
H26.06.23現在
　事業所名 　　　　所在地 　電話番号
東宝ビル管理㈱設備管理 大阪市北区梅田１－３－１－７００ 06-6341-5231
㈱ダイケングループ　大阪支店 大阪市北区堂島１－５－１７ 06-6344-4373
関西ホーチキエンジニアリング㈱ 大阪市北区角田町８－１　梅田阪急ビルオフィスタワー２２F 06-6232-8801
㈲奥商会 大阪市北区浪花町１２－１８ 06-6371-4456
㈱榮光社 大阪市北区黒崎町１－２ 06-6373-2700
㈱ニッタンサービスセンター大阪 大阪市北区天満橋１－４－９ 06-6357-5541
㈱タイヨウ工業 大阪市北区天満１－６－８.３０２ 06-6353-6611
神戸通信工業㈱ 大阪市北区天満１－７－２５ 06-6351-0117
東洋技研㈱ 大阪市北区東天満２－１０－２４ 06-6357-8481
日興電気工業㈱ 大阪市北区天神西町３－１８日興ﾋﾞﾙﾃﾞｲﾝｸﾞ 06-6362-9291
㈱野村電気商会 大阪市北区西天満２－９－５ 06-6361-6509
テクノ・テクノス㈱ 大阪市北区西天満５－５－２ 06-6365-0666
㈱菱サ・ビルウェア　関西支店 大阪市北区西天満５－２－１８ 06-6366-1230
ジャトー㈱ 大阪市北区末広町１ー２２ 06-6313-1356
コスモエンジニアリング㈱ 大阪市北区曽根崎１－２－６ 06-6367-1061
㈱横井製作所 大阪市北区天満２－２－１６ 06-6358-5521
大阪新南産業㈱ 大阪市北区中津6-8-10 06-6458-8933
㈱デルテック 大阪市北区中津１－４－８ 06-6450-8928
エア・ウォーター防災㈱ 大阪市淀川区西宮原２－１－３ 06-6394-9522
㈱ボーサイ 大阪市淀川区西中島６－２－３－２１３ 06-6305-1351
㈱シブヤ防災 大阪市淀川区西中島５－８－２９－３０１ 06-6306-5690
㈲ワイエスエス 大阪市淀川区西中島３-１９-１９　寿ビル７Ｆ 06-6390-2938
初光防災㈱ 大阪市淀川区十三東　１－３－５ 06-6301-4519
㈱エリアテック 大阪市淀川区加島３－１－２２ 06-6829-6615
商都防災サービス 大阪市東淀川区大道南１－２１－１ 06-6329-2132
㈱防災プロジェクト 大阪市東淀川区豊里３ー１６ー２４ 06-6329-5306
㈱備繕 大阪市東淀川区菅原２－８－２５ 06-6329-5939
近畿防災㈱ 大阪市都島区内代町  ３－８－６ 06-6951-3834
㈱ワコーテック 大阪市都島区東野田町４－１７－１５ 06-6353-5657
上田消防建設㈱ 大阪市都島区片町２－７－２８ 06-6352-0811
内外電業㈱ 大阪市都島区網島町７－３５ 06-6352-0201
旭電設㈱ 大阪市旭区森小路２－１－１－２０１ 06-6951-4631
㈱タケシン防災 大阪市城東区今福西３－４－２２ 06-6932-6061
藤防災設備㈱ 大阪市城東区野江３－１６－１６ 06-6930-9616
ヴェリアス㈱ 大阪市城東区野江２－１９－１０ 06-6786-0222
ヤマト防災興業㈲ 大阪市東成区神路１－７－２１サニーハイツ三番館１Ｆ 06-6976-2343
三ツ矢電工㈱ 大阪市東成区神路３－３－３ 06-6971-7246
㈱大阪ガスファシリティーズ 大阪市東成区中道１－４－２森之宮ｽｶｲｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｳｽ4F 06-6978-5854
ヤマト消火設備㈱ 大阪市鶴見区鶴見５-２-６ 06-6931-6164
大東防災電設㈱ 大阪市鶴見区緑３－５－７８ 06-6911-1391
椿坂電気㈲ 大阪市鶴見区緑１－３－２４ 06-6932-0080
㈱サンビーエンジニア 大阪市中央区上町１－９－１５ 06-6762-2311
㈱テクノサービス 大阪市中央区大手通２－１－５ 06-6942-8070
大日工業㈱ 大阪市中央区内平野町２－３－１４ 06-6941-9506
ネオテック㈱ 大阪市中央区内平野町２－３－１４ 06-6943-9620
パナソニックES防災システムズ㈱大阪支社 大阪市中央区城見2-1-61ﾂｲﾝ21ＭＩＤﾀﾜｰ３０階 06-6942-9041
太平ビルサービス大阪㈱ 大阪市中央区瓦町１－６－１０ＪＰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 06-6229-3631
日本ビル・メンテナンス㈱大阪支社 大阪市中央区博労町２－２－１３ 06-6125-0345
深田工業㈱西部支社　関西営業所 大阪市中央区南船場３－２－２２　麻綱ビル６Ｆ 06-6245-6000
㈲ダイシンシステム 大阪市天王寺区上汐４－５－１８ EKSビル３F 06-6775-0290
初田防災設備㈱ 大阪市天王寺区勝山  ３－１－１５ 06-6779-5629

　　　　　防火対象物点検実施事業所名簿
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　事業所名 　　　　所在地 　電話番号
阪和通工㈱ 大阪市天王寺区南河堀町 3-34 ｼｸﾞﾅﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ4Ｆ 06-6772-8141
東洋社㈱ 大阪市生野区新今里　３－１５－７ 06-6751-0414
矢野電機商会 大阪市生野区巽西３－１９－２ 06-6757-6825
㈲関西電気商会 大阪市生野区勝山北  ４－１－５４ 06-6731-8359
㈱栄廣防災建設 大阪市阿倍野区松崎町４－１－１４ 06-6623-4913
ミディ総合管理㈱ 大阪市阿倍野区阿倍野筋２－１－３７東陽ビル５F 06-6625-5566
松村商店 大阪市阿倍野区松崎町２－７－１５ 06-6623-3937
㈲近畿設備 大阪市東住吉区今川６－２－６ 06-6705-3087
㈱セイコー防災設備 大阪市東住吉区南田辺５－２９－６ 06-6607-2771
オーケー防災設備社 大阪市平野区加美正覚寺１－２－１ 06-6793-7657
㈱吉野設備 大阪市平野区平野東３－６－２ 06-6791-8886
青木防災㈱ 大阪市平野区平野本町５－６－１５ 06-6795-2664
㈱浪速技建 大阪市西区江戸堀１－１５－２６ 06-6441-4300
建美商事㈱ 大阪市西区靱本町１-１４-１７ 06-6441-2866
ヤマト商行㈱ 大阪市西区阿波座１－１２－１６ 06-6534-0119
和泉防災㈱ 大阪市西区立売堀１－７－３ 06-6533-3566
㈱立売堀製作所 大阪市西区立売堀１－１０－１０ 06-6538-1231
㈱ヨシテック 大阪市西区立売堀３-３-２４和鋼ビル５階 06-6539-8535
赤尾防災㈱ 大阪市西区新町  ４－１３－１ 06-6533-2421
日本フェンオール㈱大阪営業所 大阪市西区新町１－２７－９四ツ橋ﾀﾞｲﾋﾞﾙ5F 06-6534-0777
サンワコムシスエンジニアリング㈱関西支店 大阪市西区北堀江２-５-２４ 06-6533-1261
㈱防災計測 大阪市西区九条南２－３１－１４ 06-6582-3950
大代興業㈱ 大阪市西区九条１－２６－９ 06-6581-0300
㈱渡辺電気商会 大阪市大正区平尾５－５－２０ 06-6551-5260
㈱防災エンジニアリング 大阪市港区波除１－６－４－８０１ 06-6583-5505
㈲上田設備 大阪市港区弁天１－６－１7-５０４ 06-6575-2985
㈱山陽商会 大阪市港区池島１－３－１２ 06-6576-0512
川商会 大阪市港区港晴３－８－１４ 06-6576-5437
ＡＢＣ防災㈱ 大阪市此花区春日出北１－９－９ 06-6463-2525
日研 ㈱ 大阪市西淀川区千舟  １－５－４７ 06-6474-3776
㈱ハツタテクノ 関西支店 大阪市西淀川区千舟１－５－４７ 06-6473-8450
㈱ハツタスリーエステクノ 大阪市西淀川区千舟1－５－４７ 06-6471-1616
アルマ電業㈱ 大阪市浪速区下寺３－１８－１１ 06-6641-6163
鈴木消防㈱ 大阪市浪速区難波中３－１４－５ 06-6641-2079
㈲セーフティ・ネット 大阪市浪速区元町２－９－１ 06-6647-3911
テックビルサービス㈱ 大阪市浪速区桜川１－７－２３ 06-6563-2219
㈱ユニテックス 大阪市浪速区桜川４－１－３２ 06-4392-4555
平和管財㈱大阪支店 大阪市浪速区敷津東 1-2-47 ㈱ｸﾎﾞﾀ第二ビル内 06-6648-3675
興陽電気㈱ 大阪市西成区玉出東１－１１－６ 06-6653-1001
㈲松本電化サービス 大阪市西成区津守３－２－３４ 06-6658-3662
タイホ防災工業㈱ 大阪市住吉区山之内  ４－１２－１２ 06-6693-4161
富士電設㈱ 大阪市住吉区長峡町４－２１ 06-6673-6556
㈱日消システムズ 大阪市住吉区住吉１－５－２ 06-7892-1222
北村設備 大阪市住吉区万代６-４-１６ 06-6672-5557
平和興業㈱ 大阪市住之江区粉浜西１－２－６ 06-6672-6791
㈱南大阪初田商会 大阪市住之江区中加賀屋１－４－８ 06-6685-2390
大和電気商工㈱ 豊中市上野西３－１７－２２ 06-6849-5261
小西電化上野店 豊中市上野西１－１２－１２ 06-6849-9532
㈱ダイリン 豊中市栗ケ丘町  ９－３５ 06-6849-1600
㈱リタテクニカ 豊中市北桜塚3－8－17（563-0037池田市八王寺１ー２ー２７A） 06-6152-8800
AEメンテナンス㈱ 豊中市蛍池西町３－５５５大阪国際空港内 06-6856-6658
日研電気㈱ 豊中市長興寺北１－５－４１ 06-6848-7101
㈲アスカ 豊中市曽根南町　３－１４－３ 06-6863-0064
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　事業所名 　　　　所在地 　電話番号
三世リリーフ㈱ 箕面市牧落３－８－８ 072-724-8115
箕面電設㈱ 箕面市如意谷１-７-４５ 072-723-1181
明和ビル管理㈱ 箕面市船場西２－１－１　エリモビル２F 072-737-4091
京阪神セキュリティサービス㈱ 池田市城南２-６-１ 072-751-3505
摂津電気工事㈱ 吹田市元町２５－２１ 06-6381-0286
大阪ノーミ㈱ 吹田市広芝町７－１５ 06-6330-8591
沖電気防災㈱関西支店 吹田市垂水町３-１５-３１ 06-6339-2060
関西明装㈱ 吹田市江坂町１－２３－１０１大同生命江坂ビル６Ｆ 06-6190-0100
㈱キンツー 吹田市片山町１－７－１ 06-6368-5789
児玉商会 摂津市千里丘東  ４－２３－８ 06-6381-6423
㈱テックビルケア 摂津市鶴野４－１０－２２ 072-635-3035
㈲摂津防災設備 摂津市鳥飼西２－９－１ 072-653-4050
大和エンジニアリング㈱ 茨木市南耳原１－２－１大和製缶㈱大阪工場内 072-627-2069
伊勢崎電気工業所 茨木市高田町４－２１ 072-624-4483
木内ポンプ㈱ 茨木市永代町    ４－１０５ 072-622-2551
松本電気工事㈱ 茨木市片桐町３－１５ 072-622-3415
マサル電気 茨木市沢良宜西１－１８－１３ 072-636-8510
㈱ヤマダ 茨木市沢良宣西　１－１９－１８ 072-635-9255
㈲葵防災設備 高槻市寿町２－３８－７ 072-693-4617
㈱入谷商会 高槻市塚脇３－５－２ 072-687-0272
大一技術サービス㈱ 高槻市天神町１－９－２１ 072-682-3941
小島工業㈱ 高槻市大畑町２７－２ 072-695-5666
㈱マトイ商会 守口市金田町３－５４－１８ 06-6901-9049
㈱喜多防災商会 守口市大久保町　１－２９－１ 06-6901-2234
第一防災㈱ 守口市大日東町１２－５ 06-6902-2372
京阪初田サービス㈱ 守口市西郷通２－１４－２ 06-6991-1333
東光防災㈱ 守口市南寺方東通３－１２－３ 06-6997-3288
㈲安田総合設備 守口市南寺方南通２－１１－１９ 06-6996-1227
㈱カケハシ 守口市南寺方中通１－６－５ 06-6996-2867
㈱友田防災 守口市梅園町５-１ 06-6995-7400
㈱ササデン 門真市島頭１-９-７ 072-886-1135
㈱宮本消防設備商会 門真市元町１１－１１ 06-6908-3738
㈲大阪防災設備 門真市上野口町１７－１ 072-883-7843
㈲井上防災設備 寝屋川市田井西町１９－１４ 072-827-7714
㈱アクトエンジニアリング 寝屋川市田井町４－５ 072-832-6706
北尾防災設備 寝屋川市池田３－２－９ 072-827-4388
㈱シールズ 寝屋川市高柳５－２６－１６ 072-827-8111
興和防災㈱ 寝屋川市黒原新町　　２－８ 072-827-3340
ホリテック　 寝屋川市木田町３－２６　ウエストコート１０１号 06-6582-2795
斎藤設備機々㈱ 寝屋川市打上新町１４-６ 072-823-2388
㈱羽藤防災 枚方市堤町３－７　木南ビル２０７ 072-860-7364
㈲サント 枚方市藤阪東町４－６－２ 072-807-4033
塚本防災設備㈱ 枚方市山田池東町３４-１５ 072-380-6230
㈱ベストライフ 大東市野崎４－７－１４ 072-878-3191
北田電機工業㈱ 大東市栄和町　１１－１８ 072-873-6603
㈱エレン 大東市深野北１－３－２８ 072-878-9497
兼平防災エンジニアリング㈱ 交野市星田１－５１－２７－１０２ 072-893-9865
安武電気工事 交野市倉治３－２２－３９ 072-891-8564
大誠商会 東大阪市稲田本町１－１９－１１ 06-6745-1824
小阪防災設備 東大阪市御厨３－４－５ 06-6789-5279
山本商事㈱ 東大阪市宝持３－９－５ 06-6723-7171
㈱メイコー 東大阪市大蓮東２－１８－１８ 06-6727-2181
冨士産業㈱ 東大阪市稲葉２－１－１０ 072-966-3451
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　事業所名 　　　　所在地 　電話番号
㈱カワチ設備産業 東大阪市岩田町１－２－２３ 072-964-0310
㈲エコ・プロテック 東大阪市中鴻池町１－８－３６ 06-4309-0239
㈱ベル 東大阪市吉田下島14－7 072-961-7171
シンエイ 松原市天美我堂　　２－４２１ 072-339-7773
モモタ電気㈱ 八尾市春日町１－９－１ 072-991-5998
㈲セフテック 八尾市志紀町西４－８９－１ 072-948-9660
明和電気防災㈱ 八尾市佐堂町１－１－４ 072-996-4961
㈱梅崎商会 八尾市恩智北町　１－３６ 072-941-8787
木村防災設備 羽曳野市西浦１-１１-５ 072-956-5533
㈲フジ・テクノス 羽曳野市埴生野５７５ 072-955-7429
南大阪防災設備㈱ 羽曳野市　野１３２ 072-955-9150
㈱アクアプリベント 富田林市寿町３ー６ー４ 0721-20-1200
秋吉エンジニアリング 南河内郡河南町大宝４－１８－１１ 0721-93-4069
尾崎電設工業㈱ 大阪狭山市池尻中３－２９－１５ 072-365-3277
㈱丸仙設備 堺市堺区八千代通１－２８ 072-224-5382
㈲シンワ防災システム 堺市堺区京町通４－２ 072-221-2601
小西防災設備㈱ 堺市堺区旭ケ丘南町４－４－３４ 072-241-4448
㈱泉消防設備 堺市堺区宿屋町東１－１－３０ 072-227-1515
タカオカ防災設備㈱ 堺市堺区中之町東１丁1-31　澤田ビル３階 072-228-5455
㈱ボーサイエンジニアリング 堺市堺区寺地町東２丁１－２７ 072-223-9611
㈱トータルメンテナンス 堺市堺区寺地町東２－１－２７ 072-223-9622
㈲レオ設備コンサルタント 堺市北区金岡町１１３７－３ 072-258-0945
㈱サニコン 堺市北区百舌鳥陵南町３丁３４５ 072-277-3255
㈱ナカニシアラーム 堺市北区北長尾町6-4-22 0722-53-9925
㈲アーネスト防災 堺市西区上５２３－１１ 072-272-8119
㈱アスボウ防災サポート 堺市西区山田４丁２０６４-１ 072-272-8777
㈱伸和防災センター 堺市西区鳳南町２－７１ 072-271-2201
大洋理研防災㈱ 堺市西区鳳北町６－３２２－３ 072-264-5019
栄電社 堺市中区八田北町６１９－６６ 072-277-9565
㈱藤原防災設備 堺市中区八田北町３０７－1 072-278-7890
㈱松田電気商会 高石市高師浜３-１６－２１ 072-261-1453
ワコー防災㈱ 和泉市箕形町６－４４２－１ 0725-53-0019
㈱千亀利 岸和田市加守町１－９－１５ 072-439-2588
㈱五味三星堂 岸和田市岸城町  ３－２２ 072-431-4567
㈱南大阪防災センター 岸和田市池尻町２１１ 072-444-2805
㈱ダイシン 泉佐野市羽倉崎上町３－１１－１９ 072-465-1122
安藤電機㈱ 泉佐野市笠松１－１－２７ 072-463-5365
根来商会 阪南市黒田４４１－１ 072-472-1388
カミタ総合設備㈱ 阪南市黒田３４３－２ 072-471-2234
㈲阪南防災 阪南市鳥取４６４－４ 072-472-4569
㈲ヤマト 尼崎市東園田町９－９－１ 06-6494-6976
㈱近畿コーデン防災 尼崎市食満５－３－１ 06-6493-1113
㈱コーアツ 伊丹市北本町 １－３１０ 072-782-8561
㈱川南ファシリティズ 宝塚市川面２－１－３１ 0797-84-5577
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