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0000000931 株式会社アークス

大阪府八尾市福万寺町北２丁目３５‐１

072-920-7965 072-920-7966 塗装

とび

建築

防水

0000000005 株式会社アクセス

大阪府八尾市弓削町南３丁目２０

072-948-5687 072-949-9039 土木

舗装

とび

0000000006 有限会社浅井盛樹園

大阪府八尾市大字山畑８７８

072-941-8121 072-941-8121 造園

0000000007 天野工務店

大阪府八尾市楠根町１丁目５‐２３

072-999-7180 072-999-7345 建築

土木

舗装

0000000009 イクタ電設株式会社

大阪府八尾市東山本新町４丁目５‐２９

072-998-4788 072-999-8837 電気

消防

0000000920 泉建設

大阪府八尾市南木の本３丁目１３‐１‐２１６

072-933-5553 072-933-5553 土木

舗装

水道

0000000010 株式会社和泉屋

大阪府八尾市陽光園２丁目４‐５

072-991-2135 072-922-8690 建築

0000000012 株式会社稲田香樹園

大阪府八尾市服部川５丁目３１

072-941-8012 072-941-6353 造園

0000000013 株式会社乾工務所

大阪府八尾市安中町２丁目１‐６１

072-991-0700 072-991-0701 建築

土木

舗装

0000000014 井上設備管理株式会社

大阪府八尾市西木の本２丁目２０

072-992-3454 072-992-3826

0000000015 岩﨑恭建設株式会社

大阪府八尾市大字大窪２８０‐１

072-941-0866 072-941-1919 土木

舗装

建築

0000000016 株式会社岩﨑組

大阪府八尾市西山本町３丁目４‐８

072-998-1251 072-923-3582 土木

建築

舗装

0000000017 植庄造園

大阪府八尾市服部川１

072-941-8045 072-941-8045 造園

0000000880 株式会社上田建設

大阪府八尾市南小阪合町５丁目１１‐１３

072-991-3085 072-974-0990 土木

舗装

管

水道

0000000018 上西木材店

大阪府八尾市跡部北の町１丁目２‐１４

072-992-0125 072-992-1407 建築

0000000019 上野建設工業株式会社

大阪府八尾市上之島町南２丁目１‐３

072-999-0184 072-997-8625 土木

建築

舗装

水道

0000000875 株式会社ウバイ

大阪府八尾市八尾木東３丁目１２９

072-993-1690 072-993-1692 建具

ガラ

0000000020 株式会社梅崎商会

大阪府八尾市恩智北町１丁目３６

072-941-8787 072-941-8788 消防

0000000827 エイケン工業株式会社

大阪府八尾市南太子堂４丁目２‐２４

072-993-8010 072-993-9010 土木

0000000021 株式会社栄広

大阪府八尾市太田５丁目６４‐１

072-920-6066 072-920-6067 造園

0000000022 永和工業株式会社

大阪府八尾市沼４丁目７５‐１

072-920-6355 072-920-6356 内装

建築

0000000023 株式会社エーケン

大阪府八尾市恩智中町２丁目１２５

072-943-6035 072-941-4533 土木

管

建築

0000000024 有限会社エコスケープ

大阪府八尾市太田２丁目１３０

072-920-2003 072-920-2015 造園

0000000888 エッカ商事株式会社

大阪府八尾市南木の本４丁目９４

072-994-0011 072-994-7494 水道

土木

管

0000000025 株式会社エム・イー・エス

大阪府八尾市上尾町９丁目８０

072-928-1230 072-928-1530

しゅ

土木

0000000026 株式会社近江スポーツ

大阪府八尾市陽光園２丁目５‐２８

072-922-2688 072-992-1361

とび

0000004328 有限会社大阪シギ造園土木

大阪府八尾市大字山畑１１８‐１

072-941-0076 072-941-9160 造園

とび

内装

管

舗装

管

解体
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0000000029 株式会社大阪スイコー

大阪府八尾市服部川３丁目７７‐１

072-943-8700 072-943-8600 造園

とび

0000000030 大阪道路産業株式会社

大阪府八尾市小畑町１丁目３２‐４１

072-999-8026 072-999-8062

とび

鋼構

0000000928 株式会社オープル

大阪府八尾市本町２丁目８‐３

072-948-8300 072-920-4168 塗装

防水

0000000830 オカダ塗装株式会社

大阪府八尾市東本町５丁目９‐１

072-997-2504 072-924-6464 塗装

防水

0000000842 岡本園芸

大阪府八尾市神立４丁目５９

072-941-8385 072-941-3763 造園

とび

0000000034 奥田建設株式会社

大阪府八尾市高安町南７丁目１０

072-999-1359 072-997-7938 土木

舗装

水道

0000000802 奥野造園土木

大阪府八尾市神立３丁目１３６‐７

072-941-9015 072-941-9019 造園

0000000101 有限会社垣谷工務店

大阪府八尾市木の本２丁目１３

072-992-9700 072-992-9720 建築

0000000874 株式会社甲興建

大阪府八尾市佐堂町２丁目５‐３０‐１０２

072-994-5630 072-994-5630 土木

舗装

水道

0000000900 株式会社カミスイ

大阪府八尾市東山本町８丁目６‐４３

072-995-0005 072-915-3355 土木

舗装

管

0000000105 株式会社上之島水道

大阪府八尾市東山本町８丁目６‐４３

072-995-0055 072-995-0056 土木

舗装

管

0000000107 株式会社川本電気工業

大阪府八尾市北本町２丁目１２‐３６

072-922-7766 072-996-2638 電気

0000000111 北川組

大阪府八尾市上之島町北６丁目２１‐１

072-999-3260 072-999-0506 土木

建築

解体

舗装

0000000112 株式会社北川建設

大阪府八尾市太田新町８丁目１６８

072-948-2822 072-948-6551 解体

土木

0000000113 株式会社北川土木工業

大阪府八尾市郡川３丁目６３

072-941-3001 072-941-6001 土木

建築

とび

解体

舗装

0000000115 北工業株式会社

大阪府八尾市南太子堂４丁目２‐７４

072-993-7408 072-993-5370 土木

管

舗装

水道

解体

0000000116 株式会社キダ設備

大阪府八尾市中田５丁目１８３

072-922-7908 072-922-4820

0000000117 株式会社北原グリーン弐壱

大阪府八尾市太田３丁目１５８

072-948-4498 072-937-8100 造園

0000000118 北山造園

大阪府八尾市太田３丁目７

072-949-8718 072-949-8718 造園

0000000893 共栄テック

大阪府八尾市八尾木北６丁目３４

072-926-7630 072-926-7631 電気

消防

0000000119 共同建設株式会社

大阪府八尾市八尾木１２３

072-923-3536 072-923-3399 土木

舗装

0000000120 共立電気株式会社

大阪府八尾市山城町１丁目３‐２５

072-999-8353 06-6728-2387 電気

消防

0000000121 協和園芸株式会社

大阪府八尾市太田新町４丁目７１

072-948-4000 072-948-4008 造園

0000000806 錦城護謨株式会社

大阪府八尾市跡部北の町１丁目４‐２５

072-992-2321 072-993-7706 土木

とび

0000000926 株式会社久保田建材店

大阪府八尾市水越１‐９４

072-941-8640 072-941-5095 土木

建築

0000000124 株式会社クラタ土木建設

大阪府八尾市久宝寺１丁目１‐３８

072-924-4055 072-924-8758 土木

水道

0000000929 株式会社ＧＲＷＰ

大阪府八尾市南木の本４丁目９６‐４

072-925-0830 072-925-0831 塗装

建築

土木

管

舗装
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0000000128 ケイズ工業株式会社

大阪府八尾市恩智中町２丁目１１３‐７

072-940-1115 072-940-1116

0000000133 工匠土木

大阪府八尾市恩智南町３丁目１５２‐３

0000000134 株式会社恒成建設

管

土木

水道

072-943-6588 072-943-8998 土木

しゅ

舗装

大阪府八尾市高美町２丁目１‐３４

072-999-2007 072-923-6767 土木

舗装

0000000136 株式会社小滝工務店

大阪府八尾市八尾木北６丁目５５‐２

072-996-6820 072-923-0015 建築

土木

解体

0000000137 株式会社小山工務店

大阪府八尾市刑部３丁目５２

072-922-3101 072-922-5633 建築

0000000138 小山造園株式会社

大阪府八尾市太田新町５丁目１５

072-948-2128 072-949-1135 造園

0000000891 株式会社コンフォート

大阪府八尾市山城町４丁目５‐４

072-992-7710 072-970-6290 土木

舗装

水道

0000000201 有限会社サークルテック

大阪府八尾市西弓削２丁目２０８

072-949-6613 072-949-5023 土木

舗装

0000000205 坂根建設株式会社

大阪府八尾市小畑町３丁目１４‐４

072-923-9438 072-923-9488 土木

建築

0000000208 有限会社佐々木清香園

大阪府八尾市服部川６丁目１６７

072-941-8237 072-941-8237 造園

0000000910 株式会社佐藤電工

大阪府八尾市東山本新町９丁目１４‐３８

072-999-2471 072-999-2471 電気

管

0000000211 株式会社三栄建設

大阪府八尾市西弓削３丁目１

072-949-5100 072-949-5765 建築

土木

0000000945 有限会社三協

大阪府八尾市宮町５丁目６‐１６

072-996-9448 072-924-3589

内装

0000000213 三誠電機工業株式会社

大阪府八尾市南小阪合町４丁目１‐２３

072-992-3160 072-993-3608 電気

0000000214 山陽冷熱株式会社

大阪府八尾市美園町１丁目７１‐１

072-999-9456 072-999-9457

0000000924 株式会社シーズ電工

大阪府八尾市竹渕東２丁目４

06-7506-7788 06-7506-7700 電気

0000000866 椎原建設

大阪府八尾市桂町５丁目４６‐８

0000000219 柴環境株式会社

管

舗装

水道

解体

電通

消防

072-929-9995 072-924-2470 土木

舗装

とび

建築

大阪府八尾市太田４丁目６２

072-948-0048 072-948-9948 土木

とび

舗装

解体

0000000220 有限会社柴田電気

大阪府八尾市太田新町６丁目２３８

072-949-7596 072-949-7597 電気

0000000221 株式会社島田組

大阪府八尾市弓削町南３丁目２０‐２

072-949-2410 072-949-4429 土木

解体

とび

0000000224 翔建開発株式会社

大阪府八尾市美園町２丁目２５‐１

072-924-2424 072-924-2525 舗装

土木

0000000832 有限会社勝樹園

大阪府八尾市福万寺町６丁目４３‐１

072-995-6061 072-945-3226 造園

土木

舗装

0000000225 株式会社松槙園

大阪府八尾市服部川４丁目１４７

072-941-7193 072-941-9332 造園

0000000226 新栄企業株式会社

大阪府八尾市太田新町９丁目１６３

072-948-8703 072-948-8705

0000000949 進栄土木株式会社

大阪府八尾市桂町５丁目４６‐３１ 協和ビル３０２

072-998-6222 072-923-3582 土木

舗装

建築

0000000807 新大阪建設株式会社

大阪府八尾市佐堂町２丁目５‐３０

072-933-8288 072-922-6555 土木

舗装

水道

0000000864 株式会社新宮工務店

大阪府八尾市中田３丁目５１‐１

072-994-1113 072-993-6446 建築

鋼構

管

とび

管
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0000000228 眞正開発

大阪府八尾市小阪合町２丁目４‐７

072-992-9092 072-992-9092 土木

舗装

建築

0000000222 新生和光株式会社

大阪府八尾市沼２丁目１３５

072-949-9603 072-948-2392

防水

土木

0000000229 株式会社シンセー興建

大阪府八尾市大字山畑369

072-941-7770 072-941-5222 舗装

土木

建築

0000000230 株式会社伸和工業

大阪府八尾市楠根町２丁目４‐４

072-996-5667 072-996-5332

土木

0000000231 翠弘園

大阪府八尾市服部川１丁目１１０‐１

072-941-7138 072-941-7200 造園

とび

土木

0000000878 杉山建設株式会社

大阪府八尾市南亀井町２丁目１‐３２

072-994-5035 072-970-6653 土木

とび

解体

0000000235 有限会社鈴健

大阪府八尾市太田新町８丁目１００‐２

072-920-6700 072-920-6701 土木

舗装

0000000237 株式会社石商ニシダ

大阪府八尾市東町１丁目３３

072-992-5399 072-992-2149 造園

土木

0000000923 株式会社セフテック

大阪府八尾市志紀町西４丁目８９‐１

072-948-9660 072-948-9661 消防

0000000947 相互電機工業株式会社

大阪府八尾市南木の本１丁目６５‐１

072-994-5676 072-994-4014 機械

電気

0000000301 株式会社タートル

大阪府八尾市空港１丁目１７２

072-991-8918 072-991-8933 土木

舗装

とび

水道

しゅ

0000000302 株式会社大一建設

大阪府八尾市南亀井町１丁目４‐３

072-993-8100 072-993-8102 土木

建築

舗装

解体

水道

0000000303 大一電業株式会社

大阪府八尾市本町４丁目７‐１３

072-922-3056 072-993-2528 電気

消防

0000000304 株式会社第一緑化

大阪府八尾市服部川５丁目５

072-941-0600 072-941-0602 造園

0000000940 株式会社大貴技建

大阪府八尾市山賀町３丁目１７‐３

072-943-3672 072-943-3710 防水

0000000938 有限会社ダイキ工業

大阪府八尾市山賀町６丁目８０‐５

072-992-8786 072-992-8659

0000000307 大興建設株式会社

大阪府八尾市太田新町６丁目１２５‐３

0000000308 大晃建設

解体

塗装

管
管

とび

石

塗装

建築

072-920-5500 072-920-5511 土木

しゅ

舗装

大阪府八尾市跡部本町２丁目２‐３７

072-922-2357 072-922-2357 土木

舗装

0000000312 株式会社大都工業

大阪府八尾市太田新町８丁目１６５

072-949-5013 072-949-5023 土木

舗装

水道

0000000313 株式会社ダイヨー

大阪府八尾市楽音寺１丁目５８

072-943-7721 072-943-7708 土木

舗装

しゅ

0000000886 株式会社タイラ

大阪府八尾市南木の本４丁目１０６‐１

072-924-2248 072-924-5120 建築

内装

ガラ

建具

0000000850 株式会社大和産業開発

大阪府八尾市大字都塚２０２

072-924-3544 072-924-3543 建築

土木

解体

とび

0000000901 株式会社隆一興業

大阪府八尾市南木の本２丁目２４‐９１

072-970-6412 072-970-6413 土木

0000000317 株式会社財部建設

大阪府八尾市東山本新町７丁目４‐１９

072-997-3451 072-997-3459 建築

とび

解体

0000000318 株式会社拓有土木

大阪府八尾市東町４丁目２６

072-929-0193 072-929-0194 土木

舗装

とび

0000000319 株式会社竹田工務店

大阪府八尾市萱振町１丁目２４

072-999-3845 072-998-0150 建築

土木

舗装

0000000899 株式会社多田興業

大阪府八尾市桜ケ丘２丁目２１６‐１０２

072-943-4944 072-943-4945 土木

舗装

水道

管

解体
とび

解体
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0000000320 たちばな造園

大阪府八尾市服部川３丁目１５０

072-941-1338 072-941-2515 造園

0000000887 株式会社立里建築

大阪府八尾市南本町３丁目３‐２１‐１０３

072-928-0206 072-928-0208 建築

0000000321 株式会社田中建興

大阪府八尾市南木の本５丁目１６

072-991-6800 072-992-3700 土木

舗装

建築

とび

水道

0000000822 株式会社田中浚渫工業

大阪府八尾市南木の本５丁目４９

072-998-4131 072-998-4138 土木

舗装

しゅ

水道

解体

0000000916 株式会社棚田建装

大阪府八尾市小畑町２丁目１１１‐８

072-996-8066 050-3737-7746 建築

塗装

0000000322 谷元フスマ工飾株式会社

大阪府八尾市宮町４丁目１‐１５

072-998-8661 072-999-6365 建具

内装

0000000933 株式会社千宏電気

大阪府八尾市南太子堂４丁目５‐３０

072-929-8164 072-929-8174 電気

0000000324 株式会社中央電設工事

大阪府八尾市八尾木３丁目１６９

072-928-0250 072-989-7013 電気

消防

0000000845 株式会社ツジテック

大阪府八尾市北木の本１丁目２５‐７

072-915-4005 072-945-1024 建築

塗装

とび

防水

0000000326 株式会社津田工務店

大阪府八尾市安中町４丁目７‐２

072-924-0784 072-924-0862 建築

土木

とび

0000000936 株式会社津本商店

大阪府八尾市青山町２丁目１１‐２０‐３０５

072-934-0998 072-934-0999 土木

解体

舗装

0000000327 株式会社ティーアンドワイ

大阪府八尾市沼２丁目１７

072-948-8377 072-948-6901 塗装

建築

0000000896 株式会社テクノジャパン

大阪府八尾市本町１丁目６‐８

072-994-4220 072-994-4222 電通

電気

0000000912 株式会社テコア

大阪府八尾市東山本新町７丁目４‐１５

072-923-0275 072-923-0275 建築

0000000212 有限会社テック三光建設

大阪府八尾市北亀井町２丁目２‐６

072-992-8222 072-949-3050 舗装

土木

解体

塗装

とび

0000000328 株式会社テックジャパン

大阪府八尾市大字山畑369

072-943-8880 072-941-5222 土木

建築

とび

解体

舗装

0000000330 株式会社寺川造園土木

大阪府八尾市教興寺１丁目７８

072-941-7887 072-943-7447 造園

土木

0000000914 株式会社電工ケイテック

大阪府八尾市渋川町１丁目２‐３５

072-993-6868 072-993-6850 電気

0000000332 株式会社東海

大阪府八尾市天王寺屋二丁目１６９

072-948-3949 072-948-1181 土木

舗装

とび

しゅ

水道

0000000820 有限会社トウケン工業

大阪府八尾市南太子堂４丁目２‐２４

072-995-7337 072-995-7345 土木

舗装

管

0000000334 株式会社ドウロ企画

大阪府八尾市竹渕２丁目１４３

06-6708-9886 06-6707-3364 塗装

とび

0000000884 トーエー設備株式会社

大阪府八尾市西高安町１丁目６３‐２

072-997-1080 072-997-1192

土木

建築

0000000401 株式会社内外リフォーム

大阪府八尾市福万寺町４丁目５９‐８

072-924-4791 072-924-4792 建築

土木

管

0000000408 中野設備工業株式会社

大阪府八尾市高美町１丁目３‐２９

072-993-3201 072-993-1699

0000000601 株式会社永将建設

大阪府八尾市郡川３丁目５０

072-941-0041 072-941-4120 土木

舗装

造園

0000000836 株式会社中村工務店

大阪府八尾市相生町２丁目４‐６

072-992-2693 072-924-2787 建築

とび

解体

0000000898 株式会社和建設

大阪府八尾市本町２丁目６‐２１

072-928-0125 072-928-0135 建築

管
管

内装
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0000000894 日本自動ドア販売株式会社

大阪府八尾市太田新町３丁目２０

072-949-2288 072-949-6644 建具

0000000413 株式会社ネット

大阪府八尾市竹渕西３丁目５４

06-6709-6770 06-6709-8749 電気

0000000414 株式会社野口造園

大阪府八尾市大字服部川６４

072-929-8040 072-929-8041 造園

0000000416 野間電気株式会社

大阪府八尾市山本町１丁目２‐４

072-922-5140 072-996-3533 電気

0000000906 株式会社橋本電気工業

大阪府八尾市南木の本２丁目５２

072-992-9811 072-992-9822 電気

0000000501 株式会社長谷川工務店

大阪府八尾市高砂町２丁目４５‐１７

0000000502 株式会社畑中商事

管

電通

消防

電通

072-998-2155 072-999-3681 建築

土木

解体

防水

とび

大阪府八尾市恩智中町１丁目１６５

072-943-6636 072-941-9101 土木

建築

しゅ

解体

水道

0000000870 有限会社八大興産

大阪府八尾市南木の本２丁目２４‐９４

072-994-3686 072-924-0923 機械

管

0000000833 有限会社八光グリーン

大阪府八尾市山本町北４丁目９‐３

072-944-6800 072-944-0202 造園

0000000895 株式会社波動

大阪府八尾市竹渕東２丁目４３

06-6705-4756 06-6705-4759 土木

0000000504 波動建設株式会社

大阪府八尾市竹渕東２丁目２‐２

06-6705-4612 06-6705-4759 土木

解体

0000000505 株式会社花田建設

大阪府八尾市安中町３丁目５‐１

072-993-2605 072-993-7152 建築

土木

0000000921 株式会社浜田電設

大阪府八尾市弓削町南３丁目３‐９

072-949-0220 072-949-0040 電気

0000000508 ハヤタ電気商会

大阪府八尾市教興寺７丁目６１

072-941-2851 072-943-6395 電気

0000000948 樋口松石園

大阪府八尾市服部川７丁目２３

072-941-8277 072-941-8277 造園

0000000511 有限会社ひぐち植栽

大阪府八尾市服部川３丁目１４６

072-941-1901 072-941-1375 造園

0000000512 樋口造園株式会社

大阪府八尾市服部川２丁目８０

072-941-1956 072-941-0051 造園

土木

0000000513 樋口造園・緑化

大阪府八尾市服部川８丁目２５９

072-941-0084 072-941-0084 造園

とび

0000000514 樋口用樹園

大阪府八尾市服部川３丁目８０

072-941-0033 072-943-7740 造園

土木

0000000516 日和建設株式会社

大阪府八尾市上之島町北６丁目２１‐１ 北川ビル１階

072-999-3871 072-999-3874 土木

建築

とび

解体

舗装

0000000922 株式会社フォーシステムカンパニー

大阪府八尾市太田新町８丁目８

072-948-2339 072-949-4052 建築

0000000937 株式会社吹田建設

大阪府八尾市老原２丁目３９

072-943-1821 072-943-1821

0000000859 株式会社福伸

大阪府八尾市堤町３丁目１４‐３

072-998-8151 072-998-8156 建築

0000000519 株式会社福田組

大阪府八尾市大竹７丁目９５

072-943-5551 072-943-5557 舗装

土木

解体

塗装

建築

0000000520 有限会社不動電機商会

大阪府八尾市木の本２丁目１

072-922-7477 072-991-7023 電気

0000000521 株式会社文岩組

大阪府八尾市田井中３丁目６３

072-949-0051 072-949-3050 土木

舗装

解体

建築

とび

0000000944 株式会社ブレイブ

大阪府八尾市南木の本５丁目４９‐１

072-975-5656 072-992-3700 土木

舗装

解体

水道

とび
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0000000804 平和水道工業株式会社

大阪府八尾市安中町８丁目１４‐１２

072-993-6077 072-993-4569 土木

舗装

0000000523 株式会社邦光

大阪府八尾市志紀町南２丁目８４

072-948-6050 072-948-6051 土木

舗装

0000000925 株式会社宝松建設

大阪府八尾市楠根町４丁目１４‐１

072-924-6431 072-924-6432 舗装

土木

0000000831 法信技建株式会社

大阪府八尾市西高安町５丁目３３

072-999-7931 072-999-7932 土木

管

0000000819 有限会社マーテック

大阪府八尾市南太子堂４丁目２‐２４

072-990-1800 072-990-1801 土木

舗装

0000000602 正木建設株式会社

大阪府八尾市木の本２丁目１１‐１

072-922-6465 072-992-8410 建築

土木

0000000603 株式会社桝井工業

大阪府八尾市南本町７丁目３‐６

072-924-4774 072-924-4784

土木

0000000915 町永電気株式会社

大阪府八尾市山本町南４丁目１３‐５

072-998-2529 072-998-2529 電気

0000000606 株式会社松井造園工務店

大阪府八尾市大字大窪１３８３

072-941-6008 072-941-1948 造園

0000000607 松尾産業

大阪府八尾市大竹１丁目１５

072-993-8331 072-993-8332 解体

0000000844 松田翠清園造園土木

大阪府八尾市郡川５丁目６５

072-941-7284 072-943-7701 造園

0000000826 マツバラ設備株式会社

大阪府八尾市八尾木１丁目２２５

072-991-3155 072-994-6410

0000000609 松村設備工業株式会社

大阪府八尾市高安町北１丁目１１３

072-922-0561 072-996-9238 土木

0000000612 松村わかば園

大阪府八尾市垣内３丁目１４４

072-941-0130 072-941-2486 造園

0000000613 株式会社マルダイ

大阪府八尾市八尾木６丁目１２６

072-994-2125 072-993-2184 建築

0000000614 有限会社ミタカ冷機

大阪府八尾市安中町６丁目５‐４

072-992-0656 072-924-2000

0000000941 株式会社ＭＩＭＡ

大阪府八尾市中田３丁目１１

072-922-3714 072-992-7541 建築

0000000615 宮本電気工業株式会社

大阪府八尾市南太子堂３丁目５‐１５

072-993-0453 072-993-2076 電気

0000000946 未来ノークリエイト株式会社

大阪府八尾市神宮寺４丁目５８‐３

072-943-5225 072-943-5333 舗装

0000002873 株式会社明香園

大阪府八尾市大字山畑９２‐５

0000000616 明和電気防災株式会社

水道

とび

建築

舗装

解体

土木

解体

とび

水道

072-941-8144 072-941-3528 造園

土木

とび

大阪府八尾市佐堂町１丁目１‐４

072-996-4961 072-996-0007 電気

消防

電通

0000000943 株式会社メインネット

大阪府八尾市南太子堂４丁目２‐４１

072-998-3246 072-998-3240 電通

電気

0000000617 モモタ電気株式会社

大阪府八尾市春日町１丁目９‐１

072-991-5998 072-993-9630 電気

消防

0000000618 株式会社森田石材店

大阪府八尾市南本町１丁目２‐１１

072-991-9615 072-992-7575

0000000932 株式会社森塗装店

大阪府八尾市八尾木１丁目１５７‐１

072-993-1559 072-993-1559 塗装

0000000619 森本工業株式会社

大阪府八尾市植松町７丁目１‐２０

072-993-0028 072-993-2088

管

水道

0000000855 株式会社八尾工業所

大阪府八尾市東山本新町９丁目１２‐１

072-999-3223 072-999-7393

管

土木

管

管

解体

管

とび
土木
管

管
内装

石
土木
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0000000704 株式会社八尾ハウジングサービス

大阪府八尾市本町１丁目１‐１９

072-990-1010 072-999-2775 土木

0000000913 有限会社八尾防水

大阪府八尾市青山町２丁目６‐２１

072-943-0356 072-943-0356 防水

0000000847 株式会社矢野造園土木

大阪府八尾市刑部１丁目２２３ １Ｆ

072-944-3320 072-944-3321 造園

0000000706 株式会社ヤブタ設備

大阪府八尾市沼１丁目１４‐１

072-949-5018 072-949-5218

0000000930 山下建設株式会社

大阪府八尾市太田新町２丁目７１

0000000708 株式会社大和建設

建築
土木

とび

072-949-7667 072-949-7677 土木

舗装

とび

大阪府八尾市西弓削２丁目１７０

072-949-3303 072-949-3304 建築

土木

0000000709 株式会社ヤマトプロジェクト

大阪府八尾市恩智南町３丁目２３３

072-943-5115 072-943-6443 土木

舗装

とび

0000000710 株式会社山中山樹園

大阪府八尾市服部川３丁目１７‐１

072-941-8097 072-941-8026 造園

土木

舗装

0000000711 山中三方園

大阪府八尾市服部川２丁目３９

072-941-6712 072-941-8158 造園

0000000712 山中造園

大阪府八尾市服部川４丁目１３０

072-941-6153 072-941-2770 造園

0000000917 株式会社山本設備

大阪府八尾市八尾木北６丁目５０

072-990-5106 072-990-5107

0000000843 株式会社優建設

大阪府八尾市植松町７丁目９‐２４

072-993-7741 072-993-7742 土木

管

0000000877 有限会社有宏産業

大阪府八尾市東山本町５丁目７‐８

072-996-7046 072-996-7046 土木

舗装

0000000865 豊建設工業株式会社

大阪府八尾市上之島町南３丁目１１‐３

072-999-8593 072-998-1066 建築

土木

0000000883 株式会社陽光建設

大阪府八尾市太田新町３丁目１７５‐１

072-949-8007 072-949-8007 土木

建築

0000000934 株式会社吉田工業

大阪府八尾市福万寺町６丁目５２‐１

072-940-6177 072-999-1326 解体

とび

0000000897 株式会社吉田電工

大阪府八尾市太田新町７丁目１０６

072-948-1071 072-948-1310 電気

消防

0000000716 吉原建設産業株式会社

大阪府八尾市竹渕東３丁目５１

06-6791-4300 06-6791-1389 建築

土木

防水

0000000719 ライフ建商

大阪府八尾市福万寺町２丁目５０‐２

072-997-3346 072-997-3346 建築

0000000723 株式会社リボーンテクノ

大阪府八尾市東山本新町３丁目３‐２４

072-995-6000 072-995-6006 土木

舗装

とび

0000000908 株式会社竜華電気システム

大阪府八尾市南植松町１丁目２７‐８

072-922-6622 072-991-0878 電気

消防

0000000902 株式会社Ｒｅｇｉｓ

大阪府八尾市桜ケ丘２丁目２１６‐１０１

072-922-0005 072-943-0411 土木

舗装

0000000722 有限会社老松園

大阪府八尾市大字山畑３６２

072-996-1260 072-997-8178 造園

市内業者数（工事）

212者（うち、新規業者６者）

管

建築

解体

建築

解体

管
とび
とび

