
（所在地別）

所在市町村名 事業者名
指定
番号 所在地 電話番号

給水装置
工事店

㈲広陵設備工業 6 広陵町大字三吉１７４６番地４ 0745-56-4645 指定
㈲髙倉設備工業 7 広陵町大字南郷２７８番地５ 0745-55-8748 指定
辰巳水道電気工事 10 広陵町大字南９１番地１ 0745-56-5155 指定
布家設備工業所 14 広陵町大字広瀬１１１０番地１８ 0745-56-4071 指定
㈱山本設備工業 17 広陵町みささぎ台６番１０号 0745-55-3875 指定
狩森住設工事 18 広陵町大字三吉１７３９番地 0745-55-3806 指定
㈲シラキ設備 21 広陵町大字南郷２４３番地 0745-55-2032 指定
八百政商店 住設部 53 広陵町大字南２９８番地 0745-56-2057 指定
松井組建設 80 広陵町大字南郷９６９番地１１ 0745-55-3065
友和設備 129 広陵町大字古寺３６１番地 0745-57-0775
仁志水道設備 138 広陵町大字三吉１８０７番地６ 0745-57-3545 指定
増井設備工業 144 広陵町大字南郷１２３４番地２ 0745-54-5563 指定
関西設備 147 広陵町大字古寺４４１番地４ 0745-56-2688 指定
フジタ設備 155 広陵町大字笠１５番地１５ 0745-60-2305 指定
アエバ設備工業㈱ 161 広陵町馬見北五丁目１７番２１号 0745-54-5697 指定
上村設備工業 166 広陵町大字笠１３３番地５ 0745-55-3553 指定
㈱三備 3 香芝市狐井１４２番地 0745-77-4549 指定
㈱梶本住設 36 香芝市下田西二丁目５番１２号 0745-76-1414 指定
東和設備工業 37 香芝市上中５２８番地１ 0745-76-4449 指定
藤井住宅設備㈱ 44 香芝市鎌田624番地３ 0745-76-7781 指定
新世紀建工㈱ 45 香芝市下田西三丁目９番１６号 0745-77-4348 指定
日之出水道工業所 56 香芝市五位堂六丁目２２７番地４ 0745-77-4013 指定
㈱城設備工業 59 香芝市真美ヶ丘七丁目２番１８号 0745-78-5965 指定
昭和空調設備 65 香芝市平野２０９ 0745-43-6118 指定
大協設備工業所 78 香芝市北今市四丁目２４３番地 0745-77-2235 指定
宮本設備工業 83 香芝市平野５番地４ 0745-78-6569 指定
さくら設備 131 香芝市藤山二丁目１１６８番地９ 0745-78-3091 指定
ユニスイ 148 香芝市旭ヶ丘二丁目１７番１８号 0745-79-8470 指定
㈱千葉工業 160 香芝市穴虫３２５４番地５ 0745-71-3755 指定
㈱トールカンパニー 162 香芝市五位堂四丁目２３７番地１　３０３号 0745-43-6937 指定
馬木工業㈱ 173 香芝市関屋３６８－５ 072-977-8267 指定
池田水道工業㈱ 2 大和高田市北本町４番２１号 0745-52-2871 指定
永和住宅設備 22 大和高田市大字大中１６１番地５ 0745-23-3110 指定
㈱米田設備工業所 24 大和高田市大字根成柿１８６番地２２ 0745-53-4308 指定
㈱白鳥水道工業所 25 大和高田市大字築山７０９番地 0745-22-2220 指定
富水道工業所 28 大和高田市大字秋吉６８番地４ 0745-52-0110 指定
㈱水匠 34 大和高田市日之出東本町２０番４号 0745-52-3529 指定
㈱森本配管工業社 51 大和高田市中三倉堂二丁目９番３５号 0745-22-1766 指定
渡辺設備工業㈱ 55 大和高田市田井新町３番１７号 0745-22-1768 指定
㈱髙井設備 71 大和高田市大字土庫２３６番地１ 0745-22-0849 指定
㈱中野水土工業所 72 大和高田市西三倉堂二丁目１－７ 0745-53-2753 指定
池上住宅設備 81 大和高田市東三倉堂１４番２８号 0745-23-1603 指定
中島設備工業所 135 大和高田市大字吉井２０８番地 0745-22-4509 指定
宮地工業 143 大和高田市大字今里３６０番地５ 0745-22-1082
竹島暖冷工業㈱ 175 大和高田市高田１４２１番１ 0745-23-0848
グローバルエコベイス(合) 177 大和高田市大谷５５７番地 0745-23-0289
葛城設備 188 大和高田市東中２丁目１０－５－１ 0745-61-5503 指定
緑樹㈱ 114 河合町大字佐味田２３６７番地 0745-56-2669 指定
山本工業 158 河合町大字薬井３６７番地 0745-32-3149
㈲ニッカン 39 上牧町米山台一丁目３番１０号 0745-76-5969 指定
㈱岡本設備 50 上牧町大字上牧３３５２番地６ 0745-77-5541 指定
永井土木工産 99 上牧町大字上牧４１６番地 0745-77-0358
㈱阪本工務店 101 上牧町松里園３丁目１５番１ 0745-78-6161 指定
㈲シブタニ 170 上牧町ゆりが丘一丁目５－４ 0745-77-6258
西和電気工事 185 上牧町服部台1丁目１２－３９ 0745-71-5350 指定
㈲カキモト設備 26 王寺町元町二丁目１番１７号 0745-72-4060 指定
㈱マツシタ 30 王寺町畠田七丁目９番５号 0745-72-7762
千葉水道工業所㈱ 33 王寺町本町四丁目１３番５号 0745-72-4750 指定
㈱エス・イー 112 王寺町畠田五丁目１５番地２１号 0745-32-3399 指定

31 田原本町大字法貴寺１５８３番地 0744-33-3488
瓜生水道衛生設備 41 田原本町大字宮森１７２番地２ 0744-32-8305
浅井水道設備商会 54 田原本町大字秦庄５３１番地 0744-32-4533 指定
㈱アダチ住設 86 田原本町大字阪手１７１番地１ 0744-33-4125 指定
㈱エビザワ商会　奈良営業所 121 田原本町阪手３４番地３ 0744-32-0155 指定
山田水道設備 184 田原本町阪手６３０－８西和ビル２０４ 0744-32-8870 指定
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㈱吉川設備 38 三郷町信貴ヶ丘三丁目７－１ 0745-32-6000 指定
92 三郷町立野北三丁目６番３号 0745-32-5088 指定

㈱大角水道設備工業所 136 三郷町城山台一丁目４番３０号 0745-73-4790 指定
フジヨシ工業 145 三郷町立野南一丁目１７番１１－４０７ 0745-32-1164 指定
北門設備 187 三郷町立野南一丁目７番２３号 0745-61-5503 指定
㈱山下設備 76 斑鳩町法隆寺南一丁目１番２６号 0745-74-2789 指定
㈱斑鳩設備 93 斑鳩町稲葉車瀬一丁目８番３８号 0745-75-2939 指定
大角工業 157 斑鳩町小吉田二丁目３８番１号 0745-75-6609 指定

平群町 山田設備 153 平群町西宮二丁目３番２７号 0745-45-2156 指定
㈲しおみプロテック 23 葛城市木戸１９４番地６ 0745-60-2550 指定
㈲細川商会 58 葛城市加守９８２番１ 0745-76-4648 指定
㈱大和水道工業 77 葛城市北花内５４６番地 0745-69-7846 指定
㈱葛城工業 163 葛城市林堂１００番地８ 0745-44-9995 指定
㈱創造工舎 40 橿原市今井町四丁目１１番１７号 0744-29-2090 指定
西田設備 79 橿原市十市町１１７５番地３ 0744-25-6046 指定
ウエノ住器サービス 90 橿原市飯高町３４６番地 0744-25-5216 指定
當麻設備工業所 94 橿原市曽我町６１８番地２７ 0744-25-0202 指定
島田水道設備 96 橿原市五井町２７６番地３ 0744-22-8211 指定
㈱博電工業 110 橿原市光陽町２７５番地 0744-27-1419 指定
開発機構㈱ 111 橿原市光陽町２７５番地 0744-27-1447 指定
㈲二コー設備　奈良支店 122 橿原市八木町一丁目４番１５号 0744-41-0544 指定
（株）吉田水道工業所 140 橿原市小綱町１２番４３号 0744-22-0154 指定
エージー設備 149 橿原市南八木町三丁目３番３－２号 0744-23-1141 指定
中岡水道設備 183 橿原市曾我町４２２－１－６０２ 0744-29-4430
㈱タケガミ電気水道 119 橿原市久米町５５２番地２ 0744-28-1011 指定
大東建設（株） 186 橿原市石原田町２９７番地の１２ 0744-29-1648 指定
福島設備 116 御所市元町葛城台４９３番地１８０ 0745-65-0326 指定
岩田設備工業 120 御所市大字三室６５０番地１ 0745-63-2329 指定
㈱今福設備工業 123 御所市８６４番地の１７ 0745-62-3850 指定
フジタ水道設備 174 御所市東辻６９－３ 0745-49-0707
こしの水道設備 178 御所市柏原１６１７－２ 0745-65-2669 指定
㈱学研都市設備 生駒支店 43 生駒市北田原町２４５２番２１ 0743-79-3271 指定
㈱山口設備 179 生駒市南田原本町１１５８番地１９ 0743-71-0666
竹田設備工業 104 宇陀市大宇陀上２０１８番地 0745-83-3135 指定
㈲東和技研工業 151 宇陀市榛原額井１０６８番地 0745-82-4127 指定
㈱水野設備 169 宇陀市榛原笠間２１８２番地 0745-82-0406 指定
㈱人知燃料住専店 73 高取町大字清水谷１０５６番地 0744-52-2114 指定
西井水道 154 高取町市尾１４６２ 0745-67-0438
美堅工業 132 大淀町下渕５９６番地７ 0744-52-2522 指定
西尾設備 152 大淀町中増７９６番地１ 0746-32-0413 指定
高山水道工業所 167 大淀町下渕６９３－１１ 0747-52-3935 指定

五條市 中西設備 105 五條市霊安寺町２１８９番地３ 0747-22-4491 指定
㈱マエダ 103 大和郡山市額田部寺町１５番地１ 0743-56-5106 指定
森下住設㈱ 108 大和郡山市城南町５番地３７号 0743-53-2277 指定
ＵＰ　ＨＯＵＳＥ(アップハウス) 125 大和郡山市北西町３１番地８ 0743-56-5901
正興住建㈱ 172 大和郡山市南郡山町８８－３ 0743-55-3530
イワオ産業㈱ 47 奈良市五条畑一丁目１９番１２号 0742-40-1003 指定
有倖設備㈱ 57 奈良市富雄北三丁目１番４０号 0742-45-3430 指定
㈱森村設備 113 奈良市四条大路三丁目２番７３号 0742-34-6400 指定
㈱ｅ－Ｎａｔｕｒａｌｌｙ 124 奈良市西九条町三丁目３番１１号 0742-64-9003 指定
香川設備工業所 126 奈良市杏町４４８番地５ 0742-62-2070 指定
㈱大安寺設備 134 奈良市南永井町７５番地２ 0742-61-0608 指定
㈱平城設備 141 奈良市西ノ京町１番地３７ 0742-94-5200 指定
㈱西脇産業　奈良営業所 142 奈良市白毫寺町６７番地３ 0742-23-0547 指定
福井水道工業㈱ 146 奈良市法蓮町１５２番地１ 0742-33-6811 指定
㈱光成建設 159 奈良市法華寺町１０６５番地 0742-33-7238 指定
カワムラ工業 164 奈良市西大寺国見町３－８－１９ 0742-41-9870 指定
大西設備工業㈱ 168 奈良市法華寺町６６６ 0742-33-6112 指定
㈱久保総合設備 171 奈良市針ヶ別所町６５９番地 0743-84-0155 指定
㈱朝日土建 176 奈良市奈良阪町１０８５番地　１０２号 0742-24-8001
谷田土木水道 178 奈良市西九条町２丁目１０－２ 0742-63-1140 指定
中西設備工業 182 奈良市杏町３１４ 0742-62-0953

天理市 安道管工（株） 109 天理市二階堂上ﾉ庄町95番地９２ 0743-64-0760 指定
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