
登録番号 商　号　又　は　名　称 住　所 電話番号

第００００２号 有限会社 中沢商店 立　町 ８２－２２２０

第０００１６号 株式会社 笠井建設 南日名 ８２－３２９３

第０００２５号 坂　城　工　務　店 日名沢 ８２－７８１１

第０７１７８号 株式会社 ミズキコーポレーション 四ツ屋 ８２－０３２１

第０００４１号 有限会社 幸栄建設 新　地 ８２－３２０６

第００００９号 宮　下　設　備 金　井 ８２－５５４５

第０００４８号 有限会社 岡田設備 金　井 ８２－４６９８

第０００１４号 株式会社 関口建設 町横尾 ８２－２６７７

第００００４号 協同設備 株式会社 中之条 ８２－５７７０

第０００５０号 有限会社 第一水処理 中之条 ８２－８８８１

第０３１４０号 有限会社 富沢電気工事 中之条 ８２－６３１５

第０６１７０号 株式会社　アステック 中之条 ８２－２７０８

第０００７４号 温　泉　水　道 網　掛 ８２－４５４７

第０３１２９号 総合設備マルトミ 網　掛 ８２－７１７８

第０００２９号 山　城　工　務　店 上五明 ８２－４８６６

第１９２２７号 北　澤　設　備 上五明 ８２－３４２５

第１９２２８号 平良設備工業 坂　城 090-4673-9838

第０００２２号 有限会社 小出設備工業所 上　平 ８２－２５７６

第０００２６号 株式会社 竹内組 上　平 ８２－２２３１

第０００３１号 有限会社 山辺建工 上　平 ８２－７６０５

第１３２０８号 トーワ商事　株式会社 上　平 ２３－２５５２

第００００３号 有限会社 塩野管工 小　網 ８２－４７１０

第００００５号 双葉設備　株式会社 小　網 ８２－３８２７

坂城町下水道指定工事店一覧（町内）
(2021/4/1現在)



登録番号 商　号　又　は　名　称 住　所 電話番号

第００００７号 有限会社 島田管工 千曲市 026-276-4092

第０００１７号 株式会社 アスター 千曲市 026-273-2610

第０００２０号 清水機工 株式会社 千曲市 026-273-2233

第０００２４号 株式会社 内山総合設備 千曲市 026-273-2542

第０００２７号 株式会社 石井工務所 千曲市 026-272-2271

第１２２０４号 有限会社 桜設備 千曲市 026-272-0518

第０００４９号 冨士建設 株式会社 千曲市 026-272-5650

第０００５８号 有限会社 更埴設備工業 千曲市 026-273-3445

第０００５９号 長坂建設 株式会社 千曲市 026-272-2762

第０００６０号 小池設備 株式会社 千曲市 026-272-2236

第０００６８号 株式会社 田仲建工 千曲市 026-272-0889

第０００８１号 有限会社 炭新商店 千曲市 026-272-1266

第０００８３号 有限会社 杉浦建材工業 千曲市 026-272-0617

第０００８４号 依田管工業 株式会社 千曲市 026-275-1087

第０１０８７号 更埴建設 株式会社 千曲市 026-272-3388

第０１０９０号 山﨑建設 株式会社 千曲市 026-276-6177

第０１０９２号 エイテック 株式会社 千曲市 026-272-6473

第０１１００号 有限会社 小松工務店 千曲市 026-275-1223

第０１１０１号 有限会社 大地 千曲市 026-261-5077

第０１１０７号 有限会社 アート浄設 千曲市 026-274-0778

第０２１２３号 富　士　電　設 千曲市 026-276-2961

第０３１３４号 堀　内　設　備 千曲市 026-273-2023

第０３１３７号 株式会社 リョーワホームサービス 千曲市 026-272-3472

第０７１７５号 有限会社 中村住設工業 千曲市 ８２－４６４６

第０７１７９号 有限会社 有起 千曲市 026-275-6652

第０９１８８号 天　竹　住　設 千曲市 026-275-0915

第０９１９３号 有限会社 齊藤建設 千曲市 026-276-1049

第１２２０１号 有限会社 丑山住設 千曲市 026-272-1414

第１３２０９号 千曲ガス水道株式会社 千曲市 026-272-0035

第１４２１６号 北　村　設　備 千曲市 026-276-0195

第１４２１７号 原　崎　総　備 千曲市 026-276-5061

第０３１３２号 株式会社 アイエスパイピング 東御市 ６２－０６３６

第１8２２5号 株式会社　叶登設備 東御市 ６３－４０３２

第０２１１３号 株式会社 エース 立科町 0267-56-3737

第０６１６７号 有限会社 吉見設備 長和町 ６８－２８２９

第１１１９９号 信陽工業 株式会社 須坂市 026-248-1173

第１４２１９号 株式会社　北部建設 飯綱町 026-253-2733
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第０００３６号 川中島建設 株式会社 長野市 026-292-1341

第０００４０号 有限会社 西村設備 長野市 026-299-2616

第０００６４号 株式会社 日拓 長野市 026-283-5522

第０００６５号 酒井管工 株式会社 長野市 026-293-5810

第０００８６号 株式会社 栄明 長野市 026-278-8985

第０１０９７号 コマキ工業 株式会社 長野市 026-278-7822

第０１１０９号 大和施設 株式会社 長野市 026-221-3210

第０２１１９号 株式会社 守谷商会 長野市 026-226-0111

第０４１４９号 有限会社 建高総備 長野市 026-284-3060

第０４１５２号 有限会社 有馬商事 長野市 026-284-5306

第０５１５７号 M　・　K　設　備 長野市 026-292-9808

第０６１６５号 株式会社 泰斗設備工業 長野市 026-259-0321

第０７１７７号 滝沢水道設備 長野市 026-292-3223

第０８１８４号 有限会社 アクアリング 長野市 026-284-7683

第１２２０２号 有限会社 峰村設備 長野市 026-222-6461

第１２２０３号 株式会社 山一 長野市 026-263-8784

第１３２１０号 共進住設　株式会社 長野市 026-213-4681

第１３２１１号 有限会社　アサヒホームサービス 長野市 026-259-1232

第１３２１２号 有限会社　稲田設備 長野市 026-243-2818

第１３２１４号 松本設備工業 株式会社 長野市 026-290-7522

第１６２２１号 株式会社　山陽工業 長野市 026-267-1877

第１６２２３号 有限会社　ミズコウ 長野市 026-217-3431

第１８２２６号 新設工業　株式会社 長野市 026-284-6006

第０００２３号 株式会社 信菱空調設備 上田市 ２７－８７２２

第０００３０号 山崎設備工業 有限会社 上田市 ２７－５５５８

第０００３４号 有限会社 ドーム管工 上田市 ７２－０７７１

第０００４５号 有限会社 建工設備 上田市 ２４－１５３０

第０００４６号 本州管工 株式会社 上田市 ３５－１０５４

第０００５３号 有限会社 田丸工務所 上田市 ２２－３４１２

第０００５４号 有限会社 川西設備 上田市 ２４－３３７１

第０００５７号 株式会社 城南アクト 上田市 ２２－５１２３

第０００６７号 株式会社 中村商会 上田市 ２５－１０４６

第０００７１号 有限会社 宮林設備 上田市 ３８－７１７７

第０００７８号 株式会社 西武住設 上田市 ２２－３３８４

第０００８２号 株式会社 工藤商会 上田市 ３８－６９５６

第０１１０４号 有限会社 協栄 上田市 ２１－４１４１

第０２１２２号 ミヤジマ技研 株式会社 上田市 ３８－２００４

第０３１３８号 株式会社 マキノ 上田市 ７１－０１６１

第０３１３９号 石山工業 株式会社 上田市 ２９－８６１７

第０３１４３号 新　生　管　業 上田市 ２４－１７１４



第０４１５３号 有限会社 丸子設備 上田市 ４２－５８４１

第０５１５９号 瀧　澤　工　業 上田市 ２３－９９７０

第０５１６１号 大　久　保　設　備 上田市 ２４－９７７６

第０６１７２号 和　田　設　備 上田市 ３６－０３２２

第０８１８１号 株式会社 山登 上田市 ２７－２９９９

第０８１８３号 谷　川　設　備 上田市 ２７－４９５２

第０９１８６号 千曲建設工業 株式会社 上田市 ２２－３８３５

第０９１８９号 柄　澤　住　設 上田市 ７５－３４３６

第０９１９０号 有限会社 原住設 上田市 ３９－７３３３

第０９１９１号 株式会社　ヤナギサワ 上田市 ３５－１８３０

第０９１９２号 有限会社 大伸設備 上田市 ２８－５１６６

第０９１９５号 株式会社 水工技建 上田市 ２２－０３０２

第１０１９６号 PLUMBER（プラマー） 上田市 ２３－２２１２

第１１１９８号 東京理工器 株式会社 上田市 ２４－１７９４

第１２２００号 株式会社 昭和設備工業 上田市 ２４－３９１１

第１２２０５号 中　辰　設　備 上田市 ２４－５１９９

第１２２０６号 株式会社 アサヒ興業 上田市 ７２－３４１４

第０００３２号 日本ガス水道株式会社 上田市 ２７－４４３４

第１３２１５号 大　和　設　備 上田市 ２２－２２６７

第１９２２９号 有限会社 トーエイ工業 上田市 0268-29-4372

第１９２３０号 有限会社 金山設備 上田市 0268-27-6308

第０００７９号 有限会社 青木設備 青木村 ４９－１２３４

第１７２２４号 南信設備 阿南町 0260-31-0305


