
順 業者名 住所 電話番号

あ 株式会社　Ａｒｃｈ 生駒市北田原町２４５３番地１２ 0743-79-9535

赤松設備工業所 奈良市南京終町七丁目５４５－３ 0742-62-0652

浅井水道設備商会 磯城郡田原本町秦庄５１３－２３ 0744-32-4533

株式会社　朝日土建 奈良市奈良阪町1085番地　緑商第１ビル１０２号 0742-24-8001 

あすなろ設備建設 生駒市北田原１２６５番地 0743-70-1780

株式会社　安達設備 奈良市秋篠町１２２６－１ 0742-51-9025

株式会社　アダチ住設 奈良県磯城郡田原本町阪手１７１－１ 0744-33-4125

天野工業 奈良市西九条町二丁目６－２２ 0742-64-0005

有山農工社株式会社 生駒市高山町４１０３番地の１ 0743-78-4122

粟田工業 奈良市東九条町１００９番地 0742-62-0888

安道管工株式会社 天理市二階堂上ノ庄町９５番地９２ 0743-64-0760

い 株式会社 e-Naturally(ｲｰﾅﾁｭﾗﾘｰ) 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

石田組 奈良市川上町５１８－３ 0742-27-0045

石田屋 奈良市学園朝日町１２－９清水ハイツ２０３号 0742-47-3753

石橋興産株式会社 奈良市芝辻町四丁目１番９ 0742-33-2055

株式会社　石橋設備 奈良市法蓮町３４４ー５ 0742-26-5331

和泉設備工業株式会社 奈良市西登美ヶ丘一丁目５－８ 0742-45-8051

稲冨設備 奈良市朱雀五丁目１－１－５６－１０４ 0742-72-0166

株式会社　稲葉設備 奈良市北永井町４１９番地 0742-64-6018

井上水道工業所 天理市勾田町３５番地の５ 0743-62-4381

井ノ倉設備 奈良市恋の窪二丁目７番３号 0742-36-1572

株式会社　今西住設ガスセンター 奈良市此瀬町３５３番地 0742-81-0022

イワオ産業株式会社 奈良市五条畑一丁目１９番１２号 0742-40-1003

う 株式会社　Ｗｉｔ 奈良県御所市柏原１６１７－２ 0745-65-2669

上田建工 奈良市東九条町１３９３－１４ 0742-62-3628

上松設備 吉野郡下市町下市３０４６－１０ 0747-52-3067

株式会社　うさぎ 奈良市八島町２７０番地の２５ 0742-62-8762

宇野設備 奈良市中町３３３７番地 0743-76-8198

え エージー設備 橿原市南八木町三丁目３－３－２ 0744-23-1141

永𡯎設備サービス株式会社 奈良県大和高田市市場７９２－１６ 0745-22-3833

株式会社　エス・イー 北葛城郡王寺町畠田５丁目１５－２１ 0745-32-3399

株式会社　エビザワ商店　奈良営業所 奈良県磯城郡田原本町阪手３４－３ 0744-32-0155

Ｆ・Ｓ 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西２－３－１２－２０３ 0745-44-8158

Ｍｓ工業 奈良市山陵町１８ 0742-35-3914

株式会社エンゼル工房 奈良市南京終町一丁目１６１番地の２ 0742-61-7677

お 株式会社 Ｏ.Ｎ.Ｏ 奈良市鹿野園町８３１ 0742-22-0340

オ－ナ－設備 奈良市沓掛町２６ 0742-81-0614

大角工業 生駒郡三郷町立野南３－２８－２１ 0745-75-6609

大西設備工業 株式会社 奈良市法華寺町６６６ 0742-33-6112

株式会社　大西商店　奈良営業所 奈良市池田町４１５－３ 080-3829-3492

★工事は奈良市指定工事店へ(無届工事はできません。必ず企業局へ申請して下さい。)★
排水設備と水洗便所の工事は、
　奈良市排水設備指定工事店(奈良市公営企業管理者が指定した業者)に発注してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市排水設備指定工事店(令和4年7月1日現在)
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大東設備工業株式会社 奈良市紀寺町８０７番の３ 0742-22-1308

岡下設備工業所 奈良市神殿町２６２－２ 0742-61-4795

岡田水道工業所 天理市檜垣町４３１番地 0743-67-1507

株式会社　岡本設備 北葛城郡上牧町米山台五丁目５番５号 0745-77-5541

岡本配管 北葛城郡王寺町明神四丁目２１－１ 0745-60-1291

岡隆建設 奈良市横井五丁目３５８－１ 0742-61-3255

奥田石材工業 奈良市大慈仙町４８１－３ 0742-93-0630

有限会社　桶七商店 天理市喜殿町２８６番地 0743-62-6611

長田水道工業所 生駒郡安堵町東安堵１２９２ 0743-57-3014

有限会社　オズ設備 奈良市大安寺西一丁目２８８番６号 0742-35-6670

株式会社　尾田組 奈良市高畑町７３８番地の２ 0742-26-6011

株式会社　越知設備 生駒市小明町１５４７番地６ 0743-75-6698

か 開都設備エンジニアリング株式会社 奈良市東九条町９００－１ 0742-50-0701

開発機構株式会社 橿原市光陽町２７５ 0744-27-1447

株式会社　香川設備 奈良市八条三丁目７２９－３ 0742-61-1789

カガワ住設 奈良市疋田町２丁目４－１７ 0742-55-2477

有限会社　カキモト設備 奈良県北葛城郡王寺町元町２丁目１－１７ 0745-72-4060

株式会社　梶本住設 奈良県香芝市下田西二丁目５－１２ 0745-76-1414

株式会社　葛城設備 香芝市上中１２０番地の２ 0745-76-5002

株式会社　葛城工業 葛城市林道１００－８ 0745-44-9995

角田商事株式会社 天理市楢町４６７番地の１ 0743-65-0888

鎌田設備 奈良市七条町１０７－１ 090-3670-6626

カヤキ設備工業所 奈良市古市町１２２３番地の３ 0742-62-5647

川崎設備 奈良市秋篠三和町一丁目１番２７－２号 0742-51-1476

有限会社　川浪工業所 奈良市富雄北三丁目２１－１７ 0742-45-1221

川端建設 生駒郡斑鳩町神南三丁目１４－１０ 0745-61-0031

カワムラ工業 奈良市西大寺国見町三丁目８－１９ 0742-41-9870

株式会社　環境衛生水処理センター 奈良市西九条町二丁目１番地の１１ 0742-62-3151

株式会社　関西設備 奈良市神功五丁目２番２９号 0742-72-2929

関西エクステリア有限会社　奈良東部出張所 奈良市大保町９２３ 0742-94-0830

株式会社　学園前ガスセンター 奈良市宝来四丁目１６番５４号 0742-45-7631

株式会社　学研都市設備生駒支店 生駒市北田原町２４５２番２１ 0743-79-3271

き 株式会社　菊池設備 奈良市神殿町４９－２ 0742-61-2435

株式会社　岸本設備 奈良県磯城郡川西町梅戸３４８番地２ 0745-44-4447

有限会社　きたでんき 奈良市中町５１０９番地の４ 0742-48-2355

北門設備 奈良県生駒郡三郷町立野南一丁目７番２３号 0745-32-5420

木下住設　奈良営業所 奈良市法蓮町５７０－１ 0742-46-3122

株式会社　木村建材土木 奈良市押熊町２１３６ 0742-48-1330

有限会社　共栄住設 奈良市四条大路五丁目４番３５号 0742-33-2803

桐山水道工業所 奈良市北之庄町１３０－１ 0742-62-3515

桐山設備巧業 奈良市北之庄町１４７－６ 0742-62-8822
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く 國廣設備 奈良市四条大路南町１２番１２号 090-3720-8051

株式会社　久保総合設備 奈良市針ケ別所町６５９番地 0743-84-0155

ＫＵＲＥＡ（クレア） 奈良市六条西一丁目１２－１１ 0742-41-0441

け Ｋエンジニア 奈良市北永井町５１６－３ 0742-62-3599

こ 小稲設備 生駒市萩の台１０９２－４ 0743-76-8195

恋の窪設備 奈良市恋の窪三丁目５番B－１０５号 0742-34-8774

光翔設備 奈良県橿原市菖蒲町三丁目１２－３－２ 0744-46-9805

株式会社　広成 奈良市横井二丁目２７３番地の６ 0742-61-4549

株式会社　光成建設 奈良市法華寺町１０６５番地 0742-33-7238

株式会社　広和 奈良市法華寺町６３０ー１５ 0742-35-0820

有限会社小佐建設 奈良市南庄町７９５ 0742-95-0077

神殿商店 奈良市上深川町１０１４番地 0743-84-0006

小堀水道 奈良市東九条町７１４－１ 0742-61-5819

株式会社　米田 奈良県橿原市西池尻町３６２－３ 0744-27-5771

近藤重機工業 奈良市西大寺町２０６４－６ 0742-53-1221

さ 有限会社　栄商会 奈良市四条大路五丁目６番１５号 0742-33-6104

株式会社　阪本工務店 北葛城郡上牧町松里園三丁目１５番１号 0745-78-6161

サカモト水道 奈良市あやめ池南六丁目７番２１－４０３号 0742-81-4377

さくら設備 香芝市藤山二丁目１１６８－９ 0745-48-8677

株式会社　サニコン 奈良支店 橿原市北妙法寺町５６２ 0744-29-3252

左野工業株式会社 奈良市六条町１１４番地の１ 0742-34-5666

株式会社　澤田工務店 奈良市小倉町５６４番地 0743-84-0246

株式会社　三企水道工業所 奈良市法華寺町６６５ 0742-33-5331

三協設備株式会社 大和郡山市番条町５９５ 0743-56-6260

有限会社　サンスイ 奈良市西寺林１７番地コーポシマダ１Ｆ 0742-27-7342

三有設備 奈良市六条二丁目１１－６ 0742-47-8861

三和建設株式会社 奈良市西大寺栄町3番12－6号 0742-36-1138

三和設備工業株式会社 奈良市川上町５７６－４ 0742-26-3845

し 鹿間設備株式会社 大和郡山市矢田町５７４５番地の３ 0743-53-9767

株式会社　ｼﾃｨ.ﾌﾟﾗﾝﾅｰ奈良支店 奈良市三条桧町２０番５号 0742-35-2552

株式会社　島田水道設備 奈良県橿原市五井町２７６－３ 0744-22-8211

株式会社　志村設備 生駒郡平群町若井３５－７ 0745-45-0249

有限会社　秀備 香芝市関屋３６８－５ 0745-77-7914

俊幸建設 奈良市六条西四丁目４－１８ 0742-48-2013

松柏協同組合 奈良市窪之庄町１２９番地の１ 0742-63-5000

株式会社　昭和設備工業所 奈良市法華寺町１９２－１ 0742-33-7858

昭和空調設備 香芝市平野２０９ 0745-43-6118

有限会社　シラキ設備 北葛城郡広陵町南郷２４３ 0745-55-2032

新世紀建工株式会社 香芝市下田西三丁目９番１６号 0745-77-4348

株式会社　城設備工業 香芝市真美ヶ丘七丁目２番１８号 0745-78-5965

す 株式会社　水匠 大和高田市日之出東本町２０番４号 0745-52-3529
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菅原設備 奈良市法蓮町７２８－４ 0742-31-3830

せ 晴和工業　株式会社 奈良市中山町西二丁目９５０－９６ 0742-37-0007

千寿工業 奈良市大平尾町２１７ 0742-93-0324

そ 株式会社　創信 大和郡山市西田中町５５１－１７ 0743-54-4661

家・水工房　創楽株式会社 奈良市五条町１７－２８ 0742-35-0645

相和建設株式会社 奈良市須川町９９１－１ 0742-95-0230

た 有限会社　太陽設備工業所 奈良市西九条町三丁目６番１５号 0742-62-1245

株式会社　大和水道工業 奈良県葛城市北花内５４６ 0745-69-7846

株式会社　髙井設備 大和高田市大字土庫２３６番地１ 0745-22-0849

有限会社　髙倉設備工業 北葛城郡広陵町大字南郷２７８番地 0745-55-8748

高松工業 奈良県大和郡山市矢田山町２９－２ 0743-54-9523

タカマド工業 奈良市白毫寺町１４６ 0742-31-6865

竹川建設 奈良市水間町６４３番地の１ 0742-81-5500

竹田水道工業株式会社 奈良市中町２３５番地１ 0742-46-2955

竹田設備工業所 橿原市葛本町１１８―３クレセール橿原２０７号 0744-25-6210

竹田設備工業 宇陀市大宇陀下中２２０５番地 0745-83-0778

竹村設備 奈良市横井六丁目５９０番地の２ 0742-61-5062

タケモト 奈良市田中町３６９－６ 0742-63-1222

タツミ工務店 奈良市横田町４０８番地 0742-81-0623

田中設備 奈良市法蓮町８３２ 0742-55-9161

株式会社　谷垣工業所 奈良市三碓六丁目８－５４ 0742-45-0123

株式会社　谷口水道工業所 奈良県生駒市小瀬町３０７－１ 0743-77-9200

谷田土木水道 奈良市西九条町二丁目１０－２ 0742-63-1140

株式会社　谷村工業生駒支店 生駒市東生駒４－５０１－３１ 0743-77-0220

株式会社　大安寺設備 奈良市南永井町７５番地２ 0742-61-0608

株式会社　大協設備 奈良県香芝市北今市四丁目２４３ 0745-77-2235

株式会社　大登建設 奈良市青山１－１－６－２０２ 0742-26-8183

ち 株式会社　中央 奈良市八条町３９４－１ 0742-32-3003

忠和技研 奈良市東九条町９１７の２北神１０１ 090-1156-5976

つ 株式会社　辻設備 奈良県天理市櫟本町４０３－１番地 0743-62-4018

辻本設備 大和郡山市本庄町１９６－１、１９７番地 0743-56-5389

津田設備 奈良市田中町４４７番地の４ 0742-64-4658

と トーエー設備株式会社 奈良県生駒市小瀬町３４－９ 072-997-1080

株式会社　トールカンパニー 香芝市西真美１－４－６　IKKOビル３０２号 0745-43-6937

東栄技建工業 奈良市赤膚町１０４１－１ 0742-46-0100

トウコ－工業 生駒市南田原町１０９６－１ 0743-78-9898

東條設備 奈良市南紀寺町三丁目277番地の1　ハックベリーハイツＣ202 080-1411-6518

有限会社　東部建設 奈良市下狭川町２１１５番地の１ 0742-95-2611

有限会社　東和技研工業 宇陀市榛原額井１０６６－４ 0745-82-4127

有限会社　東川設備 奈良市柏木町３９０－１ 0742-33-0489

富水道工業所 大和高田市秋吉６８ー４ 0745-52-0110



順 業者名 住所 電話番号

★工事は奈良市指定工事店へ(無届工事はできません。必ず企業局へ申請して下さい。)★
排水設備と水洗便所の工事は、
　奈良市排水設備指定工事店(奈良市公営企業管理者が指定した業者)に発注してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市排水設備指定工事店(令和4年7月1日現在)

株式会社　ドリームホームアップ 奈良市佐保台西町９５－１１０６ 0742-70-3290

な 中川設備 天理市二階堂南菅田町１４番地 0743-64-5108

中川住宅設備 生駒市小平尾町１５９７ 0743-20-9507

中田建設 奈良市阪原町１７２５番地 0742-93-0156

有限会社　中西設備 奈良市菅原町６６９番地の１ 0742-46-1012

中西設備工業 奈良市杏町３１４番地 0742-62-0953

仲野水道設備株式会社 生駒市谷田町８０８番地 0743-74-6800

株式会社　中野水土工業所 大和高田市西三倉堂二丁目１－７ 0745-53-2753

株式会社　中南組 奈良市邑地町２４０３番地 0742-94-0700

中室商店 奈良市大宮町六丁目３番地の７ 0742-33-1331

株式会社中森設備 奈良市杏町１１９番地 0742-31-1470

永田商会 奈良市平松三丁目６番１４－１号 0742-46-1092

奈良ガス設備 奈良市秋篠町８７８ 0742-48-3320

奈良水道工業株式会社 奈良市奈良阪町２６７４－９ 0742-24-3188

奈良日化ｻｰﾋﾞｽ株式会社 大和郡山市千日町２５番地の２ 0743-55-0437

に 有限会社ニコー設備奈良支店 奈良県橿原市八木町１丁目４－１５クリスタ八木３０３号 0744-41-0544

株式会社　西井商店 奈良市南京終町五丁目２２３の１ 0742-61-2424

西岡工務店 奈良市藤原町８２３番地 0742-62-5940

西岡電気商会 奈良市藺生町６９０番地の１ 0743-82-0868

株式会社　ニシジマ工業所 宇陀市榛原篠楽２７０番地４ 0743-82-3165

西田設備 橿原市葛本町３２－９ 090-2284-6603

ニシダ設備 天理市長滝町２１０番地 0743-69-2639

有限会社　西本設備工業所 大和郡山市新町５７５番地の３ 0743-52-0731 

株式会社　西山設備工業 奈良市秋篠町１２４３－２ 0742-41-2480

株式会社　西脇産業　奈良営業所 奈良市白毫寺町６７番地の３ 0742-23-0547

有限会社　ニッカン 北葛城郡河合町西穴闇４８番地３ 0745-56-5969

株式会社　新田水道 奈良市神功三丁目７－２５ 0742-71-3300

日本ハウジング設備工業株式会社 大和郡山市美濃庄町３３８番地の１ 0743-53-3330

丹甫管工 奈良市西紀寺町４５ 0742-22-4887

ね 株式会社ネクサス　奈良事務所 奈良市白毫寺町835-1　大和紀寺ビル4Ｆ 0742-25-3700

の 野村設備 奈良市恋の窪三丁目５番Ｄ－２０２号 0742-77-0133

株式会社　野矢設備工業所 奈良市平松三丁目２６－１８ 0742-43-7655

は 株式会社　博電工業 橿原市光陽町２７５番地 0744-27-1419

橋本興業 奈良市八条三丁目７２９－１ 0742-61-5863

林設備工業株式会社 奈良市押熊町８４２－１ 0742-45-7166

原田建設工業株式会社 奈良市秋篠三和町二丁目１４番３号 0742-48-0793

ひ ヒガシ設備工業 香芝市今泉661番地15 0745-78-8909

有限会社　聖工業 生駒市南田原町８００番１ 0743-70-0760

廣岡建設株式会社 奈良市茗荷町１０３３番地 0742-81-0326

弘田設備 奈良市朱雀六丁目１９－１２　Ａ１０２ 0742-71-6534

ヒロセ設備 奈良県桜井市外山９００－１ 0744-42-5382
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ふ 福井水道工業株式会社 奈良市法蓮町１５２－１ 0742-33-6811

福井設備株式会社 大和郡山市筒井町１３４３ー１ 0743-59-1746

福島設備 御所市元町葛城台４９３－１８０ 0745-65-0326

株式会社　福田設備 天理市杉本町２９５番地の１ 0743-62-6335 

株式会社　福西工務店 奈良市針町２６５２番地の２ 0743-82-1610

富士設備工業株式会社 奈良市あやめ池南七丁目８５８ 0742-43-0012

藤井設備 奈良市若葉台一丁目１１番２０ 090-8522-7781

株式会社　藤田工務店水道部 奈良市南京終町四丁目３８０－６ 0742-62-2341

藤田建設 奈良市佐紀町２７７１番地 0742-34-0295

藤本商店 奈良市古市町１２２３番地 0742-61-3794

へ 株式会社　平城設備 奈良市西ノ京町１番地の３７ 0742-94-5200

平成建設 奈良市左京一丁目１３－４８ 0742-77-4906

ほ 有限会社　細川商会 葛城市加守９８２－１ 0745-76-4648

株式会社　堀川工務店 奈良市高樋町６２６ 0742-62-0141

本間設備 生駒市壱分町１４６１－１ 0743-76-8853

ま 株式会社　マエダ 大和郡山市額田部寺町１５番地の１ 0743-56-5106

前田設備 奈良市秋篠三和町一丁目11番14号 0742-51-6150

増田設備工業株式会社 天理市中町６４番地 0743-64-0009

株式会社　マツシタ 北葛城郡王寺町畠田七丁目９番５号 0745-72-7762

松嶋工業 奈良市東之阪町７２番地 0742-24-0958

松谷水道 生駒郡三郷町勢野北五丁目４－１３ 0745-32-5595

株式会社　松田建設 奈良市二名三丁目１０５３番地 0742-45-4826

マツモト工業株式会社　奈良店 奈良市神功四丁目７ー１１ 0742-77-8106

松本工業株式会社 奈良市西大寺新町一丁目１－１５ 0742-55-8672

株式会社　松本工務店 奈良市恋の窪三丁目５番Ｅ－３０８ 0742-53-1171

護電気サービス設備部 奈良市五条西二丁目１３－１ 0742-45-5910

マルコウ設備株式会社　奈良営業所 宇陀市菟田野岩崎３２番－１ 0745-84-2370

丸野組 奈良市般若寺町１－６ 0742-26-3977

み 三浦産業株式会社 大和郡山市南郡山町４６８番地 0743-53-2617

株式会社　水源 奈良市朱雀一丁目４－３ 0742-31-2536

株式会社　水野設備 宇陀市榛原笠間２１８２番地 0745-82-0406

株式会社ＭＩＺＵＨＡ工業 奈良県生駒郡三郷町夕陽ヶ丘100番地1 090-4640-8911

南設備 奈良県生駒郡安堵町東安堵３５８ 0743-59-3206

株式会社　都ウイズテック 奈良市菅原町９番１ 0742-44-2081

株式会社　宮﨑組 奈良県磯城郡川西町結崎４８９－１０ 0745-44-4588

株式会社　宮地工業 大和高田市大字今里３６０－５ 0745-22-1082

宮司建設 奈良市北村町１７２ 0742-95-0006

株式会社　ミヤビ設備工業 奈良市芝辻町三丁目６－１３－０４ 0742-81-3847

む ムカイ設備 奈良市南永井町２１１番地の１ 0742-62-3713

村井設備 奈良市五条畑二丁目８－１６ 0742-44-7585

株式会社　村瀬設備(奈良営業所) 奈良市四条大路三丁目４－１０ 0742-35-6458
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ムラタ技建 奈良市七条東町１４－３５ 0742-35-7571

め 株式会社　名阪設備 天理市石上町６０７番地の１ 0743-65-2566

明武建設 奈良市和田町１６１番地 0742-87-0496

免田水道設備 奈良市古市町１３６５－１４ 0742-61-6991

も 森信設備工業 奈良県大和郡山市藤原町２－１２ 0743-20-6806

株式会社　森岡興産 奈良市中山町１８６６番地 0742-43-7778

森下住設株式会社 大和郡山市城南町５番３７号 0743-53-2277

森住宅設備 奈良県磯城郡田原本町秦庄４３５－１０ 0744-33-2833

株式会社　森水道工業所 奈良県天理市田部町３９７サンコーマンション１０２号 0743-63-9950

森髙建設株式会社 奈良市柏木町３８３番地 0742-35-7032

株式会社　森村設備 奈良市四条大路三丁目２番７３号 0742-34-6400

モンデン設備 橿原市山之坊町４３４番地の１６ 0744-23-8674

や 株式会社　山口設備 生駒市南田原町１１５８番地１９ 0743-71-0666

株式会社　山下設備 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南一丁目１番２６号 0745-74-2789

山添設備 奈良市東九条町１０１４－１６３ 0742-61-5567

山田設備 奈良県生駒郡平群町西宮２－３－２７ 0745-45-2156

やまと技建 奈良市杏町４２２－３ 0742-77-2314

山本建設工業 奈良市藤原町２５番地の１ 0742-61-0717

山本商会 奈良市法華寺町1170番地の３ 0742-33-3460

ゆ 有倖設備株式会社 奈良市富雄北三丁目１番４０号 0742-45-3430

友和工業株式会社 奈良県生駒市萩の台８９０－１６ 0743-77-7060

裕設備 奈良市富雄川西二丁目１７－３ 0742-41-5660

よ 義建設 奈良市二条大路南五丁目７番６７号 0742-33-3912

有限会社　吉岡設備　奈良営業所 奈良市恋の窪一丁目１３－１２ 0742-31-1059

株式会社　吉川水道設備 磯城郡田原本町大字法貴寺１５８３番地 0744-33-3488

株式会社　吉川設備 奈良県生駒郡三郷町信貴ヶ丘３丁目７－１ 0745-32-6000

吉田機電株式会社 奈良市法華寺町２１３番１ 0742-35-9731

吉田興業 奈良市古市町７２４－２ 0742-63-3574

株式会社　吉田水道工業所 奈良県橿原市小綱町１２－４３ 0744-22-0154

吉田設備 奈良市池田町１３６ 0742-61-4841

株式会社　吉田設備 生駒郡三郷町立野北三丁目６－３ 0745-32-5088

吉田風呂製作所 奈良市神殿町６４０番地 0742-61-2681

𠮷永設備 奈良市三碓三丁目２－２０－１ 0742-77-8575

株式会社　ヨシムラエアサプライ 橿原市曽我町８０９番地の２ 0744-23-0700

り 株式会社リビングイワイ 奈良市右京一丁目３の１ 0742-71-1002

わ ワイジーテック 奈良市柏木町３４３－１ 0742-55-2739

渡辺建設株式会社 奈良市三条宮前町２番１２号 0742-34-4630

渡辺設備工業株式会社 奈良県大和高田市田井新町３－１７ 0745-22-1768

有限会社　和田設備 奈良市大和田町５７７ 0742-45-7219


