西 宮 市 排 水 設 備 指 定 業 者 一 覧 表

(五十音順)

令和元年9月30日 現在
項番

指定業者名

電話番号

市町名

所在地
与古道町1-10

代表者氏名

1 西宮管工事業協同組合

0798-35-2552 西宮市

2 ㈱ＩＳエンジニアリング

072-766-0597 川辺郡猪名川町 広根字野尻９番地

馬場 俊一
伊原 欣司

3 アイオイ設備工業㈱

078-754-2715 神戸市垂水区

下畑町字清玄作山550番地50

中地 正憲

4 ㈲アイ・ジー・アイ設備

0797-88-5555 宝塚市

南ひばりガ丘２丁目12番2号

岩尾 和男

5 アイテム㈱

0798-22-1130 西宮市

甲子園浦風町３番２号１Ｆ

下宮 貴世

6 赤間設備

079-432-3879 加古川市

東神吉町砂部１２４番地の１７

赤間 隆一

7 ㈱秋元設備

072-770-0564 伊丹市

桑津1丁目1番29号

秋元 啓義

8 ㈱アクアテックＳＳ

078-904-0401 西宮市

山口町下山口1丁目7番14

前谷 勝男

9 ㈱アクアライン

078-777-6054 神戸市東灘区

住吉宮町5丁目11-3

山﨑 誠一

10 ㈲アクエス

078-920-1789 神戸市西区

小山１丁目8-12

崎久保 彰

11 朝野ケアシステム㈱

0798-64-8250 西宮市

大屋町21-25

朝野 恒男

12 アサヒ設備土木

0798-31-2259 西宮市

一ケ谷町5番8－101号

篠藤 進二郎

13 朝山設備工業㈱

072-781-3675 伊丹市

池尻２丁目２１３番地

朝山 茂

14 芦田工業㈱

078-861-1212 神戸市灘区

水道筋５丁目2番5号

芦田 正裕

15 芦田設備

072-766-3324 川辺郡猪名川町 広根字久保東25

芦田 寿

16 安部電気工事㈱

078-974-7400 神戸市西区

伊川谷町布施畑833番地の１

安部 欣宏

17 天野設備建築サービス

0797-32-5822 芦屋市

西蔵町9-18

佐々木 進

18 ㈲奄美水道工業所

072-779-0698 伊丹市

山田３丁目１番１１号

信 英賀

19 池田建設㈱

0798-23-0026 西宮市

今津野田町1番4号

藤原 宮子

20 池田水道工業㈱

072-751-9887 川西市

小戸３丁目１８番１９－１０６号

田口 寿雄

21 池水工業㈱

078-611-1522 神戸市長田区

蓮宮通３丁目１番地の３

井戸 裕之

22 池本健建設㈱

0797-31-3203 芦屋市

宮塚町１７番３－２０２号

池本 隆司

23 ㈱池本設備工業

078-593-0782 神戸市北区

南五葉６丁目10番28号

池本 典央

24 ㈱磯野水道工業所

0798-41-0873 西宮市

甲子園洲鳥町1-23

馬場 俊一

25 ㈱市原組

0798-64-5322 西宮市

大屋町３１番２２号

市原 秀樹

26 ㈲伊藤工務店

0798-47-2324 西宮市

甲子園七番町22-31

伊藤 裕康

27 イバライケ設備㈱

072-744-3771 伊丹市

昆陽泉町１丁目１番３号２Ｆ

茨池 直人

28 ㈱イムラ

072-782-2164 伊丹市

桑津1丁目1番15号

井村 哲虎

29 ㈱ヴェルデ

078-414-8490 神戸市中央区

八幡通１丁目１番８号

森岡 貴司

30 WATER．GLOBAL

072-786-1781 伊丹市

東野２丁目５番地２

坂井 直樹

31 ㈱宇垣設備

06-6419-3839 尼崎市

大島３丁目21-5

宇垣 太弘

32 ㈱ウチダ

079-563-4131 三田市

駅前町19番14号

内田 知洋

33 宇都宮建設㈱

0797-84-0715 宝塚市

栄町2丁目1番2号

宇都宮 秀市

34 ㈱エイダブリューｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

0798-75-5432 西宮市

越水町４番２２号

金海 正玉

35 栄建工業㈱

0798-64-6410 西宮市

大島町７番６号

和山 直美

36 エイチツーオー

06-6435-8913 尼崎市

東園田町９丁目２６－５

川東 昌子

37 ㈱エース設備

06-6432-5435 尼崎市

武庫之荘本町３丁目22-27-102

西村 肇

38 Ｓ・Ｔ設備サービス

0798-77-8159 西宮市

段上町６丁目１９番３３号

島崎 悟

39 ㈲エス・ケー工業

078-646-8631 神戸市長田区

西代通３丁目２番７号

小林 茂行

40 ㈱エネックス

072-770-3866 伊丹市

池尻３丁目301-1

米田 豊一

41 ㈲エムテック

078-974-3213 神戸市西区

伊川谷町前開1423-1

前川 稔

42 ㈱延命寺商店

0797-72-0666 宝塚市

南口２丁目11-2

原 英司

43 オオウチ

078-976-8920 神戸市西区

伊川谷町有瀬９５０番地の２４

萩原 千恵

44 ㈱オーガキ

0797-84-9367 宝塚市

川面５丁目5番14号

大垣 弘

45 オーケー住設㈱

06-6427-3351 尼崎市

尾浜町1丁目1番15号

三國 将洋

46 ㈱大阪商会

0797-22-4446 芦屋市

大桝町6番6号

山本 敦志

47 ㈱大阪城口研究所神戸支店

078-291-5223 神戸市中央区

磯辺通２丁目2番3号

城口 俊雄

48 ㈱大城工業所

06-6491-2842 尼崎市

小中島２丁目6-10

徐 博史

49 大西商会

0797-75-3255 芦屋市

竹園町５－１４

大西 靖人

50 ㈱大原商会

06-6429-8585 尼崎市

三反田町３丁目3-24

大原 相桂
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51 ㈱オーピープラミング

0797-81-0591 西宮市

生瀬東町26-4

太田垣 隼夫

52 ㈱オーラテクノ

078-578-6767 神戸市兵庫区

大開通１０丁目２番２号

石塚 和也

53 ㈲岡野住設機器

078-706-3147 神戸市垂水区

潮見が丘1丁目2－20

岡野 智宏

54 ㈱オクノ設備

078-929-0248 明石市

鳥羽１７５１番地の１

奥野 幸徳

55 小椋設備

078-755-5353 神戸市垂水区

美山台1丁目5番27号

小椋 浩二

56 尾﨑水道工業

0797-31-5705 芦屋市

大桝町5-14

尾﨑 一人

57 ㈱越智工務店

0797-62-0531 西宮市

名塩３丁目６番１号

越智 安雄

58 小野設備

0798-36-5634 西宮市

津門大箇町7-42

小野 政貴

59 ㈱小畑工務店

06-6429-6229 尼崎市

上ノ島町１丁目33-1

小畑 充生

60 ㈱小畑設備工業

072-734-6224 伊丹市

鴻池１丁目１１番４８号

小畑 英樹

61 ㈲office ten feet

0798-75-6701 西宮市

獅子ケ口町8番38号

髙橋 雅彦

62 甲斐建設㈱

0798-71-8030 西宮市

鷲林寺２丁目12-10

甲斐 健一郎

63 ㈱加治佐設備

06-6439-6737 尼崎市

富松町１丁目3番5号

加治佐 亮

64 ㈲片山設備

0797-32-2741 芦屋市

宮塚町12番21号

片山 昌宏

65 かつらぎ建設㈱

0798-64-2485 西宮市

門前町９番１２号

福田 哲士

66 金井設備

072-757-0114 川西市

小戸３丁目１９番２８号

金井 弘

67 ㈲栢水道工業所

072-785-3403 伊丹市

中野東２丁目３６４番地

栢 正賴

68 ㈱カルスードサービス

078-777-6817 神戸市垂水区

塩屋町3丁目9番2号

中原 博之

69 ㈱川口不動産

0798-42-7373 西宮市

松山町11-17 阪急甲子園ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀー2号室

川口 和憲

70 ㈱川島建設

0798-36-2155 西宮市

浜町7番25号

川島 哲三

71 ㈲川島土木

0798-22-7077 西宮市

城ケ堀町5番22号

川島 良一

72 川田水道工業所

072-783-5778 伊丹市

鴻池６丁目15-23

川田 貞治郎

73 川西土木㈱

0798-33-2588 西宮市

西宮浜２丁目21番地

島田 佳春

74 環境保全事業協同組合

078-221-5465 神戸市中央区

脇浜町３丁目７番１４号LINZビル４F

平岡 浩幸

75 ㈲関西富士テック

078-594-3616 神戸市北区

山田町藍那字清水谷1-5

布田 幸雄

76 管清工業㈱

078-802-8630 神戸市灘区

国玉通2丁目8番5号

長谷川 健司

77 ㈱カンプロ

0798-68-6032 西宮市

津門飯田町３番２６号

宮川 元宏

78 ㈱幾章住研

0798-63-4940 西宮市

甲子園口５丁目８番２１号

渡邊 耕作

79 ㈱北出

0797-86-0041 宝塚市

米谷１丁目３８番１０号

小池 一也

80 ㈱喜納工業

06-6418-6856 尼崎市

大庄北３丁目16-16

喜納 政満

81 木下建設㈱

0797-23-5141 芦屋市

奥池南町２５番１２号

木下 正一

82 ㈱木村設備工業

078-994-7352 神戸市西区

押部谷町押部488番地

須賀 敏明

83 木本工業㈱

0797-86-3881 宝塚市

川面２丁目1-11

木本 幸一

84 ㈱共進社工業所

078-224-0024 神戸市中央区

八雲通5丁目3番8号

山内 曻平

85 ㈱協和

072-757-4400 川西市

滝山町12番13号

石田 誠

86 ㈱協和設備

06-6435-9974 尼崎市

西難波町１丁目２０－２－１０２

高橋 昌浩

87 旭光商会

0798-67-1133 西宮市

甲子園口３丁目29-26

矢尾 修

88 近畿上水㈱

078-452-1271 神戸市東灘区

青木５丁目4-10

源田 泰之

89 近畿総合設備㈱

078-907-5501 神戸市北区

八多町吉尾318番地1

水野 和樹

90 草野技建

0798-69-0525 西宮市

中島町１５番１６号

草野 誠

91 ㈲楠田設備工業所

06-6433-6635 尼崎市

武庫之荘８丁目9-17

楠田 保男

92 藏前商事㈱

0795-48-3168 加東市

河高2467番地

蔵前 清一

93 ㈱グリーン

078-903-0566 西宮市

山口町名来２丁目６番２７号

篠村 祥司

94 ㈱グローバルワークス

072-661-3397 宝塚市

仁川うぐいす台11番5号

河野 貴志

95 Ｋ to Ｍ商会 合同会社

0798-71-6017 西宮市

新甲陽町１２番３３号

水田 一夫

96 ケイ・エフ・エス

078-976-6645 神戸市西区

伊川谷町有瀬１１３４番地の８

黒田 昭洋

97 ㈲京阪神設備サービス

078-631-4095 神戸市長田区

西丸山町３丁目４番３号

長江 美継

98 Ｋウイング㈱

06-7508-4199 尼崎市

武庫町2丁目3番14号

松本 勝実

99 ㈱建築工房ＺＥＲＯ

078-224-5366 神戸市垂水区

陸ノ町2番28号

磯部 篤

078-582-4088 神戸市北区

幸陽町３丁目23番11号

高塚 晃範

100 ㈱甲栄設備工業
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101 ㈲甲子園工営

0798-65-7292 西宮市

松並町5-19

海藻 幹夫

102 幸進建設㈱

0798-40-9811 西宮市

甲子園三番町10-45

伊藤 末美

103 ㈱合同住宅

06-6437-3636 尼崎市

南武庫之荘２丁目20番3号

波多野 充信

104 ㈲甲南設備工業所

0798-36-0206 西宮市

甲子園浜田町10-1

上本 勉

105 神戸設備工業㈱

078-821-0481 神戸市灘区

友田町４丁目1-2

伊藤 泰博

106 ㈲小嶋工業

0798-72-5666 西宮市

室川町4番8号ﾒｿﾞﾝ吉見105号

小嶋 孝

107 小谷設備工業㈱

078-591-1715 神戸市北区

鈴蘭台南町７丁目13-1

小谷 伸一

108 ㈲ゴトウハウジング

06-6422-4700 尼崎市

立花町３丁目32番23号

後藤 達之

109 ㈱小林設備

078-583-6355 神戸市北区

小倉台３丁目3-18

小林 賢一

110 小林設備

079-436-6787 加古郡播磨町

大中4丁目8番18号

小林 治朗

111 小林設備工業㈲

0794-66-2355 小野市

河合西町２３８番地

小林 嘉幸

112 ㈲五葉設備

078-591-6000 神戸市長田区

御船通５丁目2-7

遠藤 嘉昭

113 栄設備工業㈱

06-6437-5125 尼崎市

武庫之荘２丁目31番5号

駒田 大誠

114 ㈲坂田設備

072-779-8846 伊丹市

中野西１丁目110-2

坂田 生弥

115 ㈲サクラ設備

0798-33-5955 西宮市

中殿町6-20

高木 隆志

116 三起設備工業㈱

079-563-7407 三田市

高次二丁目15番13号

上野 道男

117 三協設備㈱

06-6492-2351 尼崎市

椎堂１丁目2番6号

永井 俊彦

118 ㈱サンコー設備

0798-39-1156 西宮市

上甲子園４丁目５番１６号

川本 修

119 三神工業㈱

078-231-1234 神戸市中央区

磯辺通二丁目１番１１号

坂井 貢

120 三星設備工業㈱

06-6436-1900 尼崎市

南武庫之荘9丁目13番2号

森川 理

121 ㈱三田工務店

06-6412-7607 尼崎市

道意町３丁目１番地

三田 恭男

122 シバノ設備㈱

078-631-2812 神戸市長田区

蓮宮通二丁目１０番５号

柴野 桂介

123 ㈱清水設備

078-822-3333 神戸市灘区

友田町３丁目３番１号

清水 康弘

124 下坂設備工業㈱

06-6493-5007 尼崎市

小中島２丁目12-5

下坂 惠一

125 ㈲シャイン

0798-36-1938 西宮市

城ケ堀町3番9号

山本 鉄男

126 ㈱正條組

06-6417-0350 尼崎市

南武庫之荘11丁目1番25号

正條 光臣

127 ㈱信光

06-6878-0288 尼崎市

東園田町6丁目47番5-401号

杉野 吉信

128 新幸設備工業

078-792-4927 神戸市須磨区

友が丘５丁目５番地の192 Ｅ－301号 橋爪 幸一

129 新住設㈱

078-811-7751 神戸市東灘区

住吉南町２丁目10番17号

中尾 二郎

130 新明和設備工業

06-4962-5613 尼崎市

水堂町１丁目9-2

明本 栄培

131 シンワクライム㈱

0798-47-3642 西宮市

若草町２丁目5-12

鈴木 哲也

132 伸和水道工業所

072-772-7240 伊丹市

東有岡３丁目１６番地

田中 伸和

133 ㈱スイカン

0798-22-9185 西宮市

西宮浜３丁目１４番地３

松本 雅稔

134 水研工業㈱

0798-63-2345 西宮市

田代町8番5号

大村 忠弘

135 ㈱水設

078-925-5991 神戸市西区

長畑町１６番地の６

笹野 政昭

136 ㈱水道社

0797-80-2258 宝塚市

口谷東３丁目83番地の1

金谷 一晴

137 ㈱杉原工業所

078-341-0784 神戸市中央区

多聞通５丁目2番8号

杉原 幸男

138 ㈱スズキ商会

078-982-1661 神戸市北区

有野中町２丁目１７番２８号

鈴木 徹三

139 住田建設㈱

0798-23-0331 西宮市

西宮浜２丁目３０番

藤谷 知之

140 誠也産業㈱

06-6430-7581 尼崎市

道意町三丁目1番地の2誠也産業ビル 野口 秀明

141 ㈲成和工業所

0797-77-3512 宝塚市

伊孑志２丁目10番13号

橘川 博史

142 関山設備

079-439-4407 加古川市

東神吉町西井ノ口229番地の24

関山 忠治

143 ㈱専門設備

072-743-6260 川西市

久代１丁目15-22

村田 貴明

144 ㈱ダイイチコンストラクション

072-770-2747 伊丹市

安堂寺町６丁目３９６番地

徐 雄一

145 ㈱大功設備

0798-36-8013 西宮市

甲子園浦風町11番27-101号

吉井 功

146 大三設備㈱

06-6438-7373 尼崎市

武庫町２丁目4番13号

大原 美喜枝

147 ㈱ダイセキ

078-202-7535 神戸市長田区

長田天神町1丁目19番24号

大石 香

148 ㈲ダイト

0798-74-3622 西宮市

桜谷町10番15号

金 壽夫

149 ㈱大丸設備

06-6419-0726 尼崎市

西立花町３丁目１６番３２号

舛田 一三

150 髙井工業㈱

078-431-0452 神戸市東灘区

岡本４丁目8番16号

髙井 豊司
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151 高木建設

0798-34-5024 西宮市

前浜町4番18号

高木 正一

152 髙正商会

0798-34-1348 西宮市

弓場町7-39

髙正 博之

153 高山設備工業所

078-201-6007 神戸市須磨区

白川堂ノ東502‐3

高山 虎男

154 竹内建設工業㈱

078-925-1416 神戸市西区

長畑町9番地の14

竹内 鉄男

155 ㈱竹内工業所

06-6412-3331 尼崎市

西本町２丁目２１番地

竹内 寿

156 武田設備㈱

0798-26-0365 西宮市

川添町4-3

武田 安雄

157 竹谷水道工業所

0798-34-5698 西宮市

津門呉羽町6-8

竹谷 友博

158 ㈱立花宏和システムサービス

06-6413-3623 尼崎市

大浜町２丁目５番１号

近藤 健

159 田中水設㈱

072-764-7085 川西市

下加茂1丁目25-15-2F

田中 秀徳

160 ㈱田中水道工業所

06-6416-1933 尼崎市

稲葉荘３丁目5番10号

水杉 栄

161 谷崎水道商会

072-782-7530 伊丹市

伊丹4丁目11番6号

谷崎 久倫

162 ㈲谷村設備

0798-65-0217 西宮市

芦原町1番12号

谷村 利信

163 中播住宅設備㈱

079-252-0110 姫路市

御国野町御着317番地の4

多田 徹哉

164 ㈱ 司興業

0797-86-6635 宝塚市

美座二丁目１５番１５号

海山 鐘海

165 ㈱柘植工業

078-581-5966 神戸市北区

筑紫が丘8丁目10番地の5

柘植 伸二

166 ㈱辻水道工業所

06-6416-6092 尼崎市

元浜町四丁目２８番地

中脇 勇一

167 筒井設備

072-741-6273 川西市

丸山台２丁目３３番地の１７

筒井 秀行

168 ㈱禎建

072-785-9664 伊丹市

桑津1丁目7番8号

山下 禎英

169 ㈱テナム

0797-88-9901 宝塚市

中筋７丁目10-4

竹内 英

170 東洋設備産業㈱

0798-23-7337 西宮市

石在町1-6

田中 秀幸

171 ㈱ＴＯＨＯ

0798-36-1212 西宮市

甲子園春風町5番10号

林 英和

172 徳山工業

06-6423-7962 尼崎市

大西町2丁目1番29号

洪 秀晃

173 ㈱戸崎組

0798-34-1911 西宮市

西波止町6番35号

松本 吉弘

174 トモコ設備

078-982-3170 神戸市北区

有野町唐櫃3694-69

井神 久雄

175 豊城建設㈱

06-6401-6789 尼崎市

金楽寺町2丁目18番18号

野口 光明

176 ㈲鳥山工業

072-768-6866 伊丹市

桑津2丁目9－30

鳥山 榮吉

177 ㈱ナカオカ

072-758-1451 川西市

火打２丁目8番18号

中岡 俊治

178 ㈱長田松田工業所

078-651-1733 神戸市長田区

東尻池町2丁目7-11

松田 芳典

179 中西水道工業㈱

072-782-6110 伊丹市

北園３丁目４番地

中西 孝夫

180 ㈱ 中の島商会

06-6492-0071 尼崎市

上坂部２丁目６番１０号

白浜 敏

181 中野物産㈱

072-781-2968 伊丹市

昆陽４丁目152番地

杉原 信行

182 ㈱中道設備

078-511-5788 神戸市兵庫区

水木通4丁目2番22号第一金光ビル北側1階 田中 博久

183 ㈲ 難波商会

0798-47-8774 西宮市

甲子園八番町６番１０号

難波 洋子

184 ㈲二木水道工業

072-757-3738 川西市

出在家町1-31

増田 忠

185 ㈲ニコー設備

06-6498-4441 尼崎市

東園田町６丁目51番地の16

浦芝 剛志

186 ㈱西三設備

06-6437-0370 尼崎市

南武庫之荘１丁目29番15号

西村 一浩

187 日新工業㈱

078-928-0181 神戸市西区

玉津町居住198

橋本 白民

188 野﨑設備

0798-47-2759 西宮市

甲子園町30-2

野﨑 一男

189 八紘建設㈱

0798-52-3143 西宮市

下大市西町16-18

中川 正吾

190 ハナ㈱

0799-64-0812 淡路市

生穂東2962-29

西村 充

191 原設備工業㈱

06-6427-0721 尼崎市

三反田町１丁目11番21号

原 耕司

192 ㈱原田工業所

0798-34-7181 西宮市

青木町1-23

原田 高幸

193 ㈱阪神開発

0798-67-2685 西宮市

甲子園口1丁目2番11号102

広川 文建

194 ㈱阪神管工業所

0798-23-1212 西宮市

江上町7-6

長﨑 貞人

195 ㈱阪神水道衛生社

078-221-0265 神戸市中央区

大日通４丁目2番6号

森嶋 一夫

196 ㈱阪和設備工業

06-6694-8181 伊丹市

野間北4丁目5番11号2

坂本 修一

197 ㈱東山商会

0797-31-1882 芦屋市

西蔵町3番2-1号

八藤 宏海

198 ㈱ヒカリアクアテック

079-506-3299 三田市

志手原920番地18

湯浅 徹

199 輝商会

0798-55-8655 西宮市

松山町１７番３６号

景山 和子

200 ㈲七福

072-783-5678 伊丹市

瑞ケ丘３丁目19-1

増見 和也
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201 日向設備商会

078-592-6681 神戸市北区

鈴蘭台西町4丁目9番53号

宮田 廣海

202 ㈱兵水設備

078-782-1122 神戸市垂水区

本多聞１丁目２番１８号

岩岡 宗義

203 廣川建設㈱

0798-66-2010 西宮市

甲子園口１丁目2-11

広川 興作

204 ㈱福井設備

078-621-5205 神戸市長田区

片山町１丁目27-16

福井 章雄

205 福田興業

0797-73-6366 宝塚市

伊孑志4丁目4番23号

福田 慶一

206 福西水道商会

072-782-3248 伊丹市

荻野４丁目25

今村 邦子

207 藤井設備

079-451-7297 高砂市

神爪5丁目3番6号

藤井 篤史

208 藤川設備

0798-55-8102 西宮市

段上町1丁目1番14-101号

藤川 利明

209 ㈱フジコーポレーション

0797-63-1126 西宮市

名塩さくら台3丁目8番地6

藤原 逸平

210 ㈱藤原設備

078-792-7085 神戸市垂水区

名谷町春日手2259-3

藤原 哲治

211 ㈱古田水道工務店

078-575-2168 神戸市兵庫区

湊町二丁目4番15号

中嶋 冨士子

212 ㈱別府工務店

06-6419-0204 尼崎市

浜田町４丁目37番地の1

別府 則男

213 ㈱ＨＯＵＲＹＵ

078-986-3005 神戸市北区

長尾町上津２１４１－３

笹倉 邦康

214 ㈱ホカリ

0798-71-5011 西宮市

室川町4-20-302

渡部 一二

215 ㈱北神水道商会

078-591-1145 神戸市北区

鈴蘭台北町３丁目25番5号

亀田 真

216 ㈲堀田土木

0798-54-0137 西宮市

上ケ原六番町5-20

堀田 俊次

217 本部設備

0797-85-5722 宝塚市

長寿ガ丘４番１８号

本部 公章

218 ㈱本馬建設

0798-34-6078 西宮市

西宮浜１丁目21番2号

本馬 啓行

219 前忠工業㈱

0797-31-8548 芦屋市

宮川町3-3

藤井 豊樹

220 枡川光輝㈱

072-766-0517 川辺郡猪名川町 紫合字古津ケ平152番地の2

枡川 覚

221 ㈱松浦組

072-777-1117 伊丹市

山田３丁目１０番５０号

松浦 幸一

222 マツエ設備㈱

06-6426-5959 尼崎市

南塚口町１丁目３０番１１号

松岡 佳伸

223 ㈲松岡組

078-997-1422 神戸市西区

櫨谷町寺谷1242-693

松岡 哲生

224 松岡土木㈱

06-6411-5304 尼崎市

道意町３丁目８番地６

松岡 信吾

225 ㈱マツオ設備

072-954-7496 川西市

平野２－５－６

竹内 松男

226 ㈱松田管工業

078-982-7777 神戸市北区

有野台六丁目6番の1

松田 展幸

227 松本工業

0797-84-9543 宝塚市

売布１丁目10番4号

松本 仁

228 ㈱松山土木

0797-52-5670 宝塚市

安倉北３丁目6番16号

松山 勝雄

229 ㈱マルサンテック

06-6498-5999 尼崎市

猪名寺１丁目7-8

三條場 照江

230 美樹工業㈱

079-281-5151 姫路市

東延末二丁目５０番地

岡田 尚一郎

231 ㈱三砂組

0798-36-2789 西宮市

甲子園春風町7-3

三砂 克己

232 ㈱光輝工業

0798-39-7995 西宮市

産所町１－８ マンション・ザ・麻生２０５ 金光 健二

233 ㈱ミツワテック

072-759-4414 川西市

久代一丁目26番10号

船岡 史朗

234 南設備

0798-40-0788 西宮市

上甲子園２丁目10-32

南 尚憲

235 ㈱ミヤビ

078-983-3380 神戸市北区

長尾町宅原3912番地の1

山口 哲生

236 ㈱村上組

06-7165-9713 尼崎市

中在家町3丁目455番

村上 幸二

237 室田管工

0798-66-4410 西宮市

深津町６－２６－１０２

室田 和也

238 ㈲森岡設備

078-631-8501 神戸市長田区

鶯町１丁目2番36号

森岡 裕司

239 森重工業所

090-85704624 宝塚市

安倉中２丁目５－３４

森重 毅

240 ㈱森水道工業所

06-6436-8033 尼崎市

南武庫之荘９丁目17-17ｿﾚｲﾕ武庫川215号 森 一馬

241 モリタ設備工業

072-775-2571 伊丹市

鴻池６丁目22-50-102

森田 穂

242 森畑工業㈱

078-904-0302 西宮市

山口町下山口３丁目11-2

森畑 芳文

243 森本設備機器㈱

06-6417-0788 尼崎市

西本町4丁目39五島マンション103号

森本 真一

244 ㈲森山商店

072-782-3289 伊丹市

南本町５丁目3番2号

森山 末廣

245 八尾設備

078-741-6965 神戸市北区

ひよどり台１丁目２０番地の９

八尾 忠

246 ㈲八河設備工業

06-6489-0039 尼崎市

金楽寺町２丁目11番24号

白岩 明則

247 やのせつび

072-772-8599 伊丹市

西野２丁目４８９番地

矢野 竜巳

248 ㈲山口設備工業

072-783-9800 伊丹市

野間北１丁目11-7

山口 主税

249 ㈱山崎興業

078-681-0881 神戸市兵庫区

七宮町１丁目２番３号

山崎 賢三

250 山崎設備

078-904-0940 西宮市

山口町中野309

山崎 行俊
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251 ㈱山崎設備

06-6480-7630 尼崎市

南清水29番23号1F

山崎 拓也

252 山下水道工業㈱

0797-87-8917 宝塚市

安倉北５丁目936番2号

岸本 茂

253 ㈱ヤマジン設備

079-542-0459 加東市

藤田68番地

藤原 美嘉

254 ㈲山手商会

078-611-6578 神戸市長田区

丸山町1丁目1番18号

山手 孝志

255 ㈲山村商会

06-6438-5639 尼崎市

南武庫之荘２丁目32番9号

山村 茂

256 山本環境整備㈱

0798-44-5500 西宮市

鳴尾浜１丁目6番

山本 清道

257 山本設備工業㈱

06-6429-3412 尼崎市

名神町二丁目5番12号

清水 洋一郎

258 豊工業㈱兵庫営業所

072-785-4123 伊丹市

伊丹3-11-8-303

北原 廣

259 横山設備

078-955-4732 神戸市垂水区

神陵台5丁目6番26号

横山 靖英

260 吉岡設備

078-594-2664 神戸市北区

星和台７丁目７番地の２

吉岡 昌行

261 吉川組

0797-81-5671 宝塚市

泉町1-23

吉川 進治

262 ㈲吉田管工

06-6435-2618 尼崎市

武庫町４丁目5-3

吉田 雄一

263 ㈱吉田設備

06-6494-5372 尼崎市

御園1丁目21－10

吉田 敦司

264 ヨネノ設備

078-593-3267 神戸市北区

鈴蘭台西町４丁目6番11号

米野 佳孝

265 ㈱頼安設備

078-574-1908 神戸市兵庫区

水木通６丁目５番１７号

頼安 利衡

266 ㈱ライクス

078-801-2460 神戸市灘区

新在家南町５丁目8番4号

山口 裕介

267 ライフラインサポート

0798-67-4199 西宮市

大森町6番57号

阪本 了

268 ㈱リーフ給水システム

06-6499-6133 尼崎市

戸ノ内町2丁目6番30-208号

浦芝 直樹

269 ㈱リーブス・ライフ

0798-44-4778 西宮市

若草町１丁目9-7-101

松山 泰治

270 ㈲リーブハウス

078-822-1511 神戸市東灘区

住吉東町2-7-20

高橋 誠二

271 リノベイト設備

0794-85-5762 三木市

緑が丘町中2丁目2番地の20

竹内 正明

272 竜本設備工業所

0798-48-1403 西宮市

東鳴尾町２丁目15-9

龍本 健一

273 ワークス㈱

06-6868-9580 尼崎市

東園田町2丁目137-2-403

宮谷 茂

274 ㈲ＹＭ設備

078-978-1236 神戸市西区

白水2丁目10番11号

向谷 悦和

275 若松水道工業㈱

0798-66-1071 西宮市

松並町5-17

海藻 孝夫

276 ㈱和光設備

0798-73-7133 西宮市

青木町9番20号

駒田 都一

277 和田住宅設備商会

0797-61-0134 西宮市

名塩赤坂10-17

和田 充弘

令和元年 9月30日現在 全指定業者 277業者 (うち市内 75業者) 上下水道局下水管理課 作成 (TEL:0798-32-2262)

