
　　　　　　　所　　　　　　　在　　　　　　　地　　　　　　　

（有）アオキ 生駒郡斑鳩町興留東１丁目５番１９号 ０７４５－７４－２７２６

（株）青山組 生駒郡斑鳩町法隆寺北１丁目１４番１５号 ０７４５－７４－０５１８

畦地建設 生駒郡斑鳩町龍田西６丁目３番６号 ０７４５－７５－５１８４

あべ風呂水道 生駒郡斑鳩町龍田北４丁目３番６号 ０８０－５３６９－８８７３

斑鳩産業（株） 生駒郡斑鳩町法隆寺２丁目２番３５号 ０７４５－７０－１６８８

（株）斑鳩設備 生駒郡斑鳩町稲葉車瀬１丁目８番３８号 ０７４５－７５－２９３９

今村住設（株） 生駒郡斑鳩町法隆寺１丁目７番１０号 ０７４５－７４－４５６７

Ｆ・Ｓ 生駒郡斑鳩町龍田西２丁目３番１２－２０３号 ０７４５－４４－８１５８

大角工業 生駒郡斑鳩町小吉田２丁目３８－１ ０７４５－７５－６６０９

（有）オギウエ 生駒郡斑鳩町法隆寺東１丁目２番３１号 ０７４５－７５－６３７４

奥野興業造園土木 生駒郡斑鳩町目安北３丁目３番２４号 ０７４５－７４－０２５８

勝間設備工業（株） 生駒郡斑鳩町法隆寺北２丁目１番２５号 ０７４５－７４－０２０８

川端建設 生駒郡斑鳩町神南３丁目１４番１０号 ０７４５－６１－００３１

（有）栗原工務店 生駒郡斑鳩町法隆寺東１丁目７番１８号 ０７４５－７４－２７７４

（有）清水環境開発 生駒郡斑鳩町幸前２丁目７番３２号 ０７４５－７５－６２２４

（有）清水土木 生駒郡斑鳩町法隆寺２丁目１０番１０号 ０７４５－７４－５１５１

田口工務店 生駒郡斑鳩町法隆寺東１丁目４番２０号 ０７４５－７４－５６７７

ツジショウ 生駒郡斑鳩町服部１丁目８番１８号 ０７４５－７４－５２０４

トミイ工業（株） 生駒郡斑鳩町法隆寺東１丁目１番９号 ０７４５－７４－２４５６

（株）中谷組 生駒郡斑鳩町龍田２丁目３番１５号 ０７４５－７４－２２６２

西梶木材建設 生駒郡斑鳩町龍田２丁目６番１８号 ０７４５－７４－４６７７

（株）二隆建設 生駒郡斑鳩町稲葉車瀬１丁目１５番１号 ０７４５－７４－２０３８

（株）橋本建設 生駒郡斑鳩町服部１丁目４番１３号 ０７４５－７４－２４４６

（株）長谷川鐵工所 生駒郡斑鳩町法隆寺東１丁目１番３４号 ０７４５－７５－２１０８

（有）福井工務店 生駒郡斑鳩町興留１丁目６番３１号 ０７４５－７４－５３０３

（株）松本工業所 生駒郡斑鳩町龍田４丁目８番２０号 ０７４５－７５－０８７１

宮崎建設（株） 生駒郡斑鳩町興留２丁目３番２１号 ０７４５－７４－４５５５

（株）森下ガスセンタ－ 生駒郡斑鳩町興留２丁目３番１１号 ０７４５－７４－１２１２

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

（株）朝日土建 奈良市奈良坂町１０８５番地　緑商第一ビル１０２号 ０７４２－２４－８００１

（株）アダチ住設 磯城郡田原本町阪手１７１番地１ ０７４４－３３－４１２５

安道管工（株） 天理市二階堂上ノ庄町９５番地９２ ０７４３－６４－０７６０

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

池上住宅設備 大和高田市東三倉堂町１４番２８号 ０７４５－２３－１６０３

イワオ産業（株） 奈良市五条畑１丁目１９番１２号 ０７４２－４０－１００３

岩田設備工業 御所市大字三室６５０番地の１ ０７４５－６３－２３２９

（株）Ｗｉｔ 御所市柏原１６１７番地の２ ０７４５－６５－２６６９

ウエノ住器サービス 橿原市中曽司町１５０番地の３４号　１階 ０７４４－３７－２３２８

魚住管工設備 生駒郡平群町北信貴ヶ丘２丁目１２番４０号 ０７４５－４５－０８７３

馬木工業（株）　奈良営業所 香芝市関屋３６８番地５ ０７４５－７７－７９１４

大東設備工業(株) 奈良市紀寺町８０７番地の３ ０７４２－２２－１３０８

大西設備工業(株) 奈良市法華寺町６６６番地 ０７４２－３３－６１１２

長田水道工業所 生駒郡安堵町大字東安堵１２９２番地 ０７４３－５７－３０１４

（株）香川設備 奈良市八条３丁目７２９－３ ０７４２－６１－１７８９

（有）カキモト設備 ０７４５－７２－４０６０

（株）梶本住設 香芝市下田西２丁目５番１２号 ０７４５－７６－１４１４

（株）学研都市設備　生駒支店 生駒市北田原町２４５２番２１ ０７４３－７９－３２７１

０７４５－４４－９９９５

（株）関西設備 奈良市神功５丁目２番地の２９ ０７４２－７２－２９２９

（株）キショウ 磯城郡田原本町八尾６６４番地の１０ ０７４４－３４－１５１８

北川建設（株） 生駒郡平群町西宮１丁目９番２５号 ０７４５－４５－１０４４

北門設備 生駒郡三郷町立野南１丁目７番２３号 ０７４５－３２－５４２０

（有）木本建設 磯城郡川西町大字結崎１８２２番地 ０７４５－４４－０１５９

（株）久保総合設備 奈良市針ケ別所町６５９番地 ０７４３－８４－０１５５

（株）光成建設 奈良市法華寺町１０６５番地 ０７４２－３３－７２３８

（株）三備 香芝市狐井１４２番地 ０７４５－７７－４５４９
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三晃建設 香芝市狐井６０５番地 ０７４５－７７－３７４５

（株）城設備工業 香芝市真美ヶ丘７丁目２番１８号 ０７４５－７８－５９６５

（株）島田水道設備 橿原市五井町２７６番地の３ ０７４４－２２－８２１１

昭和空調設備 香芝市平野２０９番地 ０７４５－４３－６１１８

（有）シラキ設備 ０７４５－５５－２０３２

新世紀建工（株） 香芝市下田西３丁目９番１６号 ０７４５－７７－４３４８

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

（株）水匠 大和高田市日之出東本町２０番４号 ０７４５－５２－３５２９

（有）制水 生駒郡三郷町勢野西２丁目２番２３号 ０７４５－７２－５２７１

（株）大協設備 香芝市北今市４丁目２４３番地 ０７４５－７７－２２３５

（有）ダイキ工業 生駒市俵口町１３７７－７－５０６ ０７４３－７４－３５２５

（有）太陽設備工業所 奈良市西九条町３丁目６番１５号 ０７４２－６２－１２４５

（株）髙井設備 大和高田市大字土庫２３６番地１ ０７４５－２２－０８４９

（有）髙倉設備工業 ０７４５－５５－８７４８

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

竹田設備工業 宇陀市大宇陀下中２２０５番地 ０７４５－８３－０７７８

谷田土木水道 奈良市西九条町２丁目１０番２号 ０７４２－６３－１１４０

(株)中央 奈良市八条町３９４番地の１ ０７４２－３２－３００３

千葉水道工業所（株） ０７４５－７２－４７５０

（有）東和技研工業 宇陀市榛原額井１０６８番地 ０７４５－８２－４１２７

東和設備工業 香芝市上中５２８番地の１ ０７４５－７６－４４４９

富水道工業所 大和高田市秋吉６８番地の４ ０７４５－５２－０１１０

中岡水道設備 橿原市曽我町４２２番地の１　八木西ガーデンハウス６０２号 ０７４４－２９－４４３０

中西設備工業 奈良市杏町３１４ ０９０－７８８０－６２７５

仲野水道設備（株） 生駒市谷田町８０８番地 ０７４３－７４－６８００

西澤設備 ０７４５－６０－１３９６

西田設備 ０７４４－２５－６０４６

西原建設 生駒郡三郷町三室２丁目１３番２３号 ０７４５－７３－４１２１

（有）西本設備工業所 大和郡山市新町５７５番地の３ ０７４３－５２－０７３１

（株）西脇産業　奈良営業所 奈良市白毫寺町６７番地の３ ０７４２－２３－０５４７

（有）ニッカン ０７４５－７６－５９６９

日之出水道工業所 香芝市五位堂４丁目２３２番地の８ ０７４５－７７－４０１３

日本ハウジング設備工業(株） 大和郡山市美濃庄町３３８番地の１ ０７４３－５３－３３３０

福井設備（株） 大和郡山市筒井町１３４３番地の１ ０７４３－５９－１７４６

福井水道工業（株） 奈良市法蓮町１５２番地の１ ０７４２－３３－６８１１

福島設備 ０７４５－６５－０３２６

藤井住宅設備（株） 香芝市鎌田６２４番地の３ ０７４５－７６－７７８１

（株）藤田工務店　水道部 奈良市南京終町４丁目３８０番地の６ ０７４２－６２－２３４１

富士設備工業（株） 奈良市あやめ池南７丁目８５８番地 ０７４２－４３－００１２

（株）平城設備 奈良市西ノ京町１番地の３７ ０７４２－９４－５２００

（株）マエダ 大和郡山市額田部寺町１５番地の１ ０７４３－５６－５１０６

松井電気水道商会 橿原市東坊城町７５５番地の２ ０７４４－２５－２２３５

（株）マツシタ ０７４５－７２－７７６２

三浦産業（株） 大和郡山市南郡山町４６８番地 ０７４３－５３－２６１７

南設備 生駒郡安堵町東安堵３５８番地 ０７４３－５９－３２０６

（株）宮地工業 大和高田市東中２丁目１４番１号 ０７４５－２２－１０８２

森下住設（株） 大和郡山市城南町５番３７号 ０７４３－５３－２２７７

（株）森村設備 奈良市四条大路３丁目２番７３号 ０７４２－３４－６４００

（株）山口設備生駒支店 生駒市南田原町１１５８番地１９ ０７４３－７１－０６６６

（株）山岡組 生駒郡三郷町立野北１丁目２２番６５号 ０７４５－７３－２７２３

山田設備 生駒郡平群町西宮２丁目３番２７号 ０７４５－４５－２１５６

有倖設備（株） 奈良市富雄北３丁目１番４０号 ０７４２－４５－３４３０

（株）吉川設備 生駒郡三郷町信貴ヶ丘３丁目７番１号 ０７４５－３２－６０００

ワイジーテック 奈良市柏木町３４３番地の１ ０７４２－５５－２７３９

渡辺設備工業（株） 大和高田市田井新町３番１７号 ０７４５－２２－１７６８

商　　　　　　　号 　電　　話　　番　　号


