
御代田町宅内工事指定店一覧（市町村別） (令和３年11月18日現在）
登録
NO

工事店名 電話番号 備　考

3 北佐久郡 御代田町 大字馬瀬口１８０８番地１５ 浅間電設㈱ (32)5006
4 大字御代田２１９４番地１ 飯田建設工業㈱ (32)2057
6 大字御代田２７８８番地１ ㈱イチムラ住設 (32)8730

10 大字塩野１３１５番地５ ㈱内堀建工 (32)2164
11 大字馬瀬口８４７番地３ ㈱梅村建設工業 (32)8500
15 大字馬瀬口１６７０番地７４ 大井建設工業㈱ (32)3333
16 大字御代田２７１４番地８９ ㈲内堀環境設備工業 (32)6215
26 大字草越１１７３番地 ㈲シナノ設備 (32)2260
30 大字面替５９３番地１ 新陽建設㈱ (32)3716
33 大字御代田２４３２番地３ ㈲高橋設備 (32)2460
43 大字御代田２５３１番地１１６ ㈲東和設備工業 (32)2427
54 大字御代田２７１４番地８５ ㈲御代田浄化槽センター (32)4779
58 大字馬瀬口１４９８番地１２５ 森住設 (32)3787
61 大字御代田２６６４番地１４ 山口工業㈱ (32)3123
79 大字塩野３０３６番地４０ ㈲金澤建設工業 (32)6217

127 大字草越１１７３番地１３７ ㈱エス・エス・ケイ (32)2737
146 大字御代田４１０８番地２１０４ 朝倉建設㈱ (32)8045
148 大字塩野２８４０番地８ ㈱大盛 (32)5734
150 大字御代田３９９２番地１ エヌ・エヌ・ユー佐々木 (32)4253

7 軽井沢町 大字長倉９５７番地２ ㈱インテック (45)0772
28 軽井沢東３０１番地 ㈱白山商会 (42)3738
45 大字長倉４４２８番地 長野電設工事保守㈱軽井沢営業所 (45)6003
63 軽井沢東１０番地１５ ㈲森角工業 (42)2142
69 大字長倉４６１３番地８４ ㈲クリーンライフ (45)1024
70 大字追分１５３２番地１２ ㈱松井 (45)6073 R4.2.15まで停止

71 大字長倉５０１１番地１７ ㈲アクアテック (46)5502 R4.2.15まで停止

89 大字長倉３６３３番地９ ㈲宮沢水道 (46)1455
92 中軽井沢３番地１８ ㈲土屋設備 (23)8662
95 大字長倉５３９１番地２８ 興黒工業㈱ (46)1249

112 大字長倉２１４６番地１３５２ ㈱クリーン設備 (44)3177
131 大字長倉２１４１番地２５４ ウォーターワークス㈱ 090-3148-0156

134 大字長倉１３９５番地１ ㈲市村水道設備 0267(45)7127
27 小諸市 三和二丁目５番６号 ㈱清水管業 (22)2536
41 大字平原１２７１番地１ ㈲中部工業 (23)1710
47 南町二丁目６番１０号 竹花工業㈱ (22)1750
60 甲１７０４番地１ ㈱山浦管工 (25)6666
88 大字加増９０６番地６ ㈲内堀電化住設 (22)8752
91 乙５３１番地９ ㈲ウォーターサービス (23)8661

102 大字御影新田４４７番地１ 堀越建設㈱ (23)4092
107 丙４９４番地１ ㈲東設備工業 (22)1833
129 大字加増９９３番地３ ㈲アクアライフ 0267(25)7755
137 大字和田９２７番地２ ㈲芽黒建設 0267(25)0007
143 菱平５１番地５ ㈲アシスト工業 0267(25)4410
145 大字平原１２７１番地１ ㈱中部メンテナンス 0267(23)1810
151 大字滋野甲１１６番地２ ㈱　東信ホーム機器 0267(23)0374

5 佐久市 岩村田１９２８番地 市川電機管業㈱ 0267(67)5709
9 長土呂１９１２番地９ ㈲ウエハラ 0267(67)5256

18 前山１３６番地２ 協友工業㈱ 0267(62)8211
20 中込２３２１番地２ ㈲工藤住設工業 0267(62)4514
22 中込２５９８番地 ㈱光和建設 0267(62)1494
36 田口４７８９番地３ ㈱竹内設備 0267(82)3631
40 中込３６７９番地１０ 中央水道設備㈱ 0267(62)6324
44 猿久保２３２番地１２ 長野スーパー㈱ 0267(67)0611
50 原２６７番地５ 光設備工業㈱ 0267(62)0286
51 高柳２８番地２ ㈱平林組 0267(62)3765
52 岩村田３１１２番地 ミヤモリ㈱サクスイ 0267(67)3000
55 望月７７３番地１ 望月ガス㈱ 0267(53)6111
56 岩村田３１６２番地の１０ ㈱森角建材店 0267(67)3334
62 下平尾７１８番地 ㈱依田設備工業 0267(67)4470
65 臼田１７３１番地２ ㈲トヨダ住設 0267(82)3012
66 臼田８０番地 ㈱堀内組 0267(82)2257

所　　在　　地



御代田町宅内工事指定店一覧（市町村別） (令和３年11月18日現在）
登録
NO

工事店名 電話番号 備　考所　　在　　地

68 佐久市 三分３６９番地３ ㈱三協建設 0267(82)3470
76 岩村田１２９６番地３ 小林建設工業㈱ 0267(67)4063
78 横和２３番地 ㈱千曲設備 0267(68)3041
83 下越１３２番地５ ㈱マルユウ 0267(82)1250
84 岩村田１５９番地３ 浅間設備工業㈱ 0267(67)4130
93 三河田５６８番地２ ㈲三國 (23)8663
99 臼田１６９８番地 ㈲佐久ハマネツ 0267(82)3665

125 望月８２８番地２ ㈲双葉工業 0267(53)4067
128 田口４７８９番地３ ㈲ショクト 0267(82)3122
133 臼田１９３８番地１３ 都建設工業㈲ 0267(82)7822
140 原４００番地１８ ㈲イワシタ設備 0267(62)3822
144 臼田２５９番地 マルゴ電器設備 0267(82)3105
159 佐久市塚原１０３２番地 環境浄化株式会社 0267（68）2501
67 南佐久郡 佐久穂町 大字畑３１３２番地２ ㈱井出商店 0267(88)2044
73 大字宿岩３８９番地 嶋屋住設㈱ 0267(86)2078

105 大字海瀬２５９番地２ ㈲佐久設備 0267(86)2264
117 大字大日向３３８６番地１ ㈲ヤマグチパイピング 0267(86)4030
121 大字穂積１３２６番地 大栄建設㈱ 0267(88)3417
139 大字上１０１２番地３ 青木住設 0267(86)3414
98 小海町 大字小海４３９９番地１ ㈱新津組 0267(92)2323

152 東御市 祢津３０４６番地１ ㈱叶登設備 0268(75)8324
106 海善寺１１５９番地１ ㈲滝沢住機 0268(62)4308
108 田中５９５番地１ ㈲リブテック 0268(64)9571
120 常田４４４番地２７ 太陽リビング㈱ 0268(64)2126
111 上田市 真田町本原１３２３番地６ ㈲ドーム管工 0268(72)0771
113 下之条２１５番地１ ㈲協栄 0268(23)4141
122 大字蒼久保１５４３番地４ 本州管工㈱ 0268(35)1054
136 上田３１６９番地５ ㈱西武住設 0268(22)3384
141 林之郷１６３番地１ 水明設備 090-3473-4023

142 常磐城６６４番地７ 山崎設備工業㈲ 0268(27)5558
155 芳田１６２４番地１ ㈱鳳商会 0268(75)5157
130 下武石４０番地８ ㈲吉見設備 0268(68)2829
161 緑が丘三丁目10番７号 ㈱PLUMBER 0268（23）2212
138 埴科郡 坂城町 大字坂城９５７８番地２ ㈱ミズキコーポレーション 0268(82)0321
158 千曲市 寂蒔1128番地2 千曲ガス水道株式会社 0262（72）0035
110 長野市 中越二丁目４４番６号 ㈱泰斗設備工業 026(259)0321
153 大字徳間６３３番地１ 共進住設㈱ 026(213)4681
157 稲里町下氷鉋５１５番地８ ㈱クラシアン 026(283)3861
160 中条日高4036番地８ 株式会社　山陽工業 026（214）8937
132 須坂市 大字野辺１３６６番地２４ 信陽工業㈱ 026(248)1173
130 小県郡 長和町 古町３３６番地２ ㈲吉見設備 0268(68)2829
154 長久保４７３番地１ ㈲長門興業 0268(68)2517
156 青木村 大字当郷１１６番地 ㈲青木設備 0268(49)1234
147 上水内郡 飯綱町 大字普光寺８２１番地 ㈱北部建設 026(235)2733
149 下伊那郡 阿南町 西條２１６２番地３ 南信設備 0260(31)0305


