
●修繕工事の依頼されるときの注意点

   をとり、内容を検討してください。

※  工事前に工事内容や費用等について、十分な説明をうけてください。

　　　　　　　　　　　ゴールデンウィークや盆、年末年始は対応できる事業者が限られていますのでご注意ください。

事業者名 事業所所在地 電話番号 休業日 修繕対応時間

清水工業(株) 旭町3-6 072-981-2827 日曜 8：00～17：00

(株)北野設備工業所 池島町8-2-8 072-982-6113 日曜 8：00～18：00

(株)森本組 池島町8-5-2 072-982-8895 日曜・祝日 8：00～17：00

（有）北得水道 出雲井町1-21 072-981-5337 日曜・祝日 8：00～17：00

(株)サカシン設備 北石切町17-1 072-981-4300 日曜・祝日 8：00～18：00

ユーコー設備 日下町7-1-57 072-986-6147 日曜・祝日 8：00～19：00

(株)一誠通商 昭和町21-21 072-943-2982 年中無休 24時間

(株)Ｉ－Ｒｉｓｉｎｇ 新池島町3-12-24 072-926-8847 日曜・祝日 8：00～17：00

河野建設工業(株) 新町5-10 072-985-1516 日曜・祝日 9：00～17：00

山川設備 新町20-27 0120-505-549 年中無休 24時間

伊与久設備 新町21-43 072-981-1493 年中無休 9：00～18：00

(株)鶴原工務店枚岡支部 新町22-2 072-987-2223 日曜・祝日 9：00～17：00

ニッコー産業 (株) 末広町23-6 072-981-1234 日曜・祝日 8：30～17：00

(株) 岸沢設備工産 善根寺町5-1-38 072-981-1671 土・日・祝日 9：00～17：00

(有)樋口工業 東豊浦町5-9 072-982-2337 第2・4土曜・日曜 8：00～17：00

サンエス建設(株) 豊浦町17-23 072-981-4827 土・日 9：00～17：00

山本住設店 中石切町2-4-31 072-981-2581 日曜・祝日・正月 9：00～18：00

(株)谷村工業 中石切町3-1-3 072-987-1111 日曜・祝日 8：00～18：00

(株)アクア設備工業 中石切町4-10-20 072-968-7137 日曜・祝日 8：00～18：00

(株)光工業 中石切町6-2-11 072-986-8500 日曜・祝日 8：00～18：00

(株)大浜組 布市町4-3-20 072-984-8585 日曜 8：00～17：00

水道修理緊急センター 東石切町5-4-28 0120-557-841    年中無休  平日 6-23 土日祝 7-12

(株)山茂総業 御幸町1-1 072-988-0002 土曜・日曜 8：00～17：00

ユタカ設備 下六万寺町2-4-7 072-981-0955 日曜・祝日 8：00～18：00

竹下工務店 川中5-23 072-963-0081 年中無休 24時間

ＡＢＣメンテナンス 西鴻池町1-11-24 06-6224-7281 年中無休 ７：00～23：00

(有) ブンスイ設備 東鴻池町5-3-50 072-966-2288 土・日・祝日 8：00～17：00

後藤風呂商店 中鴻池町2-2-5 06-6745-5723 土・日・祝日 9：00～17：00

(株)YSK 古箕輪1-16-5 072-975-6407 日曜 8：00～18：00

(株)クラシアン 島之内2-12-37 0120-500-500 年中無休 24時間

赤井設備工業(株)東大阪支店 角田3-2-5 072-961-9182 日曜・祝日 8：30～17：00

日化メンテナンス(株) 中新開2-5-7 072-960-0909 土・日・祝日 9：00～17：30

(株)新日本エンジニアリング 西岩田4-6-3 06-6785-3610 日曜・祝日 8：00～18：00

(株)林水道工業所 花園東町2-12-33 072-961-2923 土・日・祝日 9：00～16：00

東大阪市水道工事業協同組合 菱江2-1-34 072-961-4372 土・日・祝日 9：00～17：00

西村工業所 本庄西1-9-3 06-6744-9063 日曜・祝日 9：00～17：00

山西鑿泉工業 (株) 本庄中1-1-3 072-961-3100 日曜・祝日 ７：00～17：00

(株)三友工務店 三島1-11-10 06-6745-6915 土午後・日曜 9：00～16：00

ケイティオー建設(株) 横枕9-17 072-960-7095 日曜 9：00～17：00

朝日水道サービス 吉田7-8-43 0120-224-365 年中無休 24時間

宅 内 の 水 漏 れ 修 繕 対 応 可 能 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 一 覧

※  なるべく複数の工事事業者から見積書(事前に有料または無料の確認を行って下さい）

　　【おことわり】　この一覧の作成日以降に、修繕対応が不可能になっている場合があります。

（東大阪市内業者） 作成日：令和５年１月１１日



事業者名 事業所所在地 電話番号 休業日 修繕対応時間

ウド設備工業 吉田8-1-27 072-921-3506 日曜・祝日 8：00～17：00

(株)司工業 吉田8-3-13 072-968-1102 日曜・祝日 9：00～17：00

野田設備 若江西新町2-7-19 06-6728-6562 日曜 9：00～17：00

松下建設(株) 若江東町4-4-13 072-961-2202 日曜・祝日 8：00～17：00

ツバキＨＯМＥ 若江東町6-2-12 06-6224-4768 日曜 8：00～19：00

(株) 東大阪設備工業 若江南町2-5-10 06-6721-5264 第2・4土曜・日・祝 8：30～17：30

大晉工業 (株) 足代北1-14-1 06-6781-6304 日曜 8：00～18：00

(株)クレスク 荒川2-10-3 06-6784-6512 日曜・祝日 9：00～19：00

(株)杉山建設 荒本1-8-14-115 06-6789-1789 土・日・祝日 9：00～17：00

(有)東部第一工業 荒本2-5-1 06-6787-1643 日曜・祝日 9：00～18：00

(有) 三輪水道工業所 稲田上町1-10-3 06-6744-4108 日曜・祝日 8：00～18：00

田中工業 近江堂1-3-5 06-6736-2252 日曜 8：00～17：00

マツダ設備工業(株) 近江堂3-9-13 06-6723-9963 第３土曜・日曜 9：00～17：00

(株)東大阪配管 大蓮北3-23-23 06-6727-3818 日曜・祝日 8：00～17：00

(株)アクダス 大蓮北3-4-5 06-6727-8960 年中無休 24時間

田渕工作社 大蓮東3-12-4 06-6757-7454 日曜・祝日 8：30～17：00

そのぎ住設 大蓮南2-23-17 090-3823-8274 土・日・祝日 9：00～17：00

高田設備 金岡3-16-3 070-6505-5849 日曜 8：00～17：00

アクア設備 上小阪4-1-5 06-7503-4243 日曜 8：00～17：00

第一工業(株) 岸田堂西1-6-5 06-6724-7027 日曜・祝日 8：00～17：00

中島管工(株) 衣摺2-4-27 06-6721-8062 日曜 8：30～18：00

(株)スイテック 衣摺2-5-12 06-6730-8735 日曜・祝日 9：00～18：00

(株)タナベホーム機器 楠根3-12-16 06-6746-6219 日曜・祝日 8：00～18：00

木村工業(株)東大阪支店 源氏ヶ丘16-9 06-6728-6881 第１２３土・日・祝 9：00～17：00

山水工業(株) 源氏ヶ丘22-30 06-6727-7402 日曜 8：00～18：00

(株)左向水道 中小阪3-10-32 06-6721-2509 日曜・祝日 8：00～17：00

(有)堀家水道 小若江2-3-30 06-6721-6981 年中無休 8：00～20：00

(株)タナカ 三ノ瀬1-1-28 06-6729-5522 土・日・祝日 9：00～17：00

コーナン住設 渋川町2-1-33 06-6720-6020 日曜・祝日 8：00～17：00

大和管工業 太平寺2-8-21 06-6727-6363 日曜・祝日 8：00～17：00

(有) 木田設備工業 高井田7-35 06-6787-5197 日曜・祝日 8：00～18：00

筒井工業(株) 長堂2-14-4 06-6783-2677 日曜・祝日 8：00～17：00

イワサキ設備工業(株) 友井3-7-5 06-6722-1893 日曜・祝日 9：00～17：00

(株)エマージュ・ジャパン 長田中1-4-17 06-6720-8727 水曜・年末年始 9：00～20：00

(株) 共進社工業所 西堤楠町3-2-11 06-6788-2223 日曜・祝日 9：00～17：00

三和管工 (株) 西堤楠町3-9-26 06-6787-2085 日曜・祝日 9：00～17：00

(株)東根設備 西堤本通西2-1-18 06-6781-3553 日曜・祝日 8：00～19：00

(株) 昭和ホーム設備 藤戸新田2-7-17 06-6788-4774 日曜 8：00～18：00

増田設備工業(株) 御厨南2-4-3 06-6785-7280 日曜・祝日 9：00～17：00

(株) 守屋設備 御厨中1-18-34 06-6788-3775 日曜・祝日 9：00～18：00

(株)ヨネシマ 御厨西ﾉ町1-1-9 06-6787-1501 土・日・祝日 9：00～17：00

(有)ムロ工業 森河内西2-8-9 06-4258-1238 土・日・祝日 9：00～17：00

冨森工業(株) 森河内西2-13-10 06-6781-2882 日曜・祝日 8：00～18：00

(株)太陽設備エンジニアリング 森河内東2-6-15 06-6787-2641 日曜・祝日 9：00～18：00

(有)サンテック 横沼町2-6-5 06-6721-2577 日曜・祝日 8：00～18：00

西崎設備 横沼町2-14-3 06-7503-8083 年末年始 9：00～21：00


