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  指定工事店名 住所 電話番号

甲賀町 ㈱瀬戸組 甲賀市甲賀町油日1805番地 0748-88-4662

甲賀町 ㈲よしかわでんき 甲賀市甲賀町上野1361番地 0748-88-2171

甲賀町 ㈱平田設備 甲賀市甲賀町和田941番地 0748-88-5450

甲賀町 ㈱清水コンテック 甲賀市甲賀町大原市場30番地 0748-88-2233

甲賀町 ㈲タマオキ 甲賀市甲賀町大原市場425番地1 0748-88-2146

甲賀町 山出工務店 甲賀市甲賀町大原上田1077番地 0748-88-3772

甲賀町 田原設備 甲賀市甲賀町神1398番地 0748-88-5200

甲賀町 フジケン 甲賀市甲賀町小佐治1725番地 0748-88-6000

甲賀町 甲賀電気設備㈱ 甲賀市甲賀町相模197番地 0748-88-5206

甲賀町 三陽建設㈱ 甲賀市甲賀町田堵野890番地1 0748-88-3220

甲賀町 中島電工 甲賀市甲賀町鳥居野365番地 0748-88-5529

甲賀町 ゆのき住宅設備 甲賀市甲賀町毛枚118番地1 0748-88-2846

甲賀町 片渕板金住設工業 甲賀市甲賀町和田986番地 0748-88-2998

甲賀町 甲賀水設 甲賀市甲賀町和田498番地1 0748-88-2984

甲賀町 ＫＯＴＥＣ（ケーオーテック） 甲賀市甲賀町滝2348 0748-88-2553

甲賀町 住まいる 甲賀市甲賀町田堵野518番地 0748-88-5573

甲南町 堀工務店 甲賀市甲南町池田290番地2 0748-86-2940

甲南町 田中電気住設 甲賀市甲南町池田950番地 0748-86-7885

甲南町 松﨑管工 甲賀市甲南町池田1474番地39 0748-60-6242

甲南町 ㈲田辺工務店 甲賀市甲南町市原145番地1 0748-86-4193

甲南町 千歳工業㈱ 甲賀市甲南町葛木1066番地 0748-86-6231

甲南町 藤田産業㈱ 甲賀市甲南町下馬杉716番地3 0748-86-2330

甲南町 尾ノ上組 甲賀市甲南町新治1161番地16 0748-86-5306

甲南町 タナベ建設㈱ 甲賀市甲南町葛木1006番地1 0748-86-5838

甲南町 山本設備工業 甲賀市甲南町新治2068番地 0748-86-7460

甲南町 ㈱家庭電気サービス 甲賀市甲南町野川811番地 0748-86-5505

甲南町 中井工務店 甲賀市甲南町野尻365番地 0748-86-3799

甲南町 吉田電工㈱ 甲賀市甲南町野尻655番地 0748-86-2224

甲南町 ㈱神田組 甲賀市甲南町野田313番地 0748-86-2655

甲南町 ㈱徳田管工 甲賀市甲南町深川2481番地1 0748-86-2984

甲南町 ㈲野出建設 甲賀市甲南町野田581番地2 0748-86-3334

甲南町 竹内電気 甲賀市甲南町深川2203番地 0748-86-2174

甲南町 ライファ甲南　㈱マツヤ 甲賀市甲南町竜法師792番地 0748-86-7577

甲南町 神山設備 甲賀市甲南町竜法師857番地2 0748-86-1130

甲南町 ㈱住まいの四季彩工房 甲賀市甲南町野田855番地2 0748-86-8341

甲南町 伊東住設㈱ 甲賀市甲南町野尻1083番地 070-5348-9229

甲南町 ㈱ふじわら設備工業 甲賀市甲南町葛木1423番地 0748-86-8890

甲南町 ㈱屋宜建設 甲賀市甲南町野尻12番地 0748-86-7740

信楽町 ㈱信楽住宅設備 甲賀市信楽町江田88番地2 0748-82-2177

信楽町 村木電気水道工業㈱ 甲賀市信楽町小川619番地 0748-82-1209

信楽町 大和工業㈱ 甲賀市信楽町小川1247番地2 0748-82-1528

信楽町 ㈱ウエダ 甲賀市信楽町上朝宮773番地4 0748-84-0030

信楽町 木下設備 甲賀市信楽町黄瀬777番地 0748-83-0730

信楽町 ㈱服部工業 甲賀市信楽町神山272番地 0748-82-1240

信楽町 キシモト設備 甲賀市信楽町神山1468番地 0748-82-2257

信楽町 豊栄綜合建設 甲賀市信楽町神山1597番地 0748-82-2452

信楽町 髙井設備 甲賀市信楽町勅旨1619番地1 0748-64-0016

信楽町 ㈱金田工業 甲賀市信楽町長野147番地5 0748-82-0825

信楽町 神山建設㈱ 甲賀市信楽町長野394番地1 0748-82-1035

信楽町 ㈱植西設備工業商会 甲賀市信楽町長野513番地13 0748-82-0088

信楽町 大喜建設工業㈱ 甲賀市信楽町長野877番地3 0748-82-0077

信楽町 ㈱松栄工業 甲賀市信楽町長野1048番地6 0748-82-1167
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信楽町 ㈱信楽電水工業 甲賀市信楽町長野1435番地4 0748-82-0317

信楽町 信楽ガス㈱ 甲賀市信楽町西349番地9 0748-82-1161

信楽町 ㈱かじ宗設備 甲賀市信楽町柞原244番地 0748-82-3367

信楽町 西本建設㈱ 甲賀市信楽町牧1695番地 0748-83-1101

信楽町 谷設備 甲賀市信楽町長野513番地6 0748-82-2076

土山町 笠井設備工業 甲賀市土山町南土山甲451-2 0748-66-8000

土山町 堀電器 甲賀市土山町鮎河1090番地 0748-69-0039

土山町 分部建築㈱ 甲賀市土山町市場285番地2 0748-67-0567

土山町 イシダ電気 甲賀市土山町市場324番地1 0748-67-0236

土山町 ㈲市田電設 甲賀市土山町大野4790番地 0748-67-0319

土山町 立岡屋 甲賀市土山町北土山1393番地 0748-60-1105

土山町 ㈱丸正 甲賀市土山町北土山1435番地 0748-66-0162

土山町 ㈱まるなか住宅 甲賀市土山町北土山1438番地2 0748-66-0054

土山町 ㈲田中土建 甲賀市土山町北土山1439番地11 0748-66-0020

土山町 中島電機商会 甲賀市土山町北土山1554番地 0748-66-0077

土山町 橋設備工業 甲賀市土山町北土山2256番地13 0748-60-2856

土山町 ㈱辻製材所 甲賀市土山町北土山772番地 0748-66-1116

土山町 立岡電気 甲賀市土山町北土山822番地 0748-66-0773

土山町 栄住建㈱ 甲賀市土山町北土山977番地 0748-66-0955

土山町 三光電気工業㈱ 甲賀市土山町徳原158番地 0748-67-0246

土山町 ㈱金岡建設 甲賀市土山町徳原21番地1 0748-67-1178

土山町 ㈲市井機械 甲賀市土山町徳原496番地 0748-67-0156

土山町 ㈲昭栄建設 甲賀市土山町頓宮270番地1 0748-67-0360

土山町 上野電気工業 甲賀市土山町前野494番地 0748-67-0814

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

土山町 エルピー㈱ 甲賀市土山町南土山甲799番地2 0748-66-0093

土山町 ㈱大隅建設 甲賀市土山町南土山甲857番地1 0748-66-0080

土山町 ＷＥＹＳ 甲賀市土山町大野4814番地 0748-60-5878

土山町 吉田住設 甲賀市土山町北土山2761番地 0748-66-0126

水口町 北川設備 甲賀市水口町泉862番地3 0748-62-7869

水口町 西村造園土木㈱ 甲賀市水口町泉1433番地1 0748-62-4391

水口町 慈照工業㈱ 甲賀市水口町今郷638番地1 0748-62-8176

水口町 西田産業 甲賀市水口町宇川1143番地 0748-62-0277

水口町 マルショウ外構 甲賀市水口町宇田864番地13 0748-62-6201

水口町 中村管工 甲賀市水口町宇田874番地8 0748-62-7215

水口町 泉設備 甲賀市水口町北泉2丁目26番地 0748-63-0835

水口町 倉田建設㈱ 甲賀市水口町北内貴400番地 0748-62-4133

水口町 倉利建設 甲賀市水口町北内貴582番地 0748-62-6173

水口町 ㈱テック・ウメモト 甲賀市水口町北脇352番地3 0748-62-5173

水口町 ㈱二葉工業 甲賀市水口町北脇501番地1 0748-62-1949

水口町 滋賀設備㈱ 甲賀市水口町酒人559番地 0748-62-0381

水口町 ㈱福本設備 甲賀市水口町三本柳106番地 0748-62-2098

水口町 藪下建設㈱ 甲賀市水口町三大寺264番地3 0748-62-2183

水口町 谷口電気工業所 甲賀市水口町三大寺393番地 0748-63-0398

水口町 秀熊電建工業㈱ 甲賀市水口町新城153番地3 0748-62-3161

水口町 平木木材工業㈱ 甲賀市水口町新城501番地 0748-62-0200

水口町 丸杉建設㈱ 甲賀市水口町新城625番地100 0748-65-0128

水口町 深谷設備 甲賀市水口町新城785番地22 0748-63-0576

水口町 ㈲山一産業サービス 甲賀市水口町新城1372番地 0748-62-1639

水口町 乾建設㈱ 甲賀市水口町神明5番32 0748-62-1291

水口町 ㈲カワグチ 甲賀市水口町高塚2番26 0748-62-1831

水口町 寺村工務店 甲賀市水口町西林口4番29号 0748-62-8494
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水口町 山中設備 甲賀市水口町八田480番地 0748-62-4884

水口町 ＴＭ工業 甲賀市水口町伴中山1341番地 0748-63-3875

水口町 ㈱橋本土木工業 甲賀市水口町伴中山2787番地 0748-62-2097

水口町 トミダ住設 甲賀市水口町東名坂75番地1 0748-62-3304

水口町 ホームプラザ水口 甲賀市水口町東名坂308番地 0748-62-5520

水口町 甲賀協同ガス㈱ 甲賀市水口町ひのきが丘12番地 0748-62-0914

水口町 ㈲菊池電機商会 甲賀市水口町本町3丁目7番33号 0748-62-0031

水口町 ㈱テクノミツボシ 甲賀市水口町本丸3番45号 0748-62-1166

水口町 ㈱市原建機 甲賀市水口町松尾1013番地153 0748-62-5314

水口町 西村建設㈱　甲賀支店 甲賀市水口町的場96番地 0748-65-0600

水口町 ㈱フジサワ建設 甲賀市水口町水口1590番地1 0748-62-3100

水口町 ＫＤＳチェーン水口店 甲賀市水口町虫生野中央175番地 0748-63-5525

水口町 辻寅建設㈱ 甲賀市水口町本綾野2番16号 0748-62-0920

水口町 片山設営 甲賀市水口町山625番地49 0748-63-0503

水口町 山崎工業 甲賀市水口町山2645番地36 0748-63-4773

水口町 リーバード 甲賀市水口町山3919番地196 0748-63-3510

水口町 大東建設㈱ 甲賀市水口町山3930番地 0748-63-1912

水口町 ㈱池本 甲賀市水口町山4375番地 0748-62-5511

水口町 ㈱大地興業 甲賀市水口町山1347番地68 0748-63-8841

水口町 ㈱山﨑ライフエナジー 甲賀市水口町宇田303番地1 0748-63-0352

水口町 おくそん企画 甲賀市水口町和野574番地 080-2523-7718

水口町 ㈱上山建材店 甲賀市水口町本町2丁目3番12号 0748-62-1041

湖南市 TOTOリモデルサービス㈱滋賀営業所 湖南市朝国1番地 0748-72-1404

湖南市 ア・ア・ン　コーポレーション㈱ 湖南市朝国260番地 0748-72-0356

湖南市 近江水道 湖南市石部北1丁目5番18号 0748-77-2074

湖南市 ㈱オーレックス 湖南市石部北1丁目5番21号 0748-77-2822

湖南市 ㈲石部農機 湖南市石部中央4丁目3番65号 0748-77-2839

湖南市 ㈲共立空調 湖南市石部東3丁目7番48号 0748-77-3643

湖南市 大商機器 湖南市石部東3丁目10番46号 0748-77-5000

湖南市 坂本油化㈱　甲西営業所 湖南市岩根1615番地1 0748-72-2474

湖南市 協栄電気㈱ 湖南市下田638番地 0748-75-2106

湖南市 ㈲一宮設備 湖南市中央2丁目73番地 0748-72-2389

湖南市 ㈲二川設備　 湖南市東寺3丁目8番7号 0748-77-5515

湖南市 ㈱菅沼ハッピ電化 湖南市夏見1620番地2 0748-72-1829

湖南市 ㈱甲賀建材店 湖南市夏見2116番地 0748-72-2639

湖南市 ㈱奥村設備 湖南市針228番地1 0748-72-0078

湖南市 チシロ設備 湖南市平松242番地 0748-72-8200

湖南市 美松電気㈱ 湖南市平松北2丁目3番地 0748-72-3240

湖南市 ㈲キムラ 湖南市平松北2丁目60番地 0748-72-3559

湖南市 新栄工業㈱ 湖南市菩提寺1491番地74 0748-74-0801

湖南市 三貴設備工業㈱ 湖南市三雲120番地5 0748-72-2462

湖南市 阪本建工 湖南市三雲214番地36 0748-72-1674

湖南市 克心興業 湖南市三雲638番地6 0748-72-8262

湖南市 タカトシ設備 湖南市三雲734番地3（Ｃ-205号） 0748-76-4321

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

近江八幡市 ㈲ウシヤマ設備 近江八幡市安土町上豊浦663番1 0748-46-2951

近江八幡市 ㈱モトイ 近江八幡市上田町1290番地6 0748-37-7378

近江八幡市 ツジソト㈱ 近江八幡市音羽町7番地の1 0748-33-3261

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

近江八幡市 ㈱坂野設備工業 近江八幡市金剛寺町104番地9 0748-26-0843

近江八幡市 志賀設備工業㈱ 近江八幡市桜宮町169番地 0748-33-6002

近江八幡市 山脇設備 近江八幡市鷹飼町南4丁目5番20 0748-34-3991
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近江八幡市 ㈲ナカムラ 近江八幡市中村町18番地12 0748-33-9477

近江八幡市 ㈱小島工業 近江八幡市牧町367番地の2 0748-32-7878

近江八幡市 ㈱オギキチ 近江八幡市野村町215番地の2 0748-34-8990

近江八幡市 斎藤住設 近江八幡市丸の内町４－１ 0748-36-8112

近江八幡市 藤井設備 近江八幡市安土町内野695番地 0748-46-3651

近江八幡市 ㈱サンテック 近江八幡市出町168番地 0748-32-3212

近江八幡市 ㈲長門産業 近江八幡市千僧供町186番地 0748-37-7027

大津市 ㈲アラホリ住設 大津市石山寺5丁目1番17号 077-534-9533

大津市 田中工業㈱ 大津市一里山1丁目24番13号 077-545-5822

大津市 ㈲ウッディーアート 大津市一里山5丁目22番6号 077-547-5055

大津市 ㈱日新設備 大津市大谷町19番12号 077-522-1480

大津市 ㈱角田設備 大津市衣川3丁目4番56号 077-573-1450

大津市 ㈱青山工業所 大津市京町1丁目1番25号 077-522-6343

大津市 ㈱西山工業 大津市黒津2丁目13番31号 077-546-1362

大津市 ㈲大沢設備工業所 大津市坂本4丁目8番7号 077-578-1101

大津市 ㈲三洋工業　大津営業所 大津市坂本5丁目20番3号 077-577-2081

大津市 ㈱幸栄 大津市下坂本1丁目19番3号 077-578-6725

大津市 奥村管工㈱ 大津市神領3丁目14番7号 077-545-1169

大津市 ㈲中島設備 大津市南郷3丁目7番17号 077-534-3287

大津市 ミナミダ 大津市野郷原1丁目4番8号 077-548-3399

大津市 ㈲滋賀総業 大津市羽栗1丁目11番6号 077-546-0800

大津市 ㈲八茂工業 大津市本堅田2丁目7番37号 077-572-1313

大津市 ㈲西常商店 大津市本堅田3丁目11番21号 077-572-0301

大津市 ㈱田中設備工業所 大津市南志賀2丁目21番8号 077-522-3579

大津市 日本設備工業㈱大津営業所 大津市南滋賀町987番地 077-525-6433

大津市 ㈱大谷設備工業 大津市森2丁目6番10号 077-546-4888

大津市 ㈱ソーケン 大津市大萱四丁目１１番１－３３０号 077-544-3469

大津市 ㈱ケイテック 大津市晴嵐一丁目3番15号 077-537-1948

大津市 吉田工業 大津市坂本一丁目１１－２９ 077-572-5300

大津市 ㈱ｔｏｍｉｃ 大津市赤尾町１７番２号 077-533-6777

大津市 櫻設備 大津市平津二丁目17番30号 077-574-7798

草津市 コウロギ設備㈱ 草津市青地町109番地の2 077-566-3205

草津市 アビコ設備 草津市青地町113番地の4 077-562-5347

草津市 ㈱山元水道 草津市下笠町1169番地 077-568-5220

草津市 ㈲ナカガワ 草津市川原町140番地3 077-562-4510

草津市 コテラ設備㈱ 草津市木川町372番地1 077-564-3854

草津市 佐山水道工業㈱ 草津市草津町1457番地 077-563-5423

草津市 ㈱山協 草津市草津町1458番地1 077-563-5413

草津市 ㈱井上水道工業所 草津市草津町1515番地の6 077-562-0976

草津市 ㈲いそだ設備 草津市志那中町7番地1 077-568-4747

草津市 ㈱早瀬水道 草津市草津町2012番地 077-562-2596

草津市 トータルサービス　イワキ 草津市若草７丁目5-9 077-565-1906

草津市 草津設備㈱ 草津市東草津2丁目3番38号 077-568-3701

草津市 ㈱千商 草津市南笠東3丁目20番44号 077-563-8171

草津市 関西クリスタルサービス 草津市追分八丁目４－１０ 077-532-4089

草津市 ヤマダ設備 草津市下笠町1467 077-568-1646

草津市 ㈱ＬＩＮＯ 草津市矢橋町394番地 077-598-1770

彦根市 ㈱勝田商会 彦根市京町1丁目3番13号 0749-24-3211

彦根市 大喜鉄工㈱ 彦根市新海町1288番地 0749-43-2935

彦根市 ㈲広陽電機水道 彦根市須越町683番地 0749-25-5127

彦根市 北川産業㈱ 彦根市古沢町685番地 0749-23-3309

彦根市 ㈲奥村エンジニアリング 彦根市柳川町210番地 0749-43-7180
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彦根市 ㈱北庄 彦根市小泉町672番地5 0749-24-6523

彦根市 ㈱ユニオン設備 彦根市外町47番地13 0749-30-9666

彦根市 ㈱七福建設 彦根市野田山町833番地1 0749-26-6166

彦根市 ㈱ノセヨ 彦根市地蔵町112番地1 0749-30-2038

米原市 創流 米原市磯1298番地3 0749-52-0945

米原市 ㈲清水エンジニアリング 米原市番場1794番地4 0749-54-0484

守山市 ㈱エヌアール 守山市金森町140番地20 077-581-3295

守山市 東郷設備　株式会社 守山市洲本町1459番地 077-585-3831

守山市 森田水道㈱ 守山市立田町2395番地1 077-585-2083

守山市 ㈱田中水道 守山市播磨田町1240番地 077-583-2074

守山市 ㈱みずほ設備工業 守山市水保町127番地 077-585-1462

守山市 ㈲小山工業 守山市水保町503番地 077-585-0392

守山市 ㈱ハシモト 守山市守山6丁目18番33号 077-582-4750

守山市 ㈱第一技研 守山市山賀町240番地3 077-584-2229

守山市 守山ガス器具センター住設㈱ 守山市吉身3丁目15番16号 077-583-1347

守山市 今明水道㈱ 守山市今浜町5057番地2 077-583-1289

守山市 冨村設備 守山市吉身6丁目4番36号 077-583-3798

守山市 仁工業 守山市立入町18番地65 077-576-9600

野洲市 ㈱湖水設備 野洲市乙窪424番地10 077-589-2247

野洲市 三協高圧㈱ 野洲市小篠原270番地 077-586-1964

野洲市 橋部工業 野洲市大篠原709番地 077-588-2348

野洲市 コウシン住設 野洲市小篠原2536番地6 077-587-5458

野洲市 ㈲林工務店 野洲市小南1844番地 077-587-1417

野洲市 ㈱シミズ設備 野洲市五之里108番地 077-587-3524

野洲市 ㈱山本管工 野洲市冨波乙11番地1 077-587-2256

野洲市 ナイスプラザニシモト 野洲市西河原2383 077-589-2035

野洲市 斉藤配管 野洲市三上2186番地59 077-588-2957

野洲市 森設工業 野洲市冨波甲862番地 077-587-1786

野洲市 ワイズテック 野洲市大篠原2124番地 077-599-1670

東近江市 ㈱水谷工業 東近江市市辺町2620番地36 0748-20-5950

東近江市 上谷設備 東近江市伊庭町109番地6 0748-42-1427

東近江市 ㈱ライフテックミツダ 東近江市今堀町621番地の1 0748-23-0667

東近江市 ㈲植田設備 東近江市愛東外町581-2番地 0748-46-1749

東近江市 ＫＯＫＯＲＯ住設 東近江市沖野1丁目2番33号 0748-22-5053

東近江市 梅谷設備工業所 東近江市沖野1丁目6番14号 0748-22-0293

東近江市 ㈱ニシデン 東近江市沖野3丁目8番31号 0748-25-1929

東近江市 村井設備 東近江市蒲生大森町26番地 0748-55-0464

東近江市 森設備工業 東近江市綺田町214番地10 0748-55-2640

東近江市 村防工業㈱ 東近江市上平木町1850番地1 0748-22-6611

東近江市 ㈱加藤組 東近江市川合町598番地の2 0748-55-0324

東近江市 湖栄設備工業所 東近江市佐野町661番地 0748-42-7750

東近江市 イシナオ㈱ 東近江市佐野町726番地1 0748-42-3823

東近江市 浅野設備 東近江市柴原南町918番地 0748-23-7134

東近江市 広田設備 東近江市勝堂町1113番地2 0749-45-8098

東近江市 モトキ電設 東近江市大沢町１９７番地 0749-45-3636

東近江市 ㈲ニシカワ 東近江市鯰江町145番地7 0749-46-0026

東近江市 坂井水道工業㈱ 東近江市東沖野3丁目9番4号 0748-22-0368

東近江市 竹原工業所 東近江市宮川町244番地97 0748-55-3817

東近江市 中島商事㈱ 東近江市宮荘町61番地5 0748-48-2301

東近江市 岡田設備 東近江市山上町2099番地 0748-27-2002

東近江市 ㈱水研設備 東近江市山路町792番地5 0748-42-0308

東近江市 ㈱イワネクスコーポレーション 東近江市八日市東本町1番8号 0748-22-0381
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東近江市 （有）田井中燃料住設 東近江市垣見町1562番地 0748-42-9811

東近江市 森設備工業所 東近江市東沖野２丁目5-7 0748-23-2585

東近江市 ㈱八日市井野工業所 東近江市建部日吉町374番地 0748-22-0531

東近江市 設備　涼 東近江市宮川町667番地20 0748-26-7519

東近江市 三協株式会社 東近江市猪子町58番地 0748-42-1161

東近江市 秀心設備工業 東近江市下羽田町424番地2 0748-24-2477

東近江市 ㈱湖東総合システム 東近江市妙法寺町860番地2 0748-23-7200

栗東市 山三設備㈱ 栗東市川辺287番地5 077-552-3176

栗東市 ㈱夏山商店 栗東市下戸山1238番地1 077-552-5522

栗東市 フジタ設備工業㈱ 栗東市下鈎1508番地 077-554-0013

栗東市 ㈱丸屋建設 栗東市辻474番地2 077-552-4394

栗東市 ㈲奥井水道 栗東市坊袋148番地1 077-552-0401

栗東市 ㈱今井水道工業 栗東市安養寺八丁目3番12号 077-552-6777

栗東市 湖南工業㈱ 栗東市小柿五丁目13番3号 077-553-6813

栗東市 奥田商店 栗東市高野１７９－１ 077-575-3001

栗東市 ㈱山村設備 栗東市川辺655番地21 077-553-0480

長浜市 上屋設備 長浜市平方町635番地1 0749-65-4348

長浜市 ホームプランコーポレーション 長浜市小堀町507番地 0749-63-4708

高島市 石田設備 高島市勝野1801番地3 0740-36-0694

愛荘町 ㈲西村設備 愛荘町島川1105番地 0749-42-2961

愛荘町 ㈱湖東工業所 愛荘町安孫子249番地 0749-37-2883

日野町 ㈲大堀機鋼 日野町内池334番地2 0748-52-0259

日野町 ㈱日映日野 日野町大窪815番地 0748-53-3941

日野町 ㈲中村ホームガス 日野町大窪992番地 0748-52-0452

日野町 岸村電器商会 日野町上駒月1282番地 0748-53-1433

日野町 稲垣工業 日野町上駒月1287番地 0748-53-3032

日野町 ㈱今井工業 日野町里口18番地 0748-52-2458

日野町 ㈱みずほ 日野町別所195番地 0748-52-8800

日野町 ㈲住拓工業 日野町松尾3丁目26番地 0748-52-1688

日野町 ㈱ヒロセ 日野町松尾960番地1 0748-52-0943

日野町 ふじさわ建工 日野町迫2185-2 0748-52-2262

日野町 竹村管工 日野町小井口64-40 0748-53-2285

日野町 ㈱コニシ電工 日野町大窪575 0748-52-4551

日野町 白井水道設備 日野町深山口726 0748-53-3584

竜王町 村井建設㈱ 竜王町岡屋1223番地 0748-58-2244

竜王町 ㈱西村設備工業 竜王町橋本456番地 0748-58-0711

竜王町 ㈱村田管工 竜王町林808番地 0748-57-0384
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