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鼓阪 131 三和設備工業（株） 川上町５７６番地の４ 0742-26-3845
鼓阪 511 石田組 川上町５１８-３ 0742-27-0045
鼓阪 596 はぎはら設備 雑司町１７２ 090-4297-1262
椿井 363 （有）サンスイ 西寺林町１７番地　コーポシマダ１F 0742-27-7342
飛鳥 036 大東設備工業（株） 紀寺町８０７番地の３ 0742-22-1308
飛鳥 466 タカマド工業 白毫寺町１４６番地 0742-31-6865
飛鳥 682 （株）ネクサス　奈良事務所 白毫寺町８３５-１　大和紀寺ビル４F 0742-25-3700
飛鳥 711 （株）Ｉ．Ｅサポート 川之上突抜北方町１番 0742-81-3943
飛鳥 764 東條設備 南紀寺町三丁目277番の1　ハックベリーハイツC202 0742-93-8879
東市 076 山本建設工業 藤原町２５番地の１ 0742-61-0717
東市 079 吉田興業 古市町７２４番地の２ 0742-63-3574
東市 086 免田水道設備 古市町１３６５番地の１４ 0742-61-6991
東市 106 （株）広成 横井二丁目２７３番地の６ 0742-61-4549
東市 112 カヤキ設備工業所 古市町１２２３番地の３ 0742-62-5647
東市 251 藤本商店 古市町１２２３番地 0742-61-3794
東市 517 （株）うさぎ 八島町２７０番地の２５ 0742-62-8762
東市 702 ㈱弥杜工業 横井五丁目３８２-１ 0742-93-4563
帯解 109 吉田設備 池田町１３６番地 0742-61-4841
帯解 316 津田設備 田中町４４７番地の４ 0742-64-4658
明治 055 （株）大安寺設備 南永井町７５番地２ 0742-61-0608
明治 078 岡下設備工業所 神殿町２６２番地の２ 0742-61-4795
明治 154 吉田風呂製作所 神殿町６４０番地 0742-61-2681
明治 298 南本電気（株） 南永井町１０９番地の４０ 0742-61-5333
明治 350 ムカイ設備 南永井町２１１番地の１ 0742-62-3713
明治 469 （株）ｅ-Naturally 北永井町６０９-１ 0742-64-9003
明治 527 （株）菊池設備 神殿町４９番地２ 0742-61-2435
辰市 068 山添設備 東九条町１０１４番地の１６３ 0742-61-5567
辰市 222 （有）太陽設備工業所 西九条町三丁目６番１５号 0742-62-1245
辰市 319 開都エンジニアリング（株） 東九条町９００番地の１ 0742-50-0701
辰市 331 粟田工業 西九条町二丁目９番地の３ 0742-62-0888
辰市 692 谷田土木水道 西九条町二丁目１０番地の２ 0742-63-1140
辰市 693 やまと技建 杏町４２２－３ 0742-77-2314.
辰市 732 天野工業 西九条町二丁目6-22 090-2387-3152
辰市 733 （株）荒井電工 東九条町２４６番地 0742-61-1659

済美南 122 （株）西井商店 南京終町五丁目２２３番地の１ 0742-61-2424
大安寺 738 （株）香川設備 八条三丁目７２９-３ 0742-61-1789

大安寺西 103 （有）オズ設備 大安寺西一丁目２８８番地の６ 0742-35-6670
大安寺西 132 （株）宮坂工務店 三条栄町１７番１１号 0742-33-8927
大安寺西 183 國廣設備 四条大路南町１２番１２号 090-3720-8051
大安寺西 247 (株)中央 八条町３９４-１ 0742-32-3003
大安寺西 440 野村設備 恋の窪三丁目５番D-２０２号 0742-77-0133

大宮 125 中室商店 大宮町六丁目３番７号 0742-33-1331
大宮 238 渡辺建設（株） 三条宮前町２番１２号 0742-33-7108

佐保川 001 福井水道工業（株） 法蓮町１５２番地の１ 0742-33-6811
佐保川 002 （株）三企水道工業所 法華寺町６６５番地 0742-33-5331
佐保川 025 （株）昭和設備工業所 法華寺町１９２番地の１ 0742-33-7858
佐保川 087 山本商会 法華寺町１１７０番地の３ 0742-33-3460
佐保川 223 吉田機電（株） 法華寺町２１３番１ 0742-35-9731
佐保川 549 （株）光成建設 法華寺町１０６５番地 0742-33-7238
佐保川 583 大西設備工業（株） 法華寺町６６６番地 0742-33-6112
佐保 013 奈良水道工業（株） 奈良阪町２６７４番地の９ 0742-24-3188
佐保 049 （株）朝日土建 奈良阪町１０８５番地　緑商第一ビル１０２号 0742-24-8001
佐保 248 （株）石橋設備 法蓮町３４４番地の５ 0742-26-5331
佐保 470 菅原設備 法蓮町７２８番地の４ 0742-31-3830
佐保 644 田中設備 法蓮町８３２番地 0742-55-9161
佐保 665 翔星建設（株） 奈良阪町１０８５番地 0742-23-6768
佐保 713 木下住設　奈良営業所 法蓮町570-1 0742-46-3122

佐保台 354 （株）ドリームホームアップ　 佐保台西町９５－１１０６ 0742-70-3290
朱雀 690 弘田設備 朱雀六丁目１９番地の１２　A１０２ 0742-71-6534
朱雀 698 稲冨設備 朱雀五丁目1番地の１　平城朱雀第２住宅５６-１０４ 0742-72-0166
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右京 135 （株）リビングイワイ 右京一丁目３の１ 0742-71-1002
神功 018 （株）新田水道 神功三丁目７番地の２５ 0742-71-3300
神功 116 （株）関西設備 神功五丁目２番地の２９ 0742-72-2929
平城 021 （株）森岡興産 中山町１８６６番地 0742-43-7778
平城 027 林設備工業（株） 押熊町８４２番地の１ 0742-45-7166
平城 096 （株）西山設備工業 秋篠町１２４３番地の２ 0742-41-2480
平城 532 家包設備 中山町１６８６番地の３ 0742-48-0690
平城 552 （株）陽水　奈良営業所 山陵町１２-２ 0742-81-3856
平城 641 Ｍｓ工業 山陵町１８番地 0742-35-3914

平城西 535 晴和工業（株） 中山町西二丁目９５０番地の９６ 0742-77-7767
登美ヶ丘 081 和泉設備工業（株） 西登美ヶ丘一丁目５番８号 0742-45-8051

二名 361 あすなろ設備建設 二名二丁目２４５８番地の３３ 0742-46-2427
富雄北 012 （有）川浪工業所 富雄北三丁目２１番１７号 0742-45-1221
富雄北 110 有倖設備（株） 富雄北三丁目１番４０号 0742-45-3430
富雄北 423 裕設備 富雄川西二丁目１７番３号 0742-41-5660
三碓 031 （株）谷垣工業所 三碓六丁目８番５４号 0742-45-0123
三碓 460 （株）福電テック　奈良支店 三碓二丁目６番１１-１ 0742-48-2305
三碓 734 𠮷永設備 三碓三丁目２番２０－１号 0742-77-8575

あやめ池 020 富士設備工業（株） あやめ池南七丁目８５８番地 0742-43-0012
西大寺北 264 関西エアーシステム 西大寺北町三丁目５番６号 0742-45-7515
西大寺北 763 前田設備 秋篠三和町一丁目11番14号 0742-51-6150

伏見 127 近藤重機工業 西大寺町２０６４番地の６ 0742-53-1221
伏見 228 （有）中西設備 菅原町６６９番地の１ 0742-46-1012
伏見 424 カワムラ工業 西大寺国見町三丁目８－１９ 0742-41-9870
伏見 655 カガワ住設 疋田町二丁目４-１７ 0742-55-2477

伏見南 008 （株）野矢設備工業所 平松三丁目２６番１８号 0742-43-7655
伏見南 147 イワオ産業（株） 五条畑一丁目１９番１２号 0742-40-1003
伏見南 267 永田商会 平松三丁目６番１４－１号 0742-46-1092
都跡 014 （有）栄商会 四条大路五丁目６番１５号 0742-33-6104
都跡 043 （有）東川設備 柏木町３９０番地の１ 0742-33-0489
都跡 064 （株）森村設備 四条大路三丁目２番７３号 0742-34-6400
都跡 266 （有）共栄住設 四条大路五丁目４番３５号 0742-33-2803
都跡 595 鎌田設備 七条町１０７-１ 090-3670-6626
都跡 602 家・水工房創楽（株） 五条町１７番２８号 0742-35-0645
六条 077 俊幸建設 六条西四丁目４番１８号 0742-48-2013
六条 169 三有設備 六条二丁目１１番６号 0742-47-8861
六条 202 護電気サービス 五条西二丁目１３番１号 0742-45-5910
六条 482 KUREA 六条西一丁目１２番１１号 080-4234-0441
六条 553 サカモト水道 六条西二丁目３番３号 090-8377-0556

富雄南 022 （有）和田設備 大和田町５７７番地 0742-45-7219
富雄南 023 竹田水道工業（株） 中町235番地1 0742-46-2955
富雄南 403 （有）きたでんき 中町５１０９番地の４ 0742-48-2355
柳生 421 （株）中南組 邑地町２４０３番地 0742-94-0700
興東 030 相和建設（株） 須川町９９１番地の１ 0742-95-0230
興東 234 宮司建設 北村町１７２番地 0742-95-0006
興東 272 （有）小佐建設 南庄町７９５番地 0742-95-0077
興東 280 （有）東部建設 下狭川町２１１５－１ 0742-95-2611
興東 497 千寿工業 大平尾町２１７番地 0742-93-0324
田原 101 東尾建設 矢田原町１１２４番地 0742-81-0081
田原 105 （株）今西住設ガスセンター 此瀬町３５３番地 0742-81-0022
田原 736 タツミ工務店 横田町４０８番地 0742-81-0623
都祁 376 （株）福西工務店 針町２６５２番地の２ 0743-82-1610
都祁 380 （株）澤田工務店 小倉町５６４番地 0743-84-0246
都祁 561 神殿商店 上深川町１０１４番地 0743-84-0006


