
青木村指定給水装置工事業者及び青木村排水設備指定工事店

事業社名及び工事店名 代表者 営業所所在地 電話番号 備考

有限会社青木設備 山本幸哲 青木村大字当郷１１６－２ ４９－１２３４ 上水道・下水道

有限会社川西設備 山﨑豊 上田市小泉１１２１－９ ２４－３３７１ 上水道・下水道

マルブン水道配管工事店 宮澤政美知 青木村大字村松１８３４ ４９－２１１０ 上水道・下水道

有限会社サニテック 西川和良 青木村大字村松２０３７－３ ４９－３６２６ 上水道・下水道

古見設備 古見　茂 青木村大字田沢２１－３ ４９－２１０５ 上水道

有限会社ヨコバン 横沢富男 青木村大字田沢３２４７－１ ４９－２１７５ 上水道・下水道

清澤設備工業 清澤伸嘉 青木村大字奈良本４２０－１４ ４９－３１８４ 上水道

嶋形鉄工所 花見 淳 青木村大字田沢１４１－６ ４９－２１２５ 上水道

株式会社城南アクト 田中克明 上田市上田原８０２－５ ２２－５１２３ 上水道・下水道

株式会社春原建設 春原文浩 上田市住吉１－７ ２２－７０１８ 上水道

ミヤジマ技研株式会社 宮島希予人 上田市下之郷２４８ ３８－２００４ 上水道・下水道

株式会社中村商会 中村正則 上田市中之条１１５７－２ ２５－１０４６ 上水道・下水道

宮島設備株式会社 宮島政春 上田市本郷６１０－１ ３８－７４７４ 上水道

株式会社水工技建 高橋　裕 上田市諏訪形５－１ ２２－０３０２ 上水道

有限会社宮林設備 宮林邦夫 上田市本郷５８７－１ ３８－７１７７ 上水道

有限会社エイム管工 上原哲也 東御市本海野１３４４－２ ６４－５７７６ 上水道

日本ガス工事株式会社 内村淑 長野市三輪１－１１２０－１ ０２６－２４４－１２５２ 上水道

株式会社信菱空調設備 笠井秀夫 上田市下之条２３３－７ ２７－８７２２ 上水道

株式会社西武住設 宮本茂幸 上田市上田３１６９－５ ２２－３３８４ 上水道

有限会社春原興業 春原武司 上田市長瀬２８１６ ４２－４４２２ 上水道

株式会社赤坂建設 白石洋一 上田市上田原８７２-７ ２２－６６６０ 上水道

有限会社協和建設 竹内隆俊 東御市祢津２１３４－３ ６３－５３８７ 上水道

有限会社山工設備 山本典男 長野市篠ノ井杵渕７８７－１ ０２６－２９２－５７８４ 上水道

株式会社川上商会 川上淳一郎 上田市大手二丁目８－１５ ２２－０８５８ 上水道

JA信州うえだ 芳坂栄一 上田市大手二丁目７－１０ ２３－４０４０ 上水道

千曲建設工業株式会社 甲田幸一 上田市諏訪形９７３－１ ２２－３８３５ 上水道

有限会社東洋管設 豊永忠功 上田市上野１１７２－７３ ２７－７７４３ 上水道

株式会社工藤商会 丸山美佐子 上田市富士山３３６５－１ ３８－６９５６ 上水道・下水道

有限会社市川土建 市川清衛 上田市岡７３４－１ ３１－３３０５ 上水道

有限会社田中住建 田中孝幸 青木村大字夫神７５６ ４９－２５５５ 上水道

有限会社大伸設備 宮澤忠夫 上田市中央２丁目２０－３ ２８－５１６６ 上水道・下水道

有限会社　三昌 小林悦子 上田市常磐城２３０７－３ ２４－３４３７ 上水道・下水道

西沢 西沢喜久 青木村大字当郷８６９ ２６－３０４４ 上水道

株式会社高山 滝沢康之 上田市上田原７６５－１ ２４－７２０８ 上水道

有限会社協栄 関口裕也 上田市下之条２１５－１ ２１－４１３６ 上水道・下水道

召田設備 召田浄光 青木村大字田沢３１５５－３ ３７－３７００ 上水道

エイテック株式会社 若林良忠 千曲市新田８８９ ０２６－２７２－６４３７ 上水道・下水道

西澤設備工業 西澤寛忠 東筑摩郡筑北村２５２４ ０２６３－６７－１１０６ 上水道・下水道

有限会社長門興業 竹内久雄 長和町大字長久保４７３－１ ６８－２５１７ 上水道

石山工業 石山伸一郎 上田市上田原６５７－３１ ３４－５７４７ 上水道・下水道

有限会社リブテック 永井賢一 東御市田中５９５－１ ６４－９５７１ 上水道・下水道

有限会社　原住設 原　康徳 上田市保野９５８－１ ３９－７３３３ 上水道・下水道

株式会社マキノ 牧野雅之 上田市小島２６８－４ ３９－７２７０ 上水道

新生商会 森田澄人 長和町大字古町１０１０－１０ ６８－３１２６ 上水道

株式会社　永井建設 永井治人 上田市五加２５４　 ３８－２３３６ 上水道・下水道

岩渕住設 岩渕亨秘 上田市菅平高原１２２３－３２５０ ７４－４１２２ 上水道

庭苑工務店株式会社 兒玉　稔 上田市小牧1300 ２６－２５５０ 上水道

有限会社壮建設備 原　広志 上田市御所100－1 ２８－７８１１ 上水道

有限会社丸子設備 小相沢清孝 上田市長瀬1377－2 ４２－５８４１ 上水道・下水道

宮下設備 宮下善勝 埴科郡坂城町1792－1 ８２－５５４５ 上水道・下水道

株式会社マルユウ 三橋正明 佐久市下越132－5 ０２６７－８２－１２５０ 上水道・下水道

有限会社吉見設備 吉見春男 長和町大字古町336－2 ６８－２８２９ 上水道・下水道

大久保設備 大久保勝 上田市住吉833－5 ２４－９７７６ 上水道・下水道

我孫子設備 我孫子元直 上田市諏訪形1133－1 ２６－２６７９ 上水道・下水道

株式会社泰斗設備工業 坂野貴彦 長野市中越2丁目44－8 ０２６－２５９－０３２１ 上水道・下水道

平林商会 平林定幸 青木村大字田沢1118 ４９－２３２１ 上水道・下水道

ウォーターセブン 長沢徹 青木村大字夫神57－2 ４９－３７８８ 上水道・下水道

本州管工株式会社 平山大輔 上田市蒼久保1543－1 ３５－１０５４ 上水道・下水道

山崎設備工業有限会社 山崎　正寛 上田市常磐城６６４－７ ２７－５５５８ 上水道・下水道

アトリエ　まるむ 丸山 伸次 上田市東内1550-1 ４２－５０２９ 下水道

㈱ミズキコーポレーション 鈴木 実 埴科郡坂城町大字坂城9578-2 ８２－０３２１ 下水道

㈱山登 山岸 昌登 上田市上田2580-10 ２７－２９９９ 下水道
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