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543
ロイヤルホームセンター株式会社
ロイサポートグループ

中山　正明 千葉県習志野市東習志野６－７－１５ 06-4391-8830

607 株式会社ライフサポート 田辺　功
東京都渋谷区大山町４５番１８号
代々木上原ウエストビル３階

03-5465-0703

660 株式会社キンライサー 森　崇伸 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号 03-5157-2400
628 株式会社アズクリエイティブ 河北　裕介 名古屋市千種三丁目３１番２０号今池NMビル４階 052-734-3682
636 株式会社清水コンテック 清水　仁史 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場３０番地 0748-88-2233
594 アイテム株式会社 下宮　貴世 京都府宇治市五ヶ庄福角６９番地の６ 0774-33-7040
629 株式会社水協 井川　英輝 大阪市天王寺区東高津町３番２９号 06-4305-7414
637 株式会社K's Corporation 北村　仁 大阪市東淀川区東中島一丁目１７番１８号 06-6990-1524

484
テラルテクノサービス株式会社
大阪支店

菅田　博之
大阪市西区靱本町１－１１－７
信濃橋三井ビルディング１０Ｆ

084-955-1111

585 株式会社ハウスラボ 丸山　英利 大阪市浪速区大国二丁目１番６号 06-6648-9898
497 大和水道 日髙　栄作 大阪市西成区聖天下二丁目１１番１６号 080-3805-6934
437 愛知時計電機株式会社 國島　賢治 大阪市淀川区三津屋北ニ丁目２２番５号 052-661-5151
531 株式会社西日本設備 三角　武史 大阪市北区内本町三丁目２８番１０号 06-6155-5570

548
三菱電機システムサービス株式会社
関西支社

佐久目　誠記 大阪市北区大淀中１－４－１３ 03-5431-7750

270 NSリノベーション株式会社 齊藤　太嘉志 大阪市中央区高麗橋四丁目４番６号 06-6222-4481

480 株式会社イースマイル 島村　禮孝
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

535 株式会社シンエイ 木原　朗広 大阪市中央区谷町２丁目４－３ 06-6944-7797
649 株式会社クリーンライフ 元村　祐次 大阪府吹田市広芝町６番１０号 06-6821-6133
240 フジイハウス産業株式会社 藤井　一樹 大阪府守口市南寺方中通二丁目１番２１号 06-6998-8121
621 株式会社大起建設 阪口　悦男 大阪府富田林市常磐町１３番２９号 0721-25-7774
536 近畿水道管理センター 国本　憲治 大阪府寝屋川市松屋町１９番７－５０６号 072-800-6653
651 カミタ総合設備株式会社 中島　剛 大阪府阪南市黒田３４３番地の２ 072-471-2234

194
株式会社サニックス
福岡環境衛生事業所関西分室

宗政　寛 大阪府堺市北区百舌鳥綾南町３丁１３１ 092-436-8870

580 株式会社アクアサービス 多田　健史 大阪府豊中市庄内栄町四丁目５番７号 06-6335-1211
587 株式会社アクアライン 大垣内　剛 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
652 株式会社Ｎ-Ｖｉｓｉｏｎ 中村　信幸 広島県広島市中区鶴見町８番５７号 082-275-5227
664 株式会社タカギ 高城　壽雄 福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目４番１号 093-962-0941
76 新住設株式会社 中尾　二郎 神戸市東灘区住吉南町二丁目１０番１７号 078-811-7751

655 有限会社アクア 西川 　孟志 神戸市東灘区御影石町４丁目５番２６号 078-841-9280
182 株式会社清水設備 清水　康弘 神戸市灘区友田町３丁目３番１号 078-822-3333
445 株式会社ライクス 山口　裕介 神戸市灘区新在家南町５丁目８番４号 03-3456-1850
198 神戸洗管工業株式会社 能崎　晴夫 神戸市兵庫区下沢通８丁目１番２２号 078-577-5757
244 丹生工業株式会社 東　国隆 神戸市兵庫区荒田町２丁目１５番１７号 078-521-2686
563 株式会社山崎興業 山崎　賢三 神戸市兵庫区七宮町一丁目２番３号 078-681-0881
617 株式会社頼安設備 頼安　利衡 神戸市兵庫区水木通六丁目５番１７号 078-574-1908
384 株式会社クラシアン 今田　健治 神戸市長田区大道通五丁目１０１番地１５ 0120-500-500
433 葛原設備工業 葛原　剛 神戸市長田区長者町１２番１２号 078-612-7833
460 株式会社福井設備 福井　章雄 神戸市長田区片山町１丁目２７番１６号 078-621-5205

567 株式会社大智設備 上山　智弘
神戸市長田区長田町三丁目２－１２
ＢＬＤ、ＵＥＹＡＭＡ３Ｆ

078‐797-5443

472 高山設備工業所 髙山　虎男 神戸市須磨区白川字堂ノ東５０２－３ 078-641-4488

574 新幸設備工業 橋爪　幸一
神戸市須磨区友が丘５丁目５番地の１９２
 Ｅ－３０１号

078-792-4927

321 小椋設備 小椋　幾輝 神戸市垂水区美山台１丁目５番２７号 078-755-5353
588 株式会社建築工房ＺＥＲＯ 磯部　篤 神戸市垂水区陸ノ町２番２８号 078-224-5366
613 株式会社カルスードサービス 中原　祥博 神戸市垂水区塩屋町三丁目９番２号 078-777-6817
118 小谷設備工業株式会社 小谷　伸一 神戸市北区鈴蘭台南町七丁目１３番１号 078-591-1715
386 シンセイ株式会社 山口　春実 神戸市北区有野町唐櫃３２５６－１ 078-987-0150
477 近畿総合設備株式会社 水野　和樹 神戸市北区八多町吉尾３１８番地１ 078-907-5501
602 吉岡設備 吉岡　昌行 神戸市北区星和台７丁目７番地の２ 078-594-2664
608 株式会社Ｕ－ＴＥＣＨ 上田　恭司 神戸市北区有馬町１２４－４ 078-600-2977
104 株式会社阪神水道衛生社 森嶋　一夫 神戸市中央区大日通四丁目２番６号 078-221-0265
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551 環境保全事業協同組合 平岡　浩幸 神戸市中央区脇浜町三丁目７番１４号 078-221-5465
653 株式会社平成設備 小田　卓矢 神戸市中央区海岸通６－５０６ 078-515-6787
176 株式会社ダイヤ工業 伊勢　雷希 神戸市西区福吉台二丁目２５番地の２０ 078-967-0413
186 北神戸ビルメンテナンス有限会社 石原　五郎 神戸市西区今寺３番１８号 078-974-1050
256 株式会社木村設備工業 須賀　敏明 神戸市西区押部谷町押部４８８番地 078-994-7352
276 竹内建設工業株式会社 竹内　鉄男 神戸市西区長畑町９番地の１４ 078-925-1416
320 有限会社野口設備 野口　悟司 神戸市西区神出町田井３７５番地 078-965-0519
378 日新工業株式会社 橋本　白民 神戸市西区玉津町居住１９８番 078-928-0181
383 株式会社ダイユウ設備 大川　貞雄 神戸市西区玉津町居住９６番地の７ 078-922-8218
454 株式会社水設 笹野　政昭 神戸市西区長畑町１６番地の６ 078-925-5991
478 田岡企業株式会社 田岡　宏将 神戸市西区伊川谷町潤和１７２４番地 078-974-1666
486 有限会社松岡組 松岡　哲生 神戸市西区櫨谷町寺谷１２４２番地の６９３ 078-997-1422
490 有限会社ＹＭ設備 向谷　悦和 神戸市西区白水二丁目１０番１１号 078-978-1236
507 株式会社ユーサーブ 壷阪　力 神戸市西区福吉台二丁目２５番地の１７ 078-967-5959
604 株式会社シィメス 浅井　哲也 神戸市西区森友４丁目３０ 078-928-7878
609 首藤設備株式会社 首藤　義信 神戸市西区上新地一丁目１６番地の１３ 078-967-7610
631 ヤマヒ株式会社 山﨑　公輔 神戸市西区押部谷町高和３０２番地 078-766-1641
633 株式会社ツボサカ 壷阪　力 神戸市西区福吉台２－２５－１７ 078-967-2122
646 株式会社クイックソリューション 田島　順子 神戸市西区上新地１丁目１番７号安福ビル２０２ 078-940-6323
85 勝間設備株式会社 勝間　由美子 姫路市網干区浜田２１１番地の２ 079-273-7705
90 三木商事株式会社 三木　篤幸 姫路市木場十八反町２７番地 079-245-7233

147 株式会社大下水道設備商会 大下　正和 姫路市広畑区西夢前台五丁目１６５番地 079-236-5872
156 ハリマ設備工業株式会社 山中　賢作 姫路市網干区大江島１０１番地 079-273-0025
163 西田有限会社 西田　和弘 姫路市広畑区西蒲田６２６番地の１ 079-237-2919
171 有限会社かねひら水道設備 金平　博伸 姫路市広畑区西蒲田２６９番地の１ 079-237-9392
175 株式会社播昭 井上　匡明 姫路市城北本町５番３０号 079-289-8121
220 株式会社ダイワ 酒木　賢人 姫路市大津区平松２２３番地 079-273-4126
236 美樹工業株式会社 岡田　尚一郎 姫路市北条９５１番地１ 079-281-5151
247 和田株式会社 和田　直也 姫路市別所町北宿９４６番地の１ 079-252-1849
259 株式会社ヒロネット 廣畑　誠 姫路市広畑区本町１丁目２３番地 079-237-8501
281 株式会社播水 澤田　雅一 姫路市南条２丁目５０番地 079-284-2827
289 株式会社イワクニ 岩國　学 姫路市刀出１３４番地４ 079-266-7901
372 三晴工業株式会社 中島　拓巳 姫路市西庄２１７番地の１ 079-297-0388
394 イトデン株式会社 安田　敏剛 姫路市土山二丁目１３番４号 079-292-6247
425 株式会社ウエスイ設備 上田　文雄 姫路市網干区興浜１３４４番地４ 079-272-3819
430 株式会社環空社 西川 　雅敏 姫路市四郷町東阿保１２２５番地１ 079-285-3308
449 株式会社喜多工業 喜多　勇介 姫路市的形町的形１８０７番地の３ 079-254-6544
457 柳田設備工業 柳田　泰男 姫路市飾磨区今在家９４２番地 050-3644-6979
473 岸本木材株式会社 岸本　育代 姫路市網干区垣内東町１５５番地 079-273-3632
488 今村産業株式会社 今村　純一 姫路市飾磨区恵美酒４１４番地 079-234-1122
494 新栄設備工業有限会社 中山　隆義 姫路市花田町上原田５２番地の１０ 079-253-4767
495 ライフ設備 岡部　厚 姫路市網干区津市場６８９番地２ 079-273-8722
500 中播住宅設備株式会社 多田　富佐子 姫路市御国野町御着３１７番地の４ 079-252-0110
501 株式会社アイデク 武内　都 姫路市飾磨区堀川町８２番地５ 079-234-0882
509 株式会社フジワラ水道 藤原　幹史 姫路市飾磨区下野田三丁目２０９番地９ 079-235-1919
527 有限会社信和開発 三木　清 姫路市玉手６２０番地１ 079-295-9987
529 株式会社城見機工 立脇　功二 姫路市城見町７１番地 079-223-0463
537 株式会社金山水道土木 金山　光鎬 姫路市広畑区蒲田一丁目６１番地 079-236-4665
540 株式会社三都住設 三宅　真人 姫路市東山３２６番地３ 079-280-1521

548
三菱電機システムサービス株式会社
姫路サービスステーション

佐久目　誠記 姫路市白浜町字佐崎中２－５７６ 03-5431-7750

553 株式会社青山商会 井内　宏 姫路市青山五丁目１０番１号 079-266-2157
560 前川設備工業株式会社 前川　良美 姫路市書写１２８０番地の１ 079-266-3577
562 株式会社リライフ 廣谷　和祥 姫路市北原２８８番地１ 079-287-8745
581 株式会社水明堂 髙津　大胤 姫路市北平野南の町１５番４６号 079-281-5091
591 株式会社フィールド 藤原　邦彦 姫路市相野９２７番地の１２２ 079-269-1360
596 藤野設備株式会社 藤野　勇人 姫路市飾磨区堀川町９０番地 079-234-0672
597 市木工業 市木　良太 姫路市飾磨区玉地４８番地７ 079-228-0171
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600 株式会社兵庫アクアテック 伊藤　嘉章 姫路市打越５０番地１ 079-228-0648
601 有限会社三和テック 三浦　岩和 姫路市御立東一丁目３番３号 079-228-7566
606 株式会社竹内設備工業 竹内　眞佐樹 姫路市四郷町中鈴１１３番地８ 090-7752-1971
611 株式会社アクアクリーン 久﨑　直樹 姫路市飾磨区今在家１０４８番地１ 079-233-0378
612 下庄工業所 下庄　利昌 姫路市広畑区則直１５２番地１０ 090-2757-2571
622 アイアールジー株式会社 竹内　俊 姫路市四郷町中鈴１１３番地１１ 079-251-2222
624 株式会社フォーネスト 山田　洋史 姫路市網干区宮内１１６番地 079-271-4093
635 ヒカリ住設合同会社 三木　克友 姫路市大津区天満１２１９番地 079-287-9802
648 株式会社堀田土建 堀田　義行 姫路市豊富町豊富８９５番地１ 079-264-4905
650 株式会社藤野設備工業 藤野　泰典 姫路市飾磨区堀川町８５番地３ 079-235-7320
662 株式会社シンテック 新庄　達也 姫路市菅生台５番地３ 079-228-4114
665 白浜設備工業株式会社 中村　暢宏 姫路市白浜町甲常盤新開７８８番地の２３ 079-246-0246
667 株式会社的形設備工業 武田　拓也 姫路市的形町的形１７５８番３７ 079-280-6493
278 有限会社ゴトウハウジング 後藤　達之 尼崎市立花町３丁目３２番２３号 06-6422-4700
502 岸本鉄工株式会社 岸本　進 尼崎市久々知西町二丁目７番地 06-6429-7158
64 株式会社日研ハイドロクリーン社 池田　伸吾 明石市藤江１８０６番地の７ 078-923-7111

113 明姫商会 中川　清 明石市小久保２丁目１０番地の３ 078-925-5757
119 株式会社池内工務店 池内　修 明石市西明石南町一丁目５番１１号 078-922-8822
196 朝比奈興産株式会社 朝比奈　秀典 明石市二見町東二見１４５７番地の４ 078-942-2666
201 有限会社兵庫設備サービス 前阪　修司 明石市硯町２丁目３番３３号 078-922-1901
265 株式会社河内設備工業 河内　祥晃 明石市二見町西二見７５７番地の１ 078-942-0348
450 株式会社金田設備工業 金田　容實 明石市藤江１６４４番地１ 078-922-5406
461 株式会社武貞興業 武貞　次郎 明石市大久保町大窪８９９番地の１ 078-995-5000
492 櫻井商店 櫻井　康博 明石市大久保町大久保町４５２番地の５ 078-936-0871
523 太陽工業所 田中　保夫 明石市鳥羽二本松１４２１番地の５ 078-943-5832
654 中部管業株式会社 吉原　政弘 明石市船上町６番２０号 078-927-3125
657 株式会社木下設備 木下　直紀 明石市大久保町大窪２１２６番地の９ 078-935-4066

663 平野商会 平野　雅和
明石市二見町西二見８１０番地の１
ライオンズマンション明石二見８０４号

090-2069-6982

120 株式会社阪神計器製作所西宮支店 松田　健仁 西宮市中島町９番１０号 06-6411-2590
343 山本環境整備株式会社 山本　清道 西宮市鳴尾浜一丁目６番 0798-44-5500
456 株式会社東明設備工業所 菅野　喜雅 西宮市南昭和町９番１４号 0798-66-8671

554
日化メンテナンス株式会社
兵庫営業所

近藤　宗浩 西宮市北六甲台四丁目９番５号 03-5943-7331

615 伊丹産業電設株式会社 北嶋　太郎 伊丹市北本町２丁目２５５番地 072-777-0001
564 山上建材店 山上　英明 西脇市大野２３３番地 079-523-8487
623 株式会社ネクストライン 田渕　正幸 宝塚市安倉南一丁目１７－１８ 0797-26-7658
233 株式会社住まいる・アサヒ 長　忍 三木市志染町広野６丁目２２２番地の１ 0794-85-0449
257 久野水道株式会社 久野　大介 三木市別所町高木４０番地の１ 0794-82-2153
322 秀宝設備 生友　英人 三木市別所町石野５４１番地 0794-83-4556
333 有限会社向陽設備機材 藤田　貴久 三木市本町１丁目４番４３号 0794-86-9830
370 株式会社大林設備工業 大林　憲吉 三木市別所町朝日ヶ丘３５番地の２６ 0794-82-1447
382 丸善工業 上村　善二 三木市さつき台１丁目３番地の８ 0794-89-0888
464 株式会社モリモトサービス 森元　和雄 三木市志染町青山六丁目７番地の９ 0794-85-7756
467 トミオカホームサービス 冨岡　茂樹 三木市別所町高木１７３番地の４ 0794-82-0244
555 有限会社河合設備 河合　幹男 三木市細川町金屋４２６番地の２ 0794-83-8652
578 石井水道商会 石井　寛章 三木市細川町金屋１６９番地の３ 0794-88-8501
640 設備サービス 荻野　正広 三木市跡部２６５番地の１ 0794-86-6663
659 リノベイト設備 竹内　正明 三木市緑が丘町中２丁目２番地の２０ 0794-85-5762
24 株式会社宮先商店 太田　浩史 高砂市高砂町浜田町一丁目６番３号 079-443-3737
32 森永産業株式会社 有元　光昭 高砂市米田町米田新３５１番地 079-431-3575
77 ヨシムラ産業 𠮷村　義孝 高砂市松陽１丁目７番６号 079-448-8901

122 株式会社三枝設備工業所 三枝　丈次 高砂市曽根町７２２番地 079-448-1301
138 山里設備 山里　喜邦 高砂市西畑３丁目７番２３号 079-443-0083
205 田口水道株式会社 田口　将平 高砂市伊保１丁目４番３０号 079-447-1171
234 アクアテック有限会社 橋本　愼介 高砂市曽根町８７８番地 079-448-9080
242 有限会社能勢工務店 能勢　國男 高砂市米田町島６０番地の２ 079-431-3222
247 和田株式会社高砂支店 和田　直也 高砂市伊保３丁目４番２４号 079-252-1849
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258 株式会社嶋谷 嶋谷　拓雄 高砂市美保里８番３号 079-442-8890
274 土井建設株式会社 壁　貴義 高砂市阿弥陀町北池２７番地１ 079-446-8787
361 有限会社明環 田口　圭介 高砂市伊保一丁目２番２６号 079-447-0681
403 Ｍ水道 松本　竜也 高砂市米田町米田８５０番地の３ 079-431-2665
409 株式会社西村組 西村　正義 高砂市荒井町東本町４番３号 079-442-1822
439 有限会社シオタニ 塩谷　忠治 高砂市梅井三丁目３番１１－２号 079-448-6791
453 池田設備 池田　直樹 高砂市竜山１丁目１０番１９号 079-448-9338
458 株式会社永井設備工業 永井　和裕 高砂市阿弥陀町魚橋３５２番地の３ 079-447-6535
493 三愛オブリガス播州株式会社 宮原　潤 高砂市阿弥陀町阿弥陀２９番地の２ 079-447-3637
506 田口工務店 田口　幸浩 高砂市米田町米田１１１３番地の２０ 079-432-5786
539 株式会社豊設備商会 溝口　伸一 高砂市松陽二丁目３４５番地の４ 079-447-6771
541 山下建設株式会社 山下　登也 高砂市中筋五丁目７番３号 079-447-8322
579 アイ・エイチ・オー設備 伊保　由希子 高砂市荒井町日之出町１番３６号 079-439-7079
598 株式会社フジタプランビング 藤田　哲弥 高砂市米田町米田１１４２番地の４ 079-431-8899
666 株式会社藤井設備 藤井　篤史 高砂市神爪五丁目３-６ 079-451-7297
401 株式会社松沢産業 松澤　定男 小野市市場町１３３番地の４ 0794-62-2224
452 藤井設備工業株式会社 藤井　一博 小野市敷地町１３８２番地 0794-63-4912
463 小林設備工業有限会社 小林　嘉幸 小野市河合西町２３８番地 0794-66-2355
496 中島水道設備株式会社 中島　祐一 小野市上本町４６番地の２ 0794-62-2613
556 株式会社マルキョー 多鹿　恭弘 小野市万勝寺町７６８－１１ 0794-64-5877
280 有限会社ライズコーポレーション 塚前　隆一 加西市段下町４５番地の１ 0790-48-2771
447 柏原建設株式会社 柏原　幸生 加西市東剣坂町５８１番地の２ 0790-46-0621
466 株式会社西村電気工事 西村　栄俊 加西市北条町西南３７７番地 0790-42-3611
468 イイダセツビ株式会社 飯田　由紀恵 加西市西谷町５１２番地 079-042-3241
520 翔栄設備 岡田　秀一 加西市北条町黒駒２０番地の２ 0790-43-1269
638 渡備建設株式会社 渡邊　勝一 加西市中山町３０４番地 0790-46-0339
644 株式会社森本工業所 森本　秀道 加西市和泉町６８９番地の１ 0790-45-0058
513 中兵庫建設株式会社 宮城　和幸 篠山市八上内甲４０７番地の１ 079-552-5055
219 株式会社塚本陶器 塚本　英人 宍粟市山崎町庄能３７６番地 0790-62-1560
455 蔵前商事株式会社 蔵前　清一 加東市河高２４６７番地 0795-48-3168
514 Fujii Technical Service 藤井　直幸 加東市岩屋１２５番地３ 0795-46-1026
545 中元産業株式会社 中元　勝也 たつの市揖保川町山津屋２２番地の１ 0791-72-2031
575 髙瀨設備工業株式会社 髙瀨　雅万 たつの市揖保川町金剛山２９３番地２ 079-172-5526
459 有限会社世光商会 竹内　元茂 多可郡多可町中区糀屋６３番地の１ 0795-32-0367
63 山田住設工業 山田　利光 加古郡稲美町六分一７５７番地の６ 079-492-0344

144 株式会社コーポレーションナガヤマ 長山　享 加古郡稲美町六分一１３５４番地の３ 079-495-3221
193 沼田電気水道商会 沼田　孝博 加古郡稲美町加古７６１番地 079-492-1845
225 出口設備有限会社 出口　正規 加古郡稲美町和田３４０番地の３ 079-492-8650
327 ミナト建設工業株式会社 松下　正人 加古郡稲美町国安１１０９番地 079-492-2020
337 株式会社石川工務店 石川　祥平 加古郡稲美町加古３８２番地の６６ 079-492-3220
406 織田設備 織田　元文 加古郡稲美町国安１丁目２６番地 079-492-8861
469 ドクターホーム 長井　繁 加古郡稲美町森安１４６番地１ 079-459-7880
489 赤松機器工業株式会社 赤松　猛 加古郡稲美町加古３９４３番地 079-492-0019
522 吉田設備工業 吉田　富男 加古郡稲美町中一色３７３番地の１ 079-492-5776
586 株式会社ヒラヤマ 平山　三郎 加古郡稲美町岡２３０１番地１ 079-495-2126
599 中嶋工業株式会社 中嶋　和人 加古郡稲美町北山５２２番地の１ 079-492-0424
634 ホームテックあおい 三俣　雄司 加古郡稲美町加古３２５３番地の３ 080-2535-9320
108 小林設備 小林　治朗 加古郡播磨町大中４丁目８番１８号 078-941-0423
157 アサヒ工業 平下　政美 加古郡播磨町二子２２５番地の５ 078-942-4218
172 播磨設備株式会社 山口　潤一 加古郡播磨町北本荘三丁目４番１４号 079-437-8254
177 徳富建設株式会社 徳富　満男 加古郡播磨町北古田１丁目１４番３号 079-437-0565
189 株式会社富士電気商会 藤原　健司 加古郡播磨町野添１６５６番地の４ 078-942-1105
399 株式会社北山鑿泉工業所 北山　正剛 加古郡播磨町大中三丁目４番３８号 079-437-8009
483 岩本設備 岩本　正勝 加古郡播磨町南大中３丁目９番４７－２号 079-440-3763
576 たけなか設備企画 竹中　秀夫 加古郡播磨町南野添３丁目５番２－６０６号 079-435-9095
626 株式会社ヤマテツ 谷口　清史 加古郡播磨町二子１９６番地の２ 078-940-8811
517 株式会社ふくもと 福本　真一 神崎郡福崎町高岡１７９４番地の１ 0790-22-0818
375 カメモト設備 亀本　寿志 揖保郡太子町東保４２３番地３ 0792-77-2462
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470 白鳥住宅設備 安本　孝行 揖保郡太子町矢田部４３２番地１９ 079-280-5404
499 上野設備工業株式会社 上野　幸弘 揖保郡太子町東保４９５番地の８ 079-276-2446
658 株式会社水宝 増田　好保 揖保郡太子町佐用岡９３５-２８ 079-240-6222
614 みすみ工業株式会社 三住　櫻 相生市那波東本町５番４７号 0791-25-4687
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