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1 名阪エンジニアリング株式会社 名張市美旗町中1番188番地15 (0595)-  65-5970

2 スガコー建設株式会社 名張市夏見2270番地1 (0595)-  63-5375

3 田中設備工業所 名張市桔梗が丘3番町1街区18番地 (0595)-  65-0477

4 奥地水道 名張市西田原245番地 (0595)-  65-3564

5 多田工業株式会社 名張市夏見2880番地1 (0595)-  63-0188

6 株式会社　生田 名張市新田2205番地3 (0595)-  67-1980

7 株式会社  菊屋　 名張市松崎町1443番地 (0595)-  63-9800

8 株式会社喜多建設 名張市朝日町1194番地1 (0595)-  63-9189

9 渋谷風呂店 名張市上八町1487番地2 (0595)-  63-0626

10 株式会社テラハシ 名張市富貴ヶ丘3番町89番地 (0595)-  63-9083

11 名張近鉄ガス株式会社 名張市桔梗が丘1番町1街区5番地1 (0595)-  65-2311

12 竹田設備 名張市黒田1011番地2 (0595)-  63-2847

13 山中設備工業所 名張市朝日町1348番地4 (0595)-  64-7588

14 たかせ米店　住宅設備部 名張市東町1750番地2 (0595)-  63-0230

15 井上電設 名張市黒田1147番地 (0595)-  63-9079

16 有限会社中嶋工業 名張市富貴ヶ丘3番町10番地 (0595)-  63-5965

17 株式会社テラカド 名張市つつじが丘北2番町45番地 (0595)-  68-6810

18 南建設株式会社 名張市蔵持町原出623番地1 (0595)-  63-5345

19 タカシロ設備 名張市つつじが丘北3番町81番地2 (0595)-  68-2888

20 有限会社栢森 名張市東町1685番地 (0595)-  63-1043

21 山浦水道設備 名張市桔梗が丘5番町5街区3番地 (0595)-  65-7358

22 名張技研 名張市桔梗が丘6番町1街区59番地 (0595)-  44-6159

23 高屋設備 名張市梅が丘北1番町272番地 (0595)-  63-5179

24 ナカヒロ設備 名張市鴻之台1番町107番地 (0595)-  64-8851

25 しまづ屋 名張市桔梗が丘南1-1-21 (0595)-  65-0035

26 杉本水道 名張市赤目町一ノ井181番地1 (0595)-  63-2555

27 アクアサービスナカモリ 名張市箕曲中村３３６番地 (0595)-  63-4157

28 白石設備工業株式会社 名張市美旗町中１番１８７７番地７ (0595)-  41-2036

29 株式会社下村工業所　名張営業所 名張市蔵持町原出７５４番地 (0595)-  63-6431

30 時基建設有限会社 名張市青蓮寺1172番地7 (0595)-  64-9097

31 マルト建設株式会社 名張市東町1827番地5 (0595)-  63-1285

32 株式会社マルト重建 名張市東町1827番地5 (0595)-  63-7516

33 電化のイクタ 名張市美旗町中2番8番地 (0595)-  65-0832

34 市川設備 名張市富貴ヶ丘6番町32番地 (0595)-  61-3307

35 ＧＳＳ．Ｙａｍａｄａ 名張市箕曲中村863番地2 (0595)-  64-1666

36 株式会社スイホウ 名張市すずらん台東5番町104番地 (0595)-　68-0126

37 ヤマオカ設備 名張市富貴ヶ丘2番町147 (0595)-　64-0839

38 株式会社三和 名張市赤目町丈六100番地 (0595)-　64-1629

39 株式会社タナカ 名張市安部田930番地 (0595)-　64-6450

40 辻本設備 名張市夏見202番地5 (0595)-　64-3535

41 株式会社Ｙ's corporation 名張市桔梗が丘5番町1街区22番地 (0595)-　66-5700

42 山喜電器株式会社 名張市夏見85-1 (0595)-　63-6955

43 山口設備 名張市富貴ヶ丘2番町119番地 (0595)-　61-3911

44 西垣設備 名張市希央台2番町72番地 (0595)-　61-2253
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45 菊屋ガス株式会社 名張市鴻之台2番町139番 (0595)-　63-0692

46 城戸工業 名張市梅が丘北3番町2番地 (0595)-　64-7292

47 坂中設備 名張市桔梗が丘4番町7街区4番地 (0595)-　66-1638

48 有限会社丸正建設 名張市東町1813番地14 (0595)-　63-2100

49 株式会社森下設備 名張市百合が丘東4番町86番地 (0595)-　48-6199

50 フカヤマ設備 名張市夏見761番地 (0595)-　63-1871

51 加藤設備 名張市すずらん台西1番町138番地 (0595)-44-6080

52 株式会社　大道建設 名張市松崎町1428番地 (0595)-63-7717

53 株式会社　山田組 名張市南町719番地 (0595)-64-4792

54 シンエンジニアリング株式会社 名張市桔梗が丘５番町１街区１３番地　Ｓビル２階 （0595）41-1220

55 ハヤ建設 名張市新田95 （0595）-65-3017

56 ＹＳＫ山本設備工業 名張市つつじが丘北６番町１３３番地 （0595）-51-8294

57 堀口設備 名張市つつじが丘北３番町２２４番地 （0595）-68-6054

58 ニシムラ住宅設備サービス 名張市赤目町檀１９１番地６ （0595）-64-6183

59 株式会社ＳＡＥＫＩ 名張市すずらん台西3-242 （0595）-48-5392
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1 有限会社　都設備 度会郡玉城町勝田3086番地1 (0596)-  58-0002

2 株式会社水野設備 宇陀市榛原笠間2182番地 (0745)-  82-0406

3 福岡設備工業株式会社 伊賀市岡田543番地の2 (0595)-  52-1232

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

5 株式会社共進社工業所 東大阪市西堤楠町3丁目2番地の11 ( 06 )-6788-2223

6 伊賀住宅設備機器 伊賀市山出2545－2 (0595)-  24-7695

7 株式会社竹本工業 伊賀市下郡119番地の1 (0595)-  38-1917

8 有限会社後藤工作所 伊賀市阿保670 -6 (0595)-  52-0523

9 桔梗設備 伊賀市上林315 (0595)- 37-2655

10 名阪設備工業株式会社 伊賀市久米町684 (0595)-  21-3857

11 有限会社池田設備工業 伊賀市上野車坂町615番地の63 (0595)-  23-9168

12 有限会社　ユニティー 伊勢市鹿海町629番地 (0596)-  22-5232

13 有限会社フルイチ設備 津市芸濃町椋本1860番地3 ( 059)- 265-2145

14 大登住宅設備 伊賀市長田2998番地 (0595)-  26-7878

15 上野ガス株式会社 伊賀市上野茅町2706番地 (0595)-  21-3611

16 有限会社野口設備 四日市市生桑町31番地の1 ( 059)- 333-9660

17 株式会社中江設備 伊賀市守田町967-1 (0595)-  24-1733

18 株式会社　福井商店  伊賀市山出808番地 (0595)-  24-0511

19 安全管理株式会社 京都市山科区大宅細田町110番地の2 ( 075)- 582-1452

20 株式会社永和 松阪市垣鼻町１０７８番地 (0598)-  51-6191

21 株式会社　トリプルエム 松阪市駅部田町400-1 (0598)-  22-2082

22 一志設備 津市一志町高野５６７番地 (059)- 295-0151

23 株式会社Water Pro 水坊主 津市大字垂水2010-44 ( 059)-  227-5241

24 フリータイム前川住設 伊賀市長田２８３４番地 (0595)-  21-6041

25 竹田設備工業 宇陀市大宇陀上２０１８番地 (0745)-  83-3135

26 株式会社　岡本住設 伊賀市西高倉４０１６番地の３ (0595)-  23-8228

27 谷田土木水道 奈良市西九条2丁目10-2 (0742)-  63-1140

28 奈良日化サービス株式会社 大和郡山市千日町25番地の2 (0743)-  55-0437

29 伊東住設株式会社 伊賀市下柘植533-1 (0595)-  45-9229

30 中部住建株式会社 伊賀市山出1960-1 (0595)-  21-7226

31 中山成業株式会社 伊賀市上神戸2124 (0595)-  38-1525

32 有限会社みずポリス三重 松阪市中道町505-1 (0598)-  56-9655

33 株式会社博電工業三重営業所 伊賀市希望ヶ丘西3丁目6-60 (0595)-  45-3824

34 株式会社マエダ 大和郡山市額田部寺町15-1 (0743)-  56-5106

35 株式会社水光 桜井市安倍木材団地1丁目7-7 (0744)-  46-5330

36 アポロ興産株式会社 伊賀市四十九町1140番地 (0595)-  21-3711

37 株式会社松尾住設 四日市市尾平町2943番地7 ( 059)-  331-1669

38 三重シンリョー設備株式会社 津市雲出本郷町1805-25 ( 059)- 234-4422

39 ライフ設備 伊賀市下郡342-5 (0595)-  37-0074

40 有限会社　アクア 奈良県大和高田市出81番地3 (0745)-  22-9409

41 株式会社　中部浄化槽工業 津市垂水真ヶ坪435-1 ( 059)- 226-2388

42 株式会社　クラシアン　三重営業所 鈴鹿市阿古曽町1-16 (0120)- 26-8919

43 株式会社堀内建設 伊賀市上野徳居町3337-2 (0595)-54-6530

44 有限会社　中部水道センター 四日市市桜新町2-138 ( 059)- 326-0691

45 八代工業 松阪市塚本町123番地スタジオアイル104 （0598）- 50-1255
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46 有限会社開都設備 奈良市東九条町900-1 （0742）- 50-0701

47 カケダ厨房設備 伊賀市伊勢路6番地1 （0595）- 52-0243

48 前田商店 伊賀市市部609 （0595）- 37-0147

49 城工業 伊賀市ゆめが丘6-7-5 （0595）- 21-8810

50 岩田設備工業 奈良県御所市三室650-1 （0745）- 63-2329

51 栗栖設備 伊賀市千戸1687-21 （0595）- 46-1855

52 株式会社西岡プランバー 伊賀市四十九町2304-5 （ 050）-5201-1516

53 田辺設備株式会社 津市久居井戸山町817番地 ( 059)- 256-1155

54 有限会社 山管工 津市河芸町上野1045番地の4 ( 059)- 245-7010

55 株式会社森水道工業所 堺市北区新金岡町５丁７－３２８ (  072)-253-9224

56 有限会社幸設備工業 津市香良洲町3946-52 (059)-292-3970

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

58 池村管工 津市修成町11-7 ( 059)- 261-5076

59 株式会社ハヤシコーポレーション 松阪市曽原町728番地の4 (0598)- 56-6661

60 有限会社タケスイ設備 四日市市大字茂福282番地2 (059)-361-5535

61 有限会社竹内設備工業 四日市市日永西4丁目17-26 (059)- 329-6993

62 株式会社イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル (06)-7739-2525

63 ササキ設備 津市美里町家所8-124 (059)-279-4160

64 有限会社玉岡設備工業 宇陀市榛原長峯7番地の１ (0745)-82-2369

65 福井工業有限会社 伊賀市中村1753-1 （0595）-47-0209

66 松秀住設 伊賀市ゆめが丘四丁目22番地の6 （0595）-23-3809

67 吉村工業株式会社 津市雲出長常町1349番地の6 (059)-234-7521

68 ナカ設備企画 津市安濃町戸島832番地 (059)- 268-3008

69 株式会社美杉設備工業 枚方市長尾台４丁目10番13号 (072)-847-2556

70 朝日ガスエナジー株式会社 四日市市西坂部町4789番地の2 (059)-332-2313

71 大島設備 松阪市稲木町1164番地 (0598)-28-5566

72 有限会社中川設備 五條市田園1丁目14番地の2 (0747)-23-5017

73 株式会社三重水道センター 四日市市大字羽津4636番地2 (059)-364-0299

74 株式会社シモオカ設備 伊勢市古市町2番地3 (0596)-24-1334

75 株式会社エーカン 鈴鹿市八野町923番地の7 (059)-378-6960

76 有限会社都壱コンストラクション 松阪市久保町1855番地668 (0598)-29-6631

77 総合建設業稲技建 伊賀市希望ヶ丘東4丁目7番地14 (0595)-45-8050

78 藤田設備 津市納所町267番地 (059)-227-2929

79 株式会社シンエイ 大阪府大阪市中央区谷町２-4-3　アイエスビル９階 (06)-6944-7797

80 有限会社辻本水道 津市白山町川口7495番地1 (059)-262-1240

81 南設備 松阪市飯南町有間野1310番地1 (0598)-32-5132

82 近畿総合建築株式会社 大和高田市南今里町12番17号 (0744)-23-2250

83 株式会社ソーケン 度会郡大紀町大内山891番地3 (0598)-72-4001

84 株式会社津設備 津市久居一色町441番地8 (059)-252-3013

85 有限会社安立水道 志摩市磯部町穴川1100番地2 (0599)-55-0628

86 株式会社大伸管工 松阪市外五曲町116番地6 (0598)-23-5856

87 勝野設備 津市久居北口町884-2 （059）-255-3515

88 電温設備サービス 津市神戸1282番地 （059）-257-6776

89 トレジャーホーム株式会社 亀山市南野町1-17 （0595）-83-0144

90 有限会社トップ設備工業 伊勢市小俣町湯田1111番地 （0596）-27-0118

91 株式会社　カンプロ 兵庫県西宮市津門飯田町3-26 （0798）-68-6032

92 株式会社　西日本設備 大阪府吹田市内本町3-28-10 （06）-6155-5570

93 太閤設備 四日市市笹川9丁目15-32 （059）321-0361

94 株式会社アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8番8号第1ウエノヤビル6F （082）502-6644
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95 株式会社中阪商店 奈良県山辺郡山添村大字岩屋1430 （0743）87-0984

96 中水株式会社 三重県伊勢市下野町653番地17 （0596）31-0515

97 中央環境総設株式会社 三重県四日市市生桑町486 （059）330-6265

98 株式会社三重管工 三重県多気郡明和町大字大淀乙744番地 （0598）67-0325

99 福岡設備設計 三重県津市稲葉町2713 （059）252-2426

100 有限会社シブキ設備 三重県伊賀市緑ヶ丘南町3925番地の7 （0595）23-9305

101 株式会社　アクアテクノス 愛知県あま市篠田虱掛2-8 （052）-508-4513

102 有限会社ブルー設備 三重県四日市市川島町16番地１ （059）-322-4737

103 南島設備有限会社 三重県度会郡南伊勢町河内509番地 (0596)-76-0100

104 株式会社　Ｎ－Ｖｉｓｉｏｎ 広島県広島市中区鶴見町8-57 (082)-275-5227

105 中島設備工業株式会社 奈良県大和高田市大字吉井２０８番地 (0745)-52-8618

106 株式会社村山設備 三重県亀山市太岡寺町10番地 （0595）-82-0088

107 株式会社アズクリエイティブ
愛知県名古屋市千種区内山3丁目31番20号
今池ＮＭビル4階

（052）-734-3682

108 ムラキ設備 三重県度会郡玉城町宮古1414-4 （0596）-58-5758

109 株式会社マルキン 三重県津市久居明神町1615番地1 （059）-255-2003

110 株式会社近藤建設 三重県伊勢市上地町3604番地1 （0596）28-0245

111 中央土木株式会社 三重県松阪市飯南町粥見2318番地3 （0598）32-8800

112 株式会社クリーンライフ 大阪府吹田市広芝町6-10 06-6821-6133

113 株式会社リュウビ・エンジニアリング 大阪府大阪市平野区平野西6-3-8 06-6760-5143

114 有限会社松本水道 三重県松阪市早馬瀬町188番地 （0598）28-2824

115 株式会社宮地工業 奈良県大和高田市東中2丁目14番1号 （0745）22-1082

116 三和設備 三重県いなべ市大安町石榑南185-84 （0594）78-2474
117 ノーリツリビングクリエイト株式会社 大阪府吹田市江の木町21番1号 06-6338-2535

118 有限会社ホーム・トラスト 三重県松阪市久保町1855-1277 (0595)60-2550

119 株式会社服部工業 滋賀県甲賀市信楽町神山272 （0748）82-1240
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