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指定
番号 商号又は名称 郵便番号 住所又は所在地 市内

業者 電話番号

116 ＡＩＭ建設㈱ 610-0115 京都府城陽市観音堂巽畑７１番地 〇 (0774)55-8111

101 ㈲辻󠄀久ガス 610-0102 京都府城陽市久世南垣内１２１番地の１ 〇 (0774)52-0590

57 もりた設備 610-0114 京都府城陽市市辺五島７番地の１１ 〇 (0774)55-2993

235 ㈱城陽興業 610-0114 京都府城陽市市辺出川原３６番地の２ 〇 (0774)53-5150

46 ㈱西共建設 610-0114 京都府城陽市市辺小梨間２１番地の１５ 〇 (0774)56-0755

54 ㈲末廣󠄅設備工業 610-0114 京都府城陽市市辺西川原９６番地７ 〇 (0774)55-0564

26 平尾工業 610-0121 京都府城陽市寺田垣内後６５番地の３ 〇 (0774)52-4154

4 ㈲西田工業所 610-0121 京都府城陽市寺田宮ノ平３５番地の６６ 〇 (0774)52-7111

75 ㈱野々村工務店 610-0121 京都府城陽市寺田今掘５２番地の１０１ 〇 (0774)52-3117

274 シゲ設備 610-0121 京都府城陽市寺田市ノ久保７０番地の２２ 〇 (0774)52-3216

3 柏木工業所 610-0121 京都府城陽市寺田尺後５１番地の１８ 〇 (0774)52-1823

73 ㈱原田組 610-0121 京都府城陽市寺田正道３３番地 〇 (0774)52-2614

59 ㈱福野商店 610-0121 京都府城陽市寺田大川原３０番地の３１ 〇 (0774)54-0480

284 木田工業 610-0121 京都府城陽市寺田大谷１１４番地の５７ 〇 (090)5092-0405

30 ㈲城陽環境開発 610-0121 京都府城陽市寺田庭井１８８番地２ 〇 (0774)53-9364

169 ヤマザキ防災設備 610-0121 京都府城陽市寺田東ノ口１７番地３０ 〇 (0774)53-7814

193 ＫＫ設備 610-0121 京都府城陽市寺田尼塚６８番地の１０６ 〇 (0774)52-7806

14 ㈱ハヤシ住宅設備 610-0121 京都府城陽市寺田樋尻１０４番１ 〇 (0774)53-2407

293 いけうち住設㈱ 610-0121 京都府城陽市寺田樋尻１２番１９５ 〇 (0774)27-7981

259 ㈲オオタムセン 610-0121 京都府城陽市寺田北山田２３番地１６ 〇 (0774)55-0545

8 ＦＩＤＥＳ㈱ 610-0113 京都府城陽市中北堤９番地の１ 〇 (0774)52-7026

50 谷村工機 610-0112 京都府城陽市長池北裏７１番地の１０ 〇 (0774)52-0122

213 トオマツ設備 610-0111 京都府城陽市富野高井５５番地２ 〇 (0774)53-5431

21 ㈲パルス 610-0111 京都府城陽市富野南清水３４番地の３ 〇 (0774)53-2632

264 雅設備 610-0111 京都府城陽市富野北垣内５０番地の１２ 〇 (0774)66-1746

209 ㈱堀井建設 610-0101 京都府城陽市平川横道３８－１ 〇 (0774)52-2702

287 木村設備 610-0101 京都府城陽市平川大将軍１－８ 〇 (0774)54-2677

53 キタザワ産業㈱ 610-0101 京都府城陽市平川東垣外４０番地の１ 〇 (0774)52-5111

215 ㈲Ｅテックス 610-0101 京都府城陽市平川浜道裏２７番地９ 〇 (0774)52-6394

66 関西技研工業㈱ 616-8051 京都市右京区花園巽南町１０番地  (075)463-3564

158 北村工業㈱ 616-8343 京都市右京区嵯峨朝日町２２番地の５４  (075)881-0001

24 京栄水道㈱ 615-0006 京都市右京区西院金槌󠄂町１１番地  (075)311-0521

201 京設工業㈱ 616-8266 京都市右京区梅ケ畑中田町４－１０番地  (075)881-7335

180 ㈱竹村商会 606-0803 京都市左京区下鴨下川原町４７番地１４  (075)781-2532

191 ㈲三洋工業 606-0024 京都市左京区岩倉花園町２４７番地１  (075)711-3449

278 ㈲エス・ワークス 606-8426 京都市左京区鹿ケ谷寺ノ前町６２－３０  (075)751-0297

255 ㈱ミツワ 606-8417 京都市左京区浄土寺西田町５７番地  (075)761-4343

208 ㈱安田管工 606-8211 京都市左京区田中西大久保町１４番地１５  (075)702-2727

96 ㈱小野設備 607-8066 京都市山科区音羽森廻り町６番地の９  (075)593-3635

122 ㈱日下設備 607-8213 京都市山科区勧修寺東金ヶ崎町６７番地  (075)591-9254

276 ㈲Ｋ・プレール 607-8228 京都市山科区勧修寺本堂山町５番２  (075)571-1022

217 ㈲森茂設備工業 607-8414 京都市山科区御陵中内町４１番地  (075)592-0607

12 ㈱本田設備 607-8308 京都市山科区西野山桜ノ馬場町１２番地の４  (075)592-9591

290 日笠設備工業㈱ 607-8308 京都市山科区西野山桜ノ馬場町２０４番地  (075)593-2901

133 三興設備㈱ 607-8308 京都市山科区西野山桜ノ馬場町４９番地５  (075)594-1400

157 ㈲ケイ・エス・アイ 607-8308 京都市山科区西野山桜ノ馬場町８７番地１  (075)502-1125

114 ㈲俊成設備 607-8496 京都市山科区日ノ岡坂脇町１０－１２  (075)501-5491

267 アールサービス㈱ 607-8498 京都市山科区日ノ岡石塚町１９番地１３  (075)581-1110

127 日本プラミング㈱ 607-8482 京都市山科区北花山大林町５３番地の１  (075)592-6022

289 洛東住建㈱ 615-8281 京都市西京区松尾木ノ曽町５０番地１  (075)888-0295
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197 ㈱トヨシマ 610-1123 京都市西京区大原野上里南ノ町１７５番地  (075)331-1210

207 ㈱澤工業 604-0001 京都市中京区丸太町通室町西入道場町４  (075)231-6205

241 ㈱関西住設 601-8336 京都市南区吉祥院菅原町１１番地  (075)693-8485

306 勝田水道㈱ 601-8381 京都市南区吉祥院西ノ茶屋町７３番１  (075)203-4693

84 長尾工業㈱ 601-8364 京都市南区吉祥院石原南町１０番地  (075)661-0004

258 大和エンジニアリング㈱ 601-8349 京都市南区吉祥院池田町３番１  (075)661-4766

141 大伸工業㈱ 601-8362 京都市南区吉祥院長田町５０７番地  (075)691-5823

161 ㈲三谷工業 601-8212 京都市南区久世上久世町３４１番地  (075)934-7647

249 ㈱宇野設備 601-8213 京都市南区久世中久世町三丁目２５番地  (075)934-5555

248 ㈲矢野設備 601-8204 京都市南区久世東土川町２００番地５８  (075)921-5739

227 ㈱橋本工業 601-8176 京都市南区上鳥羽山ノ本町４０番地３  (075)661-3221

212 ㈱宮原工業 601-8174 京都市南区上鳥羽清井町２６４番地  (075)681-3717

182 ㈲三木設備 601-8171 京都市南区上鳥羽川端町２１２番地  (075)681-8380

159 ミズキ総合設備 601-8107 京都市南区上鳥羽南唐戸町１０１番地６  (075)671-5944

223 大橋設備工業 601-8181 京都市南区上鳥羽堀子町７８番地  (075)691-6627

93 日本設備工業㈱ 601-8445 京都市南区西九条菅田町２９番地  (075)682-5152

132 永機建設㈱ 612-8297 京都市伏見区横大路貴船５７番地１  (075)623-2700

39 ㈱辻󠄀村工業所 612-8291 京都市伏見区横大路天王後１番地の３  (075)601-7414

155 マコト設備工業 612-8466 京都市伏見区下鳥羽城ノ越町２番地  (090)1907-7744

260 俺達の㈱ 612-8493 京都市伏見区久我御旅町１－２  (075)204-4498

210 たくみ設備 612-8494 京都市伏見区久我東町１番地６５  (075)932-2222

13 棚橋工業所 612-8154 京都市伏見区向島津田町７０番地の５６  (075)622-0565

52 ㈱池本工業所 612-0029 京都市伏見区深草西浦町三丁目１２番地  (075)641-3231

16 伏見管工㈱ 612-0829 京都市伏見区深草谷口町５０番地４  (075)643-2800

163 ㈱奥谷管工 612-0031 京都市伏見区深草池ノ内町２番地の３４  (075)641-6492

228 井上管工 601-1435 京都市伏見区石田桜木３番地　住宅公団醍醐石田団地１３－２０４  (075)571-4339

136 森本配管㈱ 612-8418 京都市伏見区竹田向代町７４番地  (075)681-6450

286 ㈱京南設備 612-8447 京都市伏見区竹田西内畑町１２番地　ＩＮＡＫ　ＢＬＤＧ．　５０６号  (075)612-8763

271 三菱電機システムサービス㈱京都サービスステーション 612-8444 京都市伏見区竹田田中宮町８  (075)622-1181

283 ㈱藤野設備工業 612-8454 京都市伏見区竹田泓ノ川町４１番地１  (075)602-7479

74 日新工業㈱ 612-8326 京都市伏見区東朱雀町９３０番地  (075)622-4381

146 藤木管工 612-8003 京都市伏見区桃山町西尾５０番地の３１  (075)601-0534

303 ㈱ヤマミチ 612-8017 京都市伏見区桃山南大島町６６番地１２  (0774)46-9619

135 ㈲吉田水道 601-1415 京都市伏見区日野野色町７９番地の９  (075)571-7389

256 オーケーライフライン 612-8274 京都市伏見区納所星柳６番地２２  (075)631-0315

56 ㈲クノリ設備工業 613-0915 京都市伏見区淀際目町２３０番地１  (075)631-0008

261 森田設備 613-0914 京都市伏見区淀生津町２３５番地の１７４  (075)632-2908

88 大興住設 613-0911 京都市伏見区淀木津町４２０番地  (075)631-3910

297 ㈱池本設備 603-8035 京都市北区上賀茂朝露ケ原町４－７１  (075)585-5066

35 ㈱彩光 611-0043 京都府宇治市伊勢田町新中ノ荒３８番地の８  (0774)44-5630

125 ㈲ジーエム工業 611-0043 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０番地１３  (0774)44-5686

219 ㈱カナヤマ建設 611-0043 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０番地１５  (0774)44-5533

307 ㈱ＹＫ企画　宇治支店 611-0043 京都府宇治市伊勢田町南遊田６番地２７  (075)600-2460

211 ㈱藤本工業 611-0043 京都府宇治市伊勢田町浮面３１番地１  (0774)46-5050

160 康永工業 611-0021 京都府宇治市宇治善法１番地の１８  (0774)24-7259

304 カネムラ工業Ｐｌｕｓ 611-0021 京都府宇治市宇治天神３３番地の１１  (090)1961-8562

254 塩見設備㈱ 611-0021 京都府宇治市宇治琵琶１９番地４  (0774)23-8573

143 ㈲照喜名工業所 611-0021 京都府宇治市宇治矢落７３番地  (0774)22-3661

77 ㈱宇治ハウジングセンター 611-0011 京都府宇治市五ケ庄平野１２番地１５  (0774)33-8839

205 久保田工作所 611-0031 京都府宇治市広野町小根尾２３番地の２  (0774)23-5561

2 ㈱ウチラ 611-0031 京都府宇治市広野町東裏７９番地  (0774)43-1141
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97 ㈱木下工業所 611-0042 京都府宇治市小倉町寺内６７番地  (0774)21-2689

121 ㈱南工業 611-0042 京都府宇治市小倉町南浦１００番地の６１  (0774)23-9211

187 イシクラ設備工業 611-0042 京都府宇治市小倉町南浦３０番地の４３  (0774)24-9711

144 山之内建築 611-0042 京都府宇治市小倉町南堀池４９番地の１７  (0774)20-1193

263 ㈱玄工業 611-0042 京都府宇治市小倉町堀池２１番地の２２  (0774)23-8317

301 ㈲アイケー設備工業 611-0042 京都府宇治市小倉町堀池２３番地２１  (0774)23-7239

28 ㈱寿設備工業 611-0025 京都府宇治市神明宮東８５番地の１４  (0774)23-8438

204 能勢設備工業㈱ 611-0025 京都府宇治市神明石塚３８番地の４  (0774)21-7774

226 フロンティア㈱ 611-0013 京都府宇治市菟道籔里２３番地  (0774)28-5310

251 辻工業 611-0014 京都府宇治市明星町三丁目１１番地の１６１  (0774)23-0833

250 あず 611-0002 京都府宇治市木幡御蔵山３９番地の５８７  (0774)26-1220

253 ㈱京南 611-0002 京都府宇治市木幡南端６番地  (0774)33-3711

109 アイテム㈱ 611-0013 京都府宇治市莵道段ノ上１２番１  (0774)20-7040

240 山田工業㈱ 611-0041 京都府宇治市槇島町薗場２９番地７６  (0774)22-5332

110 ㈲潮見住器 611-0041 京都府宇治市槇島町十一１４番地の１９  (0774)24-0831

51 ㈲太田工業 611-0041 京都府宇治市槇島町十六４２番地の１４  (0774)23-9268

305 テイネン㈱ 611-0041 京都府宇治市槇島町十六４４番地の１  (0774)22-5247

281 ㈱祐 611-0041 京都府宇治市槇島町幡貫１８番地  (0774)24-2255

310 城設備 611-0041 京都府宇治市槇島町北内４２番地の２  (0774)26-7352

218 京都南設備 621-0854 京都府亀岡市下矢田町東法楽寺５４番地１９  (0771)24-7161

103 ㈲西﨑設備 621-0826 京都府亀岡市篠町篠杢殿林２１番地  (0771)29-1192

257 立山設備 621-0013 京都府亀岡市大井町並河坂井３８番地１１  (0771)25-0494

44 藤原設備 613-0034 京都府久世郡久御山町佐山中道３７番地１２  (0774)41-3477

36 ㈲中央技研工業 613-0023 京都府久世郡久御山町野村村東２６８番地２  (075)925-5270

80 ㈲三光設備 613-0033 京都府久世郡久御山町林垣内９０番地の１  (0774)43-1675

142 ㈱西堀水道商会 610-0352 京都府京田辺市花住坂一丁目６５番地１  (0774)62-4840

58 吉田工業㈱ 610-0357 京都府京田辺市山手東一丁目６番地２  (0774)63-6316

234 ㈱北洋工機 610-0323 京都府京田辺市水取平１５番地の５  (0774)63-7210

220 タナベ管工 610-0311 京都府京田辺市草内八田４６番地２１  (0774)63-6759

178 ㈲泉伸工業 610-0331 京都府京田辺市田辺１５番地  (0774)62-0248

199 ㈲山本商会 617-0003 京都府向日市森本町石田２２番地の５１  (075)922-8901

252 カミノ建設㈱ 617-0001 京都府向日市物集女町森ノ上１１番地の６  (075)922-4443

288 ㈱ＴＫＰ 619-0237 京都府相楽郡精華町光台九丁目１１番地２２  (0774)93-0272

129 木下設備㈱ 619-0237 京都府相楽郡精華町光台七丁目１６番地３  (0774)94-3644

186 マツモト工業㈱ 619-0232 京都府相楽郡精華町桜が丘四丁目１０番地６  (0774)72-5157

225 マルコウ設備㈱ 619-0245 京都府相楽郡精華町大字下狛小字車付１８番地ー１  (0774)93-0025

112 ㈱村瀬設備 619-0245 京都府相楽郡精華町大字下狛小字西川原７３番地  (0774)94-5115

294 ㈱岸本設備 619-0231 京都府相楽郡精華町大字山田小字下川原１９番地５  (0774)95-0246

196 日本開発興業㈱ 619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田５番地１  (0774)94-5491

224 喜多商店㈱ 619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字杉本１４番地３  (0774)94-3010

222 有山農工社㈱ 619-0244 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字中垣外３  (0774)93-2388

203 中尾電気商会 619-1225 京都府相楽郡和束町大字撰原小字御明平２８番地２  (0774)78-2986

82 ㈱小畑設備工業 617-0836 京都府長岡京市勝竜寺２０番１０号  (075)955-4819

150 ㈱北浦工業所 617-0836 京都府長岡京市勝龍寺巡り原１３番地  (075)951-7351

90 ホリカワ設備工業㈱ 617-0832 京都府長岡京市東神足二丁目１２番９号  (075)954-6081

229 ㈱丁ヶ阪商会 617-0843 京都府長岡京市友岡四丁目１９番１４号  (075)954-2251

309 Ｋｐｌａｎ 610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字宮ノ本２８番地の３  (0774)34-5233

17 ㈱大西商店 610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字柏原６８番地  (0774)82-2056

152 ㈲松尾商店 610-0301 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字下川２８番地の１  (0774)82-2234

192 ㈱小薮設備 610-0301 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字新造２１番地１－Ａ  (0774)99-4771

48 ㈱叶機械設備工業 614-8206 京都府八幡市戸津正ノ竹２３番地  (075)981-0538
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184 ㈲森川設備 614-8116 京都府八幡市川口東扇４－１２  (075)983-3013

115 ㈱伸興水道工業 614-8221 京都府八幡市内里蜻蛉尻４番地の１  (075)981-4528

9 ㈱城南開発興業 614-8073 京都府八幡市八幡軸６８番地７  (075)981-0500

221 ㈱ジェイアンドジェイ 614-8073 京都府八幡市八幡軸６８番地７  (075)981-6150

214 ㈱テンスイシステム 614-8087 京都府八幡市八幡神原７６番地２  (075)204-0794

266 ㈲石田電機工業所 619-1142 京都府木津川市加茂町大野大野３７番地  (0774)76-2302

189 ㈱西脇産業 619-1151 京都府木津川市加茂町美浪椚５番  (0774)76-7070

242 フルカワプラマーズ 619-0202 京都府木津川市山城町平尾不知田８０番地２  (0774)26-1607

243 矢島工務店 619-0201 京都府木津川市山城町綺田南河原１０６番地７  (0774)86-5085

149 ㈲白川設備 619-0221 京都府木津川市吐師郷和田２番地  (0774)73-0456

175 山岡建設㈱ 619-0214 京都府木津川市木津南垣外４０番地１１  (0774)72-4170

295 Ｌｉｆｅ　Ｌｉｎｅ 619-0214 京都府木津川市木津南後背１００番地２  (0774)71-0580

285 ㈱ＭＩＺＵ　ＳＡＰＯ 730-0045 広島県広島市中区鶴見町８番５７号  (082)533-8080

273 ㈱ゆたか設備 521-1341 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦９１８番４  (0748)46-8080

233 ㈲パイオニア設備工業 520-0863 滋賀県大津市千町一丁目１９番１９号  (077)534-2961

176 ㈲広宣工業 520-0001 滋賀県大津市蓮󠄄池町５番２１号  (077)527-4180

279 カトリ住設 521-0312 滋賀県米原市上野７３４番地  (0749)58-0729

206 ㈱クラシアン 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目２番地１  (045)473-8181

230 ㈱イースマイル 542-0066 大阪市中央区瓦屋町三丁目７番３号イースマイルビル  (06)7739-2525

244 ㈱シンエイ 540-0012 大阪市中央区谷町２－４－３　アイエスビル９Ｆ  (06)6944-7797

311 水道レスキューセンター 534-0011 大阪市都島区高倉町１丁目１１番１９号　樋口ハイツ３０１号  (0120)777-035

296 ㈱Ｋ’ｓＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 533-0033 大阪市東淀川区東中島一丁目１７番１８号  (06)6990-1524

291 ㈲ゴトウ設備 586-0066 大阪府河内長野市清水３１６－１  (0721)60-2408

268 ㈱グローバルワークス 569-0064 大阪府高槻市庄所町７番１号－１０１  (072)661-3397

277 百進建設㈱ 575-0001 大阪府四條畷市砂二丁目１７番１０号  (072)863-0677

231 ㈱明由工業 572-0073 大阪府寝屋川市池田北町９番１２号  (072)838-9000

302 ㈱クリーンライフ 564-0052 大阪府吹田市広芝町６番１０号  (06)6821-6133

272 ㈱西日本設備 564-0032 大阪府吹田市内本町三丁目２８番１０号  (06)6155-5570

265 ㈱エーライフ 566-0054 大阪府摂津市鳥飼八防２－１１－７  (072)653-1991

269 ㈱アクアサービス 561-0834 大阪府豊中市庄内栄町四丁目５番７号  (06)6335-1211

280 イバライケ設備㈱ 573-1186 大阪府枚方市磯島南町１番１２号  (072)808-7451

92 ㈱アクア 573-0035 大阪府枚方市高塚町１０番１７号－１０３号  (072)894-7610

177 ㈱森長工業 573-1164 大阪府枚方市須山町１６番７号  (072)840-2303

246 ㈱西村工業 573-0013 大阪府枚方市星丘二丁目３９番１０号  (072)849-7770

238 ㈱美杉設備工業 573-0106 大阪府枚方市長尾台四丁目１０番１３号  (072)859-2369

262 ㈱すいしん設備工業 573-0126 大阪府枚方市津田西町一丁目３番５－１号  (072)894-8555

86 日垣水道設備㈱ 573-1178 大阪府枚方市渚西二丁目６番１９号  (072)848-6661

308 ㈱キンライサー 105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号  (03)5157-2400

282 ㈱交換できるくん 150-0011 東京都渋谷区東一丁目２６番２０号東京建物東渋谷ビル１２Ｆ  (03)6427-5381

236 ㈱マエダ 639-1036 奈良県大和郡山市額田部寺町１５番地の１  (0743)56-5106

292 奈良日化サービス㈱ 639-1053 奈良県大和郡山市千日町２５番地の２  (0743)55-0437

27 イワオ産業㈱ 630-8036 奈良市五条畑一丁目１９番１２号  (0742)40-1003

299 ㈱ツボサカ 651-2413 兵庫県神戸市西区福吉台二丁目２５番地の１７  (078)967-2122

300 ㈱ユーサーブ 651-2413 兵庫県神戸市西区福吉台二丁目２５番地の１７  (078)967-5959

令和5年3月30日 196事業者

610-0121 (0774)52-1996城陽市公認上下水道協同組合 京都府城陽市寺田大谷103
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