
事業者名称 代表者 事業所住所 事業所電話

1 大西建築設備 大西　茂男 田原本町大字矢部７５０番地 0744-32-3447

2 黒松水道 黒松　清次 田原本町２３７－１ 0744-32-2178

3 藤岡組 藤岡　年秋 田原本町大字千代７３３番地の１ 0744-33-4416

4 藤浪設備 藤浪　孝晴 田原本町大字今里２３１番地の５ 07443-2-4006

5 安井建設（株） 安井　正成 田原本町大字八田398-2 0744-32-6969

6 （株）山田電工社 山田　光利 田原本町３９２番地の２（旭町） 0744-33-1001

7 （株）吉川水道設備 吉川　孝義 田原本町大字法貴寺町１５８３番地 0744-33-3488

8 （株）ヨネダガスホ－ムライフ 米田　滋之 田原本町１０７番地（大門中） 0744-32-2450

9 辰巳設備工業 辰巳　佳照 三宅町大字屏風９４－１ 0745-44-2507

10 富水道工業所 仲川　佳成 大和高田市秋吉６８－４ 0745-52-0110

11 （株）学研都市設備 川東　晃 生駒市北田原町２４５２番地の２１ 0743-79-3271

12 （株）水匠 岡橋　善次郎 大和高田市日之出東本町２０番４号 0745-52-3529

13 （株）ZENHOME 川崎　全家 川西町大字下永１３０４番地の１ 0743-64-1105

14 三浦産業（株） 三浦　伸一 大和郡山市南郡山町４６８番地 0743-53-2617

15 石田興業 石田　至孝 川西町大字下永６４８－２ 0745-44-4637

16 トモイ設備サ－ビス 伴井　博司 川西町唐院１９７－３ 0745-44-2056

17 （株）堀内建設 堀内　敏生 川西町大字結崎２２０ 0745-44-4823

18 松本商店 松本　達則 川西町大字結崎４３９ 0745-44-0104

19 安井興業 安井　清 川西町大字結崎８３０番地の５ 0745-43-1628

20 光栄工業 吉川　雅清 三宅町大字伴堂２２０番地の７ 0745-44-0770/0745-44-2483.

21 （株）岸本設備 岸本　輝次 川西町大字梅戸３４８－２ 0745-44-4447

22 （株）マエダ 前田　憲彦 大和郡山市額田部寺町１５番地の１ 0743-56-5106

23 渡辺設備工業（株） 渡邊　忠文 大和高田市田井新町３番１７号 0745-22-1768

24 西川技設商会 西川　實 安堵町大字東安堵１９３番地の１ 0743-57-3238

25 瓜生水道衛生設備 瓜生　勝彦 田原本町大字三笠63番地の3 0744-32-8305

26 （有）シラキ設備 白記　秀好 広陵町大字南郷２４３番地 0745-55-2032

27 藤井住宅設備（株） 藤井　有 香芝市鎌田６２４番地の３ 0745-76-7781

28 大植組  大植　君枝 川西町唐院１８７－８ 0745-43-0506

29 イワオ産業（株） 大上　美由紀 奈良市五条畑一丁目１９番１２号 0742-40-1003

30 （株）宮﨑組 宮﨑　昭一 川西町大字結崎４８９番地の１０ 0745-44-4588

31 （株）創造工舎 阪本　兼行 橿原市今井町４丁目１１番１７号 0744-29-2090

32 池上住宅設備 池上　元祥 大和高田市東三倉堂町１４番２８号 0745-23-1603

33 東和設備工業 安東　久夫 香芝市上中528番地1 0745-76-4449

34 （有）シンワ商工 竹田　博文 大和郡山市矢田町６０７３番地の６ 0743-53-2209

35 （株）森村設備 森村　彰博 奈良市四条大路３丁目２番７３号 0742-34-6400

36 奈良日化サ－ビス（株） 井戸　和之 大和郡山市千日町２５番地の２ 0743-55-0437

37 （有）カキモト設備 垣本　平和 王寺町元町二丁目１－１７ 0745-72-4060

38 （株）岡本設備 岡本　数博 上牧町米山台５丁目５番５号 0745-77-5541

39 （株）福田設備 福田　耕策 天理市杉本町２９５番地の１ 0743-62-6335

40 （株）博電工業 山口　弘子 橿原市光陽町２７５番地 0744-27-1419

41 （有）細川商会 細川　喜伸 葛城市加守９８２番１ 0745-76-4648

42 （株）アダチ住設 安達　倫弘 田原本町阪手１７１-１ 0744-33-4125

43 有倖設備（株） 林　俊雄 奈良市富雄北三丁目１番４０号 0742-45-3430

44 （有）共栄住設 堀内　眞治 奈良市四条大路五丁目４番３５号 0742-33-2803

45 （株）野矢設備工業所 野矢　明 奈良市平松３丁目２６番１８号 0742-43-7655

46 （株）三備 奥本　雅祥 香芝市狐井１４２番地 0745-77-4549

47 （株）山本工業 山本　行男 田原本町大字今里１８２番地の１ 0744-32-3226

48 （株）モリウチ 南　幸至 川西町大字結崎４５２－４６ 0745-43-0500

49 （株）中野水土工業所 中埜　愛子 大和高田市西三倉堂２丁目１－７ 0745-53-2753

50 （株）山本設備工業 山本　淸 広陵町みささぎ台６番１０号 0745-55-3875

51 （株）吉川設備 吉川　洋二 三郷町信貴ヶ丘三丁目７－１ 0745-32-6000

52 （株）髙井設備 髙井　ひとみ 大和高田市大字土庫２３６番地の１ 0745-22-0849

53 （株）松本組 松本　由加里 橿原市兵部町２番２号 0744-24-5151

54 （株）人知燃料住専店 人知　晃正 高取町大字清水谷１４７番地１ 0744-52-2114

55 西田設備 西田　孝信 橿原市葛本町32-9 090-2284-6603

56 （株）エビザワ商店 海老澤　彰 田原本町阪手３４の３ 0744-32-0155

57 マスダ興業 増田　耕三 田原本町大字笠形２０８番地（３－２６） 0744-33-8866

58 竹島暖冷工業（株） 竹島　章喜 大和高田市大字高田1421番1 0745-23-0848

59 （株）城設備工業 林田　法子 香芝市真美ヶ丘７丁目２番地１８号 0745-78-5965

60 松宏工業 松尾　憲宏 奈良市南京終町六丁目６２５番地 0742-62-5119

61 松岡管工 松岡　一也 王寺町元町二丁目８番２６号 0745-32-8883

62 （有）柿本設備工業 柿本　芳治 天理市中町４１９ 0743-64-0820

63 （有）ダイレクトホ－ム 上田　幸司 天理市柳本町３４１６－１ 0743-67-8041

64 （有）オズ設備 野矢　悦三 奈良市大安寺西一丁目２８８番地の６ 0742-35-6670

65 池田設備 池田　勝登 生駒郡三郷町東信貴ヶ丘３－１０－２１ 0745-73-0378

66 森下住設（株） 森下　美千代 大和郡山市城南町５番３７号 0743-53-2277

67 （株）たかとり工設社 吉川　晴三 高取町大字森３７９番地の２ 0744-52-2245



68 （有）奥田住宅設備 奥田　直樹 大淀町大字越部１３７３－７ 0747-53-2367

69 福井水道工業（株） 阪田　文彦 奈良市法蓮町１５２－１ 0742-33-6811

70 松田水道設備工業所 松田　弘一 王寺町本町１丁目８番１４号 0745-73-5940

71 竹田設備工業 竹田　光二 宇陀市大字陀上２０１８番地 0745-83-3135

72 福井設備（株） 福井　文雄 大和郡山市筒井町１３４３番地の１ 0743-59-1746

73 （有）上西工業所 上西義隆 松原市阿保一丁目１４番１５号 072-331-0140

74 岡本上下水道設備 岡本　太郎 田原本町大字三笠８３－１ 0744-33-0292

75 高野水道 高野　雅之 大和高田市根成柿１８６番地の２２ 0745-53-4308

76 （有）ニッカン 濱口　福三郎 河合町西穴闇４８－３ 0745-76-5969

77 三輪工業（株） 辻中　正人 田原本町新町３５番地の４ 0744-33-1771

78 （株）タツミ 辰巳　喜代次 田原本町６９４番地（魚町） 0744-32-4884

79 （株）水光 中川　裕司 桜井市安倍木材団地１丁目７番地の７ 0744-46-5330

80 佐々木管工事 佐々木　茂 葛城市八川１９６番地２ 0745-48-2515

81 大林 吉岡　靖記 三宅町大字屏風４３０－１２ 0745-44-1073

82 安道管工事 安道　勇 天理市二階堂上ノ庄町95－92 0743-64-0760

83 安道管工（株） 安道　大悟 天理市二階堂上ノ庄町９５番地９２ 0743-64-0760

84 （有）尾崎工業 尾崎　貞二 田原本町大字阪手５２０番地の２１ 0744-32-8917

85 竹田設備工業 竹田　格 宇陀市大宇陀下中２２０５番 0745-83-0778

86 ウエノ住器サ－ビス 上野　利輝 橿原市中曽司町150-34 1F 0744-37-2328

87 （有）奥田水道工業所 奥田　和彦 橿原市十市町９２１番地 0744-22-2413

88 藤田住設 藤田　照幸 川西町結崎４９１番地３１ 0745-43-2735

89 （株）谷垣工業所 谷垣　孝一 奈良市三碓６丁目８番５４番 0742-45-0123

90 開発機構（株） 山口　善理子 橿原市光陽町２７５ 0744-27-1447

91 （株）サカキ建設工業所 榊　俊則 奈良市宝来四丁目２９番１１号 0742-48-2220

92 山本設備 山本　昌晴 枚方市宮之阪三丁目３１番５号 072-848-5940

93 （株）関西設備 新田　桂丈 奈良市神功五丁目２番地の２９ 0742-72-2929

94 （有）髙倉設備工業 髙倉　啓安 広陵町大字南郷２７８番地５ 0745-55-8748

95 大阪セキスイハイム施工（株） 川上　保 大阪市平野区長吉長原西二丁目１２番５号 06-6709-7311

96 伊藤忠エネクスホ－ムライフ関西（株） 守屋　憲二 大阪市淀川区宮原三丁目５番２４号 06-6396-0076

97 （株）クラシアン 今田　健治 大和郡山市番条町15-1 0120-500-500/0743-58-5321

98 （有）ニコ－設備 浦芝　剛志 堺市中区東山９００番地ジョイビル２０１号 072-230-1112

99 橋本設備 橋本　元寛 田原本町小阪１８３－３ 0744-33-3847

100 アイテム（株） 下宮　貴世 宇治市五ヶ庄福角６９番地の６ 0774-33-7040

101 美水設備 北村　一行 大和高田市西坊城４７４番地の３ 0745-25-7772

102 岩田設備工業 岩田　憲之 御所市大字三室６５０番地１ 0745-63-2329

103 さくら設備 岡本　仁 香芝市藤山二丁目１１６８－９ 0745-78-3091

104 （株）エビザワ商店 海老澤　彰 大阪市旭区高殿２丁目１１番１５号 06-6922-1230

105 阪奈サ－ビス（株） 井上　正司 宇陀市榛原額井１０６２番地の１ 0745-82-7029

106 （株）大安寺設備 藤本　忠司 奈良市南永井町７５番地２ 0742-61-0608

107 （有）木本建設 木本　真一 川西町結崎１８２２ 0745-44-0159

108 （株）山下設備 山下　和夫 斑鳩町法隆寺南１丁目１番２６号 0745-74-2789

109 田原本町上下水道協同組合 吉川　孝義 田原本町大字十六面３１１番地の３ 0744-32-0913

110 大東設備工業（株） 大東　浩之 奈良市紀寺町８０７番地の３ 0742-22-1308

111 （株）テンスイシステム 天水　誠 八幡市八幡神原７６－２ 075-204-0794

112 （株）山下組 山下　豊一 橿原市石原田町２９７－１８ 0744-25-7059

113 ヒロセ設備 廣瀨　武司 桜井市外山900番地の1 0744-42-5382

114 （株）鍛治水道工業 鍛冶　元一 桜井市大字初瀬９２０番地 0744-47-7111

115 （株）森水道工業所 森　一馬 堺市北区新金岡町五丁７番３２８号 072-253-9224

116 マルコウ設備（株） 木下　孝司 相楽郡精華町狛田一丁目１７番地２ 0774-93-0025

117 （有）東和技研工業 牛本　賢良 宇陀市榛原大字額井1066-4 0745-82-4127

118 （有）大和工業 山田　恵清 三宅町大字伴堂７９１－３ 0745-44-0500

119 山本建設工業 山本　信博 奈良市藤原町２５番地の１ 0742-61-0717

120 ワイジ－テック 柳　清志 奈良市柏木町３４３－１ 0742-55-2739

121 （株）西脇産業 北　健之助 木津川市加茂町大字美浪小字椚５番地 0774-76-7070

122 （株）イ－スマイル 島村　禮孝 大阪市中央区瓦屋町３－７－３　イ－スマイルビル 06-7739-2525

123 山田水道設備 下山　勝幸 田原本町阪手630-8　西和ビル204 0744-32-8870

124 カワムラ工業 川村　真樹 奈良市西大寺国見町3丁目8-19 0742-41-9870

125 （株）平城設備 岡西　浩希 奈良市西ノ京町１番地の３７ 0742-94-5200

126 近畿総合建築（株） 中山　良幸 大和高田市南今里町１２番１７号 0744-23-2250

127 （株）仲谷組 仲谷　尚紀 田原本町大字宮森３３７－１ 0744-32-6888

128 （株）e-Naturally 米倉　浩史 奈良市北永井町609-1 0742-64-9003

129 ロイヤルホ－ムセンタ－（株） 中山　正明 千葉県習志野市東習志野6-7-15 0120-00-6186

130 （有）和田設備 和田　亘 奈良市大和田町５７７番地 0742-45-7219

131 （株）中部ト－タルサ－ビス 大橋　章子 田原本町薬王寺115-1 0744-34-1228

132 葛城設備 山本賢治 大和高田市東中２－１０－５－１ 0745-61-5503

133 エ－ジ－設備 松場　友和 橿原市南八木町三丁目３－３－２ 0744-23-1141

134 大角工業 大角　秀樹 斑鳩町小吉田2-38-1 0745-75-6609

135 愛知時計電機（株） 星加　俊之 大阪市淀川区三津屋北二丁目２２番５号 06-6305-9051

136 （株）光成建設 荒木　光成 奈良市法華寺町１０６５番地 0742-33-7238



137 （株）ウォ－タ－サ－ビス五木 福西　哲 大和郡山市伊豆七条町３７番地の３８ 0743-56-2250

138 （株）吉田設備 吉田　悦規 三郷町立野北三丁目６－３ 0745-32-5088

139 アエバ設備工業（株） 饗庭　厚司 広陵町馬見北５丁目１７－２１ 0745-54-5697

140 （株）山口設備 山口　直樹 大東市野崎三丁目１１番５号 072-878-7481

141 東洋建設 吉田　英二 田原本町大字阪手110番地の1 0744-33-1446

142 （株）千葉工業 千葉　好倫 香芝市穴虫３２５４番地の５ 0745-71-3755

143 高山水道工業所 高山　広紀 大淀町下渕６９３番地１１ 0747-52-3935

144 （株）葛城工業 西元　竜也 葛城市林堂１００番地８ 0745-44-9995

145 （株）エ－ライフ 鈴木　一法 摂津市鳥飼八防２－１１－７ 072-653-1991

146 （株）ア－ク 福辻　孝一 田原本町黒田３４７番地の７ 0744-32-0151

147 （株）ハウスラボ 丸山　英利 大阪市浪速区大国２丁目１－６ 06-6648-9898

148 （株）堂浦土木 堂浦　克友 田原本町宮古３４５ 0744-32-6559

149 三菱電機システムサ－ビス（株） 佐久目　誠記 東京都世田谷区太子堂４丁目１－１ 03-5431-7750

150 三菱電機システムサ－ビス（株） 佐久目　誠記 天理市二階堂上之庄町363-1 0743-64-2750

151 （株）西日本設備 三角　武史 大阪府吹田市内本町3-28-10 06-6155-5570

152 康竹工業（株） 土井　康成 富田林市富田林町５－２２ 0721-24-0268

153 ユニスイ 鶴田　祐司 香芝市旭ヶ丘二丁目１７－１８ 0745-79-8470

154 福島設備 福島　久雄 御所市元町４９３－１８０ 0745-65-0326

155 （株）アクアライン 大垣内　剛 広島市中区上八丁堀８番８号第１ウエノヤビル６Ｆ 082-502-6644

156 （株）竹中ガス住設センター 山崎　貴士 大阪市城東区鴫野西５丁目２０番１０号 06-6967-1001

157 （株）名阪設備 菅野　清正 天理市石上町６０７番地の１ 0743-65-2566

158 竹田建設（有） 竹田　昌功 田原本町三笠55番地 0744-33-3210

159 上村設備工業 上村　文昭 広陵町大字笠１３３－５ 0745-55-3553

160 浅井水道設備商会 浅井　宗一 田原本町大字秦庄513-23 0744-32-4533

161 （株）米田 米田　信一 橿原市西池尻町３６２－３ 0744-27-5771

162 （株）玉置設備工業所 玉置　正雄 桜井市大字三輪６８０ 0744-42-6938

163 （株）大和建設 清水　巌一 吉野郡大淀町桧垣本2214番地の18 0747-52-9012

164 （株）シンエイ 木原　朗広 大阪市中央区谷町２－４－３アイエスビル９階 06-6944-7797

165 （株）西山設備工業 西山　和男 奈良市秋篠町１２４３番地の２ 0742-41-2480

166 （株）朝日土建 川井　俊二 奈良市奈良阪町１０８５番地　緑商第一ビル１０２号 0742-24-8001

167 （株）安達設備 安達　伸一 奈良市秋篠町１２２６番地の１ 0742-51-9025

168 （株）タートル 髙本順一郎 八尾市空港１丁目１７２番地 072-991-8918

169 山田設備 山田　浩司 平群町西宮２丁目３番２７号 0745-45-2156

170 （株）奈良温調 松田　直樹 田原本町大字小阪７５番地の１０ 0744-33-8448

171 大西設備工業（株） 大西　真也 奈良市法華寺町６６６ 0742-33-6112

172 （株）森本配管工業社 森本　和憲 大和高田市中三倉堂２丁目９番３５号 0745-22-1766

173 近畿プラミング 山口　郭貴 天理市佐保庄町３４４番地 0743-66-2606

174 （株）辻設備 辻　光平 天理市指柳町１５７ 0743-62-4018

175 （株）水協 井川　英輝 大阪市天王寺区東高津町３－２９　新青山ビル２０２ 06-4305-7414

176 岡田水道工業所 岡田　晃郎 天理市檜垣町４３１ 0743-67-1507

177 新世紀建工（株） 山本　佳彦 香芝市下田西三丁目９番１６号 0745-77-4348

178 （株）ネクサス 岡田　憲博 奈良市白毫寺町835-1　大和紀寺ビル4F 0742-25-3700

179 （株）交換できるくん 栗原　将 東京都渋谷区東1－26－20　東京建物東渋谷ビル12F 03-6427-5381

180 奥窪電気商会 奥窪　啓次 宇陀市大宇陀西山２９１番地４ 0745-83-2701

181 （株）久保総合設備 久保　隆一 奈良市針ヶ別所町６５９番地 0743-84-0155

182 （株）阪神計器製作所 松田　健仁 西宮市中島町９番１０号 0798-67-5347

183 上松設備 上松　幸一 下市町下市３０４６番地の１０ 0747-52-3067

184 谷田土木水道 谷田　竜二 奈良市西九条町2丁目10-2 0742-63-1140

185 （株）島田水道設備 島田　剛志 橿原市五井町２７６－３ 0744-22-8211

186 中西設備工業 中西　直和 奈良市杏町３１４番地 0742-62-0953

187 （株）タケガミ電気水道 竹上　正記 橿原市久米町５５２番地の２ 0744-28-1011

188 （株）タカギ 髙城　壽雄 福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目４番１号 093-962-0941

189 カギタ住設 鍵田　陽一 磯城郡田原本町大字薬王寺174番地の8 0744-33-1682

190 （株）K'sCorporation 北村　仁 大阪市東淀川区東中島1-17-18 06-6990-1524

191 神栄総社（株） 今西　幸子 桜井市大字東田46番地の6 0744-35-1359

192 （株）ハナフサ 近藤　久喜 大阪市中央区谷町七丁目５番９号 06-6762-7001

193 櫻本設備 櫻本　浩充 五條市田園４丁目９番地の２ 0747-32-8337

194 （株）稲葉設備 稲葉　陽介 奈良市北永井町４１９番地 0742-64-6018

195 （株）岡島電設工業 岡島　祐紀 磯城郡田原本町宮古695-1 0743-85-5652

196 大東建設（株） 山下　善一 橿原市石原田町２９７番地の１２ 0744-29-1648

197 （株）植木工業 植木　勝一 生駒市俵口町687番地 0743-86-4554

198 中島設備工業（株） 中島　謙次 大和高田市吉井２０３番地１ 0745-52-8618

199 （株）剛建 出口　剛史 大阪府堺市美原区北余部４０－３５ 072-369-0470　072-990-1688

200 （有）福西住宅設備 福西　利弘 大阪府泉大津市千原町1-5-11 0725-33-2268

201 （株）中央 樫平　隆明 奈良市八条町394-1 0742-32-3003

202 ナカオ（株） 中尾　國男 奈良市三条大路一丁目９番１３号 0742-36-8735

203 日誠建設（株） 中尾　勇人 天理市富堂町３３－１ 0743-68-1570

204 北門設備 北門　淳一 生駒郡三郷町立野南1丁目7番23号 0745-32-5420

205 （株）南村組 南村　清信 橿原市光陽町２１５ 0744-28-8820



206 あすなろ設備建設 西畑　次晶 奈良市二名二丁目２４５８番地の３３ 0742-46-2427

207 （株）ケンズ 西村　賢次 大阪市住之江区平林南一丁目5番12号 06-6681-3810

208 宮本設備工業 宮本　興治 香芝市平野５番地の４ 0745-78-6569

209 （株）香川設備 香川　美徳 奈良市八条3丁目729番地の3 0742-61-1789

210 （株）クリーンライフ 元村　祐次 大阪府吹田市広芝町6番10号 06-6821-6133

211 （株）SEN　TEC 三木　宣二 大阪府堺市西区太平寺539-1 072-289-9909

212 （株）吉田水道工業所 吉田　祐介 橿原市小綱町12-43 0744-22-0154

213 （株）Wit 越野　昌 御所市柏原1617-2 0745-65-2669

214 金物住器センタ－松村 松村　基弘 田原本町４０８番地の１（室町） 0744-33-4512

215 昭和空調設備 佐藤　元信 香芝市平野２０９番地 0745-43-6118

216 （株）オースイ 福崎　久人 大阪市中央区内本町二丁目3番8号ダイアパレスビル本町409 06-6355-4176

217 大文設備工業（株） 松尾　秋広 平群町西宮３－４－１５ 0745-45-1511

218 （株）ショウユウ建工 壷井　紀男 大阪府藤井寺市小山8-1-5 072-931-1155

219 （株）大和水道工業 中井　秀夫 葛城市北花内５４６番地 0745-69-7846

220 中川設備 中川　安雄 天理市二階堂南菅田町１４番地 0743-64-5108/64-3188

221 藤本設備 藤本　龍也 桜井市川合８９番地 090-8375-1199

222 管清工業（株） 長谷川　健司 川西町結崎747--7 0745-42-2090

223 （株）宮地工業 宮地　秀樹 大和高田市大字今里360-5 0745-22-1082


