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足立石油㈱ 与謝野町字男山60 0772-46-3355 島﨑組 宮津市字江尻３３７番地26 0772-27-0070

奥野電気 与謝野町字男山45番地4 0772-46-5105 牧野建設㈱ 宮津市字大垣294 0772-27-1271

カヤマ建設工業㈱ 与謝野町男山2620 0772-46-4014 小倉設備工業 宮津市字小田宿野84 0772-25-0719

高岡水道設備 与謝野町字男山1614 0772-46-3912 提中浴槽㈲ 宮津市字獅子崎144-13 0772-22-2513

上田電気設備 与謝野町字岩滝840-1 0772-46-3490 金下建設㈱ 宮津市字須津471-1 0772-46-3151

小田電機商会 与謝野町字岩滝1810 0772-46-2149 小谷商事㈱ 宮津市字須津749 0772-46-3515

久保設備 与謝野町字岩滝439-17 0772-42-0472 森内工作所 宮津市字住吉1756-1 0772-22-5320

㈱よざ電工 与謝野町字岩滝2118 0772-46-3246 池田電気㈱ 宮津市字滝馬705 0772-22-1312

三冨設備 与謝野町字弓木294-3 0772-46-6477 松田タイル 宮津市字日ケ谷317 0772-28-0630

㈱小川設備 与謝野町字弓木1915 0772-46-3934 西口設備 宮津市字溝尻5-1 0772-47-1002

㈱山添電気 与謝野町字弓木138-1 0772-46-2582 ㈱入柿水道 宮津市字宮村1045-1 0772-22-3809

長島水道工業所 与謝野町字上山田416-1 0772-42-3735 松浦水道工業所 宮津市字宮村1118 0772-22-1610

㈱鈴木建設 与謝野町字上山田101 0772-42-2803 上前設備工業 宮津市字宮村1141-1 0772-22-4502

下山田 藤本設備 与謝野町字下山田1798-3 0772-43-1545 入柿工業㈱ 宮津市字宮村1586番地 0772-22-2236

カワベ技建 与謝野町字石川5433番地3 0772-42-7323 吉田電気商会 宮津市字文珠179-1 0772-22-5710

㈱きしべ建設 与謝野町字石川5227-5 0772-43-0722 ㈱ガスネット 宮津市字鶴賀2078番地 0772-22-6228

㈱杉建 与謝野町字石川537-3 0772-42-6955 北都ホーム 宮津市字漁師1637 0772-22-7620

㈱堀尾デンキ 与謝野町字石川5434-1 0772-42-5238 河原工業 宮津市惣429番地の6 090-5130-7774

タニグチ電工 与謝野町字幾地1178-1 0772-43-0439 下野住工 京丹後市大宮町口大野1743-5 0772-68-1482

㈱橋本電気商会 与謝野町字幾地370-1 0772-43-0008 ㈱井野建設 京丹後市大宮町河辺427-1 0772-64-3369

㈲ワイエス 与謝野町字幾地514-1 0772-42-3393 稲田電気商会 京丹後市網野町浅茂川1936 0772-72-3128

三共電気商会 与謝野町字四辻755-4 0772-42-3365 ㈱野村設備工業所 京丹後市網野町小浜156番地 0772-60-8645

山崎電気㈱ 与謝野町字四辻858 0772-43-0039 松本燃料㈱ 京丹後市網野町下岡815-1 0772-72-1512

山添設備水道工事所 与謝野町字四辻1023-1 0772-42-6186 ㈲石河 京丹後市大宮町字善王寺1218 0772-64-3366

㈲吉岡設備 与謝野町字四辻997 0772-42-5434 堀江設備 京丹後市大宮町口大野1751 0772-64-4715

増田設備 与謝野町字三河内163番地3 0772-42-7878 橋本設備 京丹後市大宮町口大野349-7 0772-64-2317

㈱アイフル 与謝野町字三河内591-1 0772-43-2190 小牧配管所 京丹後市大宮町口大野75-5 0772-64-4831

㈱三野工務店 与謝野町字三河内1076-24 0772-42-4615 ㈱ヰセキ関西 京丹後市大宮町周枳1320 0772-64-2545

㈱山田電気商会 与謝野町字三河内22-8 0772-43-0351 ㈱大建 京丹後市大宮町周枳1792番地1 0772-68-0587

㈲石田建設 与謝野町字三河内204-3 0772-42-4114 ㈱三木 京丹後市大宮町三重334-2 0772-64-4996

岩屋 山崎ガス商会 与謝野町字岩屋134 090-8576-6836 野村電気設備 京丹後市久美浜町友重988番地の3 0772-82-0729

板垣設備 与謝野町字加悦奥1137番地 090-9256-1835 大西衛生㈱ 京丹後市丹後町大山1381 0772-75-0189

㈲柳水道 与謝野町字加悦奥140-3 0772-42-2983 エンジニアリング畑中 京丹後市丹後町筆石111番地 0772-75-0790

石本建設㈱ 与謝野町字算所195-1 0772-43-1410 ㈱井上工業 京丹後市峰山町荒山751-1 0772-62-2707

野口電気設備 与謝野町字算所386-4 0772-43-0464 森建設㈱ 京丹後市峰山町泉470番地 0772-62-0651

協栄電気商会 与謝野町字加悦982 0772-42-2321 ㈱新治田中組 京丹後市峰山町新治1306 0772-62-0818

矢野電器㈱ 与謝野町字加悦201 0772-42-2188 峰山建材工業㈱ 京丹後市峰山町杉谷656 0772-62-0102

明石 有限会社　野口建設 与謝野町字明石2180番地1 0772-42-6268 ㈱小野設備　峰山営業所 京丹後市峰山町杉谷872-1 0772-69-5335

温江 COOKパルあかし 与謝野町字温江5 0772-42-2313 ㈱峰栄建設 京丹後市峰山町杉谷969 0772-62-3768

金屋 小田電気工事店 与謝野町字金屋66-1 0772-42-5810 東電気サービス 京丹後市峰山町長岡495-1 0772-62-6272

滝 ㈱丸正組 与謝野町字滝2922 0772-43-1104 長島住設 京丹後市峰山町長岡580番地11 0772-62-6035

与謝 砂後建設㈱ 与謝野町字与謝1918番地 0772-42-2929 丹後水道㈱ 京丹後市峰山町安144 0772-62-2131

牧野工務店 京都府京丹後市峰山町杉谷856-3 0772-62-0177

丹後北都不動産㈱ 京丹後市峰山町新町115 0772-62-2600

林建設　株式会社 京丹後市弥栄町黒部3487番地 0772-65-2105

㈱沢田電気 伊根町字日出552-1 0772-32-0091

ちきりでんき 伊根町字平田156-11 0772-32-1008

大栄工業㈱ 福知山市字天田８４８番地3 0773-23-8789

㈲藤本工業 福知山市字京19番地 0773-22-8883

㈱アクアテック 福知山市字西7番地1 0773-22-4606

㈲ヒカワ 福知山市字堀1714番地1 0773-23-3474

田渕建設㈱ 福知山市字前田1406 0773-27-4635

『水漏れ?』 と思ったらすぐ水道メーターの確認を!! 南陵工業㈱ 福知山市堀小字高田2140番地 0773-22-4855

 ・ 蛇口を全部止めて水道メーターのパイロットが回っていれば漏水です。 ㈲塩見住宅 福知山市字新庄225-3 0773-24-1247

 ・ 修理は、お近くの町指定工事業者へ依頼してください。 協和管工㈱ 福知山市字新庄573-1 0773-22-8356

 ※ なお、私有地内の工事費はお客様負担となります。 杉本工業 福知山市大江町天田内169-1 0773-56-0193

㈱石丸浄水センター 福知山市三和町千束639 0773-58-4141

㈱福多電気商会 綾部市井倉町杉ノ木12-1 0773-42-2479

上野設備工業 綾部市小西町馬場下22番地 0773-47-5877

源和住工㈱ 綾部市里町鹿ノ子8-1 0773-42-4421

㈱ミシマ 綾部市並松町上番取23 0773-42-1145

㈱ミシマ設備 綾部市味方町薬師谷300番地64 0773-42-6954

舞進設備 舞鶴市字大波上小字野家240番地1 0773-64-2020

大和プラニング 舞鶴市字浜1038 0773-63-6898

㈱石川設備 舞鶴市字清美が丘4番地4 0773-60-1286

水星興業㈱ 舞鶴市大字森小字峠40-5 0773-62-0664

イズミテック㈱ 舞鶴市福来町785番地39 0773-76-3451

長岡京市 ㈱北浦工業所 長岡京市勝竜寺巡り原13番地 075-951-7351

京都市 ㈲北岡設備 京都市伏見区深草西浦町3丁目13番地の7 075-642-4413

大阪府 ㈱イースマイル 大阪市浪速区敷津東三丁目７番１０号　イースマイルビル 06-6631-7449

兵庫県 高見設備株式会社 朝来市山東町矢名瀬町845番地 079-676-3975

㈱近畿興産 丹波市氷上町谷村1461番地2 0795-82-5319

さくら設備 養父市八鹿町八鹿1475-1 079-662-1596

岸田工業㈱ 豊岡市上鉢山783番地 0796-27-0145

広島県 ㈱アクアライン 広島市中区上八丁堀8番8号　第1ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ　F6 082-502-6644

東京都 三菱電機ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ㈱ 世田谷区太子堂四丁目1番1号 03-5431-7755
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