
※町の指定を受けた事業者でなければ施工できません。下表の指定給水装置工事事業者にお申し込みください。

　　　　　　

市町村名 工 事 店 名 所 在 地 電話番号 市町村名 工 事 店 名 所 在 地 電話番号

御代田町 浅間電設㈱ 大字馬瀬口1808番地15 (32)5006 上田市 ㈲ドーム管工 真田町本原1323番地6 0268(72)0771

(12) 飯田建設工業㈱ 大字御代田2194番地1 (32)2057 (10) ㈲協栄 大字中之条215番地1 0268(21)4141

内堀環境設備工業 大字御代田2714番地89 (32)6215 本州管工㈱ 蒼久保1543番地4 0268(35)1054

大井建設工業㈱ 大字馬瀬口1670番地74 (32)3333 吉田設備 塩川3321番地 0268(71)0800

㈲シナノ設備 大字草越1173番地137 (32)2260 ㈱西武住設 上田市上田3169番地5 0268(22)3384

㈲高橋設備 大字御代田2432番地3 (32)2460 水明設備 上田市林之郷163番地１ 090-3473-4023

竹内設備工業 大字馬瀬口836番地 (23)3647 ㈲三昌 上田市常磐城2307番地3 0268(24)3437

㈲東和設備工業 大字御代田2531番地116 (32)2427 山崎設備工業(有) 上田市常磐城664番地7 0268(27)5558

森住設 大字馬瀬口1498番地125 (32)3787 ㈱鳳商会 上田市芳田1624番地1 0268(75)5157

㈱大盛 大字塩野2840番地8 (32)5734 (有)吉見設備 上田市下武石40番地8 0268(85)3336

㈱KOUEI 大字御代田2785番地7 (31)6763 東御市 ㈲滝沢住機 海善寺1159番地1 0268(62)4308

㈱DAC 大字馬瀬口1889番地21 (31)0961 (5) 宝設備工業 羽毛山744番地118 0268(64)3326

軽井沢町 ㈲アクアテック 大字長倉5011番地17 (46)5502 ㈲リブテック 田中595番地1 0268(64)9571

(16) ㈱インテック 大字長倉957番地2 (45)0772 太陽リビング㈱ 東御市常田444番地27 0268(64)2126

㈲クリーンライフ 大字長倉4613番地84 (45)1024 ㈱叶登設備 東御市祢津3046番地1 0268(63)4032

興黒工業㈱ 大字長倉5391番地28 (46)1249 佐久市 市川電機管業㈱ 岩村田1928番地 0267(67)5709

㈱白山商会 軽井沢東301番地 (42)3738 (27) ㈲工藤住設工業 中込2321番地2 0267(62)4514

長野電設工事保守㈱ 大字長倉4428番地 (45)6003 ㈱千曲設備 横和23番地 0267(68)3041

㈱松井 大字追分1532番地12 (45)6073 中央水道設備㈱ 中込3679番地10 0267(62)6324

㈲宮沢水道 大字長倉3633番地9 (46)1455 ㈲中部設備 野沢227番地7 0267(62)7111

㈱村瀬工業 大字長倉6番地104 (48)1166 光設備工業㈱ 原267番地5 0267(62)0286

㈲森角工業 軽井沢東10番地15 (42)2142 ㈱平林組 高柳28番地2 0267(62)3765

ウォーターワークス 大字長倉2141番地254 (31)0108 ㈲三國 三河田568番地2 0267(66)0177

㈲土屋設備 中軽井沢3番地18 (45)7223 ミヤモリ㈱サクスイ 岩村田3112番地 0267(67)3000

東都設備工業 中軽井沢13番地2 (45)3043 ㈱森角建材店 岩村田3162番地10 0267(67)3334

㈱ヤマニエコライフライファ軽井沢 大字長倉1060番地9 (41)1261 ㈱依田設備工業 下平尾718番地 0267(67)4470

㈲上原工業 軽井沢東170番地 (45)3411 ㈲佐久ハマネツ 臼田1698番地 0267(82)3665

(有)市村水道設備 大字長倉1395番地1 (45)7127 ㈱三協建設 三分369番地3 0267(82)3470

小諸市 ㈲ウォーターサービス 大字菱平127番地1 (23)8661 ㈱竹内設備 田口4789番地3 0267(82)3631

(16) ㈲大竹鉄工設備 丙117番地 (22)0695 ㈲トヨダ住設 臼田1731番地2 0267(82)3012

㈱清水管業 三和二丁目5番6号 (22)2536 ㈱堀内組 臼田80番地 0267(82)2257

竹花工業㈱ 南町二丁目6番10号 (22)1750 ㈱マルユウ 下越132番地5 0267(82)1250

㈲中部工業 大字平原1271番地1 (23)1710 望月ガス㈱ 望月773番地1 0267(53)6111

堀越建設㈱ 大字御影新田447番地1 (23)4092 協友工業㈱ 前山136番地2 0267(62)8211

㈱山浦管工 甲1704番地1 (25)6666 (有)シンコーハウス 安原1465番地7 0267(67)6363

㈲芽黒建設 大字和田927番地2 (25)0007 (有)ショクト 田口4789番地4 0267(82)3122

池田建設 大字八幡634番地 (22)8451 浅間設備工業㈱ 岩村田159番地３ 0267(67)4130

㈲内堀電化住設 大字加増906番地6(石峠) (22)8752 都建設工業(有) 臼田1938番地13 0267(82)7822

㈲東設備工業 丙494番地1 (22)1833 (有)イワシタ設備 原400番地18 0267(62)3822

長野都市ガス㈱小諸支社 紺屋町2丁目-7番地1 (22)1459 オギワラシステム㈱ 取手207番地18 0267(63)0201

㈱東信ホーム機器 大字滋野甲116番地2 (23)0374 三恵建設㈱ 中込二丁目29-12 0267(62)0140

(有)アクアライフ 大字加増993番地3 (25)7755 環境浄化㈱ 塚原1032番地 0267(68)2501

㈱中部メンテナンス 大字平原1271番地1 (23)1810 佐久穂町 ㈲佐久設備 大字海瀬259番地2 0267(86)2264

(有)アシスト工業 大字菱平51番地5 (25)4410 (6) 嶋屋住設㈱ 大字宿岩389番地 0267(86)2078

長野市 ㈱泰斗設備工業 中越2丁目44番地8 026(259)0321 ㈲ヤマグチパイピング 大字大日向3386番地1 0267(86)4030

(３) 共進住設㈱ 大字徳間633番地1 026(213)4681 ㈱井出商店 大字畑3132番地2 0267(88)3927

㈱山陽工業 中条日高4036番地８ 026(214)8937 畑八開発㈱ 大字畑329番地 0267(88)2501

須坂市(1) 信陽工業㈱ 須坂市大字野辺字竹ノ春1366番地24 026（248）1173 青木住設 大字上1012番地3 0267(86)3414

坂城町（1） ㈱ミズキコーポレーション 坂城町大字坂城9578番地2 0268（82）0321 小海町(1) ㈱ケンショウ 大字千代里3630番地4 0267(96)2617

飯綱町（1） ㈱北部建設 飯綱町大字普光寺821番地 026（253）2733 長和町(1) (有)長門興業 小県郡長和町長久保473番地1 0268（68）2517

阿南町(1) 南信設備 下伊那郡阿南町西條2162番地3 0260-31-0305 青木村(1) (有)青木設備 小県郡青木村大字当郷116番地 0268（49）1234

千曲市（1） 千曲ガス水道株式会社 千曲市寂蒔1128番地2 026-272-0035 横浜市(1) ㈱クラシアン 横浜市港北区新横浜一丁目2番地1 045-473-8181

大阪市(1) ㈱イースマイル 大阪市浪速区敷津3-7-10 06-6631-7449

広島市(1) ㈱アクアライン
広島市中区上八丁堀8番8号
第一ウエノヤビル6Ｆ 085-502-6644

嬬恋村（１） ㈱クリーン設備 大字鎌原字向原1040番地50 0279-86-5522

御代田町指定給水装置工事事業者名簿（市町村別）

令和３年５月10日現在　登録業者107社


