
和泉市指定排水設備工事業者一覧表（市外）

業　者　名 住　　所 電話番号 業　者　名 住　　所 電話番号

平成28年4月1日現在

㈱アイア設備 堺市北区長曽根町3068-5 072-253-7780

アイカ総合株式会社 堺市南区美木多上2755-4 072-291-9900

㈱晶設備 岸和田市荒木町2-9-40 072-445-5300

浅井設備㈱ 堺市南区稲葉2-1760-6 072-273-5201

麻生川設備 貝塚市半田323-6 072-420-0102

池側住設 堺市西区山田2-54-4 072-271-7345

㈲池側設備 高石市加茂3-1-39 072-263-5030

㈲石本宅研工業 阪南市箱作1524番地 072-476-5500

泉冷熱水道 泉佐野市長滝139-1 072-465-7000

泉本設備 堺市堺区少林寺町西2-1-9 072-241-0747

一福 堺市堺区南旅篭町東1丁2番1号 072-260-4118

伊藤水道工業所 阪南市尾崎町5-35-21 072-472-4516

稲見管工 堺市南区檜尾1143-5 072-293-3498

㈱イヌブセ工務店 東大阪市三島3-4-21 06-6744-4921

㈱上島ポンプ水道工業所 堺市堺区一条通1-25 072-221-2179

㈱上田設備工業所 岸和田市積川町286-5 072-479-1786

宇澤設備 堺市西区浜寺南町2-295-4 072-274-7630

梅木商店 松原市南新町6-1-5 072-331-3118

㈱エイド 松原市大堀二丁目11番3号 072-333-0330

エース・ジャパン 松原市松ヶ丘三丁目7番6-205号 072-951-3007

江川水道㈱ 堺市美原区北余部188番地3 072-361-3434

㈱エクセレントサービス 堺市中区土師町1-20-3 072-281-1666

㈱エスエス設備 泉大津市板原町1-6-43 0725-21-9872

㈱エヌケイケイ 大阪市平野区長吉長原西3-1-25 06-6702-4141

㈱E B I 堺市西区鳳南町二丁100 072-274-0040

ＦＳ設備 堺市中区深阪4-8-64 072-230-3067

㈲エリア設備工業 岸和田市神須屋町313-6 072-426-4333

大泉水道㈱ 堺市北区金岡町2843-10 072-252-4788

㈱オー・エム・ティ 堺市西区浜寺石津町東2丁11-21 072-244-6227

㈱大阪サワノ 大阪市住吉区沢之町1-7-19 06-6692-9265

太田設備工業所 松原市西野々1丁目8-11 072-349-2670

㈱鳳水道工業所 堺市西区草部1445-1 072-271-0496

㈲大西設備 堺市北区大豆塚町1-28-1 072-250-3119

大宮水道 岸和田市作才町1251 072-438-1966

㈱オクジ 岸和田市上町10-10 072-439-5100

奥田商工㈱ 貝塚市澤1282 072-431-3526

オク電器住宅設備㈱ 岸和田市下野町3-8-10 072-439-3161

㈲奥野水道設備 泉大津市千原町1-7-3 0725-31-1213

小野工務店 貝塚市半田338-3 072-427-3492

㈱かすが住宅設備 泉佐野市鶴原1608-1 072-462-6949

片岡設備工業 岸和田市箕土路町1-7-33 072-448-5177

株式会社　葛城工業 河内長野市楠町西5554 0721-54-2497

釜野工業㈱ 泉大津市東港町11-19 0725-33-2446

㈲河畑厨房 岸和田市下池田町3-2-28 0725-45-2924

環境保全事業協同組合 大阪市東淀川区東中島一丁目11番18 06-6325-6850

㈱関住 富田林市常盤町3-9 0721-25-1245

神田住設 貝塚市名越505-1 072-446-8494

木岡設備㈱ 岸和田市極楽寺町301-1 072-427-5881

㈱ギスト 泉大津市東港町15-30 0725-22-2188

キタグチ設備 河内長野市市町338-1 0721-56-1135

北野水道工業所 富田林市別井3-7-38 0721-24-0039

北野設備㈱ 富田林市龍泉487 0721-35-4878

木下建設㈱ 堺市西区浜寺船尾町西2-348 072-262-0767

木村設備 泉南市信達市場1738-12 072-482-8796

㈱共栄設備 堺市堺区車之町東3-1-9 072-223-6400

㈱共進社工業所 東大阪市西堤楠町3-2-11 06-6788-2223

共立建設㈱ 泉大津市汐見町3-3 0725-22-6874

㈱希隆設備 大阪市北区池田町1-1-120 06-6354-8519

クシマ設備工業㈱ 堺市北区北花田町3-33-21 072-255-1622

㈲クニキ設備 富田林市若松町東1-8-7 0721-23-4123

久保工業㈱ 富田林市山中田町1-14-25 0721-25-2595

㈲熊取工房 高石市東羽衣7-1-8 072-263-7506

㈱クラシアン 堺市中区深井清水町3544-3 072-281-6511

グロー㈱ 岸和田市小松里町2274 072-445-4730

㈲小池設備 大阪市住之江区東加賀屋2-9-20 066-681-0802

㈲幸伸設備工業 貝塚市馬場449 072-421-2077

交南設備㈱ 枚方市津田元町一丁目7番2号 072-858-5571

コーエイ設備㈱ 大阪市西区西本町1-3-2　OTTタワー 06-6616-9420

小柴燃料店 泉大津市板原町4-3-13 0725-32-2791

ゴトウ水設 藤井寺市小山6-3-8 0729-55-7578

㈲ゴトウ設備 河内長野市清水316-1 0721-60-2408

壽建設㈱ 堺市西区山田2-191-1 072-272-0613

ｺﾆｼｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 泉大津市河原町5-28 0725-21-6067

㈲酒井工業所 大阪狭山市山本中340-3 0723-65-5007

坂本配管工業所 岸和田市内畑町205-10 072-479-0792

㈱サニコン 堺市北区百舌鳥陵南町3-345 072-277-3255

三栄設備工業所 堺市堺区北旅籠町西3丁2-4 072-232-1877

三興ハウス電装㈱ 堺市堺区五月町3-35 072-221-6868

㈱サンシュー設備 堺市中区辻之258-1 072-236-7058

工和工業㈱ 堺市中区土塔町2326-7 072-237-7807

三和設備 羽曳野市駒ヶ谷696-1 072-950-5560

七道㈱ 堺市堺区北旅籠町西三丁4番10号 072-238-8930

下村設備 堺市美原区北余部393-1 072-362-3543

㈱シャイン 高石市西取石1-22-38 072-266-6443

住宅メンテナンスサービス 松原市上田5-12-21 072-338-5033

翔雲工管 阪南市箱作81-102 072-468-6641

ショウケン工業 阪南市舞3-16-12 072-472-7570

㈱ショーダイ 羽曳野市広瀬66-3 072-958-0378

㈱新川 泉北郡忠岡町忠岡東2-16-3 0725-22-2222

㈱信光 堺市美原区丹上413-4 072-363-0246

伸成設備 阪南市自然田1520-10 072-472-9955

㈱シンセイ設備 堺市中区土塔町144-6 072-289-5091

㈲シンタニ 羽曳野市野205-206 072-953-4326

㈱水道屋 泉佐野市中町3-1-1 072-468-7777

㈱杉原工業 岸和田市下松町876-1 072-428-7773

杉原設備 高石市羽衣5-4-20-202 072-266-1629

杉元設備工業㈱ 藤井寺市道明寺5-4-3 0729-53-8154

住吉住設㈱ 大阪市住吉区山之内5-3-113 066-693-0755

㈱須山浄化工業 堺市中区東山1023-2 072-234-2201

生孝設備 貝塚市澤40-1 072-431-7267

㈱星和エンジニアリング 岸和田市下松町3-7-43 072-427-2727

生和設備工業㈱ 貝塚市澤1083-1 072-429-2611

㈱泉州ビルド 泉南郡熊取町久保3-15-9 072-452-0811

㈱ＳＥＮ　ＴＥＣ 堺市西区太平寺539-1 072-289-9909

㈱泉南住設 堺市南区大庭寺216 072-297-9100

泉南設備工業株式会社 泉南市新家1737番地 072-484-2850

泉北設備工業㈱ 泉北郡忠岡町北出2-15-27 0725-22-2336

㈱創建 堺市西区鳳西町2-25-15 072-267-3223

大起建設 富田林市常盤町13-29 0721-25-7774

㈲ダイキ工業 八尾市山賀町6-80-5 0729-92-8786

ダイナン水道 堺市中区深井中町５８０－２ 072-269-4181

大八建設工業㈱ 河内長野市西之山町13-28 0721-53-2645

大宝住設㈱ 堺市北区野遠町56 072-252-6780

㈱タイラ設備 堺市中区田園435-54 072-235-8137

㈲高月設備 岸和田市稲葉町753 072-479-0641

㈱タナカ理研 富田林市西板持町1-86 0721-34-1288

長和工業 阪南市石田1018 072-472-0817

㈱辻尾設備 堺市北区百舌鳥陵南町2-664 072-279-2589

辻管工㈱ 堺市堺区緑ヶ丘南町1-1-13 072-241-5744

辻元設備工業 富田林市錦織東2-16-8 0721-26-3345

出島設備株式会社 岸和田市東大路町131番地 072-448-7899

土肥設備 泉大津市東助松町3-3-32 0725-31-4740

㈱東洋設備 堺市堺区香ヶ丘町1-12-7 072-238-5898

㈱中尾清掃 高石市東羽衣7-3-17 072-261-2645

㈱中澤水道工業所 泉南市新家863 072-482-4888

中筋建設㈱岸和田営業所 岸和田市土生町1-4-27 072-439-3112

㈲中塚設備工業 貝塚市石才183 072-437-1781

永野設備工業㈱ 岸和田市三田町1849 072-445-1290

中山建設㈱ 高石市羽衣五丁目13番14号 072-263-0250

ナニワ設備工業所 堺市西区鳳西町1-76-16 072-264-0720

奈良設備工業㈱ 岸和田市極楽寺町514-3 072-427-8206

南海設備㈱ 堺市中区福田684－3 072-237-2675

㈲ニコー設備 堺市中区東山900ジョイビル201 072-230-1112

ニシカツ設備 貝塚市蕎原410 072-478-8313

西村水道㈱ 岸和田市藤井町2-23-2 072-439-8181

西村水道工業㈱ 堺市中区伏尾761-2 072-278-9880

日建サービス 堺市西区太平寺570-3 072-255-4423

日生建設㈱ 泉大津市東助松町四丁目3-2 0725-21-3100

株式会社　日設 河内長野市菊水町4番12号 0721-54-4900

㈱野村設備 東大阪市横枕西11-6 06-6350-0350

㈱ハウジングスクエア 貝塚市小瀬26-10 072-436-1770

初芝設備㈱ 堺市東区日置荘北町3-6-10 072-285-0187

㈱ハマダ設備 大阪市大正区鶴町3-18-2 066-551-0979

ハラダ住設 泉南市馬場1-5-6 072-484-5607

ハンシンプランニング 羽曳野市野640-31 072-931-5701

㈱坂東設備工業 堺市西区浜寺昭和町2丁313-5 072-264-3881

和泉市上下水道部　お客さまサービス課　和泉市いぶき野五丁目4番11号 電話（代表）0725-41-1551
　　（直通）0725-99-8150
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㈱繁和 堺市堺区海山町2-129-9 072-223-5666

阪和水道㈱ 堺市堺区大仙中町9-6 072-241-1646

阪和水道土木㈱ 岸和田市西大路町54-11 072-443-2323

㈲ヒロカンパニー 高石市取石4-16-15 072-272-6000

㈱フカザワ設備 泉大津市下条町18-8-3 072-539-5111

㈲福翔建設 泉大津市千原町2-13-35 0725-33-7037

福真建設 堺市東区日置荘西町8-608 072-287-7781

福留工業 岸和田市三田町189-1 072-441-4341

㈲福西住宅設備 泉大津市千原町1-5-11 0725-33-2268

㈲福西水道 泉大津市東助松町4-3-28 0725-21-8089

福原住宅設備 岸和田市三田町183 072-441-3109

福盛水道設備 大阪狭山市狭山3-2436-4 0723-65-4144

藤浪設備工業㈱ 岸和田市包近町474-2 072-444-6902

藤野興業㈱ 富田林市山中田町1-11-8 0721-24-0118

伏原水道工業所 羽曳野市高鷲8-25-10 072-955-8808

㈱不動設備 富田林市彼方472-1 0721-34-0482

㈲北斗設備工業 羽曳野市蔵之内594-3 0729-50-1300

増田水道設備 堺市西区鳳中町2-23 072-264-7771

㈱桝田設備工業所 松原市南新町2-297 072-336-8444

株式会社　マツオ設備 藤井寺市小室一丁目8番12号 072-954-7496

マルイチ住宅設備機器㈱ 堺市北区中百舌鳥町6-1040-46 072-257-1712

㈱丸三水道工業所 泉大津市板原町5-9-7 0725-32-0406

マルショウ住設㈱ 堺市堺区神石市之町2-1 072-269-4830

㈱丸仙設備 堺市堺区八千代通1-28 072-224-5382

ミカド設備工業㈱ 高石市東羽衣5-27-12 072-262-2388

水色工房㈱ 岸和田市門前町2-8-1 072-439-9456

三井設備工業㈱大阪支店 堺市西区菱木4-2676-1 072-273-0157

ミナミ設備 堺市南区桃山台１丁16-10 072-299-0130

美原工業 堺市美原区北余部西1-1-4-1007 072-363-8603

三村プラミング 河内長野市向野町667-403 0721-56-2766

三宅設備工業 岸和田市箕土路町一丁目７番１０号 072-443-1512

㈲宮武設備 堺市中区深井畑山町202-15 072-270-6619

㈲ミヤノ設備 貝塚市水間539-2 072-457-5171

宮本設備 河内長野市上原町119-4 0721-53-8191

メイセイ設備 高石市加茂1丁目9番17号 072-320-7562

森水道 岸和田市稲葉町85 0724-79-1088

㈱森水道工業所 堺市北区新金岡町5-7-328 072-253-9224

森本設備機器㈱ 松原市丹南6-576-1 072-339-1711

門前組 大阪市淀川区木川東1-10-22-406 06-6302-6999

㈱八尾工業所 八尾市東山本新町9-12-1 072-999-3223

㈱弥栄 岸和田市阿間河滝町8 072-426-6441

康竹工業㈱ 富田林市富田林町5-22 0721-24-0268

㈲山樹設備 泉佐野市上之郷1945番地10 072-468-2338

㈱山口設備 大東市野崎3-11-5 072-878-7481

株式会社　ヤマジン設備 豊能郡豊能町東ときわ台2丁目20番地 072-738-0500

㈱ヤマト建築設備 堺市南区高尾1-322-11 072-320-4556

㈲山本設備 泉南郡熊取町南山の手台3-3 0724-53-0631

豊工業株式会社 豊中氏利倉西１丁目１番27号 06-6866-0251

ライフ営繕㈱ 羽曳野市伊賀3-16-9 072-939-0645

㈱リーフ給水システム 堺市堺区石津町4-3-29 072-244-4700

㈱両国設備 岸和田市上町23-8 072-439-6000

㈲ワキタ総合 貝塚市名越878 072-446-4101

和興設備㈱ 堺市中区土塔町3336 072-236-5311

和泉市上下水道部　お客さまサービス課　和泉市いぶき野五丁目4番11号 電話（代表）0725-41-1551
　　（直通）0725-99-8150


