
ｱ･ｱ･ﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 栗東営業所 栗東市下鈎683-1 077-553-6531

アズメック（株） 栗東市出庭401-3 077-553-1365

（株）アプコ 栗東市六地蔵1093 077-553-2333

伊藤工業（株）栗東営業所 栗東市岡４１０番地 077-552-1046

井上水道工事店 栗東市大橋1-7-46 077-552-1569

大藤水道工業所 栗東市小野1041 077-553-0140

（有）奥井水道 栗東市坊袋148-1 077-552-0401

㈱北中工務店 栗東市霊仙寺4-6-13 077-552-3006

湖南工業（株） 栗東市小柿5-13-3 077-553-6813

大伸工業（株） 栗東市目川1035-2 077-552-0694

（株）夏山商店 栗東市下戸山1238-1 077-552-5522

（株）丸屋建設 栗東市辻474-2 077-552-4394

美松電気（株）　栗東営業所 栗東市出庭2135-1 077-552-5240

（有）ヤケヤ 栗東市出庭977-1 077-553-1659

山三設備（株） 栗東市川辺287-5 077-552-3176

（有）山下技建 栗東市上鈎173-3 077-552-9559

栗東市上下水道工事協同組合加入指定工事店



アラハリメンテナンス 栗東市荒張996-275 077-558-1525

ありむ住建 栗東市上砥山2166-13 077-552-2100

㈱今井水道工業 栗東市安養寺3-5-20 077-554-3514

㈲ａｋｓ実設備 栗東市下戸山673-1 077-553-7771

㈱大角工務店 栗東市六地蔵187 077-552-2469

太田水道工事店 栗東市辻340 077-552-0620

太田設備 栗東市坊袋175-1 077-552-5255

カバタ設備工業 栗東市小柿5-10-9 077-553-4503

（株）弘伸 栗東市御園2626 077-558-3138

スナダ設備 栗東市高野351-12 077-553-9887

積和建設近畿㈱　滋賀支店 栗東市綣1-5-3 077-554-3525

日本管理工業（株） 栗東市御園456-2 077-558-4371

フジタ設備工業（株） 栗東市下鈎1508 077-554-0013

富士熔工（株） 栗東市下鈎215-1 077-564-1314

（有）南井商店 栗東市林41 077-552-0759

栗東市内指定給水装置工事店



㈱アース 近江八幡市上田町1348 0748-37-0013

アイテム（株） 京都府宇治市五ヶ庄福角69-6 0774-33-7040

㈱青山工業所 大津市京町1-1-25 077-522-6343

㈱アクセス 京都市南区上鳥羽岩ノ本町82-3 075-682-2607

浅原工業㈱ 近江八幡市東川町149 0748-37-3456

（株）東設備 湖南市菩提寺1459 0748-74-3290

アビコ設備 草津市青地町113-4 077-562-5347

（株）アブラサダ 野洲市永原491-2 077-587-0245

新井建設 草津市駒井沢123-13 077-568-3402

荒木工業 京都市北区大宮玄琢北町8-94 075-493-4577

（有）アラホリ住設 大津市石山寺5-1-17 077-534-9533

安全管理㈱ 京都市山科区大宅細田町110-2 075-582-1452

㈱イースマイル 大阪市浪速区敷津東3-7-10　イースマイルビル 06-6631-7449

（有）石部農機 湖南市石部中央4-3-65 0748-77-2839

石本設備 守山市岡27-4 077-583-1107

栗東市外指定給水装置工事店



（有）いそだ設備 草津市志那中町7-1 077-568-4747

（株）市木設備工業所 守山市守山2-16-63 077-582-2616

（有）市田電設 甲賀市土山町大野4790 0748-67-0319

（有）一宮設備 湖南市中央2-73 0748-72-2389

（株）市原建機 甲賀市水口町松尾1013-153 0748-62-5314

（有）イチムラ 守山市欲賀町1916 077-585-8281

㈱イトケン 大津市堅田1-1-18 077-572-3101

（株）井野工業所 草津市矢橋町588-3 077-563-2469

井上営新設備 大津市和邇北浜622-49 077-576-0873

（株）井上水道工業所 草津市草津町1515-6 077-562-0976

（株）井上設備機器 大津市今堅田2-13-29 077-572-0629

今明水道㈱ 守山市吉見5-1-3 077-583-1289

岩城設備 草津市野路1-16-13-207 077-565-1906

（株）イワネクスコーポレーション 東近江市八日市東本町1-8 0748-22-0381

上谷設備 東近江市伊庭町109-6 0748-42-1427



㈱植西設備工業商会 甲賀市信楽町長野513-13 0748-82-0088

上野電器商会 甲賀市土山町前野494 0748-67-0814

㈲ウシヤマ設備 近江八幡市安土町下豊浦7940-1 0748-46-2951

（株）内田設備工業 大津市大江7-9-9 077-545-4390

（有）ウッデイーアート 大津市一里山5-22-6 077-547-5055

（株）ウメテツ建設 近江八幡市十王町348-2 0748-36-8071

（株）エヌアール 守山市金森町140-20 077-581-3295

近江水道 湖南市石部北1-5-18 0748-77-2074

（有）近江設備工業所 草津市野路町1082-16 077-567-8786

（有）大沢設備工業所 大津市坂本4-8-7 077-578-1101

（株）大谷設備工業 大津市森2-6-10 077-546-4888

大塚工務店（株） 高島市鹿ヶ瀬115 0740-37-0125

大津マルヰ株式会社 大津市下阪本4-4-1 077-578-0244

オー・ティ・テック 甲賀市土山町南土山甲78-22 0748-66-0466



（株）オーレックス 湖南市石部北1-5-21 0748-77-2822

（有）オカダ設備 草津市南笠東4-8-64-1 077-563-6133

岡田設備 東近江市山上町2099 0748-27-2002

㈱岡地設備工業 近江八幡市浅小井町2084 0748-33-2817

（株）オギキチ 近江八幡市野村町215-2 0748-34-8990

(有)奥田設備工業 近江八幡市土田町1068 0748-33-6759

奥村管工（株） 大津市神領3-14-7 077-545-1169

（株）奥村設備 湖南市針228-1 0748-72-0078

オバタ温水（株） 草津市東草津1-3-56 077-563-7766

（有）オフイス　ジュン 大津市一里山1-2-13 077-544-5149

オフィス７ＳＨＩＭＡＺＵ 名張市桔梗ヶ丘2-6-64 0595-65-0035

（株）角田設備 大津市衣川3-4-56 077-573-1450

角間設備(有) 東近江市小八木町779 0749-45-1396

（株）鍛冶清工業 大津市本堅田3-11-27 077-572-0233

（株）堅田住宅機器 大津市真野4-10-28 077-573-0047



（株）勝田商会 彦根市京町1-3-13 0749-24-3211

カツミデンキ 守山市洲本町2352-2 077-585-6411

加藤設備 大津市弥生町7-31 077-579-6206

(有)唐崎設備 大津市穴太2-9-22 077-578-3040

川村設備工業 草津市追分町959-6 077-562-3599

関西設備工業（株） 大津市におの浜１3-1-51 077-522-4177

北川産業（株） 彦根市古沢町685 0749-23-3309

（株）北中工業 野洲市小篠原2097-3 077-587-2193

(有)キムラ 湖南市平松北2-60 0748-72-3559

（有）共立空調 湖南市石部東3-7-48 0748-77-3643

桐田設備工業（株） 大津市大門通13-9 077-522-3815

草津設備（株） 草津市東草津2-3-38 077-568-3701

（株）クサネン 草津市青地町138 077-562-0501

㈱クラシアン　南大阪支社 堺市中区深井清水町3544-3 072-281-6511

㈱クリーンテック滋賀 近江八幡市加茂町3651-11 0748-34-6217



㈱グローガステック 湖南市石部北1-6-2 0748-77-2151

㈱グローバルワークス 大阪府高槻市庄所町7-1-101 072-661-3397

京滋帝燃（株） 宇治市槙島町十一49-2 0774-22-5239

㈱ケイテック 大津市晴嵐1-3-15 077-537-1948

（有）京阪商事 野洲市永原1334-26 077-587-0132

甲賀電気設備（株） 甲賀市甲賀町相模197 0748-88-5206

（有）広伸工業 大津市大石龍門1-7-10 077-546-1370

（有）広宣工業 大津市蓮池町5-21 077-527-4180

神山設備 甲賀市甲南町竜法師857-2 0748-86-1048

コウロギ設備㈱ 草津市青地町109-2 077-566-3205

湖栄設備工業所 東近江市佐野町661 0748-42-7750

（株）小島工業 近江八幡市牧町367-2 0748-32-7878

湖水設備 野洲市乙窪424-10 077-589-2247

コテラ設備（株） 草津市木川町372-1 077-564-3854

湖南住設 草津市矢倉2-5-31 077-562-0292



（有）小山工業 守山市水保町503 077-585-0392

坂井水道工業（株） 東近江市東沖野3-9-4 0748-22-0368

㈱坂野設備工業 近江八幡市金剛寺町104-9 0748-26-0843

坂本油化㈱野洲営業所 野洲市北野1-23-10 077-587-3329

佐山水道工業（株） 草津市草津町1457 077-563-5423

（株）山協 草津市草津町1457 077-563-5413

三協高圧（株） 野洲市小篠原270 077-586-6088

（株）サンテック 近江八幡市出町168 0748-32-3212

㈱三洋工業　大津営業所 大津市坂本5-20-3 077-577-2081

（株）ジェイジェイエフ 近江八幡市鷹飼町北3-8-7 0748-33-2774

滋賀工業株式会社 長浜市大辰巳町33 0749-63-5501

志賀設備工業（株） 近江八幡市桜宮169 0748-33-6002

（有）滋賀総業 大津市羽栗1-11-6 077-546-0800

（株）滋賀電化 大津市南志賀2-2-3 077-524-2875

滋賀容器工業（有） 大津市柳川1-6-5 077-523-1958



（株）七福建設 彦根市野田山町833-1 0749-26-6166

㈱島田設備 草津市大路2-16-27 077-562-0933

（株）清水コンテック 甲賀市甲賀町大原市場30 0748-88-2233

㈱シミズ設備 野洲市五之里108 077-587-3524

昭栄管工 野洲市小篠原1731-15 077-586-3927

（有）正栄工業 大津市伊香立向在地町783 077-598-2357

㈱城陽興業 大津市神出開町260-3 077-527-0087

白井水道設備 蒲生郡日野町深山口726 0748-53-3584

㈱シンエイ 大阪市中央区釣鐘町2-1-4　ビルハイタウン302 06-6944-7797

㈱新栄管工業 彦根市小泉町919 0749-22-2479

（有）新開工業 大津市堅田1-3-35 077-574-3690

（株）シンテック 京都市右京区西京極西衣手町40-7 075-312-4588

（株）水研設備 東近江市山路町792-5 0748-42-0308

水道設備　MIZUHO 蒲生郡日野町別所195 0748-52-8800

（株）スミダ商会 彦根市船町2-6 0749-22-1047



（株）千商 草津市南笠東3-20-44 077-563-8171

創流 米原市磯1298-3 0749-52-0945

（有）綜和設備 蒲生郡日野町小井口557 0748-52-2750

園田設備 守山市伊勢町583 077-583-0954

（有）蕎ば市工業所 湖南市石部東1-10-20 0748-77-4138

（株）第一技研 守山市山賀町240-3 077-584-2229

大喜鉄工㈱ 彦根市新海町1288 0749-43-2935

大商機器 湖南市石部東3-10-46 0748-77-5000

大昌産業（株） 草津市笠山6-5-3 077-564-0002

大進管工（有） 大津市坂本5-26-12 077-579-1145

大清工務店 近江八幡市東横関町64 0748-37-7349

（株）大同 草津市岡本町17-1 077-565-9596

大丸エナウィン（株） 野洲市三上堤外1221-1 077-586-8111

ダイワ設備 草津市山寺町707-7 077-564-1477

高松管工 守山市守山6-16-11-105 077-583-4763



竹原工業所 蒲生郡蒲生町宮川244-97 0748-55-3817

竹村管工 蒲生郡日野町小井口64-40 0748-53-2285

辰井設備工業 近江八幡市池田本町948-13 0748-33-7440

田中工業（株） 大津市一里山1-24-13 077-545-5822

（株）田中水道 守山市播磨田町1240 077-583-2074

（株）田中設備工業所 大津市南志賀2-21-8 077-522-3579

ツジソト（株） 近江八幡市音羽町7-1 0748-33-3261

（株）テクノミツボシ 甲賀市水口町本丸3-45 0748-62-1166

テラダ電設 彦根市松原2-12-16 0749-22-8040

土井ガス設備 草津市南山田町1121-29 077-564-5595

東郷設備 守山市洲本町開発1459 077-585-3831

徳真工業 彦根市中藪2-3-21 0749-27-0200

（株）Ｔｏｍｉｃ　 大津市赤尾町17-2 077-533-6777

（株）冨村設備 守山市吉身5-2-10 077-583-3798

ナイスプラザニシモト 野洲市西河原2383 077-589-2035



(有)ナカガワ 草津市川原町140-3 077-562-4510

中島商事（株） 東近江市宮荘町61-5 0748-48-2301

（有）中島設備 大津市南郷3-7-17 077-534-3287

（有）中野管工 野洲市永原1157-9 077-587-3319

㈱中野電機設備 守山市荒見町397-6 077-585-3236

(有)ナカムラ 近江八幡市中村町１８番地１２ 0748-33-9477

中村管工 甲賀市水口町宇田874-8 0748-62-7215

（有）中山管工業 野洲市比留田30-8 077-589-4530

ナクラ設備 京都市右京区西京極新明町80 075-312-7167

(有)napedoステーション 草津市野路町1807-1 077-598-1572

南村水道設備 野洲市小篠原2113-5 077-588-0300

（有）西常商店 大津市本堅田3-11-21 077-572-0301

西村建設（株） 湖南市中央3-12 748-72-1121

(有)西村設備 愛知郡愛荘町島川1105 0749-42-2961

（株）西村設備工業 蒲生郡竜王町橋本456 0748-58-0711



㈱西山工業 大津市黒津2-13-31 077-546-1362

（株）日新設備 大津市大谷町19-12 077-522-1480

日本水理（株） 大阪市中央区高麗橋4-4-6 06-6222-4481

日本設備工業（株） 京都市南区西九条菅田町29 075-682-5152

パイオニア設備工業 大津市千町1-19-19 077-534-2961

（株）ハシモト 守山市守山6-18-33 077-582-4750

(有)橋本工業所 守山市大門町299-6 077-582-6116

（有）八茂工業 大津市本堅田2-7-37 077-572-1313

(有)服部管工事 大津市千町三丁目５９２－３ 077-536-5406

服部設備 大津市北大路3-10-3 077-533-0234

濵田設備工業 近江八幡市北之庄町414 0748-32-2506

(有)林工務店 野洲市小南1844 077-587-1417

（株）早瀬水道 草津市西矢倉2-7-12 077-562-2596

（有）光コーポレーション 彦根市高宮町1608 0749-24-4501

ヒライ設備 近江八幡市江頭町1053-1 0748-36-7387



（株）福本設備 甲賀市水口町大字三大寺106 0748-62-2098

（有）フジ設備工業 野洲市西河原2575 077-589-4548

伏見管工㈱ 京都市伏見区深草谷口町50-4 075-643-2800

（有）ベース 大津市坂本2-20-39 077-579-6501

豊栄綜合建設 甲賀市信楽町神山1597 0748-82-2452

（株）北庄 彦根市小泉町672-5 0749-24-6523

（有）北真設備工業 大津市富士見台36-3 077-533-5148

（有）北葉 彦根市字尾町617-6北川ビル３階 0749-28-3451

㈱ほり 彦根市稲里町1632 0749-43-2151

堀田住設（株） 草津市下笠町701 077-568-2611

（株）堀文工業 草津市下笠町168 077-568-0569

ほりも設備 草津市若竹町5-7 077-562-5667

（株）本田設備 京都市山科区西野山桜ノ馬場町12-4 075-592-9591

(有)松岡商事　ナオミチ設備 近江八幡市堀上町159-62 0748-33-0323

松﨑管工 甲賀市甲南町池田1474-39 0748-60-6242



（有）松田水道工業所 草津市矢橋町1377 077-562-2305

（株）マツヤ 甲賀市甲南町滝法師792 0748-86-7577

㈱丸林設備 野洲市上屋1383-5 077-588-1759

（株）丸正 甲賀市土山町大字北土山1435 0748-66-0162

㈱水谷工業 東近江市市辺町2620-36 0748-20-5950

（株）みずほ設備工業 守山市水保町127 077-585-1462

（株）三星設備工業社 大津市三井寺3-39 077-522-6501

ミナミダ 大津市野郷原1-4-8 077-548-3399

㈱村田管工 蒲生郡竜王町大字林808 0748-57-0384

村防工業（株） 東近江市上平木町1850-1 0748-22-6611

モトキ電設 東近江市中里町643-1 0749-45-3636

（株）元藤工業所 草津市草津3-6-6 077-562-2482

森田水道（株） 守山市立田町2395-1 077-585-2083

守山ガス器具センター住設（株） 守山市吉身3-15-16 077-583-1347

㈲安井 湖南市菩提寺1144 0748-74-8011



（株）山田燃料 草津市大路1-2-2 077-562-0275

(有)大和工業 大津市平津1-6-26 077-537-2525

（株）山本管工 野洲市冨波乙11-1 077-587-2256

(有)山本商会 京都府向日市森本町石田22-51 075-922-8901

（有）山元水道工業所 草津市上笠4-1-11 077-564-2113

山脇設備 近江八幡市鷹飼町南4-5-20 0748-34-3991

結城設備 彦根市後三条町318-2 0749-24-3928

幸栄 大津市下坂本1-19-3 077-578-6725

（株）ゆたか設備 近江八幡市安土町上豊浦918-4 0748-46-8080

㈱ユニオン工業 大津市神領3-4-7 077-545-4173

㈱ヨシダエンジニアリング 守山市川田町337-1 077-582-8145

吉田電工（株） 甲賀市甲南町野尻655 0748-86-2224

（株）ライフテックミツダ 東近江市今堀町612-1 0748-23-0667

㈱リモデルテクノ滋賀営業所 湖南市朝国1 0748-72-1404

ＷＯＲＬＤ工業 大津市大将軍3-20-10 077-545-7877

ワイ・エス工業 近江八幡市若宮町498-2 0748-46-5646

（有）ワイ・ケー・エム設備 彦根市後三条町263 0749-22-1407


