【ガス開発業務協力会社】

平成29年4月1日現在

会社名

住所

（株）アーバンプロバイダー

京都市伏見区中島外山町89

（株）ＩＨＩ汎用ボイラ 関西支店

吹田市豊津町13-45 第三暁ビル５Ｆ

Ｉ・Ｓエンジニアリング

大阪市浪速区日本橋5-21-18

アイシン空調(株)

河内長野市市町385番地

アイチボイラーサービス（株）

堺市南区鴨谷台2-6-1-2001

（株）アイナックス関西支店

尼崎市金楽寺町1-6-44

(株)ＡｉＨＯ 大阪支店

大阪市東淀川区豊里7-11-17

(株)ＡｉＨＯ 京都営業所

京都市南区上鳥羽藁田26-1

(有)青田商会

姫路市福沢町55

（有）アサイ商会

神戸市中央区東川崎町7-7-1-108

浅尾化学工業(株)

尼崎市大庄中通4-7-1

旭（株）

大阪市東成区神路4-3-18

(株)アサヒ製作所 大阪営業所

大阪市生野区巽中2-11-2

旭調理機(株)

羽曳野市野76-6

アサヒ冷暖株式会社

大阪市大正区三軒家西3-10-13

(株)アズ

大阪市中央区粉川町1-2

（株）アプローズ

大阪市浪速区桜川2-4-33

（株）アミスタ

大阪市淀川区西中島6-9-20 新大阪GH ﾋﾞﾙ5F

(株)アメフレック

神戸市兵庫区須佐野通4丁目3-7

（株）あらい洗機

大阪市阿倍野区王子町1-5-1

(株)アルス

大阪市西区新町4-14-11

(有)アワジヤ菓機

大阪市中央区難波千日前7-11

飯塚商店

大阪市東住吉区湯里5-12-27

イートアンド（株）

大阪市中央区南久宝寺2-1-5

(株)イーネット

大阪市生野区巽北2-14-2

(有)井口包丁店

京都市下京区朱雀分本町

池本工業所

京都市伏見区深草西浦町3-12

(株)石塚商店

大阪市西区千代崎1-12-15

五和（株）

大阪市中央区高麗橋2-5-10

(株)イトイ大建

大阪市東成区東中本2-4-21

伊東公業（株）

京都市下京区和気町15

今木厨房設備（有）

堺市北区金岡町845

今村商店

天理市丹波市町372

入江商店

門真市宮前町1-15

上村空調株式会社

堺市東区草尾313-7

ＷＡＳＨ

神戸市北区有野町有野2073-22

梅沢糧穀(株)

姫路市神田町2-11

浦川設備

和歌山市市小路73の9

（株）榮光社

大阪市北区黒崎町1-2

エイコー食機販売（株）

門真市舟田町23-28

（株）エーエルクリエイツ

京都市伏見区竹田中島町273

会社名

住所

ＡＣＥ厨設（株）

吹田市青葉丘南6-9-301

(株)エーワン・テック

京都市上京区西堀川通丸太町下ル下堀川町154-1

エスケイ企画

豊中市東泉丘4-3-3-102

(株)エスケーティタテノ

豊中市若竹町1-15-13

エナジーメイト(株)

大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル12F

エネテック京都（株）

京都市南区東九条南石田町74-2

（株）エネルギーステーション

尼崎市東園田町6-79-5

荏原商事(株) 大阪営業所

大阪市淀川区西中島5-7-19 第7新大阪ﾋﾞﾙ4F

荏原実業(株) 大阪支社

大阪市中央区平野町3-2-13 平野町中央ビル５Ｆ

エム・エンジニアリング

明石市荷山町2751-7

ＭＩＤファシリティマネジメント(株)

大阪市中央区城見1-3-7松下IMPﾋﾞﾙ20階

（株）ＭＭＳ

神戸市長田区日吉町5-1-28-503

（株）エムズプランニング

大阪市北区天神橋2-5-28

（株）エンシンキカイ

尼崎市金楽寺町1-6-37

王子テック（株）

大阪市城東区成育3-10-2

(株)大岩ﾏｼﾅﾘｰ 関西支店

大阪市北区大淀北1-3-15

(株)大阪ガスファシリティーズ

大阪市福島区福島6-8-10 ｸﾘｽﾋﾞﾙ6F

大阪光工業(株)

大阪市西淀川区歌島1-21-8

(株)大阪吾光

東大阪市長田東1-4-18

大阪自動機(株)

奈良県生駒市谷田町1258番3

大阪屋商事(株)

神戸市中央区元町通6-2-35

大西汽罐工業所

尼崎市下坂部2丁目26-24

（株）大西商店

大阪市東成区神路3-7-24

大淀ボイラー興業(株)

大阪市北区中津1-16-35

岡村商事(株)

東大阪市高井田15-15

岡村プロテックス（株）

東大阪市近江堂3-4-49

（株）小川鉄工所

東大阪市布市町1-4-15

（株）奥田ガスセンター

八尾市山城町2-3-26

奥田化学産業

大阪府堺市美原区上黒山790

小田合繊工業(株)

大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル12F

小野冷熱工業(株)

守口市寺方本通2-6-9

オリックス・ファシリティーズ(株)

京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地

カート（株）

加古川市平岡町一色西2-114-1

海南ボイラー工業(株)

東大阪市鳥居町3番18号

(有)角田鐵工所

京都市上京区千本通上立売東入姥ヶ寺前町894

(株)影近メンテ

京都市左京区北白川西町83

影近設備工業(株)

京都市左京区吉田上阿達町20

春日設備工業(株)

京都市南区西九条蔵王町38番地

粕渕工業

京都市右京区嵯峨野清水町27-15

(株)勝藤屋

京都市下京区朱雀分木町79番地

(株)カナイ

京都市南区唐橋堂ノ前町１

(株)カネマス商店

東大阪市荒川2-5-5

会社名

住所

(株)甲屋

京都市下京区七条通新町東入西境町154

（株）カミゾノ工務店

京都市上京区須浜町571

河崎冷熱電機（株）

山口県下関市生野町2-31-13

川重冷熱工業（株） 西日本支社

大阪市東淀川区東中島1-19-4 住友生命新大阪東口ビル 8Ｆ

川並産業(株)

寝屋川市錦町1-1

（株）カワニシ

京都府久世郡久御山町森三丁20-1

河野電業(株)

門真市柳町16-2

(有)川本商事

寝屋川市石津南町13-31

河本モーター

大阪市西区南堀江4-27-12

(株)関西クリーナー設備

西宮市若草町2-4-7-205号

(株)関西サービス

東大阪市新庄2-18-24

（有）関西厨房

神戸市西区二ツ屋1-28-1

関西明装(株)

吹田市江坂町1-23-101

北沢産業(株) 大阪支店

大阪市淀川区宮原1-17-33

木田精工(株)

大阪府東大阪市宝町13-26

(有)北山厨房ガスメンテナンス

松原市松ヶ丘4丁426-14

菊川汽罐工業(株)

神戸市長田区蓮宮通2-7-1

キッチンテクノ（株）

大阪市西淀川区御幣島5-1-29

キデン工業(株)

吹田市南吹田5-14-2

木戸口熱学工業(株)

大阪市西区靱本町3-2-5

(有)紀之國屋

京都市中京区西ノ京中御門東町138

キュウーハン（株）

福岡県久留米市大石町271

京栄設備

京都市伏見区深草西川原町36-1 Ａ棟208

京汽設備工業

京都市右京区西院西田町3-1

京都府電気工事工業協同組合

京都市南区東九条南河辺町 3番地

(株)京都ボイラサービス

京都市西京区大枝南福西町2-4-22

(株)共立

京都市下京区五条通坊城南角

(株)協和

大阪市東淀川区大桐4-1-2

協和技研メンテナンス(株)

宝塚市中筋山手1-14-4

近建ビル管理(株)

京都市左京区聖護院蓮華蔵町31

クールメード工業（株）

京都市右京区西京極畔勝町43

クボタ工業(株)

東大阪市長堂2-10-15

クリエイティブリソースセンター(株)

奈良市芝辻町2-11-1

（株）クリエイト

栗東市安養寺6-9-61

(有)黒瀬エンジニアリング

神戸市長田区苅藻島町1-1-60

桑迫メンテナンス

神戸市中央区割塚通5-2-22

（株）ＫＩＰ

西宮市生瀬2-24-3

ＫＳＣコンサルタンツ

大阪市中央区平野町4-6-12

京阪ボイラ(株)

京都市南区東九条南石田町43

(有)ケーワイ企画

大阪府南河内郡太子町大字春日103-44

（株）ケンビ

大阪市浪速区元町1-11-16 ヴォンジョルノ難波１F

(株)興産商事

堺市東区日置荘西町5丁目9-8

会社名

住所

興産管理サービス・西日本(株)

大阪市西区土佐堀2-2-4

(有)神戸機器

神戸市兵庫区菊水町10-39-31

（株）神戸技研

神戸市東灘区御影塚町4-14-20

神戸調理機(株)

神戸市西区伊川谷町有瀬702-3

神戸電器

神戸市西区岩岡町野中425-6

神戸フロンティア工房

加古郡播磨町北野添2-18-23

光洋(株)

大阪市此花区島屋4-1-7

晃洋厨機(株)

大阪市住之江区御崎5-11-12

小柴商店

姫路市大塩田781-2

有限会社五電商

堺市中区深井水池町3488

後藤ボイラー工業(株)

姫路市林田町下伊勢字上の段418-135

(株)コメットカトウ 大阪営業所

東大阪市長田東3-3-32 東洋交易ビル5F

(有)コヤマ

大阪市此花区西九条1-34-14

サイカ技研工業

和歌山市小雑賀189-2

(有)さきがけ菓機

大阪市東成区大今里南2-5-7

(株)サニコン

堺市北区百舌鳥陵南町3-345

(株)サムソン大阪南メンテナンス

堺市北区黒土町2235-10

（株）サムソン 大阪支店

吹田市江坂町2-1-43 Ｃｈｏｅｉ62ＫＹＵＨＯ江坂ビル７Ｆ

澤野商事

氷上郡山南町金屋223

三機テクノサポート(株)

大阪市西区靱本町1-11-7

(有)三協機設

東大阪市加納5-6-32

三景産業株式会社

大阪市淀川区西中島7-1-5 辰野新大阪ビル9階

サンコービルサービス（株）

岸和田市小松里町128-5

三幸機械（株）

吹田市豊津町13-32伴野ﾋﾞﾙ

（株）サンディパー

高槻市栄町1-8-1

(株)三宝テック

大阪市大正区千島1-6-1

サンヨーキッチンシステム(株)

大阪市北区天神橋2-1-46花住ビル1Ｆ

三和厨房(株)

八尾市中田4-153

三和管工(株)

京都市中京区壬生相合町71

(有)サンワ洗機

大阪市城東区野江3-5-22

三和厨房(株)

八尾市中田4-153

ジーネット(有)

東大阪市瓜生堂１丁目7-27

(株)ジー・プラン

箕面市船場西2-2-1-6階

汐見建物管理(株)

大阪市中央区北浜1-9-10

（株）滋賀厨房

滋賀県近江八幡市加茂町379

(有)軸丸精機

姫路市幸町208

(株)システム

吹田市垂水町3-6-21

(株)品川工業所

大阪市大正区泉尾1-36-30

(有)柴田金物

大阪市中央区難波千日前14-3

島田製作所

大阪市港区弁天2-14-13

清水ボイラ設備(株)

京都市伏見区深草下川原町17

(株)ジャコムス

大阪市中央区徳井町1-3-14セントレ・コーエイ10F

会社名

住所

(株)ジャパンメンテナンス

大阪市北区豊崎3-19-3ピアスタワービル1F

昭和商事(株)

奈良県生駒郡安堵町窪田127-2

(株)昭和設備汽機

京都市下京区西七条南月読町73

昭和鉄工（株）大阪営業所

大阪市西区阿波座2-2-18 いちご西本町ビル10Ｆ

ジョンソンボイラ(株)

堺市東区草尾278

ジョンソンボイラ（株）神戸営業所

神戸市須磨区古川町4-3-13

（株）シルクインダストリー

守口市南寺方東通4-13-5

新誠機工(株)

大阪市淀川区三津屋南2-5-18

シンポ(株)

吹田市江坂町2-4-15 末広商事ビル

(株)新まいづる屋

吹田市垂水町3-8-1 ﾌﾟﾗｽﾊﾟｰ江坂A号

新和テック（株）

大阪市住之江区南加賀屋2-10-2

株式会社スイタエヤコンセンター

茨木市新堂1-5-11

（株）杉浦設備

堺市神南辺町2-76-1 918号

鈴木産業(株)

京都市西京区山田中吉見町5-6

（有）スズキ産業滋賀

大津市日吉台4丁目12－2

(株)鈴木商会

京都市右京区太秦松本町14

（株）スチームプロフィット

姫路市広畑区西蒲田1520

住友電設(株)

大阪市西区阿波座2-1-4

（株）生研

京都市下京区朱雀正会町28-7

（株）成研

京都市伏見区下鳥羽広長町226

（株）星電

香川県高松市木太町2082番地8号

関口温水機(株)

和歌山市西浜1059

(株)千田

大阪市中央区難波千日前8-16

船場仲田(株)

箕面市船場東1-1-38

泉北プランニング

和泉市室堂町5-1-2-117

泉陽冷熱(株)

堺市南区栂371番地

(株)創機

大阪市住吉区長居西3-5-2

(株)創匠

堺市北区長曽根3084番地1の904

(株)ぞう屋

大阪市生野区巽北3-13-20

(株)創和エンジニアリング

京都市右京区梅津後藤町18番地の2

(株)大紀工業

京都市南区久世築山町312

ダイケンエンジニアリング(株)

大阪市北区堂島1-5-17

（株）ダイケングループ 京都支店

京都市下京区新町通り五条下がる蛭子町１０７番地３ 京都長谷ビル２F

大昭商事(株)

神戸市中央区雲井通3-1-14

ダイシン化学産業（株）

神戸市北区東有野台4-11-13

大成設備(株)

守口市南寺方東通4-18-2

（株）大成総合設備

京都市伏見区下鳥羽西芹川町59

ダイヤコスモ（株）

奈良県桜井市生田1003

大洋厨房(株)

大津市におの浜3-1-39

太陽電機工業(株)

京都市山科区勧修寺東堂田町267

（株）大和造汽工業所

尼崎市三反田町3-5-1

大和綜業(株)

和歌山市島崎町6-30

会社名

住所

(株)ダイワソシオ・カンパニー

大阪市住吉区我孫子東２丁目１番４号

大和冷機工業(株)

京都市伏見区竹田中川原町18264

（株）髙尾鉄工所

豊中市島江町1-3-29

（有）髙嶋機工

神戸市東灘区住吉南町4-3-18

（有）高原商店

神戸市中央区割塚通3-1

タカラスタンダード（株）事業開発部

大阪市城東区鴫野東1-2-1

（株）宝屋

大阪市浪速区日本橋東3-3-25

武田商会

和歌山市中之島2019

（株）たけびし

京都市右京区西京極豆田町29

立花鐵工所

京都市上京区油小路通一条上ル

谷岡薬品工業(株)

東大阪市西堤本通東1-7-14

タニコー(株)

大阪市淀川区東三国2-38-7

タニコー(株) 京都営業所

京都市伏見区竹田西段川原町102番地

タニコー(株) 神戸営業所

神戸市東灘区御影本町2-4-5

(株)玉尾ショップ

大阪市西区京町堀2-13-9

(有)タマズミ洗機

摂津市南別府町6-11

(株)丹青社 関西支店

大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル9Ｆ

中央特機(株)

大阪市北区中津7-7-1

（株）辻中

豊中市南桜塚2-6-27

鶴亀温水器工業(株)

東大阪市高井田西3-2-21

(株)ティー・エス・ピー

豊中市上新田1-85-1TENPO beビル

Ｔ－クラフト

尼崎市武庫之荘本町2-16-8-102

ティーケーシステム（株）

東大阪市吉田4-9-38-607

（有）ディーライズ

大阪市中央区博労町4-7-1 ノバカネイチ本町御堂606

(有)テクノフクイ

神戸市北区幸陽町3-22-5

テンドワン

神戸市西区春日台6-17-8

(株)東急コミュニティー瀬口

大阪市中央区北浜2-6-11（送付先）〒564-0051吹田市豊津町9-40

(株)東京洗染機械製作所 大阪支店

大阪市住吉区南住吉町1-17-26

東京海上日動ファシリティーズ（株）

大阪市中央区城見2-2-53

東テク（株）

大阪市中央区北浜3-7-12

東宝ビル管理(株)

大阪市北区梅田1-3-1-700 大阪駅前第１ビル７階

(株)遠山

大阪市東成区大今里西2-2-11

東洋ビルメンテナンス(株)

大阪市中央区高麗橋1-5-2 高麗橋東洋ビル6F

東洋ボイラ設備(株)

京都府宇治市槇島町目川180-1

(株)トーホー

大阪市此花区西九条1-12-15

徳永商会

河内長野市栄町29-30

（株）トムコ

神戸市兵庫区西多聞通1-1-7

（株）巴商会 大阪支店

大阪市北区梅田2-5-6 桜橋八千代ビル10F

トリヤマ洗機工業

神戸市中央区吾妻通6-3-8

（株）トリリオン

東京都品川区大崎3-6-4 ﾄｷﾜﾋﾞﾙ4F

（株）内外美装

北九州市小倉北区青葉2-1-15

直本工業（株）

大阪市天王寺区石ケ辻町19-8

会社名

住所

中川建鉄(株)

大阪府八尾市若林町1-87加島八尾南駅前ビル5F

（株）中川工業所

京都市上京区仁和寺街道 六軒町西入四番町121-3

(株)中川鉄工所

京都市中京区西ノ京円町47

(株)中島

大阪市東淀川区豊里6-1-17

中島設備工業(株)

京都市山科区川田御出町3-2

中戸熔接工業所

東大阪市大蓮東5-4-7

(株)中西製作所 大阪支店

大阪市生野区巽南5-4-14

(株)中西製作所 京都営業所

京都市伏見区竹田田中宮町15

(株)中西製作所 神戸営業所

神戸市兵庫区中道通4-2-19

（株）中西製作所 奈良営業所

大和郡山市今国府町6-3

（株）中野外食サプライ

堺市西区鳳北町10丁45

(有)南都ドライクリーニング工場

奈良県橿原市上品寺町68-1

(有)西川設備商会

岸和田市加守町2-10-32

西田汽缶工業(株)

堺市堺区西湊町1-6-27

（株）西田サービス

河内長野市木戸3-26-4

(株)西田製作所

大阪市平野区加美東4-5-20

西出商会

貝塚市加神1-24-6

（株）日関冷機工業

岸和田市小松里町2312

日理（株）

東大阪市長田東2-1-11

日恒冷熱(株)

堺市堺区老松町2-61-7

日精オーバル(株)

枚方市中振1-16-27-504

（株）日本アシスト

大阪市天王寺区東高津11番9号日本生命上本町ビル8F

日本機械装置(株)

大阪市北区豊崎5-2-13 東商豊崎ビル3F

日本空調サービス(株)

吹田市江坂町5-14-6

（株）日本サーモエナー 関西支社

尼崎市金楽寺町2-2-33

日本洗浄機（株）

大阪市城東区永田4-2-7

日本調理機(株) 関西支店

豊中市走井2-9-2

日本電気機器株式会社

大阪市北区中津6-6-11

日本表面化学(株) 大阪支店

東大阪市長田東1-1-18

日本ヒーティングサービス(株)

堺市堺区砂道町3-2-17

日本ビル・メンテナンス(株)

大阪市中央区博労町2-2-13 大阪堺筋ﾋﾞﾙ6F

(株)日本保缶工業所

和歌山市毛見135-1

(株)熱技研通商

神戸市灘区神ノ木通2-4-1

(株)ネットワーク

大阪市天王寺区上本町7-3-21NETビル3F

熱和サービス(株)

堺市北区蔵前町1057-1

ネポン株式会社 大阪出張所

茨木市中河原町5番17号

（株）ノーリツ

神戸市中央区江戸町93

(株)乃村工藝社

大阪市住之江区東加賀屋1-11-26

乗富商店

堺市南区赤坂台3-9 22棟102号

ハービーテクノ(株)

豊中市庄本町4-5-5

(有)橋本工業

京都市南区上鳥羽山ノ本町40-3

服部工業（株）

東大阪市西石切町5-5-10 西武ビル101

会社名

住所

はまだ機工

京都市右京区嵯峨鳥居本北代町16-5

濱中ボイラ工業(株)

大阪市都島区都島北通1-4-27

(有)ハヤシ商店

京都市中京区六角通大宮東

(株)原製菓機

大阪市中央区島之内1-22-10

原田設備事務所

京都市西京区大枝南福西町2-10-8

阪神エンジニアリング(株)

大阪市福島区海老江1-1-31

（株）ビクター特販

豊中市上津島2-18-20

日立アプライアンス(株)

大阪市淀川区野中南2-11-27

(株)ビティー

大阪市平野区長吉川辺3-5-4

日之出工業(株)

大阪市西淀川区出来島3-1-10

平尾鉄工(株)

京都市南区吉祥院嶋笠井町61

（株）ヒラカワ

大阪市北区大淀北1-9-36

（株）ヒラタ

神戸市須磨区弥栄台5-11-2

(株)ヒロ・インターキッチン

東大阪市本庄西2-6-41

(有)廣江エンジニアリング

京都市中京区壬生下溝町29-10

ヒロセ大阪(株)

大阪市西区立売堀5-3-20ヒロセビル4階

(株)広田汽缶工業所

和歌山市吹上3-5-4

ファイブ・テック

松原市天美我堂3-254-3

（株）フカクサ

京都市東山区本町8-82-4

福島工業（株）

大阪市西淀川区御幣島3-16-11

福島工業（株）

神戸市兵庫区西出町8-6

フクモト設備工業（株）

摂津市鳥飼上3-20-15

(有)藤川洗機

加古川市野口町北野1085-7

(株)フジコー

吹田市長野西10-8

不二サービス(株)

柏原市本郷5-6-23

(株)富士商会

松原市小川6-3-20

冨士商会

神戸市垂水区馬場通6番7号

(株)不二商会

神戸市兵庫区高松町2-3

(株)フジマック 大阪営業部

吹田市垂水町1-41-2

(株)フジマック 京都営業所

京都市伏見区竹田北三ツ杭町36番地

(株)フジマック 神戸営業所

神戸市兵庫区和田宮通3-3-17

船治産業(株)

京都市中京区千本通出世稲荷西側

扶桑管工業(株)

京都市右京区大泰和泉式部町12番地

（株）ヘアラボ小林

堺市堺区中之町東1-1-15

(株)逢光エンジニアリング

大阪市福島区福島8-2-9

豊陽商事株式会社

門真市岸和田3-1-8

ホシザキ京阪(株)

大阪市中央区内本町2-2-12ﾎｼｻﾞｷ本町ﾋﾞﾙ

ホシザキ阪神(株)

大阪市淀川区木川東3-1-34

細田工業(株)

八尾市太子堂2-2-38

（有）ホップ技研

神戸市長田区菅原通7-6

(株)堀九来堂

京都市中京区二条通り堺町東入ル観音町90

(株)マイスターエンジニアリング

大阪市北区大淀南1-11-13

会社名

住所

（株）まえだ

池田市石橋2-4-16

（株）前田鉄工所 大阪営業所

大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館

マキノ実業

大津市膳所2-2-30

(株)松浦食器店

京都市下京区堀川通松原 上る来迎堂町726番

(株)マックス

大阪市阿倍野区阿倍野筋4-18-6

(株)マツダ

大阪市平野区平野本町3-5-4

マツダコンサルタント（株）

大阪市西区阿波座 東新ビル２F

松原洗機

神戸市兵庫区平野町字天王谷筋西服2

松村メンテナンス

泉大津市寿町15-16

（株）丸五商会

姫路市飾磨区野田町12-2

(株)丸正

大阪市西淀川区百島2-1-5

(株)マルゼン

大阪市西区西本町2-6-8

(株)マルゼン 京都営業所

京都市南区吉祥院九条町23-1ＮＫＤビル5F

(株)マルゼン 神戸営業所

神戸市長田区若松町2-1-9ピアザビル２Ｆ

三浦工業（株）

東大阪市西石切町7-5-1

三浦産業（株）

大和郡山市南郡山町468

三樹エンジニアリング（株）

神戸市須磨区小寺町2-2-17

三菱電機(株) 空調冷熱システム事業部

大阪市北区中之島2-3-18

湊ハマ(株)

大阪市福島区福島8-21-14（一宇ビル）

（株）みのや

大阪市東住吉区桑津4-6-21

都化成(株)

京都市南区西九条仏現寺2-4

宮野医療器(株)

神戸市中央区楠町5-4-8

（株）村幸

吹田市江坂町1-10-17

(株)ムラヤマ 大阪支店

大阪市西区土佐堀1-4-11 金鳥土佐堀ビル

(株)明城製作所

姫路市西今宿1-11-55

名城テクマック

大阪市北区樋之口町1-1

明和管工業(株)

京都市南区吉祥院池ノ内町1

（有）メットプランニング

守口市南寺方東通5-10-20

(株)メトス 営業部大阪営業所

大阪市西区靫本町1-6-6大阪華東ビル

(株)森井電機

宇治市宇治一番78の2

(株)森高商店

神戸市中央区楠町6-12-14

（株）森本商店

神戸市中央区中山手通1-4-14

(株)八木厨房機器製作所

京都市中京区堺町通四条上ル

八代洗機(株)

京都市山科区上花山坂尻105

（株）安田

京都市南区唐橋琵琶町49-2

柳原ボイラー設備

京都市右京区西院西寿町14-16

山岡金属工業(株)

守口市東郷通2-7-30

(有)ヤマト洗機

八尾市太田8-23

(有)山本

京都市南区吉祥院流作町８－３

(株)ユーアイ技研

羽曳野市埴生野577-4

(株)有美堂

大阪市東住吉区中野1-15-28

（有）ライズアップ

加西市北条町東高室561-2

会社名

住所

（合）ライズサービス

西宮市桜谷町11-56-103

（株）ライフステージ

守口市梶町4-1-17

（株）ライフライン

神戸市東灘区住吉南町3-2-23

（有）リペアーサービス

京都市左京区八瀬近衛町389-3

株式会社リンク

大阪市天王寺区上汐5-4-22

リンナイ(株)

大阪市西区北堀江3-10-21

（株）ルネサンス・プロジェクト

福岡県福岡市中央区天神1-12-1 日之出福岡ビル8階

（株）ロケッティア

明石市大久保町茜2-14フィールドギア01

六興設備(株)

大阪市北区天満4-13-7

（株）ワーク

堺市北区北花田町4-89-23

ワークス

神戸市垂水区神陵台9-25-10

(株)ワールド精機

大阪市大正南恩加島6-17-14

若商会

豊中市上津島2-8-43

(有)和光

大阪市東成区東今里3-12-7

（株）和宏

大阪市東淀川区下新庄1-8-20

(株)和田利工業

京都市右京区太秦安井辻の内10

(有)ワタリ・システムメカニック

八尾市南木の本2-12-25

