
ア アイテム 株式会社 ｱｲﾃﾑ 611-0013 京都府宇治市莵道段ノ上12番1 下宮 貴世 0774-20-7040 ク 株式会社 グローバルワークス ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾜｰｸｽ 614-8315 八幡市橋本北ノ町15-205 河野 貴志 072-661-3397

AIM建設 株式会社 ｱｲﾑｹﾝｾﾂ 610-0121 城陽市観音堂巽畑71番地 志水 公彦 0774-55-8111 ケ 有限会社 ケイ・エス・アイ ｹｲｴｽｱｲ 607-8308 京都市山科区西野山桜ﾉ馬場町８７番地１ 窪喜 義信 075-502-1125

青山設備工業 ｱｵﾔﾏｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 619-0241 相楽郡精華町祝園出森１７－６ 青山 心 0774-27-4470 ＫＫ設備 ｹｲｹｲｾﾂﾋﾞ 610-0121 城陽市寺田尼塚６８－１０６ 木村 幸司 0774-52-7806

アクア ｱｸｱ 619-0214 木津川市木津川台1丁目11-2 川東 昌子 0774-34-0631 有限会社 K・プレール ｹｲﾌﾟﾚｰﾙ 607-8228 京都市山科区勧修寺本堂山町５番２ 秋田 和宣 075-571-1022

株式会社 東建設 ｱｽﾞﾏｹﾝｾﾂ 610-0321 京田辺市多々羅東平川原３０番地 川嵜 繁明 0774-63-0405 Kplan ｹｰﾌﾟﾗﾝ 610-0302 綴喜郡井手町大字井出小字宮ノ本 28番地3 大西 賀代 0774-34-5233

有山農工社 株式会社 ｱﾘﾔﾏﾉｳｺｳｼｬ 619-0244 相楽郡精華町大字北稲八間小字中垣外３ 有山 久一 0774-93-2388 株式会社 玄工業 ｹﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 611-0042 宇治市小倉町堀池２１番地の２２ 金山 玄右 0774-23-8317

イ いけうち住設 株式会社 ｲｹｳﾁｼﾞｭｳｾﾂ 610-0121 城陽市寺田樋尻１２番１９５ 池内 良伍 0774-27-7981 コ 有限会社 広宣工業 ｺｳｾﾝｺｳｷﾞｮｳ 610-0121 城陽市寺田袋尻５１－１ 古川 智之 0774-53-8509

株式会社 池本設備 ｲｹﾓﾄｾﾂﾋﾞ 603-8035 京都市北区上賀茂朝露ケ原町４－７１ 池本 寛之 075-585-5066 交南設備 株式会社 ｺｳﾅﾝｾﾂﾋﾞ 614-8147 八幡市下奈良今里１０－４ 嶋田 愛親 075-971-3037

有限会社 石田電機工業所 ｲｼﾀﾞﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ 619-1142 木津川市加茂町大野大野３７ 石田 進 0774-76-2302 株式会社 寿設備工業 ｺﾄﾌﾞｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 611-0025 宇治市神明宮東８５番地１４ 林 真悟 0774-23-8438

石豊造園土木 株式会社 ｲｼﾄﾖｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 613-0041 久御山町中島沖ノ内２０番地 田中 満穂 075-631-6959 株式会社 小薮設備 ｺﾔﾌﾞｾﾂﾋﾞ 610-0301 綴喜郡井手町大字多賀小字新造２１番地１－Ａ 小籔 智孝 0774-99-4771

和泉設備工業 株式会社 ｲｽﾞﾐｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 619-0224 木津川市兜台２－３－２１ 車谷 裕正 0774-72-3435 サ 株式会社 彩光 ｻｲｺｳ 611-0043 宇治市伊勢田町新中ノ荒３８番地の８ 山口 正宏 0774-44-5630

イバライケ設備 株式会社 ｲﾊﾞﾗｲｹｾﾂﾋﾞ 610-0341 京田辺市薪小山５２－１ハートフルマンション京田辺302号室 茨池 直人 0774-68-0711 有限会社 桜井工務店 ｻｸﾗｲｺｳﾑﾃﾝ 619-0222 木津川市相楽鳥井３５番地１２ 的場 康之 0774-72-5169

株式会社 巖建設工業 ｲﾜｵｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 610-0302 綴喜郡井手町大字井手小字梅ノ木原７２番地１ 木村 佳子 0774-82-3790 有限会社 三光設備 ｻﾝｺｳｾﾂﾋﾞ 613-0033 久世郡久御山町林垣内９０番地の１ 井ノ阪 隆一 0774-43-1675

イワオ産業 株式会社 ｲﾜｵｻﾝｷﾞｮｳ 619-0222 木津川市相楽清水３０番地 大上 美由紀 0774-73-8445 有限会社 三洋工業 ｻﾝﾖｳｺｳｷﾞｮｳ 606-0024 京都市左京区岩倉花園町２４７－１ 藤田 洋光 075-711-3449

ウ 株式会社 ウエダ ｳｴﾀﾞ 610-0313 京田辺市三山木中央６丁目１０番地１８ 上田 昌男 0774-62-0393 シ 有限会社 ジーエム工業 ｼﾞｰｴﾑｺｳｷﾞｮｳ 611-0043 宇治市伊勢田町中ノ荒６０番地１３ 田村 祥榮 0774-44-5686

株式会社 ウチラ ｳﾁﾗ 611-0031 宇治市広野町東裏７９ 内良 親正 0774-43-1141 株式会社 ジェイアンドジェイ ｼﾞｪｲｱﾝﾄﾞｼﾞｪｲ 614-8073 八幡市八幡軸６８番地７ 上田 麗子 075-981-6150

株式会社 宇野設備 ｳﾉｾﾂﾋﾞ 6018213 京都市南区久世中久世町三丁目２５番地 宇野 武志 075-934-5555 塩見設備 株式会社 ｼｵﾐｾﾂﾋﾞ 611-0021 宇治市宇治琵琶１９番地の４ 塩見 知哉 0774-23-8573

エ 永栄工業 株式会社 ｴｲｴｲｺｳｷﾞｮｳ 619-0213 木津川市市坂久保川３８番地 永野 義久 0774-72-1665 有限会社 柴田ポンプ水道工業所 ｼﾊﾞﾀﾎﾟﾝﾌﾟｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ 610-0302 綴喜郡井手町大字井手小字里６－３ 柴田 昭博 0774-82-3072

永機建設 株式会社 ｴｲｷｹﾝｾﾂ 612-8297 京都市伏見区横大路貴船５７番地１ 幡南 進 075-623-2700 株式会社 勝一建設 ｼｮｳｲﾁｹﾝｾﾂ 610-0301 綴喜郡井手町大字多賀小字東南組３５番地の１ 藤川 勝也 0774-82-5466

有限会社 エス･ワークス ｴｽﾜｰｸｽ 606-8426 京都市左京区鹿ヶ谷寺ノ前町６２－３０ 田中 愼太郎 075-634-8020 勝田水道 株式会社 ｼｮｳﾀﾞｽｲﾄﾞｳ 601-8381 京都市南区吉祥院西ノ茶屋町73番1 勝田 健太 075-203-4693

オ 有限会社 太田工業 ｵｵﾀｺｳｷﾞｮｳ 6110041 宇治市槇島町十六４２－１４ 太田 義宏 0774-23-9268 株式会社 城南開発興業 ｼﾞｮｳﾅﾝｶｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳ 614-8073 八幡市八幡軸６８番地７ 上田 啓 075-981-0500

株式会社 大西商店 ｵｵﾆｼｼｮｳﾃﾝ 610-0302 綴喜郡井手町大字井手小字柏原６８番地 大西 正晃 0774-82-2056 有限会社 白川設備 ｼﾗｶﾜｾﾂﾋﾞ 619-0221 木津川市吐師郷和田２ 白川 楢耕 0774-73-0456

有限会社 大野組 ｵｵﾉｸﾞﾐ 610-0326 京田辺市天王奥別所６４－２ 大野 貴祥 0774-68-0200 株式会社 伸興水道工業 ｼﾝｺｳｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ 614-8221 八幡市内里蜻蛉尻４番地の１ 寺嶋 一吉 075-981-4528

大橋設備工業 ｵｵﾊｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 601-8181 京都市南区上鳥羽堀子町７８番地 大橋 良弘 075-691-6627 ス 有限会社 末廣設備工業 ｽｴﾋﾛｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 610-0114 城陽市市辺西川原９６番地７ 末廣 ヨゼフ 0774-55-0564

有限会社 尾方建設工業 ｵｶﾞﾀｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 611-0002 宇治市木幡西浦５１－３ 尾方 武彦 0774-31-6790 株式会社 すぎもと ｽｷﾞﾓﾄ 619-0217 木津川市木津町内垣外１番地 杉本 則行 0774-72-8460

株式会社 小野設備 ｵﾉｾﾂﾋﾞ 607-8066 京都市山科区音羽森廻り町６番地の９ 小野 直樹 075-593-3635 有限会社 杉本配管 ｽｷﾞﾓﾄﾊｲｶﾝ 610-0313 京田辺市三山木中央８丁目３番地６ 杉本 紀行 0774-62-0462

株式会社 小畑設備工業 ｵﾊﾞﾀｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 617-0836 長岡京市勝竜寺２０番１０号 大石 周生 075-955-4819 セ 正興住建 株式会社 ｾｲｺｳｼﾞｭｳｹﾝ 601-8382 京都市南区吉祥院石原上川原町５９ 股部 宜一 075-748-8326

俺達の 株式会社 ｵﾚﾀﾁﾉ 612-8493 京都市伏見区久我御旅町１－２ 宮越 匠太郎 075-204-4498 セイビデンキ花住坂店 ｾｲﾋﾞﾃﾞﾝｷｶｽﾐｻﾞｶﾃﾝ 610-0352 京田辺市花住坂２－２０－１ 森本 威知郎 0774-62-7284

カ 株式会社 カナヤマ建設 ｶﾅﾔﾏｹﾝｾﾂ 611-0043 宇治市伊勢田町中ノ荒６０-１５ 金山 源一 0774-44-5533 有限会社 泉伸工業 ｾﾝｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 610-0331 京田辺市田辺１５番地 竹村 啓司 0774-62-0248

叶機械設備工業 ｶﾉｳｷｶｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 614-8206 八幡市戸津正ノ竹２３ 叶 国生 075-981-0538 タ 大興住設 ﾀﾞｲｺｳｼﾞｭｳｾﾂ 613-0911 京都市伏見区淀木津町420番地 青川 興治 075-631-3910

鎌田工業 株式会社 ｶﾏﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 610-0357 京田辺市山手東一丁目25番地3 鎌田 義成 0774-26-9468 大伸工業 株式会社 ﾀﾞｲｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 601-8362 京都市南区吉祥院長田町５０７番地 山本 文子 075-691-5823

株式会社 川島組 ｶﾜｼﾏｸﾞﾐ 610-0343 京田辺市大住浜４１番地 川島 太郎 0774-63-0636 株式会社 ＤＡＩＷＡ ﾀﾞｲﾜ 615-8212 京都市西京区上桂北ノ口町２４６番２ 新 康夫 075-382-2883

株式会社 関西設備 ｶﾝｻｲｾﾂﾋﾞ 619-0215 木津川市梅美台3丁目17番地の4 新田 桂丈 0120-72-6929 大和エンジニアリング 株式会社 ﾀﾞｲﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 601-8349 京都市南区吉祥院池田町３番地１号 山本 尚樹 075-661-4766

キ 株式会社 岸本設備 ｷｼﾓﾄｾﾂﾋﾞ 619-0231 相楽郡精華町大字山田小字下川原19-5 岸本 新治 0774-95-0246 大和住建 株式会社 ﾀﾞｲﾜｼﾞｭｳｹﾝ 619-0244 相楽郡精華町大字北稲八間小字甲斐ノ元１２番地４ 岩井 芳彦 0774-94-4149

株式会社 北浦工業所 ｷﾀｳﾗｺｳｷﾞｮｳｼｮ 617-0836 長岡京市勝竜寺巡り原１３番地 久保 俊介 075-951-7351 株式会社 高畠設備 ﾀｶﾊﾞﾀｹｾﾂﾋﾞ 619-0206 木津川市山城町北河原内畑５６－３ 高畠 一馬 0774-86-2678

木田工業 ｷﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 610-0121 城陽市寺田大谷114番地の57 木田 徹也 0774-55-6727 棚橋工業所 ﾀﾅﾊｼｺｳｷﾞﾖｳｼｮ 612-8154 京都市伏見区向島津田町７０番地の５６ 棚橋 裕子 075-622-0565

キタザワ産業 株式会社 ｷﾀｻﾞﾜｻﾝｷﾞｮｳ 610-0101 城陽市平川東垣外４０番地１ 北澤 秀明 0774-52-5111 株式会社 田辺ガス ﾀﾅﾍﾞｶﾞｽ 610-0332 京田辺市興戸塚ノ本１８番地の１ 片岡 泰博 0774-62-4141

喜多商店 株式会社 ｷﾀｼｮｳﾃﾝ 619-0241 相楽郡精華町大字祝園小字杉本１４番地３ 喜多 俊夫 0774-94-3010 谷村電気商会 ﾀﾆﾑﾗﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 610-0313 京田辺市三山木中央九丁目２番地３ 谷村 重彦 0774-62-0502

北村工業 株式会社 ｷﾀﾑﾗｺｳｷﾞｮｳ 616-8343 京都市右京区嵯峨朝日町２２番地５４ 北村 晋一 075-881-0001 チ 有限会社 中央技研工業 ﾁｭｳｵｳｷﾞｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 613-0023 久御山町野村村東２６８－２ 上田 正雄 075-925-5270

株式会社 木下工業所 ｷﾉｼﾀｺｳｷﾞｮｳｼｮ 611-0042 宇治市小倉町寺内６７番地 木下 茂 0774-21-2689 ツ 有限会社 辻󠄀久ガス ﾂｼﾞｷｭｳｶﾞｽ 610-0102 城陽市久世南垣内１２１番地の１ 辻󠄀村 節子 0774-52-0590

木下設備 株式会社 ｷﾉｼﾀｾﾂﾋﾞ 619-0237 相楽郡精華町光台七丁目１６番地３ 木下 明子 0774-94-3644 辻工業 ﾂｼﾞｺｳｷﾞｮｳ 611-0014 宇治市明星町三丁目11番地の161 辻 雅晴 0774-23-0833

京栄水道 株式会社 ｷｮｳｴｲｽﾄﾞｳ 615-0006 京都市右京区西院金槌町１１番地 加藤 炳弘 075-311-0521 株式会社 辻村工業所 ﾂｼﾞﾑﾗｺｳｷﾞｮｳｼﾖ 612-8291 京都市伏見区横大路天王後１番地の３ 辻村 龍見 075-601-7414

京環メンテナンス 株式会社 ｷｮｳｶﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 615-0806 京都市右京区西京極畔勝町4番地の3 大島 慎太郎 075-323-1441 株式会社 ツジモト ﾂｼﾞﾓﾄ 610-0313 京田辺市三山木西羅１５番地９ 辻元 勝利 0774-63-5488

京設工業 株式会社 ｷｮｳｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 616-8266 京都市右京区梅ヶ畑中田町４－１０番地 加藤 友幸 075-881-7335 テ 株式会社 TKP ﾃｨｰｹｰﾋﾟｰ 619-0237 相楽郡精華町光台9丁目11-22 小林 竜哉 090-8984-6756
0774-93-0272

京都南設備 ｷｮｳﾄﾐﾅﾐｾﾂﾋﾞ 621-0854 亀岡市下矢田町東法楽寺５４番地１９ 南 芳男 0771-24-7161 株式会社 テンスイシステム ﾃﾝｽｲｼｽﾃﾑ 614-8087 八幡市八幡神原７６番地２ 天水 誠 075-204-0794

株式会社 京南設備 ｷｮｳﾅﾝｾﾂﾋﾞ 612-8447 京都市伏見区竹田西内畑町12番地 INAK BLDG 506号 原田 武尊 075-612-8763 ト トオマツ設備 ﾄｵﾏﾂｾﾂﾋﾞ 610-0111 城陽市富野高井５５－２ 遠松 貴志 0774-53-5431

株式会社 企連 ｷﾚﾝ 610-0313 京田辺市三山木西ノ河原４０番地の３ 小谷 政弘 0774-68-5522 有限会社 俊成設備 ﾄｼﾅﾘｾﾂﾋﾞ 607-8496 京都市山科区日ノ岡坂脇町１０－１２ 俊成 哲夫 075-501-5491

ク 株式会社 草川水道工業所 ｸｻｶﾜｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ 607-8171 京都市山科区大宅御所山２番７号 草川 幸次 075-572-1972 株式会社 トヨシマ ﾄﾖｼﾏ 610-1123 京都市西京区大原野上里南ノ町１７５番地 豊嶋 一俊 075-331-1210

（５０音順）

令和5年1月1日現在　

商号又は名称 フリガナ 電話番号〒 住　　　　　　　　　所 電話番号 住　　　　　　　　　所

京田辺市下水道排水設備指定工事業者一覧表

フリガナ 〒 代表者氏名商号又は名称代表者氏名



ナ 長尾工業 株式会社 ﾅｶﾞｵｺｳｷﾞｮｳ 601-8364 京都市南区吉祥院石原南町１０番地 伊藤 康司 075-661-0004 ム 株式会社 村瀬設備 ﾑﾗｾｾﾂﾋﾞ 619-0245 相楽郡精華町大字下狛小字西川原73 村瀬 治男 0774-94-5115

長尾水道 株式会社 ﾅｶﾞｵｽｲﾄﾞｳ 614-8281 八幡市美濃山狐谷７ 山本 正雄 075-983-5805 モ 森田設備 ﾓﾘﾀｾﾂﾋﾞ 614-8092 八幡市八幡城ノ内１２番地 森田 孝利 075-981-0307

中田商店 ﾅｶﾀｼｮｳﾃﾝ 610-0302 綴喜郡井手町大字井手小字柏原２０番地の１ 中田 正生 0774-82-2605 株式会社 森長工業 ﾓﾘﾅｶﾞｺｳｷﾞｮｳ 614-8056 八幡市八幡福禄谷１６６番８ 森長 進 075-981-7267

株式会社 ながつかアームズ ﾅｶﾞﾂｶｱｰﾑｽﾞ 629-0141 南丹市八木町八木杉ノ前３２番地１ 長束 尚 0771-42-2161 森不動産 株式会社 ﾓﾘﾌﾄﾞｳｻﾝ 610-0313 京田辺市三山木中央一丁目９番地２ 森 彰久 0774-62-8811

ナクラ設備 ﾅｸﾗｾﾂﾋﾞ 615-0864 京都市右京区西京極新明町８０ 名倉 茂美 075-312-7167 ヤ 山岡建設 株式会社 ﾔﾏｵｶｹﾝｾﾂ 619-0214 木津川市木津南垣外４０番地１１ 奥野 安眞 0774-72-4170

株式会社 成匠 ﾅﾙｼｮｳ 614-8103 八幡市川口堀ノ内111 谷口 慎一 075-981-7670 株式会社 山下工業 ﾔﾏｼﾀｺｳｷﾞｮｳ 615-0073 京都市右京区山ノ内荒木町７番地６５ 山下 博三 075-873-4433

ニ 株式会社 ニシジマ工業所 ﾆｼｼﾞﾏｺｳｷﾞﾖｳｼｮ 619-0232 相楽郡精華町桜が丘３丁目３１番地２ 西島 恵輔 0774-72-9547 山城建設 株式会社 ﾔﾏｼﾛｹﾝｾﾂ 619-1212 和束町大字釜塚小字中溝１６番地１ 岡田 秀之 0774-78-3301

株式会社 西堀水道商会 ﾆｼﾎﾞﾘｽｲﾄﾞｳｼｮｳｶｲ 610-0352 京田辺市花住坂１丁目６５番地１ 西堀 政信 0774-62-4840 山田工業 株式会社 ﾔﾏﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 611-0041 宇治市槇島町薗場２９番地７６ 山田 章治 0774-22-5332

株式会社 西脇産業 ﾆｼﾜｷｻﾝｷﾞｮｳ 619-1151 木津川市加茂町美浪椚５ 北 健之助 0774-76-7070 有限会社 山本商会 ﾔﾏﾓﾄｼｮｳｶｲ 617-0003 向日市森本町石田22番地の51 山本 康史 075-922-8901

日新工業 株式会社 ﾆｯｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 619-0235 京都市伏見区東朱雀町９３０ 浦井 秀男 075-622-4381 ヨ 吉田工業 株式会社 ﾖｼﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 610-0357 京田辺市山手東１丁目６番地２ 開原 菜稲美 0774-63-6316

日本開発興業 株式会社 ﾆﾎﾝｶｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳ 619-0241 相楽郡精華町大字祝園小字下久保田５番地１ 古田 一馬 0774-94-5491 有限会社 吉田水道 ﾖｼﾀﾞｽｲﾄﾞｳ 601-1415 京都市伏見区日野野色町７９－９ 吉田 伸一 075-571-7389

日本設備工業 株式会社 ﾆﾎﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 601-8445 京都市南区西九条菅田町２９番地 向井 正明 075-682-5152 吉本水道工業 株式会社 ﾖｼﾓﾄｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ 610-0342 京田辺市松井山川２７番地２ 吉本 耕一 0774-62-0636

日本プラミング 株式会社 ﾆﾎﾝﾌﾟﾗﾐﾝｸﾞ 607-8482 京都市山科区北花山大林町５３番地の１ 諸角 一博 075-592-6022 ラ Life Line ﾗｲﾌﾗｲﾝ 619-0214 木津川市木津南後背１００－２ 近藤 嘉造 0774-71-0580

ノ 能勢設備工業 株式会社 ﾉｾｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 611-0025 宇治市神明石塚３８番地の４ 能勢 芳生 0774-21-7774 ワ ワーク・クリタ ﾜｰｸｸﾘﾀ 610-0322 京田辺市普賢寺渕尻６３－１ 栗田 力 0774-62-3488

株式会社 野々村工務店 ﾉﾉﾑﾗｺｳﾑﾃﾝ 610-0121 城陽市寺田今堀５２番地の１０１ 野々村 研一 0774-52-3117

ハ 株式会社 橋本工業 ﾊｼﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 601-8176 京都市南区上鳥羽山ノ本町４０番地３ 橋本 昌詔 075-661-3221

株式会社 ハヤシ住宅設備 ﾊﾔｼｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ 610-0121 城陽市寺田樋尻１０４－１ 林 壽男 0774-53-2407

林設備工業 株式会社 ﾊﾔｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 619-0221 木津川市吐師前ノ橋３３番地１ 林 靖之 0774-73-3444

株式会社 原田組 ﾊﾗﾀﾞｸﾞﾐ 610-0121 城陽市寺田正道３３番地 原田 隆雄 0774-52-2614

有限会社 パルス ﾊﾟﾙｽ 610-0111 城陽市富野南清水３４番地の３ 山岡 克己 0774-53-2632

ヒ 日垣水道設備 株式会社 ﾋｶﾞｷｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ 611-0041 宇治市槇島町吹前８８番地 日垣 喜広 0774-28-4161

日笠設備工業 株式会社 ﾋｶﾞｻｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 612-8422 京都市山科区西野山桜ノ馬場町204番地 日笠 廷志 075-593-2901

有限会社 聖工業 ﾋｼﾞﾘｺｳｷﾞｮｳ 619-1152 木津川市加茂町里土堀４１番地６ 下川 俊一 0774-76-4282

有限会社 ピュアエステート ﾋﾟｭｱｴｽﾃｰﾄ 610-0313 京田辺市三山木中央６丁目１０番地１２ 中川 維員 0774-62-1888

平尾工業 ﾋﾗｵｺｳｷﾞｮｳ 610-0121 城陽市寺田垣内後６５番地３ 平尾 裕司 0774-52-4154

フ FIDES 株式会社 ﾌｨﾃﾞｰｽ 610-0302 城陽市中北堤９番地の１ 田中 彰則 0774-52-7026

株式会社 福野商店 ﾌｸﾉｼｮｳﾃﾝ 610-0121 城陽市寺田大川原３０番地の３１ 福野 泰史 0774-54-0480

株式会社 藤阪ガスセンター ﾌｼﾞｻｶｶﾞｽｾﾝﾀｰ 610-0353 京田辺市松井ケ丘１丁目１０番地１０ 松田 大輔 0774-62-3237

株式会社 藤野設備工業 ﾌｼﾞﾉｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 612-8454 京都市伏見区竹田泓ノ川町41番地1 藤野 貴行 075-602-7479

伏見管工 株式会社 ﾌｼﾐｶﾝｺｳ 612-0829 京都市伏見区深草谷口町５０番地４ 竹中 雅子 075-643-2800

株式会社 藤本工業 ﾌｼﾞﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 611-0043 宇治市伊勢田町浮面３１番地の１ 藤本 美也 0774-46-5050

株式会社 プロックス ﾌﾟﾛｯｸｽ 601-8205 京都市南区久世殿城町5番地 平田 進 075-922-3839

フロンティア 株式会社 ﾌﾛﾝﾃｨｱ 611-0013 宇治市菟道藪里２３番地 高橋 洋一 0774-28-5310

ヘ 株式会社 平城設備 ﾍｲｼﾞｮｳｾﾂﾋﾞ 619-0216 木津川市州見台１－２７－１４－１０６ 岡西 浩希 0120-32-8391

ホ 株式会社 北洋工機 ﾎｸﾖｳｺｳｷ 610-0323 京田辺市水取平１５番地の５ 北川 訓之 0774-63-7210

ホリカワ設備工業 株式会社 ﾎﾘｶﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 617-0832 長岡京市東神足２丁目１２番９号 向井 淑栄 075-954-6081

株式会社 本田設備 ﾎﾝﾀﾞｾﾂﾋﾞ 607-8308 京都市山科区西野山桜ノ馬場町１２番地４ 山形 典正 075-592-9591

マ 有限会社 松尾商店 ﾏﾂｵｼｮｳﾃﾝ 610-0301 綴喜郡井手町大字多賀小字下川２８番地の１ 松尾 隆次 0774-82-2234

マツモト工業 株式会社 ﾏﾂﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 619-0232 相楽郡精華町桜が丘4丁目10番地6 松本 真弥 0774-72-5157

松本工業 株式会社 ﾏﾂﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 619-0218 木津川市城山台1丁目13番地4 210号 松本 修志 0774-73-8656

マルコウ設備 株式会社 ﾏﾙｺｳｾﾂﾋﾞ 619-0245 相楽郡精華町狛田一丁目17番地2 木下 孝司 0774-93-0025

ミ 三浦工業 ﾐｳﾗｺｳｷﾞｮｳ 619-0216 木津川市州見台一丁目17-13 三浦 宏紀 0774-71-0137

有限会社 三木設備 ﾐｷｾﾂﾋﾞ 601-8171 京都市南区上鳥羽川端町２１２ 三木 貴世志 075-681-8380

株式会社 美杉設備工業 ﾐｽｷﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 614-8365 八幡市男山金振１番１１号 男山ゲートウェイ１号室 上埜 洋晃 072-859-2369

株式会社 南工業 ﾐﾅﾐｺｳｷﾞｮｳ 611-0042 宇治市小倉町南浦１００番地の６１ 南 基紀 0774-23-9211

株式会社 都ウィズテック ﾐﾔｺｳｨｽﾞﾃｯｸ 610-0313 京田辺市三山木南山２６-１-１０８
奈良市菅原町9-1(郵便はこちらに) 山品 文昭 0742-44-2081

都造園土木 株式会社 ﾐﾔｺｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 610-0341 京田辺市薪石ノ前６０番地 山本 浩 0774-62-2475

株式会社 宮原工業 ﾐﾔﾊﾗｺｳｷﾞｮｳ 601-8174 京都市南区上鳥羽清井町264番地 宮原 純一 075-681-3717

雅設備 ﾐﾔﾋﾞｾﾂﾋﾞ 610-0111 城陽市富野北垣内50番地の12 五十里 雅弘 0774-66-1746

株式会社 ミヨシテック ﾐﾖｼﾃｯｸ 617-0833 長岡京市神足拾弐13-1 永谷 顕 072-827-3355

ム 株式会社 村雲設備 ﾑﾗｸﾓｾﾂﾋﾞ 610-0323 京田辺市水取高井谷83番地6 村雲 恒尚 0774-26-5887

商号又は名称 フリガナ 〒

（５０音順）

商号又は名称 フリガナ 〒 住　　　　　　　　　所 代表者氏名 電話番号
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