
計 64社 (令和2年3月4日現在)

指定業者名 所在地 電話番号 指定業者名 所在地 電話番号

葵 星設備工業 葵町4丁目6-27 461-2272 長滝 ㈱森本興業 長滝3329-1 465-2960

旭町 ムカイ 旭町12-11 464-4489 中庄 植田設備 中庄1081-81 464-2641

市場東 ㈱ナガタキヤ 市場東1丁目85 464-6567 三幸建設㈱ 中庄302-4 447-9451

市場西 ㈱昭和工務店 市場西2丁目8-20 463-6122 中町 ㈱水道屋 中町3丁目1-1 468-7777

大西 ㈱瓦谷衛生社 大西1丁目12-19 464-2364 ㈲鈴木組 中町1丁目2-39 462-1689

大木 ㈱森口組 大木1643 459-7054 萩尾水道工業所 中町2丁目2-48 493-9786

上瓦屋 永晃産業㈱ 上瓦屋585 462-9035 羽倉崎 河内谷設備 羽倉崎4丁目1-30 463-3652

㈱中野組 上瓦屋619-7 463-3521 楠開発㈱ 羽倉崎1丁目1-69 465-7255

平昇産業 上瓦屋423 462-5067 ㈱よろずや企画
羽倉崎1丁目1-5
山田ビル3F 466-4718

マツシタ設備 上瓦屋820-11 463-3011 羽倉崎上町 はぐらホームサービス 羽倉崎上町1丁目4-20-5 468-9777

松浪建設工業㈱ 上瓦屋755 464-0443 東羽倉崎町 イズタニ建設㈱ 東羽倉崎町5-26 465-7028

上之郷 ㈲山樹設備 上之郷1945-10 468-2338 日根野 石原住器㈱ 日根野1688-3 468-0761

向井設備興業 上之郷2317-1 461-0357 石原設備 日根野1793-1 467-0882

下瓦屋 泉鋼管工事㈱ 下瓦屋3丁目1054-3 464-0681
泉佐野市認定
水道工事業協同組合

日根野786-1 450-2777

明生設備 下瓦屋46-4 463-3343 ㈱かじせ総合設備 日根野5948-2 461-0077

新町 ㈲佐野水道工業所 新町3丁目3-22 462-0767 ㈱久堀組 日根野419-1 467-0685

高松西 ㈱河内屋 高松西2丁目2427-1 464-0115 ㈱ 興　和 日根野5917-1 464-5926

㈱吉田商店 高松西1丁目2650 462-7341 ㈱坂口組 日根野3608-1 467-0083

高松北 ㈱かじせ 高松北1丁目4-15 463-1616 どいかつ 日根野5924-2 469-5045

セイナン工業㈱ 高松北1丁目6-14 462-4898 日建産業㈱ 日根野7075 467-1581

高松南 共栄土木工業㈱ 高松南2丁目3番57号 462-6711 土生ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ㈱ 日根野276-1 467-1580

俵屋 宇賀設備工業 俵屋413-2 463-1325 福島総合設備 日根野2369-19 425-4866

鶴原 明日香土建㈱ 鶴原960 462-0285 ㈱古谷組 日根野2780 467-2223

柿本設備 鶴原1704　16-202 464-7488 ㈱フルモック 日根野2691-1 467-1818

㈱かすが住宅設備 鶴原1608-1 462-6949 ㈱ 丸　六 日根野3640 467-2396

セイ設備工業 鶴原1813-11 464-6080 南中安松 オオジリ工業㈱ 南中安松1273-1-201 465-3355

泉州ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾝﾀｰ 鶴原998 462-3907 ㈱サワノ 南中安松1273-1 466-7088

長滝 泉冷熱水道 長滝139-1 465-7000 ㈱向井組 南中安松1681-2 466-3380

㈱小井組 長滝1438-1 465-0374 南中樫井 北谷衛生 南中樫井1068-31 490-1186

㈱奥野興業 長滝1676-1 465-0729 ㈱泉忠建設 南中樫井153 465-0688

㈱泰西鴻業 長滝3644 465-3809 りんくう往来 オーヤシマ㈱ 陶彩館 りんくう往来南5-13 458-0302

宮　内 ㈱ 長滝729-1 465-1508 若宮町 豊成建設㈱ 若宮町3-13 469-2403

※ 泉 佐 野 市 内 に あ る 指 定 業 者



計 145社

指定業者名 所在地 電話番号 指定業者名 所在地 電話番号

大阪市 小原工業㈱
住之江区西住之江2丁目
1-8 06-4701-7867 大阪狭山市 福盛水道設備 狭山3丁目2436-4 072-365-4144

環境保全事業協同組
合

東淀川区東中島1丁目
11-18 06-6325-6850 羽曳野市 ㈲白樫設備工業所 羽曳野市野333番地の15 072-954-8675

㈱ケンズ
住之江区平林南1丁目5
番12号 06-6681-3810 藤井寺市 杉元設備工業㈱ 道明寺5丁目4-3 072-953-8154

㈱五月水道
東淀川区北江口4丁目2
番34号 06-6337-6752 ㈱マツオ設備 古室1丁目8-12 072-954-7496

㈱富士コミニュティー 住吉区苅田5丁目18-12 06-6696-1820 富田林市 AQUA・PLUS 若松町西1-1850（2F) 0721-25-6005

山岡建設㈱
平野区平野西1丁目12-
23 06-6705-1161 久保工業㈱ 山中田町1丁目14-25 0721-25-2595

松本工業㈱
城東区古市3丁目14番9
号 06-6933-1227 タナカ理研㈱ 西板持町1丁目86 0721-34-1288

堺市 ㈱アヴァンス 北区野遠町56 072-252-6780 河内長野市 ダイショウ設備 原町6丁目10-28 0721-54-0300

㈱アクア・ワークス 南区美木多上2669 072-220-7888 高石市 ㈲熊取工房 東羽衣7丁目1-8 072-263-7506

㈱インプルーブ 中区田園578 072-237-1936 中山建設㈱ 羽衣5丁目13-14 072-263-0250

大泉水道㈱　 北区金岡町2843-10 072-252-4788 ㈲ヒロカンパニー 取石4丁目16-15 072-272-6000

㈱オー・エム・ティ
西区浜寺石津町東2丁
11-21 072-244-6227 メイセイ設備 加茂1丁目9-17 072-320-7562

㈱鳳水道工業所 西区草部1445-1 072-271-0496 泉大津市 ㈱エスエス設備 板原町1丁目6-43 0725-21-9872

㈱共栄設備 堺区車之町東3丁1-9 072-223-6400 釜野工業㈱ 東港町11-19 0725-33-2446

クシマ設備工業㈱ 北区北花田町3丁33-21 072-255-1622 共立建設㈱ 汐見町3-3 0725-22-6874

㈱クラシアン 中区深井清水町3487 072-281-6511 ｺﾆｼｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 河原町5-28 0725-21-6067

工和工業㈱ 中区土塔町2326-7 072-237-7807 土肥設備 東助松町3丁目3-32 0725-31-4740

㈱シンセイ設備 中区土塔町144-6 072-289-5091 ㈱フカザワ設備 下条町18-8-3 0725-39-5111

㈱SEN　TEC 西区太平寺539-1 072-289-9909 和泉市 ㈱大久保建設 阪本町246-4 0725-26-3451

㈱辻尾設備
北区百舌鳥町綾南町2丁
664 072-279-2589 髙田水道㈱ 内田町2丁目6-5 0725-54-0009

南海設備㈱ 中区福田684-3 072-237-2675 田中設備工業㈱ 父鬼町218 0725-99-0222

㈲ニコー設備 中区東山900-201 072-230-1112 ㈲ツジノ 寺田町2丁目8-48 0725-46-6868

マルショウ住設㈱ 堺区神石市之町2-1 072-269-4830 辻 設 備 和気町1丁目26-70 0725-45-5850

㈲宮武設備 中区深井畑山町202-15 072-270-6619 寺田設備㈱ のぞみ野1丁目12-32 0725-56-5255

㈱森水道工業所 北区新金岡町5丁7-328 072-253-9224 新見設備 室堂町406 0725-90-6600

㈱リーフ給水システム 堺区石津町4丁3-29 072-244-4700 岸和田市 ㈱晶設備 荒木町2丁目9-40 072-445-5300

NKワークス㈱ 西区上539-8 072-370-1998 アクアライフ㈱ 田治米町234-17 072-488-7866

高槻市 ㈱グローバルワークス
高槻市庄所町7番1号-
101 072-661-3397 ㈱アリカワ 神須屋町20-2 072-426-0007

大東市 ㈱山口設備 野崎3丁目11-5 072-878-7481 いずみ設備工業 小松里町2463 072-448-6656

東大阪市 ㈱共進社工業所 西堤楠町3丁目2-11 06-6788-2223 ㈱上田設備工業所 積川町286-5 072-479-1786

柏原市 ㈲栄宏設備工業所 本郷5丁目6-37 072-971-8243 ㈲エリア設備工業 神須屋町313-6 072-426-4333

(株)矢寺水道興業社 旭ケ丘１丁目7-27 072-926-9861 ㈱近江工業 春木宮川町11-2 072-437-2727

松原市 ㈱エイド 大堀2丁目11-3 072-333-0330 ㈱オクジ 上町10-10 072-439-5100

太田設備工業所 西野々1丁目8-11 072-349-2670 オク電器住宅設備㈱ 下野町3丁目8-10 072-439-3161

森本設備機器㈱ 丹南6丁目576-1 072-339-1711 ㈱KITAGAWA 藤井町2-9-13 072-457-8897

八尾市 ㈱伸和工業 楠根町2丁目4-4 072-996-5667 ㈱久米田設備工業 箕土路町1丁目16-21 072-443-8655

㈲松岡組
大阪営業所

南木の本1-56 078-997-1422 ㈱クリーン工業 極楽寺町203-6 072-428-2221

※ 泉 佐 野 市 外 に あ る 指 定 業 者



指定業者名 所在地 電話番号 指定業者名 所在地 電話番号

岸和田市 グロー㈱ 小松里町2274 072-445-4730 泉南市 木村設備 信達市場1738-12 072-482-8796

坂本配管工業所 内畑町205-10 072-479-0792 国本設備工業 新家3581-1 072-485-1051

新和設備㈱ 極楽寺町556-3 072-426-2382 泉南設備工業㈱ 新家1737 072-484-2850

㈱杉原工業 下松町4丁目21-11 072-428-7773 竹本設備工業 信達市場1009-13 072-486-5355

㈱星和エンジニアリン
グ

下松町3丁目7-43 072-427-2727 ㈱中澤水道工業所 新家863 072-482-4888

㈲高月設備 稲葉町753 072-479-0641 (株)西浦水道工業所 信達大苗代609 072-482-1789

中筋建設㈱
岸和田営業所

土生町1丁目4-27 072-439-3112 ㈲ハウスせんなん 信達市場2320-78 072-482-8421

永野設備工業㈱ 三田町1849 072-445-1290 町谷水道工業㈱ 樽井2丁目31-20 072-482-1414

奈良設備工業㈱ 極楽寺町2丁目4-23 072-427-4515 ㈲よのおと 樽井6丁目10-5 072-483-4007

西村水道㈱ 藤井町2丁目23-2 072-439-8181 ㈱ルーセント 信達牧野441-1 072-482-5597

阪和水道土木㈱ 西大路町54-11 072-443-2323 阪南市 ㈲石本宅研工業 箱作1524 072-476-5500

福原住宅設備 三田町183 072-441-3109 伊藤水道工業所 尾崎町5丁目35-21 072-471-5039

富士ガスセンター 田治米町483-1 072-444-0578 カミタ総合設備㈱ 黒田343-2 072-471-2234

藤浪設備工業㈱ 包近町474-2 072-444-6902 ㈲三和工業 鳥取中637-1 072-471-7886

水色工房㈱ 八阪町2丁目10-32 072-439-9456 翔雲工管 箱作81 072-468-6641

三宅設備工業㈱ 箕土路町1-7-10 072-443-1512 ショウケン工業㈱ 舞3丁目16-12 072-472-7570

やすふく水道 加守町4丁目25-8 072-441-8228 伸光設備㈱ 尾崎町5丁目21-15 072-471-5005

㈱両国設備 上町23-8 072-439-6000 伸成設備 自然田1520-10 072-472-9955

貝塚市 石原水道 石才96-21 072-432-4301 タカハシ設備 阪南市下出514-6 072-471-6600

奥田商工㈱ 澤1282 072-431-3526 長和工業 石田1018 072-472-0817

㈲小野工務店 半田2丁目5-7 072-427-3492 ㈱フルタ 箱作307 072-476-0833

㈱貝塚水道工業所 脇浜4丁目12-8 072-422-2921 明宏住設㈱ 自然田629-2 072-472-4303

葛城設備 東山2丁目12-7 072-447-2034

㈲幸伸設備工業 澤917-5 072-430-5777 忠岡町 ㈱ 新　川 忠岡東2丁目16-3 0725-22-2222

㈱後野設備 森449-3 072-446-5110 泉北設備工業㈱ 北出2丁目15-27 0725-22-2336

㈱ 秀　設 脇浜１丁目13-20 072-437-0577 熊取町 ㈲池内水道設備工業 小谷北1丁目20-13 072-452-1928

生孝設備(株) 澤40-1 072-431-7267 (株)覚野設備 野田3丁目1113-1 072-453-1997

生和設備工業㈱ 澤1083-1 072-429-2611 川口設備工業所 久保１丁目5-9 072-452-3779

㈲中塚設備工業 石才183 072-437-1781 共栄設備 和田1丁目580-3 072-451-5330

㈱ハウジングスクエア 小瀬26-10 072-436-1770 サカエ設備 紺屋2丁目14-18 072-453-2744

ミナミ設備株式会社 石才27-1-305 072-457-9363 ㈱泉州ビルド 久保3丁目15-9 072-452-0811

㈲ワキタ総合 名越878 072-446-4101 中林建設㈱ 大久保東2丁目6-17 072-452-6336

泉南市 ㈲淡路屋設備 岡田5丁目11-5 072-485-3344 美翔水道 若葉1丁目13-14 072-453-2198

㈾和泉環境設備店 樽井3丁目28番17号 072-483-6737 ㈲山本設備 南山の手台3-3 072-453-0631

㈱井手工務店 信達牧野1654 072-483-6157 田尻町 ㈱福島水道工業所 吉見703-1 072-465-0219

㈱金永設備工業所 岡田2丁目1940-1 072-483-1418 岬町 宮川工業㈱ 多奈川谷川2883 072-495-5137


