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市内業者５０音順

業者名称 業者住所

㈱アースワーク日伸 八幡市八幡久保田１０番地９ 075-981-8936

㈱晃住建 八幡市八幡河原崎６３ 075-983-3588

伊藤工務店 八幡市八幡馬場９７番地 075-981-3674

㈱巖建設 八幡市八幡吉原５２番地の２ 075-981-2826

叶機械設備工業 八幡市戸津正ノ竹２３番地 075-981-0538

鎌田工業㈱八幡営業所 八幡市美濃山御幸１８番地９ 075-982-2588

北川設備工業所 八幡市男山美桜１５番地１３ 075-981-8660

Ｋ－ＴＥＣ㈱ 八幡市八幡福禄谷１４６-５１　メイゾンサンセール３０３号室 075-644-4741

㈱コウリョウ建設 八幡市八幡軸４８番地１ 075-874-3615

㈱サカモト 八幡市八幡軸６０番地の１ 075-981-8261

澤田設備 八幡市岩田北ノ口４１番地の３ 075-981-8221

㈱ジェイアンドジェイ 八幡市八幡軸６８番地７ 075-981-6150

㈱城南開発興業 八幡市八幡軸６８番地７ 075-981-0500

㈱伸興水道工業 八幡市内里蜻蛉尻４－１ 075-981-4528

水道レスキューＰＲＯ 八幡市美濃山幸水２６－１２－１ 075-971-0885

㈱セイコー 八幡市男山竹園２番地１Ａ３－１０５ 075-981-0284

㈱高橋建設 八幡市橋本中ノ町１６番地の２ 075-983-0817

辰巳設備 八幡市八幡山田２７番地５ 075-981-6315

㈱田中組 八幡市八幡三反長４３番地 075-982-6619

㈱ツジモト八幡支店 八幡市八幡高坊２５番地の１ 075-981-8188

㈱テンスイシステム 八幡市八幡神原７６番地２ 075-204-0794

㈱成匠 八幡市川口堀ノ内１１１ 075-981-7670

㈱濱本設備工業 八幡市戸津蜻蛉尻２０番地の１０ 075-981-1606

符川工業所 八幡市八幡女郎花６３番地 075-981-0025

㈱藤重機建設 八幡市八幡高畑１０番地の６４ 075-982-7302

㈱桝井組 八幡市八幡小松５２番地の２ 075-981-2169

ミズセック 八幡市八幡広門３５番地の３５ 075-981-2770

モトムラ設備 八幡市八幡五反田２３番地の１ 075-983-7123

㈲森川設備 八幡市川口東扇４－１２ 075-983-3013

森田建築鉄工 八幡市八幡園内３１番地の４ 075-983-3057

森田設備 八幡市八幡城ノ内１２番地 075-981-0307

八幡エルピー商事㈱ 八幡市八幡双栗２８番地４ 075-981-1101

令和４年１０月現在
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八幡市上下水道協同組合 八幡市内里柿谷３６番地１ 075-981-8141

㈱八幡住宅設備 八幡市八幡三本橋３５番地の５ 075-981-0041

吉田工業㈱八幡支店 八幡市八幡三反長２１番地５ 075-981-1212

市外業者５０音順

業者名称 業者住所

㈱アールツー 大阪府枚方市大垣内町三丁目３番７号－２０１号室 072-843-2626

アイテム㈱ 京都府宇治市五ケ庄福角６９番地の６ 0774-33-7040

㈱アキエンタープライズ 大阪府枚方市牧野本町一丁目１番６０号 072-857-8900

㈱アクア 大阪府枚方市高塚町１０番１７号－１０３号 072-894-7610

㈱アクアサービス 大阪府豊中市庄内栄町四丁目５番７号 06-6335-1211

㈱アクアライン 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

あず 京都府宇治市木幡御蔵山３９番地の５８７ 0774-31-5346

㈱アズクリエイティブ 名古屋市中区錦二丁目５番１２号　パシフィックスクエア名古屋錦ビル３階 052-202-5263

㈱東建設 京都府京田辺市多々羅東平川原３０番地 0774-63-0405

安藤設備工業所 大阪府枚方市中宮東之町９番１１号 072-848-1327

㈱イースマイル 大阪市中央区瓦屋町三丁目７番３号　イースマイルビル 06-6631-7449

㈱池本工業所 京都市伏見区深草西浦町三丁目１２番地 075-641-3231

㈱池本設備 京都市北区上賀茂朝露ケ原町４－７１ 075-585-5066

イシクラ設備工業 宇治市小倉町南浦３０番地の４３ 0774-24-9711

㈱稲田設備 大阪府枚方市津田北町二丁目３８番１２号 072-896-1340

イバライケ設備㈱ 大阪府枚方市磯島南町１番１２号 072-808-7451

㈱今西住設 京都府南丹市八木町室河原中河原１１番地 0771-42-2667

イワオ産業㈱ 奈良県奈良市五条畑一丁目１９番１２号 0742-40-1003

ウエダ住機サービス 京都府京都市山科区小山北溝町１６－４７ 075-591-0220

上野興業 京都府宇治市伊勢田町中ノ田２５－１０ 0774-44-9307

㈱宇野設備 京都市南区久世中久世町三丁目２５番地 075-934-5555

永機建設㈱ 京都市伏見区横大路貴船５７番地１ 075-623-2700

㈱エーライフ 大阪府摂津市鳥飼八防２－１１－７ 072-653-1991

㈲エス・ワークス 京都市左京区鹿ケ谷寺ノ前６２－３０ 075-634-8020

ＮＳリノベーション㈱ 大阪市中央区高麗橋四丁目４番６号 06-6222-4481

ＦＳ設備 堺市堺区中之町西３丁１番８－９０４号 072-230-3067

㈲エフパテオ 大阪府枚方市尊延寺二丁目２６番１号 090-7100-8890

令和４年１０月現在
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エムエーコーポレーション 大阪府枚方市大垣内町３丁目１３番１号－１０３ 072-808-7308

㈱ＭＣ Ｔｅｃ 大阪府東大阪市角田二丁目８番１１号 072-911-4771

㈱エンジニアサカウエ 大阪府高槻市宮野町１２番２０号 072-674-3608

オーケーライフライン 京都市伏見区納所星柳６番地２２ 075-631-0315

㈱大西商店 京都府綴喜郡井手町大字井手小字柏原６８ 0774-82-2056

大橋設備工業 京都市南区上鳥羽堀子町７８番地 075-691-6627

奥村管工㈱ 滋賀県大津市神領三丁目１４番７号 077-545-1169

小野工業㈱ 大阪府枚方市川原町２番３号 072-843-4061

㈱小野設備 京都市山科区音羽森廻り町６番地の９ 075-593-3635

㈱小畑設備工業 京都府長岡京市勝竜寺２０番地１０号 075-955-4819

オフィス　キムラ 京都市山科区西野小柳町９５番地　ラフレシール・ジュネス４０５ 075-748-7796

俺達の㈱ 京都市伏見区久我御旅町１－２ 075-204-4498

金川設備工業 大阪市鶴見区鶴見４丁目１３番３２号 06-6911-0172

㈱カナヤマ建設 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０番地１５ 0774-44-5533

金子建設工業株式会社 京都府南丹市日吉町上胡麻辻ノ本２８番地１ 0771-74-0748

河村工業㈱ 大阪府茨木市戸伏町１０番６号 072-695-9850

河本興業㈱ 大阪府枚方市中宮西之町３番８号 072-840-3221

環境保全事業協同組合 神戸市中央区脇浜町三丁目７番１４号　ＬＩＮＺビル４Ｆ 078-221-5465

㈱岸本設備 京都府相楽郡精華町大字山田小字下川原１９番地５ 0774-95-0246

㈱北浦工業所 京都府長岡京市勝龍寺巡り原13番地 075-951-7351

木田工業 京都府城陽市寺田大谷１１４番地の５７ 0774-55-6727

キタザワ産業㈱ 京都府城陽市平川東垣外４０番地の１ 0774-52-5111

㈱希望通管 大阪府枚方市長尾元町七丁目１５番１号 072-855-0119

京栄水道㈱ 京都市右京区西院金槌町１１番地 075-311-0521

京設工業㈱ 京都市右京区梅ケ畑中田町４－１０番地 075-881-7335

㈱京都住設販売 京都市伏見区羽束師鴨川町３５０番地の４ 075-933-8008

京都南設備 京都府亀岡市下矢田町東法楽寺５４番地１９ 0771-24-7161

㈱京南設備 京都府宇治市木幡金草原４６番地の３５ 075-612-8763

㈱キョウプロ 京都市南区吉祥院石原東之口町４番地 075-691-7244

㈱協立工業所 京都市南区東九条南山王町９番地 075-691-4894

㈱キンライサー 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号 03-5157-2400

㈱草川水道工業所 大阪府枚方市伊加賀寿町１２－４ 072-845-0530

㈲クノリ設備工業 京都市伏見区淀際目町２３０番地１ 075-631-0008

令和４年１０月現在
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㈱クラシアン 横浜市港北区新横浜１丁目２番地１ 0120-500-500

㈱クリーンライフ 大阪府吹田市広芝町６番地１０号 06-6821-6133

㈱グローバルワークス 大阪府高槻市庄所町７番１号－１０１ 072-661-3397

㈱黒田設備工業 大阪府箕面市瀬川四丁目１５番４５－１１４号 072-720-5877

㈲ケイ・エス・アイ 京都市山科区西野山桜ノ馬場町８７番地１ 075-502-1125

ＫＫ設備 京都府城陽市寺田尼塚６８番地の１０６号 0774-52-7806

㈱K's Corporation 大阪市東淀川区東中島一丁目１７番１８号 06-6990-1524

㈲Ｋ・プレール 京都市山科区勧修寺本堂山町５番２ 075-571-1022

ＫＹ設備工業 京都市伏見区両替町三丁目３２３番地　川口ビル２Ｆ２１８号 075-612-0759

㈱交換できるくん 東京都渋谷区東一丁目２６番２０号　東京建物東渋谷ビル１２Ｆ 03-6427-5381

交南設備㈱ 大阪府枚方市津田元町一丁目７番２号 072-858-5571

㈱五光商会 京都市伏見区深草西浦町８丁目９０番地 075-641-3048

㈲ゴトウ設備 大阪府河内長野市清水３１６－１ 0721-60-2408

㈱寿設備工業 京都府宇治市神明宮東８５番地の１４ 0774-23-8438

㈱小薮設備 京都府綴喜郡井手町多賀新造２１－１－Ａ 0774-99-4771

㈱彩光 京都府宇治市伊勢田町新中ノ荒３８番地の８ 0774-44-5630

㈲三洋工業 京都市左京区岩倉花園町２４７番地１ 075-711-3449

㈲ジーエム工業 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０番地１３ 0774-44-5686

塩見設備㈱ 京都府宇治市宇治琵琶１９番地の４ 0774-23-8573

シゲ設備 京都府城陽市寺田市ノ久保７０番地の２２ 0774-52-3216

勝田水道㈱ 京都市南区吉祥院西ノ茶屋町７３番１ 075-203-4693

㈱シンエイ 大阪市中央区谷町２丁目４－３　アイエスビル９階 06-6944-7797

㈲新恒工業 大阪府茨木市東福井一丁目２番３号 072-641-5147

辰和 京都市右京区太秦安井春日町３番地１７ 075-406-7647

㈱水協 大阪市天王寺区東高津町３番２９号　新青山ビル２０２ 06-4305-7414

㈱すいしん設備工業 大阪府枚方市津田西町１丁目３番５－１号 072-894-8555

㈱スイドウサービス 大阪市城東区野江４－１－８－４０２ 06-6991-6767

㈲末廣設備工業 京都府城陽市市辺西川原９６番地７ 0774-52-3730

㈱ＳＥＩＥＩ 京都府亀岡市千代川町小林西芝９８番地４ 0771-24-5671

成光建設㈱ 大阪府寝屋川市本町６番９号 072-822-9700

㈱せいすい設備工業 大阪府枚方市津田西町一丁目３番５号 072-859-7761

セノヤ 大阪府茨木市総持寺二丁目２番３号 072-626-1671

㈲大栄商会 大阪府枚方市船橋本町二丁目２０番地の５ 072-850-0280

令和４年１０月現在
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大海設備 京都市山科区川田欠ノ上１４番地３６ 075-595-0388

大恵商事㈱ 大阪市淀川区西中島三丁目１３番１号 06-6886-2213

大光エンジニアリング 大阪市生野区小路東４丁目１５番地４号 06-6751-5596

大興住設 京都市伏見区淀木津町４２０番地 075-631-3910

大伸工業㈱ 京都市南区吉祥院長田町５０７番地 075-691-5823

大進水道工業㈱ 大阪府守口市八雲西町二丁目１番７号 06-6991-4575

太成工業㈱ 京都市山科区小山一石畑１９番地９ 075-593-2220

大和エンジニアリング㈱ 京都市南区吉祥院池田町３番１ 075-661-4766

大和住建㈱ 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字甲斐ノ元１２番地の４ 0774-94-4149

たくみ設備 京都市伏見区久我東町１番地の６５ 075-932-2222

㈲たけ設備工業 京都市左京区田中古川町２６番地の５ 075-711-2153

竹田設備工業 京都市右京区太秦安井水戸田町１６番地 075-801-0296

㈱タツキ 大阪府茨木市下中条町１４番１２号 072-626-8148

棚橋工業所 京都市伏見区向島津田町７０－５６ 075-622-0565

㈱丁ヶ阪商会 京都府長岡京市友岡四丁目１９番１４号 075-954-2251

㈲辻久ガス 京都府城陽市久世南垣内１２１番地の１ 0774-52-0590

㈱辻本工務店 大阪府三島郡島本町広瀬四丁目１番３６号の６ 075-961-2584

㈱津田 京都市伏見区納所町５６４番地の２ 075-631-5138

㈱ツボサカ 神戸市西区福吉台二丁目２５番地の１７ 078-967-2122

徹コーポレーション 大阪府枚方市東船橋１丁目３５番地３０３ 072-855-0767

㈲俊成設備 京都市山科区日ノ岡坂脇町１０－１２ 075-501-5491

㈱Ｔｒｉｔｏｎ 大阪府枚方市渚南町４６番１６号 072-805-0750

㈱ドリームホームアップ 奈良県奈良市佐保台西町９５－１１０６ 0742-70-3290

長尾水道㈱ 大阪府枚方市長尾元町二丁目１３番１０号 072-857-6110

ナクラ設備 京都市右京区西京極新明町８０ 075-312-7167

ナミックス 大阪府枚方市穂谷３丁目４番１８号 072-896-1808

奈良日化サービス㈱ 奈良県大和郡山市千日町２５番地の２ 0743-55-0437

㈱西日本設備 大阪府吹田市内本町三丁目２８番１０号 06-6155-5570

㈱西堀水道商会 京都府京田辺市花住坂１丁目６５番地１ 0774-62-4840

㈱ニシムラ 大阪府大東市新田本町１８番２号 072-871-5090

㈱西村工業 大阪府枚方市村野高見台９番６５号 072-849-7770

㈱西脇産業 京都府木津川市加茂町美浪椚５番地 0774-76-7070

日新工業㈱ 京都市伏見区東朱雀町９３０番地 075-622-4381

令和４年１０月現在
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日本開発興業㈱ 京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田５－１ 0774-94-5491

日本設備工業㈱ 京都市南区西九条菅田町２９番地 075-682-5152

日本総合住生活㈱大阪支社 大阪市城東区森之宮１丁目６番１１１号 06-6969-1001

㈱ネクサス 奈良県桜井市大字阿部６８０－２５ 0744-45-1356

能勢設備工業㈱ 京都府宇治市神明石塚３８番地の４ 0774-21-7774

㈱ハウスラボ 大阪市浪速区大国二丁目１番６号 06-6648-9898

㈱橋本工業 京都市南区上鳥羽山ノ本町４０番地３ 075-661-3221

㈱ハヤシ住宅設備 京都府城陽市寺田宮ノ平１７番地の１２ 0774-53-2407

日垣水道設備㈱ 大阪府枚方市渚西二丁目６番１９号 072-848-6661

日笠設備工業㈱ 京都市山科区西野山桜ノ馬場町２０４番地 075-593-2901

㈲聖工業 京都府木津川市加茂町里土堀４１番地６ 0774-76-4282

百進建設㈱ 大阪府四条畷市砂二丁目１７番１０号 072-863-0677

フジイハウス産業㈱ 大阪府守口市南寺方中通２丁目１番２１号 06-6998-8121

藤木管工 京都市伏見区桃山町西尾５０番地の３１ 075-601-0534

㈱藤阪ガスセンター 大阪府枚方市藤阪元町三丁目３２番１０号 072-855-4126

㈱藤野設備工業 京都市伏見区竹田泓ノ川町４１番地１ 075-602-7479

伏見管工㈱ 京都市伏見区深草谷口町５０番地４ 075-643-2800

㈱藤本工業 京都府宇治市伊勢田町浮面３１番地１ 0774-46-5050

㈱フタバエンジニアリング 大阪府枚方市長尾西町２丁目５４番２８号 072-851-3073

フロンティア㈱ 京都府宇治市菟道藪里２３番地 0774-28-5310

㈱北洋工機 京都府京田辺市水取平１５番地の５ 0774-63-7210

㈱星丘水道設備 大阪府枚方市星丘一丁目２３番１－１０２号 072-890-7889

㈱堀川水道 京都市西京区下津林東大般若町２７番地２ 075-391-8003

ホリカワ設備工業㈱ 京都府長岡京市東神足２丁目１２番９号 075-954-6081

㈱本田設備 京都市山科区西野山桜ノ馬場町１２番地の４ 075-592-9591

㈱マエダ 奈良県大和郡山市額田部寺町１５番地の１ 0743-56-5106

㈲松尾商店 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字下川２８番地の１ 0774-82-2234

マツモト工業㈱ 京都府相楽郡精華町桜が丘四丁目１０番地６ 0774-72-5157

松本工業㈱ 奈良県奈良市東登美ケ丘四丁目１９番１号 0742-45-9988

㈲三木設備 京都市南区上鳥羽川端町２１２番地 075-681-8380

㈱美杉設備工業 大阪府枚方市長尾台四丁目１０番１３号 072-859-2369

㈱ＭＩＺＵ　ＳＡＰＯ 広島市中区鶴見町８番５７号 082-533-8080

三隆工業㈱ 大阪府守口市大宮通二丁目１３番７号 06-6996-8010

令和４年１０月現在
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㈲道端設備 大阪市鶴見区横堤４丁目１番２３号 06-6915-0185

㈱光輝工業 大阪府高槻市唐崎北三丁目４番１０号 072-678-2870

三菱電機システムサービス㈱ 東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号 03-5431-7750

㈱ミツワ 大阪府池田市神田一丁目２２番１６号 072-751-1100

宮城建設㈱ 京都府木津川市木津川端１６番地３ 0774-72-0241

㈱宮原工業 京都市南区上鳥羽清井町３６番地２ 075-681-3717

雅設備 京都府城陽市富野北垣内５０－１２ 0774-66-1746

㈱ミヨシテック 大阪府寝屋川市石津元町１１番２２号 072-827-3355

㈱村瀬設備 京都府相楽郡精華町菱田十ノ坪４２番地１０ 0774-94-5115

㈱森水道工業所 堺市北区新金岡町五丁７番３２８号 072-253-9224

㈱森長工業 大阪府枚方市須山町１６番７号 072-840-2303

㈲矢野設備 京都市南区久世東土川町２００番地５８ 075-921-5739

山岡建設㈱ 京都府木津川市木津南垣外４０番地１１ 0774-72-4170

㈱ヤマジン設備 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台二丁目２０番地の１０ 072-738-0500

山田工業㈱ 京都府宇治市槇島町薗場２９番地７６ 0774-22-5332

㈲山本商会 京都府向日市森本町石田２２番地の５１ 075-922-8901

㈱ユーサーブ 神戸市西区福吉台二丁目２５番地の１７ 078-967-5959

㈱ＵＤＩ 大阪府枚方市牧野本町一丁目３８番１３号 072-851-7766

㈲ユーワイ工業 大阪府枚方市長尾家具町３丁目６番地の５ 072-855-8812

吉本水道工業㈱ 京都府京田辺市松井山川２７番地２ 0774-62-0636

㈲ライフアップテクニカル 大阪府枚方市高田二丁目１６番１２号 072-852-3726

㈲洛東管工 京都市山科区大宅御所田町８８番地の１ 075-574-1251

洛東住建㈱ 京都市西京区松尾木ノ曽町５０番地１ 075-888-0295

㈱洛南設備工業所 京都府城陽市富野南清水６０番地の１ 0774-52-0254

㈱リゼスト 大阪市城東区関目一丁目１９番１８号 06-4255-6777

㈱リビングメンテサービス北東 大阪府東大阪市水走三丁目９番２１号 072-964-1136

ロイヤルホームセンター㈱ 大阪市西区阿波座一丁目５番１６号 0120-00-6186

㈲若葉上下水道工事 大阪府枚方市香里ヶ丘３－１６－８－８０６ 072-802-0353

令和４年１０月現在


