
名称 住所 電話番号 地区
浅間設備工業　株式会社 佐久市岩村田159－3 0267-67-4130
市川電機管業　株式会社 佐久市岩村田1928 0267-67-5709
株式会社　井出工業 佐久市志賀3704 0267-67-2348
有限会社　ウエハラ 佐久市長土呂1912-9 0267-67-5256
株式会社　ＯＳＴ 佐久市岩村田3162-40 0267-67-8000
環境浄化　株式会社 佐久市塚原1032 0267-68-2501
有限会社　クリーデンス 佐久市長土呂550-5 0267-66-3957
小林建設工業　株式会社 佐久市岩村田1296-3 0267-67-4063
株式会社　佐久総合 佐久市塚原2361 0267-68-2340
株式会社　清水管業佐久営業所 佐久市猿久保658-1 0267-78-5222
タカミ住設 佐久市長土呂476-7 0267-67-5620
株式会社　田中住建 佐久市長土呂819-2 0267-67-4736
株式会社　千曲設備 佐久市横和23 0267-68-3041
角田設備工業 佐久市長土呂1420-1 0267-68-2526
有限会社　テイクコーポレーション 佐久市塚原84-1 0267-66-3676
長野スーパー　株式会社 佐久市猿久保232-12 0267-67-0611
株式会社　平尾開発 佐久市下平尾297-3 0267-68-2410
有限会社　三國 佐久市三河田568-2 0267-66-0177
ミヤモリ　株式会社　サクスイ 佐久市岩村田3112 0267-67-3000
株式会社　森角建材店 佐久市岩村田3162-10 0267-67-3334
株式会社　依田設備工業 佐久市下平尾718 0267-67-4470
株式会社　渡邊組 佐久市岩村田1916-2 0267-67-6696
株式会社　大井 佐久市平賀5400-3 0267-62-4551
株式会社　木下組 佐久市中込308-5 0267-62-0343
有限会社　工藤住設工業 佐久市中込2321-2 0267-62-4514
株式会社　国実 佐久市中込3611-170 0267-64-1822
株式会社　光和建設 佐久市中込2598 0267-62-1494
信越冷凍機工業　株式会社 佐久市中込1897-13 0267-62-1222
須江建設工業　株式会社 佐久市中込1797-5 0267-63-0501
高重建設工業　株式会社 佐久市平賀2168－1 0267-62-0468
中央水道設備　株式会社 佐久市中込3679-10 0267-62-6324
株式会社　不動 佐久市瀬戸553-1 0267-63-3551
有限会社　平和建設 佐久市内山6478-4 0267-63-4441
アーキプロダクツ石井 佐久市高柳63-1 0267-63-7445
株式会社　安土倍組 佐久市跡部2 0267-64-1333
有限会社　イワシタ設備 佐久市原400-18 0267-62-3822
木内電機工業 佐久市原505-1 0267-62-0706
協友工業　株式会社 佐久市前山136-2 0267-62-8211
株式会社　すまい一 佐久市前山75-1 0267-63-7676
有限会社　伴野設備工業 佐久市跡部17 0267-62-6538
原住設企画 佐久市東立科101 0267-62-5901
光設備工業　株式会社 佐久市原267-5 0267-62-0286
株式会社　平林組 佐久市高柳28-2 0267-62-3765
株式会社　星野組 佐久市三塚2-1 0267-62-6532
有限会社　茂木組 佐久市前山387-12 0267-62-1223
株式会社　井出建設 佐久市下越763－2 0267-82-2892
岩松設備 佐久市入沢235－1 0267-82-4882
小澤工業　株式会社 佐久市北川514－1 0267-82-4534
株式会社　川上 佐久市下小田切245-1 0267-77-7260
株式会社　川村建設 佐久市北川603-1 0267-82-6040
株式会社　木次工務店 佐久市平林1141-1 0267-86-2434
木下建工　株式会社 佐久市下小田切293-5 0267-82-2213
有限会社　佐久ハマネツ 佐久市臼田1698 0267-82-3665
株式会社　三協建設 佐久市三分369-3 0267-82-3470
株式会社　志摩建設 佐久市清川255-1 0267-82-3094
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有限会社　ショクト 佐久市田口4789-3 0267-82-3122
有限会社　タカウラ 佐久市中小田切164-5 0267-82-3155
株式会社　竹内設備 佐久市田口4789-3 0267-82-3631
有限会社　トヨダ住設 佐久市臼田1731-2 0267-82-3012
富士設備 佐久市田口1070-2 0267-82-4648
株式会社　堀内組 佐久市臼田80 0267-82-2257
マルゴ電器設備 佐久市臼田259 0267-82-3105
株式会社　丸山工務店 佐久市田口2421 0267-82-2253
株式会社　マルユウ 佐久市下越132-5 0267-82-1250
株式会社　ミキ産業 佐久市田口6516-4 0267-82-8123
株式会社　柳澤組 佐久市田口4893 0267-82-2711
株式会社　技建チーム 佐久市甲1375-1 0267-58-2459
北田設備 佐久市御馬寄925-70 0267-58-1377
有限会社　小泉設備工業 佐久市矢島267 0267-58-2276
株式会社　佐久企業 佐久市御馬寄590-6 0267-58-2873
有限会社　藤管工 佐久市御馬寄226-1 0267-58-2426
有限会社　町田設備工業 佐久市甲88-1 0267-58-2620
有限会社　松田工業 佐久市八幡1074-3 0267-58-2858
株式会社　明進興建 佐久市塩名田433-1 0267-58-2614
有限会社　上野設備事務所 佐久市協和7466-1 0267-53-9611
鹿曲建設　株式会社 佐久市協和2621 0267-53-2176
有限会社　春日建設 佐久市春日2695 0267-53-2626
有限会社　工藤工務所 佐久市望月1373-1 0267-53-2523
株式会社　信濃管理 佐久市望月1516-12 0267-53-1133
株式会社　清水土木 佐久市望月567 0267-53-3360
水道屋まなちゃん 佐久市望月269-5 0267-54-2068
株式会社　竹花組 佐久市望月30-1 0267-53-2345
田沢住宅設備 佐久市協和2831-1 0267-53-0036
有限会社　英工業 佐久市協和60-1 0267-53-0221
有限会社　双葉工業 佐久市望月828-2 0267-53-4067
望月ガス　株式会社 佐久市望月773-1 0267-53-6111
株式会社　森屋建設 佐久市望月315-7 0267-53-2206
株式会社　アースコネクト 小諸市大字耳取1009-4 0267-25-9095
青木住設 佐久穂町上1012-3 0267-86-3414
有限会社　アクアテック 軽井沢町大字長倉5011-17 0267-46-5502
株式会社　アクアテック杉村 諏訪市上川1丁目1428番地1 0266-75-0038
有限会社　アクアライフ 小諸市大字加増993-3 0267-25-7755
株式会社　アサヒ興業 上田市真田町本原3079-1 0268-72-3414
有限会社　アサヒホームサービス 長野市大字稲葉122番1 026-217-3639
浅間電設　株式会社 御代田町大字馬瀬口1808-15 0267-32-5006
有限会社　アシスト工業 小諸市大字菱平51-5 0267-25-4410
株式会社　荒井設備 東御市和1883 0268-62-1615
飯田建設工業　株式会社 御代田町大字御代田2194-1 0267-32-2057
石山工業　株式会社 上田市上田原657-31 0268-29-8617
株式会社　井出商店 佐久穂町大字畑55 0267-88-3927
井出設備 佐久穂町大字平林296-8 0267-86-3010
株式会社　インテック 北佐久郡軽井沢町大字長倉957-2 0267-45-0772
有限会社　ウォーターサービス 小諸市乙531-9 0267-23-8661
株式会社　エース 立科町大字芦田1873-1 0267-56-3737
株式会社　えびす住宅設備 東御市滋野乙3401-2 0268-63-6359
Ｍ．　Ｋ．　設　　備 長野市川中島町原819-8 026-292-9808
株式会社　エムズ・ファクトリー 松本市大字今井6961-1 0263-85-6588
大井建設工業　株式会社 御代田町大字馬瀬口1670-74 0267-32-3333
株式会社　鳳商会 上田市芳田1624-1 0268-75-5157
株式会社　叶登設備 東御市祢津3046-1 0268-75-8324
株式会社　柄澤住設 上田市真田町傍陽5206-10 0268-75-3436
有限会社　協栄 上田市下之条215-1 0268-21-4141
共進住設　株式会社 長野市徳間633-1 026-213-4681
株式会社　クラシアン 長野市稲里町下氷鉋515-8 026-283-3861
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黒沢燃料　有限会社 小海町大字小海698 0267-92-3113
株式会社　ケンショウ 小海町大字千代里3630-4 0267-92-4350
株式会社　KOUEI 御代田町大字御代田2785-7 0267-31-6763
株式会社　小林組 佐久穂町大字畑36 0267-88-2272
有限会社　佐久設備 佐久穂町大字海瀬259-2 0267-86-2264
佐々木建設 佐久穂町大字八郡297 0267-88-2880
有限会社　シナノ設備 御代田町大字草越 1173 0267-32-2260
嶋屋住設　株式会社 佐久穂町大字宿岩 389 0267-86-2078
清水住設工業　株式会社 小諸市大字滋野甲405-1 0267-26-2278
有限会社　清水設備 長和町古町2747-1 0268-68-3050
株式会社　城南アクト 上田市上田原802-5 0268-22-5123
信陽工業　株式会社 須坂市大字野辺字竹ノ春1366-24 026-248-1173
関秀設備 東御市八重原1275-2 0268-67-3481
大栄建設　株式会社 佐久穂町大字穂積1326 0267-88-3417
株式会社　大盛 御代田町大字塩野2840-8 0267-32-5734
株式会社　泰斗設備工業 長野市中越2-44-6 026-259-0321
太陽リビング　株式会社 東御市常田444-27 0268-64-2126
有限会社　高橋設備 小諸市大字御影新田1517-3 0267-23-4445
有限会社　滝沢住機 東御市海善寺1159-1 0268-62-4308
竹内工業　株式会社 東御市御牧原2433-1 0268-67-3566
竹花工業　株式会社 小諸市南町二丁目6-10 0267-22-1750
株式会社　蓼科管業 立科町大字芦田1896-14 0267-56-3128
谷建設　株式会社 小諸市大字諸272-1 0267-22-2052
千曲ガス水道　株式会社 千曲市大字寂蒔1128-2 026-272-0035
有限会社　中部工業 小諸市大字平原1271-1 0267-23-1710
株式会社　中部メンテナンス 小諸市平原1271-1 0267-23-1810
東京理工器　株式会社 上田市殿城874-1 0268-24-1794
株式会社　東部設備 東御市和1631-3 0268-62-2217
有限会社　東和設備工業 御代田町大字御代田2531-116 0267-32-2427
有限会社　トーエイ工業 上田市芳田1611-5 0268-29-4372
有限会社　ド－ム管工 上田市真田町本原1323-6 0268-72-0771
内藤商事　株式会社 佐久穂町大字高野町527－4 0267-86-3265
有限会社　長門興業 長和町長久保473-1 0268-68-2517
株式会社　新津組 小海町大字小海4399-1 0267-92-2323
株式会社　二幸建設 上田市緑が丘二丁目9-4 0268-23-9797
日本ガス工事　株式会社 長野市三輪１丁目1120-1 026-244-1252
畑八開発　株式会社 佐久穂町大字畑329 0267-88-2501
ＰＲＦシンカイ 佐久穂町大字海瀬1254-2 0267-86-1200
有限会社　東設備工業 小諸市丙494-1 0267-22-1833
飛知和興業　株式会社 東御市滋野甲4162 0268-63-5152
平和設備　有限会社 立科町大字宇山451-1 0267-56-2252
堀越建設　株式会社 小諸市大字御影新田447-1 0267-23-4092
本州管工　株式会社 上田市蒼久保1543-4 0268-35-1054
株式会社　松井 軽井沢町大字追分1532-12 0267-45-6073
松本設備工業　株式会社 長野市篠ノ井塩崎6754-5 026-290-7522

 株式会社　ミズキコーポレーション 埴科郡坂城町大字坂城9578-2 0268-82-0321
水科設備 東御市御牧原2855-2 0268-67-2221
有限会社　森角工業 軽井沢町軽井沢東10-15 0267-42-2142
森住設 御代田町馬瀬口1498-125 0267-32-3787
株式会社　ヤナギサワ 上田市大屋386-14 0268-35-1830
株式会社　山浦管工 小諸市甲1704-1 0267-25-6666
有限会社　山岸設備 小諸市大字森山976-6 0267-22-2353
有限会社　ヤマグチパイピング 佐久穂町大字大日向3386-1 0267-86-4030
山崎設備工業　有限会社 上田市常磐城664-7 0268-27-5558
山屋物産　株式会社 小諸市紺屋町2-3-6 0267-22-0091
有限会社　吉見設備 上田市下武石40-8 0268-85-3336
有限会社　リブテック 東御市田中595-1 0268-64-9571
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