マンション
ｱﾍﾞﾉｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ A棟203号室トイレ漏水修理工事

大阪市

ｺｰﾄ塚本 305号室水漏れ修復工事

大阪市

ｺｰﾄ淡路 701号室電気温水器ﾄﾗｯﾌﾟ交換の件

大阪市

湯ノ口ﾏﾝｼｮﾝ 302号室PS室給水漏水修理工事

生駒郡

ｵｰｸﾋﾙｽﾞⅡ 105号洗面水栓取替工事

寝屋川市

ﾄﾞﾙﾁｪ 401号浴室ｻｰﾓ付ｼｬﾜｰ水栓取替工事

大阪市

日生ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ高津 406号室ﾄｲﾚ貫通作業

大阪市

ｺｰﾄ塚本 受水槽定水位弁取替工事

大阪市

南野ﾏﾝｼｮﾝ 203号室ﾅｶﾞｼ排水詰り修理工事

大阪市

夕陽丘ﾊｲﾂ 48号ﾄｲﾚﾛｰﾀﾝｸ修理工事

大阪市

ｵｰｸﾋﾙｽﾞⅠ 受水槽ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ取替工事

八尾市

ｵｰｸﾋﾙｽﾞⅡ 301号室ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ取替工事

寝屋川市

ｱﾍﾞﾉｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ 各所漏水修理工事

大阪市

ｳﾞｨﾗｻﾝｼｬｲﾝ 1FPS排水管漏水修理工事

東大阪市

日生ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ高津 406号室ﾄｲﾚ再々度通管作業

大阪市

日生ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ高津 507号室浴室通管作業

大阪市

日生ﾛﾘﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ高津 406号室ﾄｲﾚ排水管取替工事

大阪市

ｺｰﾄ塚本 受水槽定水位弁取替追加工事

大阪市

ｺｰﾄ淡路 904号電温ﾄﾗｯﾌﾟ取替工事

大阪市

村橋ﾏﾝｼｮﾝ 水道ﾒｰﾀｰ取替工事

東大阪市

ｻﾝｳﾞｪｰﾙ新池 水道ﾒｰﾀｰ取替工事

東大阪市

ｺｰﾄ淡路 703号電気温水器用ﾄﾗｯﾌﾟ取替工事

大阪市

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙK 103号漏水復旧工事

東大阪市

ｼｬﾄﾚﾄﾞﾚｽﾄ 606号通気管改修工事

大阪市

日大ハイツ 401号室給湯器点検

大阪市

コート淡路 608号室電温ﾄﾗｯﾌﾟ取替工事

大阪市

日大ロイヤル西中島 1003号室 洗濯パン漏水修理工事

大阪市

村橋マンション 各所補修工事

東大阪市

サチ東山本 403号水道メーター取替工事

八尾市

サチ東山本 203号UB補修工事

八尾市

ｿﾚｱｰﾄﾞｺｰﾄ 潅水ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ取替工事

大阪市

ｿﾚｱｰﾄﾞｺｰﾄ 外部散水改修工事

大阪市

ARM21 外部排水桝目皿取付工事

守口市

ｱﾊﾞﾝﾃｨH・F外部給水管漏水修理工事

東大阪市

NAGAIビル 漏水修理工事

大阪市

ｼｬﾄー辰巳 203号室水道ﾒｰﾀｰ取替工事

八尾市

ｴﾘｼﾞｭｰﾑ 105号室洗面化粧台取替工事

柏原市

ｿｼｱ甲陽 漏水復旧工事

東大阪市

今井ﾊｲﾂ 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替及び制御盤取替工事

東大阪市

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｳｰﾙ郷 水道集中検針盤不具合

大和郡山市

日生ﾌﾟﾘﾝｽﾊﾟｰｸ 205号給湯器浴室ﾘﾓｺﾝ不具合

大阪市

ｴﾙｳﾞｪｰﾙ 207号漏水修理工事

柏原市

ＫＧｻｳｽﾏﾝｼｮﾝ 201号器具改修工事

東大阪市

ｺｰﾄ塚本 排水管清掃工事（契約分）

大阪市

今井ﾊｲﾂ 高架水槽漏水改修工事

東大阪市

ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ松原 受水槽塗装改修工事

松原市

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙＫ 外部排水管改修工事

東大阪市

Ｇｒａｎｄ Ｃｏｒｔ ＨＩＧＵＣＨＩ 居宅内水栓工事

東大阪市

ｴｸｽﾃﾝﾄﾞ藤戸 外部排水管修繕工事

東大阪市

ﾚｰｳﾞｸﾚｽﾄ 排水管通気取付工事

東大阪市

サチ東山本 501号室水道ﾒｰﾀｰ取替工事

八尾市

ｱﾍﾞﾉｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ 受水槽漏水修理工事

大阪市

今井ﾊｲﾂ 受水槽高架水槽改修工事

東大阪市

ｺｰﾄ淡路 504号室電気温水器用トラップ交換工事

大阪市

ソフィアモール 小便器センサー修理工事

八幡市

ブブハウス 105号室ﾐﾆｷｯﾁﾝ水栓取替工事

東大阪市

ｵｰｸﾋﾙｽﾞⅡ 504号ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ・ｼｬﾜｰﾎｰｽ102号ｼｬﾜｰﾎｰｽ取替

寝屋川市

ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ21 排水管工事

大東市

サチ東山本 1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ横の部屋洗濯水栓取付工事

八尾市

ｸﾞﾗﾝｳｰﾙ郷 水道ﾒｰﾀｰ漏水調査

大和郡山市

ｺｰﾌﾟ野村 713号UBｼｬﾜｰ水栓取替工事

八尾市

シャトレーファースト 305号室雨トユ漏水修理工事

生駒市

ﾒｿﾞﾝﾄﾞｰﾙ PS内給水縦管ｴｱ抜きﾊﾞﾙﾌﾞ取替工事

東大阪市

日生ﾛｲﾔﾙ塚本 902号洗面台本体入替工事

大阪市

グランドールK 206号室漏水修理工事

東大阪市

サンライフ北野 PS排水管漏水修理工事

東大阪市

南野マンション 外部排水詰り修理工事

大阪市

コート淡路 409号室電気温水器用トラップ交換工事

大阪市

ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ21 外部給水管改修工事

東大阪市

ｵｰｸﾋﾙｽﾞⅠ 401号洗面化粧台・流し台・水栓取替工事

八尾市

（仮称）宮町PJ新築工事 汚水最終桝蓋取替工事

八尾市

山崎ﾊｲﾂ 202号室洗面化粧台ｼｬﾜｰ水栓取替工事

大阪市

ｻﾁ東山本 102・302号水道ﾒｰﾀｰ取替工事

八尾市

ｱﾘｴｽ花園 外部給水管漏水修理工事

東大阪市

ｺｰﾌﾟ泰山 503～403号室PS排水管漏水修理工事

大阪市

ｺｰﾌﾟ泰山 603～503号室PS排水管漏水修理工事

大阪市

ｺﾑｼﾉｱ 1FPS排水管漏水修理工事

大阪市

日生ロイヤルマンション十三 1101号給湯管漏水修理工事

大阪市

ﾃﾞｨｱﾊｲﾑ鴻池 受水槽ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ取替工事

東大阪市

パティオ京橋 703号室漏水修理工事

大阪市

ハイツエンブレム 405号漏水修理工事

東大阪市

リーガルハイツ 外部排水管改修工事

東大阪市

藤田マンション 21号室改修工事

大阪市

グリーンコト有里 受水槽+加圧ポンプ変更調査

生駒市

サンルミエール ボールタップ交換工事

大阪市

日生ロイヤル塚本 給水増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工事

大阪市

ﾃﾞｨｱﾊｲﾑ鴻池 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ取替（解体搬出解体搬入共）

東大阪市

ハピネス39 漏水調査・復旧

大東市

ｾｲﾜﾊﾟﾚｽ堂島ｼﾃｨ ２階定流量弁取替工事

大阪市

長田3丁目PJ 埋設配管工事

東大阪市

ラグゼ江坂北 新築工事

大阪市

ラグゼ今里 新築工事

大阪市

ラグゼ玉造Ⅰ 新築工事

大阪市

ラグゼ新大阪イーストⅡ 新築工事

大阪市

ラグゼ新大阪イーストⅠ 新築工事

大阪市

ラグゼ日本橋 新築工事

大阪市

ラグゼ新大阪南 新築工事

大阪市

ホテルカランセ 改修工事

大東市

アスティルホテル新大阪 新築工事

大阪市

ラ・ヴェルデ長田 新築工事

東大阪市

サクラヒルズ西大寺 新築工事

奈良市

トーエー設備株式会社
代表取締役 東田 吉博
八尾市西高安町1丁目63-2
☏ 072-997-1080
fax 072-997-1192
(管工事業 知事・般－２３ 第１３６８７０）

