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大阪狭山第1号

有限会社酒井工業所

大阪狭山市山本中３４０番地の３

072-365-5007

令和7年9月29日

大阪狭山第4号

株式会社渡部工業所

羽曳野市恵我之荘２丁目１０番３２号

072-954-4531

令和7年9月29日

大阪狭山第6号

株式会社中嶋工業所

大阪狭山市狭山二丁目２３９４番地

072-366-0005

令和7年9月29日

大阪狭山第8号

タナカ理研株式会社

富田林市西板持町一丁目８６番地

0721-34-1288

令和7年9月29日

大阪狭山第14号

有限会社北口設備

南河内郡千早赤阪村大字水分２８９番地甲

0721-72-1244

令和7年9月29日

大阪狭山第15号

株式会社サンク

堺市南区茶山台一丁３番１号

072-368-8639

令和7年9月29日

大阪狭山第17号

株式会社ナガノ

堺市南区大庭寺９６０

072-297-2445

令和7年9月29日

大阪狭山第18号

藤野興業株式会社

富田林市山中田町１丁目１１番８号

0721-24-0118

令和7年9月29日

大阪狭山第19号

株式会社ナカイ工業

南河内郡河南町白木１３３７番地

0721-93-2998

令和7年9月29日

大阪狭山第21号

株式会社共進社工業所

東大阪市西堤楠町３丁目２番１１号

06-6788-2223

令和7年9月29日

大阪狭山第22号

西村水道工業株式会社

堺市中区伏尾７６１－２

072-278-9880

令和7年9月29日

大阪狭山第24号

大八建設工業株式会社

河内長野市西之山町１３番２８号

0721-53-2645

令和7年9月29日

大阪狭山第26号

辻工業

富田林市錦織北２丁目３番３号

0721-24-6155

令和7年9月29日

大阪狭山第28号

株式会社大起建設

富田林市常盤町１３番２９号

0721-25-7774

令和7年9月29日

大阪狭山第29号

有限会社白樫設備工業所

羽曳野市野３３３－１５番地

072-954-8675

令和7年9月29日

大阪狭山第30号

株式会社田中水道設備

河内長野市松ヶ丘西町１５２９番地

0721-53-5375

令和7年9月29日

大阪狭山第32号

大畑水道工業所

河内長野市高向６７０番地

0721-52-3462

令和7年9月29日

大阪狭山第33号

仲谷設備株式会社

富田林市大字佐備４４７番地の２

0721-34-3271

令和7年9月29日

大阪狭山第35号

有限会社小谷設備工業

堺市美原区多治井３９０番地

072-361-1624

令和7年9月29日

大阪狭山第37号

有限会社三和工業所

富田林市甲田２丁目７番１０号

0721-23-3848

令和7年9月29日

大阪狭山第38号

上原水道建設株式会社

河内長野市三日市町２１５番地の５

0721-62-6509

令和7年9月29日

大阪狭山第40号

久保工業株式会社

富田林市山中田町１丁目１４番２５号

0721-25-2595

令和7年9月29日

大阪狭山第46号

株式会社森水道工業所

堺市北区新金岡町５丁７－３２８

072-253-9224

令和7年9月29日

大阪狭山第48号

前本設備株式会社

河内長野市北青葉台３番４号

0721-62-3016

令和7年9月29日

大阪狭山第53号

株式会社南口組

富田林市甲田１丁目１０番１号

0721-25-1112

令和7年9月29日

大阪狭山第55号

北野設備株式会社

富田林市竜泉４８７番地

0721-35-4872

令和7年9月29日

大阪狭山第58号

株式会社辻尾設備

堺市北区百舌鳥陵南町２丁６６４番地

072-279-2589

令和7年9月29日

大阪狭山第59号

有限会社ゴトウ設備

河内長野市清水３１６－１

0721-60-2408

令和7年9月29日

大阪狭山第61号

株式会社笹原住設

富田林市大字甘南備９１８番地の１

0721-33-3350

令和7年9月29日

大阪狭山第62号

大泉水道株式会社

堺市北区金岡町２８４３番地の１０

072-252-4788

令和7年9月29日

大阪狭山第65号

株式会社共栄設備

堺市堺区車之町東３丁１番９号

072-223-6400

令和7年9月29日
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大阪狭山第66号

株式会社安田組

富田林市若松町西１丁目１８３４番地の１

0721-25-0809

令和7年9月29日

大阪狭山第71号

東洋設備株式会社

堺市堺区香ヶ丘町１丁１２番７号

072-238-5898

令和7年9月29日

大阪狭山第72号

株式会社関住

富田林市常盤町３番９号

0721-25-1245

令和7年9月29日

大阪狭山第74号

有限会社上西工業所

松原市阿保１丁目１４番１５号

072-331-0140

令和7年9月29日

大阪狭山第75号

株式会社クラタ設備工業所

松原市北新町３丁目１５番１０号

072-332-4411

令和7年9月29日

大阪狭山第78号

株式会社道下工業所

松原市上田３丁目９番４号

072-331-1501

令和7年9月29日

大阪狭山第81号

株式会社アヴァンス

堺市北区野遠町５６番地

072-252-6780

令和7年9月29日

大阪狭山第85号

株式会社狭山工房

大阪狭山市池之原二丁目９６４番地の１

072-365-0680

令和8年9月29日

大阪狭山第88号

株式会社木下組

大阪狭山市半田一丁目２２４番地の７８

072-365-3521

令和8年9月29日

大阪狭山第90号

田中水道株式会社

堺市中区大野芝町２７２番地の１

072-235-3200

令和8年9月29日

大阪狭山第92号

株式会社マツオ設備

藤井寺市古室１丁目８番１２号

072-954-7496

令和8年9月29日

大阪狭山第93号

有限会社岡本設備

泉大津市曽根町２丁目９番１３号

0725-21-1598

令和8年9月29日

大阪狭山第101号 太陽住設

大阪狭山市大野中１８１－１

072-366-6110

令和8年9月29日

大阪狭山第102号 三宅設備

大阪狭山市池之原四丁目２２番地の２０

072-366-3263

令和8年9月29日

大阪狭山第105号 福盛水道設備

大阪狭山市狭山三丁目２４３６－４

072-365-4144

令和8年9月29日

大阪狭山第107号 有限会社クニキ設備

富田林市若松町東一丁目８番７号

0721-23-4123

令和8年9月29日

大阪狭山第114号 フジイハウス産業株式会社

守口市南寺方中通２丁目１番２１号

06-6998-8121

令和8年9月29日

大阪狭山第116号 株式会社丹羽工業所

大阪市旭区高殿６丁目２番２０号

06-6953-7311

令和8年9月29日

大阪狭山第119号 奥田商工株式会社

貝塚市澤１２８２番地

072-431-3526

令和8年9月29日

大阪狭山第120号 大晉工業株式会社

東大阪市足代北１丁目１４番１号

06-6781-6304

令和8年9月29日

大阪狭山第123号 株式会社信光

堺市美原区丹上４１３－４

072-363-0246

令和8年9月29日

大阪狭山第124号 株式会社不動設備

富田林市彼方４７２番地の１

0721-34-0482

令和8年9月29日

大阪狭山第125号 有限会社ツジノ

和泉市寺田町二丁目８番４８号

0725-46-6868

令和8年9月29日

大阪狭山第128号 南海設備株式会社

堺市中区福田６８４番地の３

072-237-2675

令和8年9月29日

大阪狭山第135号 末田建設株式会社

堺市東区南野田５８３番地の３

072-237-9220

令和8年9月29日

大阪狭山第138号 有限会社宮武設備

堺市中区深井畑山町２０２番地の１５

072-270-6619

令和8年9月29日

大阪狭山第140号 中川工業株式会社

富田林市大字別井３０番地

0721-25-0022

令和8年9月29日

大阪狭山第143号 勝正建設株式会社

富田林市若松町西１丁目１８５６番地の５

0721-25-9600

令和8年9月29日

大阪狭山第147号 有限会社高月設備

岸和田市稲葉町７５３番地

0724-79-0641

令和8年9月29日

大阪狭山第148号 有限会社ニコー設備

堺市中区東山９００番地 ジョイビル２０３号

072-230-1112

令和8年9月29日

大阪狭山第159号 株式会社泉本設備

松原市天美我堂７丁目４６６番地

072-335-2000

令和4年9月29日

2/9

大阪広域水道企業団大阪狭山水道事業指定給水装置工事事業者名簿 令和４年８月１日現在
企業団
指定番号

氏名又は名称
（商号・屋号）

事業所の所在地

電話番号

指定の有効期間
の満了年月日

大阪狭山第160号 アイ設備

松原市北新町５丁目１１７－５

072-337-5501

令和4年9月29日

大阪狭山第161号 株式会社国正建設

堺市中区楢葉１０１番地

072-234-6961

令和9年9月29日

大阪狭山第162号 ダイナン水道

堺市中区深井中町５８０－２

072-269-4181

令和4年9月29日

大阪狭山第163号 クシマ設備工業株式会社

堺市北区北花田町３丁３３番２１号

072-255-1622

令和9年9月29日

大阪狭山第165号 藤浪設備工業株式会社

岸和田市包近町４７４番地の２

072-444-6902

令和9年9月29日

大阪狭山第166号 泉ヶ丘水道設備

堺市中区東山４７４番地の４

072-236-3689

令和4年9月29日

大阪狭山第167号 共立建設株式会社

泉大津市河原町６番３６号

0725-22-6874

令和4年9月29日

大阪狭山第168号 ｺﾆｼｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社

泉大津市河原町５番２８号

0725-31-1907

令和4年9月29日

大阪狭山第169号 稲見管工

堺市南区檜尾１１４３番地の５

072-293-3498

令和4年9月29日

大阪狭山第170号 株式会社ｱｸｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

大阪市東成区玉津１丁目１１番２２号

06-6975-3220

令和4年9月29日

大阪狭山第171号 南河内ｺﾝｸﾘｰﾄ工業有限会社

大阪狭山市池尻中１丁目１４番１８号

072-365-3446

令和4年9月29日

大阪狭山第173号 有限会社久門水道工業所

羽曳野市大黒１７５番地の１７

072-958-4649

令和4年9月29日

大阪狭山第175号 潮設備工業株式会社

堺市堺区南清水町３丁６番１８号

072-228-0251

令和4年9月29日

大阪狭山第176号 株式会社オクムラ設備工業

大阪市鶴見区今津北２丁目８番３３号

06-6969-0245

令和9年9月29日

大阪狭山第177号 アクア住設

松原市東新町３丁目６番６号

072-333-4678

令和4年9月29日

大阪狭山第178号 有限会社匠開発

富田林市須賀３丁目３番２３号

0721-52-1144

令和4年9月29日

大阪狭山第179号 株式会社辰巳水道

堺市西区浜寺船尾町西２丁１６２番地の３

072-261-6793

令和4年9月29日

大阪狭山第180号 麻生川設備

貝塚市半田３２３－６

072-420-0102

令和4年9月29日

大阪狭山第181号 株式会社創建

堺市西区鳳西町２丁２５番地の１５

072-267-3223

令和9年9月29日

大阪狭山第182号 マキ設備工業

富田林市東板持町３丁目１５－３３

0721-34-9200

令和4年9月29日

大阪狭山第183号 石橋水道工業株式会社

堺市中区土師町１丁２９番２号

072-278-0602

令和4年9月29日

大阪狭山第184号 西弘興業株式会社

大阪狭山市金剛２丁目６番８号

072-367-4108

令和4年9月29日

大阪狭山第185号 株式会社杉原工業

岸和田市下松町四丁目２１番１１号

072-428-7773

令和4年9月29日

大阪狭山第186号 太田設備工業所

松原市西野々１丁目８－１１

072-349-2670

令和4年9月29日

大阪狭山第187号 有限会社建宅設備

堺市西区浜寺南町２丁２８１番地の２

072-261-6868

令和4年9月29日

大阪狭山第188号 晶設備

岸和田市荒木町２丁目９－４０

072-445-5300

令和4年9月29日

大阪狭山第190号 有限会社宮本美建

高石市東羽衣６丁目２２番２２号

072-261-8856

令和4年9月29日

大阪狭山第191号 大畑水道設備

八尾市青山町４丁目１番９号

072-998-9272

令和4年9月29日

大阪狭山第192号 株式会社クラシアン

横浜市港北区新横浜１丁目２番地１

0120-500-500

令和4年9月29日

大阪狭山第193号 辻管工株式会社

堺市堺区緑ヶ丘南町１丁１番１３号

072-241-5744

令和9年9月29日

大阪狭山第194号 株式会社サニコン

堺市北区百舌鳥陵南町３丁３４５

072-277-3255

令和4年9月29日
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大阪狭山第195号 有限会社米田工業

南河内郡太子町大字春日１７２番地の２

0721-98-2088

令和4年9月29日

大阪狭山第196号 ミカド設備工業株式会社

高石市千代田３丁目３番２２号

072-262-2380

令和4年9月29日

大阪狭山第197号 株式会社リーフ給水システム

堺市堺区石津町四丁３番２９号

072-244-4700

令和9年9月29日

大阪狭山第198号 ヤマト機器販売株式会社

奈良県生駒郡安堵町笠目４７８－２

0743-57-3000

令和4年9月29日

大阪狭山第199号 株式会社繁和

堺市堺区海山町２丁１２９－９

072-223-5666

令和4年9月29日

大阪狭山第200号 株式会社オー・エム・ティ

堺市西区浜寺石津町東２丁１１番２１号

072-244-6227

令和4年9月29日

大阪狭山第201号 有限会社中塚設備工業

泉佐野市鶴原１丁目４番１０号

072-457-3345

令和9年9月29日

大阪狭山第202号 株式会社泉ヶ丘設備

大阪狭山市池尻中三丁目１０番８号

072-297-0929

令和5年9月29日

大阪狭山第203号 マツシタ設備

泉佐野市上瓦屋820-11

072-463-3011

令和5年9月29日

大阪狭山第204号 株式会社松島設備

東大阪市角田２丁目８－９

072-964-0067

令和5年9月29日

大阪狭山第205号 株式会社第一住設

大阪市北区西天満四丁目３番１号

06-6311-5022

令和5年9月29日

大阪狭山第206号 ひろみ商事

大阪狭山市半田１丁目２２４番地の７８

072-368-3460

令和5年9月29日

大阪狭山第207号 株式会社ニシムラ

大東市新田本町１８番２号

072-871-5090

令和5年9月29日

大阪狭山第208号 平和興業株式会社

大阪市住之江区粉浜西１丁目２番６号

06-6672-0216

令和5年9月29日

大阪狭山第209号 株式会社アソシエイト創

大阪狭山市西山台六丁目１番１４号

072-368-7801

令和5年9月29日

大阪狭山第211号 聖環境設備

河内長野市大矢船中町３２－３

0721-26-7577

令和5年9月29日

大阪狭山第212号 有限会社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号

072-939-3888

令和5年9月29日

大阪狭山第213号 昴エンジニアリング株式会社

堺市北区北長尾町８丁１番２３号

072-250-1122

令和5年9月29日

大阪狭山第214号 大和住器株式会社

河内長野市西代町１１番２８号

0721-52-3536

令和5年9月29日

大阪狭山第215号 神田住設

貝塚市名越５０５－１

072-446-8494

令和5年9月29日

大阪狭山第216号 株式会社丸仙設備

堺市堺区八千代通１番２８号

072-224-5382

令和5年9月29日

大阪狭山第217号 ダイショウ設備

河内長野市原町六丁目１０－２８

0721-54-0300

令和5年9月29日

大阪狭山第218号 三和設備

羽曳野市駒ヶ谷６９６－１

072-950-5560

令和5年9月29日

大阪狭山第219号 株式会社樋井建設

河内長野市小山田町２３５７番地の３

0721-56-6900

令和5年9月29日

大阪狭山第220号 株式会社上島ポンプ水道工業所

堺市堺区一条通1番２５号

072-221-2179

令和5年9月29日

大阪狭山第221号 株式会社陶山工務店

河内長野市寺元１３３番地

0721-65-1191

令和5年9月29日

大阪狭山第222号 三栄設備工業所

堺市堺区北旅籠町西三丁２番４号

072-232-1877

令和5年9月29日

大阪狭山第223号 あき水道設備

南河内郡河南町鈴美台３丁目３番９号

0721-93-5370

令和5年9月29日

大阪狭山第224号 康竹工業株式会社

富田林市富田林町５－２２

0721-24-0268

令和5年9月29日

大阪狭山第225号 水道ホームサービス

和泉市室堂町５－１ ２－１３０６

0725-57-8288

令和5年9月29日

大阪狭山第226号 南設備

河内長野市野作町１２－３４

0721-52-5878

令和5年9月29日
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大阪狭山第227号 有限会社エリア設備工業

岸和田市神須屋町３１３－６

072-426-4333

令和5年9月29日

大阪狭山第228号 中筋建設株式会社

和歌山市鳴神１０３５

073-473-8225

令和5年9月29日

大阪狭山第229号 株式会社正條組

兵庫県尼崎市南武庫之荘１１丁目１番２５号

06-6417-0350

令和5年9月29日

大阪狭山第230号 エヌ・エス産業株式会社

堺市西区浜寺船尾町東４丁９０番地

072-263-1331

令和5年9月29日

大阪狭山第231号 有限会社ダイセイ

大阪市鶴見区浜２丁目２番７５号

06-6915-5277

令和5年9月29日

大阪狭山第232号 株式会社建匠 狭山営業所

大阪狭山市大野台四丁目３－１５

072-367-3003

令和5年9月29日

大阪狭山第233号 株式会社木谷工務店狭山営業所

大阪狭山市茱萸木四丁目８８番地の３１７

072-367-4348

令和5年9月29日

大阪狭山第234号 村上水道株式会社

堺市東区北野田９６８番地

072-235-7774

令和5年9月29日

大阪狭山第235号 株式会社佐藤水道工業所

堺市西区草部１４０６番地の１

072-272-0551

令和5年9月29日

大阪狭山第236号 株式会社カンスイ工業

大阪市北区天満１丁目７番２０号

06-6881-1316

令和5年9月29日

大阪狭山第237号 オーヤシマ株式会社

和歌山県岩出市畑毛３０６－２

0736-69-3102

令和5年9月29日

大阪狭山第239号 三晃建設株式会社

大阪狭山市西山台一丁目２８番９号

072-360-0011

令和5年9月29日

大阪狭山第240号 株式会社イースマイル

大阪市中央区瓦屋町三丁目７番３号

06-7739-2525

令和5年9月29日

大阪狭山第241号 山岡建設株式会社

大阪市平野区平野西一丁目１２－２３

06-6705-1161

令和5年9月29日

大阪狭山第242号 三村プラミング

河内長野市向野町６７７－４０３

0721-56-2766

令和5年9月29日

大阪狭山第243号 西村水道株式会社

岸和田市藤井町２丁目２３－２

072-439-8181

令和5年9月29日

大阪狭山第244号 株式会社藤木設備

和泉市鍛冶屋町２２２番地の１

0725-57-5748

令和5年9月29日

大阪狭山第245号 株式会社山口設備

大東市野崎三丁目１１番５号

072-878-7481

令和5年9月29日

大阪狭山第246号 株式会社シンエイ

大阪市中央区谷町２丁目４－３ ９階

06-6944-7797

令和5年9月29日

大阪狭山第247号 株式会社津久野設備

堺市中区深井北町３１２８番地１

072-277-5197

令和5年9月29日

大阪狭山第248号 森本設備機器株式会社

松原市丹南六丁目５７６－１

072-339-1711

令和5年9月29日

大阪狭山第249号 中山建設株式会社

高石市羽衣五丁目１３番１４号

072-263-0250

令和5年9月29日

大阪狭山第250号 有限会社グリーンステージ

奈良県北葛城郡上牧町下牧二丁目１番２１号

0745-57-0319

令和5年9月29日

大阪狭山第251号 株式会社上田設備工業所

岸和田市積川町２８６番地の５

072-479-1786

令和5年9月29日

大阪狭山第253号 株式会社タル井

羽曳野市古市二丁目３番９号

072-957-0288

令和5年9月29日

大阪狭山第254号 株式会社カスタム

柏原市古町三丁目１番１４号

072-970-2400

令和5年9月29日

大阪狭山第255号 株式会社リュウビ・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

令和5年9月29日

大阪狭山第256号 株式会社寿水道

堺市中区深阪３丁２番２号

072-234-2351

令和5年9月29日

大阪狭山第257号 福留工業

岸和田市三田町１８９－１

072-441-4341

令和5年9月29日

大阪狭山第258号 豊工業株式会社

豊中市利倉西一丁目１番２７号

06-6866-0251

令和5年9月29日

大阪狭山第259号 松浦建設株式会社

大阪狭山市東池尻五丁目１４４７番地の２

072-367-2954

令和5年9月29日
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大阪狭山第260号 苗村設備

堺市美原区平尾２８番地

072-361-3266

令和5年9月29日

大阪狭山第261号 株式会社アクア

堺市南区高尾二丁４０２－３

072-272-1113

令和5年9月29日

大阪狭山第262号 ミチハタ水道工業株式会社

河内長野市菊水町７番８号

0721-53-2068

令和5年9月29日

大阪狭山第263号 伸成設備

阪南市自然田１５２０番地の１０

072-472-9955

令和5年9月29日

大阪狭山第264号 寺脇建設

大阪狭山市茱萸木六丁目７８８

072-365-3013

令和5年9月29日

大阪狭山第265号 ＦＳ設備

堺市中区深阪２５８２

072-230-3067

令和5年9月29日

大阪狭山第267号 株式会社ショーダイ

羽曳野市西浦１５８３番地２９

072-958-0378

令和5年9月29日

大阪狭山第269号 株式会社シンセイ設備

堺市中区土塔町１４４－６

072-289-5091

令和5年9月29日

大阪狭山第270号 株式会社UKS

堺市北区長曽根町１６７９番地１

072-242-8458

令和5年9月29日

大阪狭山第271号 鹿島設備

大阪狭山市西山台6丁目14番10－411号

072-365-9522

令和5年9月29日

大阪狭山第273号

千葉県習志野市東習志野６丁目７-１５

0120-00-6186

令和5年9月29日

河内長野市楠町東１７５２番地の１

0721-62-5735

令和5年9月29日

大阪狭山第275号 クリエイティブワークス株式会社狭山営業所 大阪狭山市東野中一丁目１５０４番地の７１

072-366-0008

令和5年9月29日

大阪狭山第276号 株式会社畑本水道工業所

柏原市片山町１６番７号

072-977-1787

令和5年9月29日

大阪狭山第277号 谷脇管工

大阪狭山市池之原三丁目９７８番地の３

072-365-1415

令和5年9月29日

大阪狭山第278号 小原工業株式会社

大阪市淀川区木川東三丁目５番２１号 第三丸善ビル７階G号室

06-6195-1229

令和5年9月29日

大阪狭山第279号 北野水道工業所

富田林市別井３丁目７－３８

0721-24-0039

令和6年9月29日

大阪狭山第281号 アクアユニック

東大阪市御厨中１丁目１８番２７号

06-6789-7700

令和6年9月29日

大阪狭山第282号 生和設備工業株式会社

貝塚市澤２７６－１

072-429-2611

令和6年9月29日

大阪狭山第283号 株式会社トラストエンジニアリング

泉大津市式内町３－１０

0725-33-7919

令和6年9月29日

大阪狭山第284号 くれやま建設

大阪狭山市池之原１丁目１２２０－２

072-366-2885

令和6年9月29日

大阪狭山第285号 株式会社はやし設備

東大阪市玉串町東２丁目６－４０

072-961-7455

令和6年9月29日

大阪狭山第286号 七道株式会社

堺市堺区北旅籠町西３丁４番１０号

072-238-8930

令和6年9月29日

大阪狭山第287号 池側設備

河内長野市原町１丁目２番１号

0721-56-1706

令和6年9月29日

大阪狭山第288号 土肥設備

泉大津市東助松町３－３－３２

0725-31-4740

令和6年9月29日

大阪狭山第289号 オクダ建設工業株式会社

大阪狭山市大野台４丁目１３－９

072-367-4449

令和6年9月29日

大阪狭山第290号 マルショウ住設株式会社

堺市堺区神石市之町２－１

072-269-4830

令和6年9月29日

大阪狭山第291号 株式会社マキオ設備

和泉市仏並町５１４－４

0725-92-1917

令和6年9月29日

大阪狭山第292号 エイシン設備工業株式会社

大阪市東住吉区住道矢田６－８－６

06-7891-3411

令和6年9月29日

大阪狭山第293号 あすか住設

藤井寺市藤ケ丘３丁目１１－１０

072-954-0111

令和6年9月29日

大阪狭山第294号 和泉工業株式会社

堺市堺区中之町西１丁１番２７号

072-222-0550

令和6年9月29日

ロイヤルホームセンター株式会社ロイサポートグループ

大阪狭山第274号 ホクシン建設株式会社
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大阪狭山第295号 坂本配管工業所

岸和田市内畑町２０５－１０

072-479-0792

令和6年9月29日

大阪狭山第296号 藤井住宅設備株式会社

奈良県香芝市鎌田６２４－３

0745-76-7781

令和6年9月29日

大阪狭山第297号 株式会社大智設備

神戸市長田区長田町三丁目２－１２ ３Ｆ

078-797-5443

令和6年9月29日

大阪狭山第298号 株式会社葛城工業

奈良県葛城市林堂１００番地８

0745-44-9995

令和6年9月29日

大阪狭山第299号 ヒロ工業

堺市東区草尾２３６－１４

072-234-1630

令和6年9月29日

大阪狭山第300号 株式会社大久保建設

和泉市井ノ口町３番２号

0725-26-3451

令和6年9月29日

大阪狭山第301号 株式会社朝日土建

奈良県奈良市奈良阪町１０８５番地 緑商第一ビル102号

0742-24-8001

令和6年9月29日

大阪狭山第302号 株式会社久米田設備工業

岸和田市箕土路町一丁目１６番２１号

072-443-8655

令和6年9月29日

大阪狭山第303号 岩永設備

大阪府河内長野市加賀田２１９－５

0721-64-1041

令和6年9月29日

大阪狭山第304号 工和工業株式会社

堺市中区土塔町２３２６番地の７

072-237-7807

令和6年9月29日

大阪狭山第305号 株式会社エーライフ

摂津市鳥飼八防２－１１－７

072-653-1991

令和6年9月29日

大阪狭山第306号 アクア・プラス

富田林市若松町西１丁目１８５０

0721-25-6005

令和6年9月29日

大阪狭山第307号 京環メンテナンス株式会社

京都市右京区西京極畔勝町４番地の３

075-323-1441

令和6年9月29日

大阪狭山第308号 株式会社りらいふ

大阪狭山市東池尻三丁目８６１－１

072-366-3630

令和6年9月29日

大阪狭山第309号 株式会社ハウスラボ

大阪市浪速区大国二丁目１番６号

06-6648-9898

令和6年9月29日

大阪狭山第310号 ミネケン設備

河内長野市小山田町２８２７－１９

0721-52-5010

令和6年9月29日

大阪狭山第311号 三菱電機システムサービス株式会社 堺市堺区向陵西町３－５－２６

072-224-1300

令和6年9月29日

大阪狭山第312号 株式会社アクアサービス

豊中市庄内栄町四丁目５番７号

06-6335-1211

令和6年9月29日

大阪狭山第313号 株式会社若松設備

藤井寺市古室三丁目８番２１号

072-938-1391

令和6年9月29日

大阪狭山第314号 株式会社樫儀設備

堺市堺区東湊町三丁１９２－２

072-241-2719

令和6年9月29日

大阪狭山第315号 上井谷設備

河内長野市寿町１０－５

0721-53-9569

令和6年9月29日

大阪狭山第316号 ケンテック

大阪狭山市西山台一丁目１３－６

072-365-0230

令和6年9月29日

大阪狭山第317号 株式会社アクアライン

広島県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

令和6年9月29日

大阪狭山第318号 株式会社ＳＥＮ ＴＥＣ

堺市西区太平寺５３９番地１

072-289-9909

令和6年9月29日

大阪狭山第319号 株式会社西日本設備

吹田市内本町三丁目２８番１０号

06-6155-5570

令和6年9月29日

大阪狭山第320号 三宅設備工業株式会社

岸和田市箕土路町一丁目７番１０号

072-443-1512

令和6年9月29日

大阪狭山第321号 株式会社ライフサポート

東京都渋谷区大山町４５番１８号 ３階

0120-245-990

令和6年9月29日

大阪狭山第322号 アイテム株式会社

京都府宇治市五ケ庄福角６９番地の６

0774-33-6464

令和6年9月29日

大阪狭山第323号 ＭＧテクノ株式会社

大阪狭山市池之原四丁目７１０番地の１

072-365-1129

令和6年9月29日

大阪狭山第324号 株式会社アイデライト

堺市北区百舌鳥赤畑町三丁１３６番地２ グランドメゾンもず９０６

072-253-0304

令和6年9月29日

大阪狭山第325号 アズマホーム株式会社

柏原市田辺二丁目１０番２８号

072-938-7055

令和6年9月29日
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大阪狭山第327号 あすなろ設備建設

大阪市西区千代崎二丁目２５番１２号

06-6582-4511

令和6年9月29日

大阪狭山第328号 北戸設備

松原市立部一丁目１７２番地の４

072-332-4900

令和6年9月29日

大阪狭山第329号 有限会社雅工業

富田林市川向町７番５号

0721-30-3155

令和6年9月29日

大阪狭山第330号 水道救急サービス

大阪市中央区日本橋１－１４－１３ ４Ｆ

0120-28-1199

令和6年9月29日

大阪狭山第331号 楠原設備工業

大阪市生野区巽北一丁目７番２３号

06-6757-0955

令和6年9月29日

大阪狭山第332号 ＮＫワークス株式会社

堺市西区上５３９番地８

072-370-1998

令和6年9月29日

大阪狭山第333号 久保設備

堺市北区百舌鳥梅北町２丁５６

072-259-2518

令和6年9月29日

大阪狭山第334号 株式会社前田工務店

大阪狭山市山本南２９９番地の３

072-365-3150

令和6年9月29日

大阪狭山第335号 北村設備

堺市西区下田町１０番１０号

072-265-6966

令和6年9月29日

大阪狭山第336号 交南設備株式会社

枚方市津田元町１丁目７番２号

072-858-5571

令和6年9月29日

大阪狭山第337号 株式会社中嶋工務店

大阪狭山市大野台六丁目１番５号

072-366-6496

令和6年9月29日

大阪狭山第338号 翔雲工管

阪南市箱作８１番地

072-468-6641

令和6年9月29日

大阪狭山第339号 株式会社交換できるくん

東京都渋谷区東一丁目２６番２０号 １２Ｆ

03-6427-5381

令和6年9月29日

大阪狭山第340号 株式会社光住設

堺市南区大庭寺８６５番地１

072-320-1594

令和6年9月29日

大阪狭山第341号 益田土木

堺市中区福田１００８番地２

072-237-2631

令和6年9月29日

大阪狭山第342号 株式会社水協

大阪市天王寺区東高津町３－２９ ２０２

06-4305-7414

令和6年9月29日

大阪狭山第343号 ヒロ設備

岸和田市岡山町２５８－１１

072-443-5860

令和6年9月29日

大阪狭山第344号 メイセイ設備

高石市加茂１丁目９番１７号

072-320-7562

令和6年9月29日

大阪狭山第345号 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

令和6年9月29日

大阪狭山第346号 株式会社アクア・ワークス

堺市南区美木多上２６６９番地

072-220-7888

令和6年9月29日

大阪狭山第347号 大阪ガスリノテック株式会社

大阪市中央区備後町３－３－１５

06-6261-5567

令和6年9月29日

大阪狭山第348号 株式会社ＫＩＴＡＧＡＷＡ

岸和田市藤井町二丁目21番24号

072-457-8897

令和6年9月29日

大阪狭山第349号 新和設備株式会社

岸和田市極楽寺町５５６番地の３

072-426-2382

令和6年10月9日

大阪狭山第351号 ホクシン道路株式会社大阪狭山営業所 大阪狭山市池之原三丁目１００８番地の１

072-360-3875

令和7年1月19日

大阪狭山第352号 株式会社アズクリエイティブ

愛知県名古屋市千種区内山三丁目３１番２０号今池NMビル４階

052-734-3682

令和7年1月26日

大阪狭山第353号 株式会社直栄

大阪狭山市池之原三丁目１０３７番地の１

072-368-0010

令和7年1月31日

大阪狭山第354号 晴空管工

富田林市若松町二丁目６番８号

0721-21-4249

令和7年3月8日

大阪狭山第355号 株式会社初芝水道企画

堺市美原区大饗３９８番地１

072-362-2876

令和7年3月16日

大阪狭山第356号 アクアライフ株式会社

岸和田市中井町一丁目９番６号

072-488-7866

令和7年3月23日

大阪狭山第357号 株式会社満田設備工業

堺市北区東浅香山町二丁７７番地９

072-259-5220

令和7年4月29日

大阪狭山第358号 株式会社大設産業

吹田市岸部中二丁目１６番７号

06-6384-6359

令和7年6月14日
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大阪狭山第359号 株式会社クリーンライフ

吹田市広芝町６番１０号

06-6821-6133

令和7年6月30日

大阪狭山第360号 株式会社K'sCorporation

大阪市東淀川区東中島一丁目１７番１８号

06-6990-1524

令和7年6月30日

大阪狭山第361号 株式会社マツモト工業

堺市西区堀上緑町三丁７番１８号

072-272-0017

令和7年7月2日

大阪狭山第362号 株式会社八葉

富田林市加太二丁目１番１５号

072-320-3030

令和7年7月15日

大阪狭山第363号 株式会社オリエント組

大阪市浪速区浪速東三丁目７番１号

06-6567-2727

令和7年8月6日

大阪狭山第364号 株式会社いずみ設備工業

岸和田市大沢町８０３番地

072-448-6656

令和7年8月17日

大阪狭山第365号 きのした

富田林市寺池台一丁目１９番８号

072-365-3521 令和7年12月13日

大阪狭山第366号 株式会社谷垣工業

大阪市鶴見区今津中一丁目２番２６号

06-6965-5131 令和7年12月20日

大阪狭山第367号 福原住宅設備

大阪府岸和田市三田町１８３

072-441-3109

令和8年3月22日

大阪狭山第368号 株式会社杉山建設

東大阪市荒本一丁目８番１４－１１５号

06-6789-1789

令和8年5月5日

大阪狭山第369号 松本設備

富田林市須賀三丁目８番７号

090-4493-1568

令和8年5月5日

大阪狭山第370号 合同会社海玄

堺市南区美木多上２７５５番地３５

072-294-6622

令和8年6月15日

大阪狭山第371号 大恵商事株式会社

大阪市淀川区西中島三丁目１３番１号

06-6886-2213

令和8年7月15日

大阪狭山第372号 エバーリンクス株式会社

大阪市西区南堀江四丁目１７番１８号

06-6531-1151

令和8年8月1日

大阪狭山第373号 株式会社アプライ

富田林市錦織南一丁目３５番４５号

0721-55-2772

令和8年8月15日

大阪狭山第374号 株式会社ＭＩＺＵ ＳＡＰＯ

広島県広島市中区鶴見町８番５７号

082-533-8080

令和8年8月15日

大阪狭山第375号 株式会社ハウスサポート

大阪市淀川区西中島六丁目３番２４号Ｋ４２４

06-6195-2258

令和8年8月31日

大阪狭山第376号 カミタ総合設備株式会社

阪南市黒田３４３番地の２

072-471-2234

令和8年9月15日

大阪狭山第377号 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 令和8年11月15日

大阪狭山第378号 有限会社エムケイ住設

堺市南区和田東９８８番地の１

072-292-0995 令和8年11月15日

大阪狭山第379号 有限会社アサヒ水道商会

堺市堺区一条通３番１８号

072-232-1704

令和9年2月15日

大阪狭山第380号 株式会社吉永建設

泉大津市曽根町二丁目３番２６号

0725ｰ51-7590

令和9年3月31日

大阪狭山第381号 株式会社インプルーブ

堺市中区田園５７８番地

072-237-1936

令和9年3月15日

大阪狭山第382号 峯樹造園株式会社

河内長野市松ケ丘西町１５４０番地の３

0721-56-7912

令和9年3月31日

大阪狭山第383号 株式会社キンライサー

東京都港区虎ノ門一丁目３番１号

03-5157-2400

令和9年5月1日

大阪狭山第384号 辻元設備工業株式会社

富田林市錦織東二丁目１６番８号

0721-26-3345

令和9年5月1日

072-921-4161

令和9年7月31日

大阪狭山第385号 株式会社Kalmax International 羽曳野市南古市二丁目１５番２０号
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