
所在地 業者名 電話番号 所在地 業者名 電話番号

弓木 山城建設（株） 0772-46-2320 伊根町日出 （株）沢田電気 0772-32-0091

弓木 （株）山添電気 0772-46-2582 宮津市文珠 吉田電気商会 0772-22-5710

弓木 三冨設備 0772-46-6477 宮津市住吉 森内工作所 0772-22-5320

弓木 （株）小川設備 0772-46-3934 宮津市宮村 上前設備工業 0772-22-4502

岩滝 上田電気設備 0772-46-3490 宮津市宮村 （株）入柿水道 0772-22-3809

岩滝 小田電機商会 0772-46-2149 宮津市宮村 松浦水道工業所 0772-22-1610

岩滝 渡貫建設 0772-46-3446 宮津市宮村 入柿工業（株） 0772-22-2236

岩滝 （株）よざ電工 0772-46-3246 宮津市鶴賀 宋徳建設（株） 0772-22-4348

男山 足立石油（株） 0772-46-3355 宮津市鶴賀 （株）ガスネット 0772-22-6228

男山 安田建設（株） 0772-46-4141 宮津市惣 河原工業 090-5130-7774

男山 高岡水道設備 0772-46-3912 宮津市獅子崎 提中浴槽（有） 0772-22-2513

男山 奥野電気 0772-46-5105 宮津市外垣 （株）和田組 0772-28-0341

三河内 （株）三野工務店 0772-42-4615 宮津市日ヶ谷 松田タイル 0772-28-0630

三河内 （株）山田電気商会 0772-43-0351 宮津市里波見 筒川板金工業所 0772-28-0136

三河内 増田設備 0772-42-7878 宮津市溝尻 西口設備 0772-47-1002

三河内 （株）アイフル 0772-43-2190 宮津市須津 小谷商事（株） 0772-46-3515

三河内 永井建設 0772-43-2296 宮津市須津 金下建設（株） 0772-46-3151

三河内 京匠 0772-42-3724 宮津市大垣 牧野建設（株） 0772-27-1271

三河内 (有)石田建設 0772-42-4114 京丹後市大宮町 橋本設備 0772-64-2317

岩屋 山﨑ガス商会 0772-42-3616 京丹後市大宮町 堀江設備 0772-64-4715

岩屋 小山建築 0772-43-1374 京丹後市大宮町 （株）大建 0772-68-0587

岩屋 山﨑総建 0772-42-5287 京丹後市大宮町 （株）三木 0772-64-4996

幾地 タニグチ電工 0772-43-0439 京丹後市大宮町 下野住工 0772-68-1482

幾地 （有）ワイエス 0772-42-3393 京丹後市大宮町 大元工業（株） 0772-68-0650

幾地 池本電気工事店 0772-42-6912 京丹後市峰山町 （株）井上工業 0772-62-2707

四辻 （有）吉岡設備 0772-42-5434 京丹後市峰山町 峰山建材工業（株） 0772-62-0102

四辻 山添工務店 0772-42-5635 京丹後市峰山町 丹後水道（株） 0772-62-2131

四辻 山崎電気（株） 0772-43-0039 京丹後市峰山町 森建設（株） 0772-62-0651

上山田 長島水道工業所 0772-42-3735 京丹後市峰山町 （株）新治田中組 0772-62-0818

上山田 （株）鈴木建設 0772-42-2803 京丹後市峰山町 長島住設 0772-62-6035

下山田 藤本設備 0772-43-1545 京丹後市峰山町 牧野工務店 0772-62-0177

下山田 （株）井田建設 0772-43-1365 京丹後市網野町 松本燃料（株） 0772-72-1512

石川 久保設備 0772-42-0472 京丹後市丹後町 大西衛生（株） 0772-75-0189

石川 （株）きしべ建設 0772-43-0722 京丹後市丹後町 エンジニアリング畑中 0772-75-0790

石川 （株）杉建 0772-42-6955 京丹後市丹後町 岸田工業（株） 0796-27-0145

石川 (株)近畿興産 0772-42-6382 京丹後市久美浜町 野村電気設備 0772-82-0729

石川 カワベ技建 0772-42-7323 福知山市堀 （有）ヒカワ 0773-23-3474

石川 （株）堀尾デンキ 0772-42-5238 福知山市新庄 協和管工（株） 0773-22-8356

算所 (加)杉本鉄工所 0772-42-7501 福知山市新庄 （有）塩見住宅 0773-24-1247

算所 石本建設（株） 0772-43-1410 福知山市京 (有)藤本工業 0773-22-8883

算所 野口電気設備 0772-43-0464 福知山市堀 南陵工業（株） 0773-22-4855

加悦奥 小巻左工 0772-43-1829 福知山市堀 未來住設（株） 0773-24-1306

加悦奥 （有）柳水道 0772-42-2983 福知山市猪崎 ㈱アクアテック 0773-22-3416

加悦 協栄電気商会 0772-42-2321 福知山市大江町 杉本工業 0773-56-0193

後野 渓谷土建 0772-42-5981 舞鶴市福来問屋町 イズミテック（株） 0773-76-3451

与謝 砂後建設（株） 0772-42-2929 舞鶴市福来 石川設備 0773-60-1286

滝 （株）丸正組 0772-43-1104 綾部市里町鹿ノ子 源和住工（株） 0773-42-4421

滝 小西建築 0772-42-5910 綾部市並松町 （株）ミシマ 0773-42-1145

金屋 小田電気工事店 0772-42-5810 綾部市味方町 （株）ミシマ設備 0773-42-6954

金屋 前田鉄工所 0772-42-2474 亀岡市大井町 さくら設備 0771-55-9448

明石 (有）野口建設 0772-43-1270 長岡京市勝竜寺 （株）北浦工業所 075-951-7351

＊本表記載の業者は令和４年１月１日現在の登録業者です。
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