４５－５３－３３７２ ふくもとこうむてん

７５ ㈱大和水道工業 中井秀夫 ６３９－２１１３ 葛城市大字北花内５４６番地 ０７４５－６９－７８４６ やまとすいどう

７９ 昭和空調設備 佐藤元信 ６３９－０２６３ 香芝市平野２０９番地 ０７４５－４３－６１１８ しょうわくうちょう

８０ 松倉商事 ㈱ 松倉眞人 ６３５－００７６ 大和高田市大字大谷４７０番地 ０７４５－５２－２３５８ まつくらしょうじ

８１ 住川設備工業所 住川  章 ６３７－００３４ 五條市野原西４丁目１５番８号 ０７４７‐２２－０２４１ すみかわせつび

８５ 仲林設備工業 仲林多津男 ６３９－２２４４ 御所市柏原１５１番地 ０７４５－６２－８５２４ なかばやしせつび

８６ ㈱吉田設備 吉田悦規 ６３６－０８２１ 生駒市三郷町立野北３丁目６番３号 ０７４５－３２－５０８８ よしだせつび

９０ ㈲ 東和技研工業 牛本逸己 ６３３－０２０８ 宇陀市榛原額井１０６８番地 ０７４５－８２－４１２７ とうわぎけん

９１ ㈱奥野ポンプ住設工業 奥野五市 ６３９－２２３７ 御所市８０５番地の１ ０７４５－６２－２２５２ おくのぽんぷ

９２ ㈱人知燃料住専店 人知晃正 ６３５－０１０３ 高市郡高取町清水谷１４７番地１ ０７４４－５２－２１１４ ひとぢねんりょう

９４ ㈱ 森村設備 森村彰博 ６３０－８０１４ 奈良市四条大路３丁目２番７３号 ０７４２－３４－６４００ もりむらせつび

９５ 西 田 設 備 西田孝信 ６３４－０００８ 橿原市十市町１１７５番地の３ ０７４４－２５－６０４６ にしだせつび

９６ 金 森 設 備 金森秀子 ６３５－０００３ 大和高田市大字土庫１５９番地１１ ０７４５－５２－３３４７ かなもりせつび

９７ ㈲ 広陵設備工業 武村雅央 ６３５－０８２３ 北葛城郡広陵町三吉１７４６番地４ ０７４５－５６－４６４５ こうりょうせつび

９９ 岡本設備工業 岡本繁樹 ６３５－００７４ 大和高田市大字市場２０７番地１ ０７４５－２５－１４６６ おかもとせつび

１０１ ㈲ ヤマト リフォーム 森　博美 ６３４－０８１３ 橿原市城殿町３０５-１ ０７４４－２０－１５７７ やまとりふぉーむ

１０２ 竹田設備工業 竹田光二 ６３３－２１７４ 宇陀市大宇陀上２０１８番地 ０７４５－８３－３１３５ たけだせつび

１０４ 森脇設備工房 森脇　渉 ６３３－００６７ 桜井市大福７０１番地 ０７４４－４４－２８３８ もりわきせつび

１０５ ㈱ サニコン奈良支店 中塚雅教 ６３４－０８４３ 橿原市北妙法寺町562 ０７４４－２９－３２５２ さにこんなら

１１２ 竹藤水道工業 竹藤　宏 ６３５－００７７ 大和高田市大字池田４８８番地８ ０７４５－５３－４１５７ たけふじすいどう

１１７ ㈱ エス・イー 野々村 龍一 ６３６－００２１ 北葛城郡王寺町畠田５丁目１５番２１号 ０７４５－３２－３３９９ えす・いー

１１８ ㈲  ア ク ア 内本　隆 ６３５－００６６ 大和高田市大字東中８３番地４ ０７４５－２２－９４０９ あくあ

１２１ ㈱ 阪本工務店 阪本雄一 639-0216 北葛城郡上牧町松里園3丁目15番1号 ０７４５－７８－６１６１ さかもとこうむてん

１２４ ㈱ 岡本設備 岡本数博 ６３９－０２１３ 北葛城郡上牧町米山台５丁目５番５号 ０７４５－７７－５５４１ おかもとせつび

１２５ ㈱  マ エ ダ 前田憲彦 ６３９－１０３６ 大和郡山市額田部寺町１５番地１ ０７４３－５６－５１０６ まえだ

１２９ ㈲ シラキ設備 白記秀好 ６３５－０８１４ 北葛城郡広陵町南郷２４３番地 ０７４５－５５－２０３２ しらきせつび

１３０ 本 多 設 備 本多隆敏 ６３５－００５４ 大和高田市大字曽大根２５８番地１２ ０７４５－２３－５０９０ ほんだせつび

排水設備工事は、市指定工事店に依頼してください。
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市 指
定 № 指 定 工 事 店 名 代表者氏名 〒 番 号 所 在 地 電 話 番 号 ふりがな

１３２ 葛 城 設 備 山本賢治 ６３５－００６５ 大和高田市東中二丁目１０番５－１号 ０７４５－６１－５５０３ かつらぎせつび

１３３ 開発機構 ㈱ 山口善理子 ６３４－０８２７ 橿原市光陽町２７５番地 ０７４４－２７－１４４７ かいはつきこう

１３６ ㈲ ダイキ工業 幸喜　光 ６３０－０２４３ 生駒市俵口町１３７７番地７－５０６ ０７４３－７４－３５２５ だいきこうぎょう

１３７ 安井サービス工業 安井彰一 ６３５－００２１ 大和高田市大字池尻２１７番地３ ０７４５－２２－３９１０ やすいさーびす

１４０ 福 島 設 備 福島久雄 ６３９－２３０１ 御所市元町葛城台４９３番地の１８０ ０７４５－６５－０３２６ ふくしませつび

１４１ ㈱ 宮 地 工 業 宮地秀樹 ６３５－００６５ 大和高田市東中２丁目１４番１号 ０７４５－２２－１０８２ みやぢこうぎょう

１４５ ㈱タケガミ電気水道 竹上正記 ６３４－００６３ 橿原市久米町552番地の2 ０７４４－２８－１１０１ たけがみでんき

１４６ ㈲ 中川設備 中川伸之 ６３７－００９３ 五條市田園１丁目１４番地の２ ０７４７－２３－５０１７ なかがわせつび

１４７ ㈱エビサワ商店奈良営業所 海老澤眞司 ６３６－０２４７ 磯城郡田原本町阪手３４番地の３ ０７４４－３２－０１５５ えびさわしょうてん

１４９ ㈲ 西村水道設備商会 西村和展 ６３９－２２４７ 御所市大字玉手１６２番地の２ ０７４５－６３－１３４１ にしむらすいどう

１５０ 山 田 設 備 山田浩司 ６３６－０９１４ 生駒郡平群町西宮２丁目３番２７号 ０７４５－４５－２１５６ やまだせつび

１５２ ㈲ ニコー設備奈良支店 浦芝剛志 ６３４－００７８ 橿原市八木町１丁目４-１５クリスタ八木303号 ０７４４－４１－０５４４ にこーせつび

１５３ 中岡水道設備 中岡暢男 ６３４－０８３１ 橿原市曽我町422-1-602 ０７４４－２９－４４３０ なかおかすいどう

１５４ 北 口 住 設 北口久信 ６３３－００６５ 桜井市吉備５１３番地の４ ０７４４－４３－１０３７ きたぐちじゅうせつ

１５５ 岩田設備工業 岩田憲之 ６３９－２３０６ 御所市三室６５０番地の１ ０７４５－６３－２３２９ いわたせつび

１５６ ウエノ住器サービス 上野利輝 ６３４－０８４５ 橿原市中曽司町150-34　1F ０７４４－３７－２３２８ うえのじゅうき

１５７ ㈱ 千葉工業 千葉好倫 ６３９－０２５２ 香芝市穴虫３２５４番地５ ０７４５－７１－３７５５ ちばこうぎょう

１５９ ㈱ 野矢設備工業所 野矢　明 ６３１－０８４６ 奈良市平松３丁目２６番１８号 ０７４２－４３－７６５５ のやせつび

１６１ さくら設備 岡本　仁 ６３９－０２４３ 香芝市藤山２丁目１１６８番地の９ ０７４５－７８－３０９１ さくらせつび

１６２ 森 田 建 設 森田憲二 ６３６－０２４７ 磯城郡田原本町阪手８４１番地の５ ０７４４－３３－４１４２ もりたけんせつ

１６３ 北川ガス㈱ 北川賢人 ６３９－２３１１ 御所市大字小林４１番地 ０７４５－６２－５１１１ きたがわがす

１６４ ㈱大協設備 鵜飼嘉輝 ６３９－０２４２ 香芝市北今市４丁目２４３番地 ０７４５－７７－２２３５ だいきょうせつび

１６７ ㈱ 大角水道設備工業所 大角豊彦 ６３６－０８２４ 生駒郡三郷町城山台１丁目４番３０号 ０７４５－７３－４７９０ おおすみすいどう

１６８ ㈱ 平城設備 岡西浩希 ６３０－８０４２ 奈良市西ノ京町１番地の３７ ０７４２－９４－５２００ へいじょうせつび

１６９ 永尨設備サービス ㈱ 小林照夫 ６３５－００７４ 大和高田市大字市場７９２番地１６ ０７４５－２２－３８３３ えいりゅうせつび

１７０ ㈱ 吉川設備 吉川洋二 ６３６－０８１３ 生駒郡三郷町信貴ケ丘３丁目７番１号 ０７４５－３２－６０００ よしかわせつび

１７２ 大東設備工業 ㈱ 大東浩之 ６３０－８３０６ 奈良市紀寺町８０７番地の3 ０７４２－２２－１３０８ おおひがしせつび

１７４ 吉 岡 設 備 吉岡冨次 ６３５－００７６ 大和高田市大字大谷５８５番地の２３ ０７４５－５３－３３８９ よしおかせつび

１７５ ㈱ アダチ住設 安達倫弘 ６３６－０２４７ 磯城郡田原本町大字阪手171番地1 ０７４４－３３－４１２５ あだちじゅうせつ

１７６ ㈱ 西脇産業奈良営業所 北健之助 ６３０－８３０２ 奈良市白毫寺町６７番地の３ ０７４２－２３－０５４７ にしわきさんぎょう

１７７ 北 門 設 備 北門淳一 ６３６－０８２２ 生駒郡三郷町立野南１丁目７番２３号 ０７４５－３２－５４２０ きたもんせつび

１７８ 福井水道工業 ㈱ 阪田文彦 ６３０－８１１３ 奈良市法蓮町１５２番地の１ ０７４２－３３－６８１１ ふくいすいどう

１７９ ユ ニ ス イ 鶴田祐司 ６３９－０２６６ 香芝市旭ヶ丘２丁目１７番１８号 ０７４５－７９－８４７０ ゆにすい

１８０ エージー設備 松場友和 ６３４－００７７ 橿原市南八木町３丁目３番３-２号 ０７４４－２３－１１４１ えーじーせつび

１８２ ベターメント 福田正一 ６３９－０２１４ 北葛城郡上牧町上牧４１１６番地６ ０７４５－７１－８１８１ べたーめんと

排水設備工事は、市指定工事店に依頼してください。
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１８３ 大和正清ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 長谷川泰三 ６３５－００２１ 大和高田市大字池尻１９０番地６ ０７４５－４３－５３３４ やまとまさきよ

１８４ 井上浄化槽管理センター 藤瀬敏春 ６３３－００８７ 桜井市大豆越180番地の１５ ０７４４－４３－５１３８ いのうえじょうか

１８５ グローバルエコベイス合同会社 森　一晃 ６３５－００７６ 大和高田市大谷５５７番地 ０７４５－２３－０２８９ ぐろーばるえこ

１８６ 西 尾 設 備 西尾博明 ６３９－３１２２ 吉野郡大淀町中増７９６番地の１ ０７４６－３２－０４１３ にしおせつび

１８７ ㈱ ｅ－Ｎａｔｕｒａｌｌｙ 米倉浩史 ６３０－８４５３ 奈良市北永井町609-1 ０７４２－６４－９００３ いーなちゅらりー

１８８ フジタ設備 藤田賢三 ６３５－０８２１ 北葛城郡広陵町笠１５番地１５ ０９０－６５５６－６５９７ ふじたせつび

１８９ 高山水道工業所 高山広紀 ６３８－０８２１ 吉野郡大淀町下渕６９３番地の１１ ０７４７－５２－０８２３ たかやますいどう

１９２ 大 角 工 業 大角秀樹 ６３６－０１４２ 生駒郡斑鳩町小吉田2-38-1 ０７４５－７５－６６０９ おおかどこう

１９３ ㈱中部トータルサービス 福上冨男 ６３４－０８０４ 橿原市内膳町5丁目５番９号 ０７４４－２４－１２２８ ちゅうぶとーたる

１９４ 小 橋 商 店 小橋伸安 ６３９－２１０２ 葛城市東室２０４番地 ０７４５－６９－２０２４ こばししょうてん

１９５ 島 田 設 備 島田康次 ６３９－２２５７ 御所市小殿２０９番地の２ ０７４５－６６－０３５８ しまだせつび

１９６ カワムラ工業 川村真樹 ６３１－０８２３ 奈良市西大寺国見町3-8-19 ０７４２－４１－９８７０ かわむらこう

１９７ ㈱ 葛城工業 西元竜也 ６３９－２１３１ 葛城市林堂１００番地８ ０７４５－４４－９９９５ かつらぎこう

１９８ ヒガシ設備工業 東　直正 ６３９－０２６４ 香芝市今泉６６１番地１５ ０７４５－７８－８９０９ ひがしせつび

１９９ 大西設備工業㈱ 大西真也 ６３０－８００１ 奈良市法華寺町６６６番地 ０７４２－３３－６１１２ おおにしせつび

２０１ ㈱ ＹＣ工業 洞　利男 ６３７－００７７ 五條市大澤町１２０８番地の１ ０７４７－２５－０４０４ わいしーこう

２０２ ㈲シブタニ 四分谷明 ６３９－０２０６ 北葛城郡上牧町ゆりが丘１丁目５番４号 ０７４５－７７－６２５８ しぶたに

２０３ ㈱　中 央 樫平隆明 ６３０－８１４６ 奈良市八条町３９４番地の１ ０７４２－３２－３００３ ちゅうおう

２０４ 緑 樹 ㈱ 福井直樹 ６３６－００６２ 北葛城郡河合町佐味田２３６７ ０７４５－５６－２６６９ りょくじゅ

２０５ ㈱朝日土建 川井俊二 ６３０－８１０４ 奈良市奈良坂町１０８５番地 緑商第一ビル102号 ０７４２－２４－８００１ あさひどけん

２０６ ハンナ設備 今福岳大 ６３９－２２０１ 御所市大字柳原１１８番地の１ ０７４５－６２－３８７０ はんなせつび

２０７ 奥田住設㈱ 奥田剛司 ６３９－０２４５ 香芝市畑１１７４番地の１ ０７４５－７９－７７３０ おくだじゅうせつ

２０８ ㈱豊設備工業 岡本律代 ６３５－００７６ 大和高田市大字大谷４１４番地２ ０７４５－６０－７６２５ ゆたかせつび

２０９ ㈱稲葉設備 稲葉陽介 ６３０－８４４２ 奈良市北永井町４１９番地 ０７４２－６４－６０１８ いなばせつび

２１０ 上松設備 上松幸一 ６３８－００４１ 吉野郡下市町大字下市３０４６番地の１０ ０７４７－５２－３０６７ うえまつせつび

２１１ ㈱米田 米田一也 ６３４－０８２１ 橿原市西池尻町３６２番地の３ ０７４４－２７－５７７１ こめだ

２１２ ㈱香川設備 香川美徳 ６３０-８１４５ 奈良市八条3丁目729-3 ０７４２－６１－１７８９ かがわせつび

２１３ 安道管工㈱ 安道大悟 ６３２－００８１ 天理市二階堂上ノ庄町９５番地９５ ０７４３－６４－０７６０ あんどうかんこう

２１４ ㈱トールカンパニー 森田享 ６３９－０２２６ 香芝市西真美一丁目4-6IKKOビル302号 ０７４５－４３－６９３７ とーるかんぱにー

２１５ ㈱久保総合設備 久保隆一 ６３２－０１１２ 奈良市針ヶ別所町６５９番地 ０７４３－８４－０１５５ くぼそうごうせつび

２１６ 北村設備 北村信弘 ６３５－００４１ 大和高田市田井２７番地１０ ０７４５－２７－５５１４ きたむらせつび

２１７ 正興住建㈱ 服部宜一 ６３９－１００７ 大和郡山市南郡町８８－３ ０４７－３８４－０１３４ せいこうじゅうけん

２１８ ㈱山下設備 山下和夫 ６３６－０１１３ 生駒郡斑鳩町法隆寺南１－１－２６ ０７４５－７４－２７８９ やましたせつび

２１９ フジタ水道設備 藤田裕樹 ６３９－２２０５ 御所市東辻６９－３ ０８０－１４５０－６２８９ ふじたすいどうせつび

２２０ ㈱さざんかコーポレーション 吉井聖恵 ６３５－００３７ 大和高田市中今里町１０番２０号 ０７４５－５２－１０７７ さざんか

２２１ 竹島暖冷工業㈱ 竹島章喜 ６３５－００２２ 大和高田市大字高田１４２１番１ ０７４５－２３－０８４８ たけしまだんれい

２２２ 吉澤創建 吉澤宏徳 ６３４－０８３４ 橿原市雲梯町１８３－２ ０７４４－２３－３２７５ よしざわそうけん

排水設備工事は、市指定工事店に依頼してください。
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２２３ 谷田土木水道 谷田竜二 ６３０－８４５３ 奈良市西九条町２丁目１０－２ ０７４２－６３－１１４０ たにたどぼく

２２４ ㈲秀備 馬木亨 ６３９－０２５５ 香芝市関屋３６８－５ ０７４５－７７－７９１４ しゅうび

２２５ 中田住設 中田光彦 637-0093 五條市田園２丁目36-9 ０７４７－２２－８６５７ なかたじゅうせつ

２２６ 松村設備 松村文秀 633-0064 桜井市大字戒重542番地の11 ０７４４－４５－４７０３ まつむらせつび

２２７ 吉田水道工業所 吉田祐介 634-0811 橿原市小綱町１２‐４３ ０７４４－２２－０１５４ よしだすいどう

２２８ こしの水道設備 越野昌 639-2244 御所市柏原１６１７‐２ ０７４５－６５－２６６９ こしのすいどう

２２９ 豊隆設備工業 東本学 639-2142 葛城市北道穂１４０‐１０ ０７４５－４３－５４４６ ほうりゅうせつび

２３０ ㈱光成建設 荒木光成 630-8001 奈良市法華寺町１０６５番地 ０７４２－３３－７２３８ こうせいけんせつ

２３１ 旭住設㈱ 安川裕晶 639-2200 御所市６１８番地 ０７４５-６３-２５５２ あさひじゅうせつ

２３２ 永和住宅設備 永水宏和 635-0095 大和高田市大中１６１番地５ ０７４５-２３-３１１０ えいわじゅうたく

２３３ 櫻本設備 櫻本浩充 637-0093 五條市田園４丁目９-２ ０７４７-３２-８３３７ さくらもとせつび

２３４ ㈱水野設備 水野博巳 633-0245 宇陀市榛原笠間2182番地 ０７４５－８２-０４０６ みずのせつび

２３５ 山田水道設備 下山勝幸 636-0247 磯城郡田原本町阪手630-8西和ビル204 ０７４４－３２－８８７０ やまだすいどう

２３６ 東和設備工業 安東久夫 639-0265 香芝市上中５２８番地１ ０７４５－７６－４４４９ とうわせつび

２３７ ㈱山口設備生駒支店 山口直樹 630-0135 生駒市南田原町１１５８番地１９ ０７４３－７１－０６６６ やまぐちせつび

排水設備工事は、市指定工事店に依頼してください。
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