
岡谷市指定給水装置工事事業者　　        　　 　　   
岡谷市下水道排水設備指定工事店

No 名  称 代表者
住  所 電話 資格

杉村設備㈱ 杉村 邦彦
岡⾕市⻑地柴宮3-8-4 0266-27-8632 上下1

水道建設㈱ 征矢 壮
岡⾕市神明町3-14-15 0266-23-2662 上下2

㈱林鉄⼯設備 林 寿⼀
岡⾕市田中町2-2-14 0266-23-3197 上下3

松澤⼯業㈱岡⾕支店 濱 秀彦
岡⾕市⻑地⼩萩3-9-22 0266-27-7642 上下4

㈱イワナミ ⼩林 勝利
岡⾕市天⻯町1-2-63 0266-22-2222 上下5

㈲丸竹下島商店 下島 ⼀徳
岡⾕市本町4-1-37 0266-22-2406 上下6

信和設備㈱ ⾠野 ⾦吾
岡⾕市天⻯町3-16-21 0266-22-3302 上下7

㈱浜パイピング 濵 和也
岡⾕市山下町1-16-14 0266-23-6885 上下8

㈱上條電設⼯業 上條 英雄
岡⾕市山下町2-1-12 0266-23-5330 上下9

㈱オスガ設備 齋藤 純⼀
岡⾕市⻑地権現町1-7-13 0266-27-6622 上下10

㈲三善⼯業 伊藤 純章
岡⾕市東銀座1-1-15 0266-23-3446 上下11

岡⾕酸素㈱ 野⼝ ⾏敏
岡⾕市湖畔1-15-6 0266-22-4931 上下12

十和設備㈱ ⻄村 徹⼆
岡⾕市神明町4-22-18 0266-24-0182 上下13

㈱シンニチ設備 原 功
岡⾕市郷田2-2-12 0266-22-1365 上下14

㈲ミヤサカ管⼯ 宮坂 博明
岡⾕市加茂町4-5-17 0266-22-9615 上下15

湖畔設備 濱 守正
岡⾕市湊4-16-20 0266-23-7881 上下16

㈱総設⼯業 池田 稔
岡⾕市⻑地⽚間町1-12-24 0266-28-8504 上下17

ケイ・オフィス・シミズ 清水 高志
岡⾕市山手町1-21-7 0266-22-7707 上18

㈲諏訪冷熱 望月 勉
下諏訪町4359-11 0266-28-6462 上下19

㈱総建 齋藤 秀文
下諏訪町6642-1 0266-28-8295 上下20

㈲ミワ設備 宮川 等
茅野市⾦沢923-5 0266-73-5210 上下21

㈱親水⼯業 宮坂 哲
下諏訪町社6837-1 0266-27-8399 上下22

カク山木材建設㈲ 宮澤  茂
岡⾕市川岸中2-12-24 0266-22-3074 下23

㈱アイテック 岩垂 明彦
岡⾕市神明町3-15-11 0266-23-8500 上下24

鮎澤設備 鮎澤 茂幸
岡⾕市神明町4-6-21 0266-22-7743 上下25

㈲エーシン 両角 智男
岡⾕市⻑地権現町1-6-20 0266-28-0111 上下26

No 名  称 代表者
住  所 電話 資格

環境設備 木下 和弘
諏訪市大字湖南4901-3 0266-78-5065 下27

㈱クラシアン 今田 健治
⻑野市⻘木島1-35-1 026-283-3861 上下28

㈱アクアテック杉村 杉村 敏夫
諏訪市上川1-1428-1 0266-75-0038 上下29

㈲ケー・ピー設備 武居 健⼀
塩尻市大字北⼩野1389 0263-51-8032 上下30

㈱クサダ 草田 研⼀
松本市島⽴3849-1 0263-48-5200 上下31

㈱リビングクボタ 窪田 順⼀
富⼠⾒町落合11748-11 0266-62-5391 上下32

㈲マルワ住設 濵 隆幸
諏訪市大字豊田3962-1 0266-58-3337 上下33

日設⼯業㈱ ⾦⼦ 正義
諏訪市大字中洲1512 0266-58-2281 上下34

㈲丸三上田商店 上田 俊弘
諏訪市諏訪2-2-15 0266-58-0171 上下35

㈱ノザワ 野澤 千尋
⾠野町中央221-1 0266-41-0489 上下36

㈲にいむら設備⼯業 新村 賢三
⾠野町大字平出853 0266-43-0033 上下37

㈲丸伴管業 ⼩⼝ 清
岡⾕市湖畔4-2-16 0266-22-1236 下38

㈲阿部設備 阿部 明彦
諏訪市大字中洲3726-1 0266-53-1406 上下39

北原空調設備 北原 重幸
下諏訪町4353-12 0266-28-5312 上下40

㈱マツシマ ⼩林 誠
箕輪町大字中箕輪8750 0265-79-2115 上下41

㈲オハラ ⼩原 昌博
岡⾕市成田町1-5-6 0266-22-3691 上下42

㈲諏訪建総 高砂 ⼀弘
下諏訪町大門200 0266-27-3249 下43

㈲⾠野ヤジマ設備⼯業 矢島 ⼀樹
⾠野町大字平出2093-3 0266-41-1438 上下44

松田設備㈲ 松田 英之
⾠野町大字伊那富6016 0266-41-1531 上下45

諏訪瓦斯㈱ ⼩⼝ 泰幸
諏訪市⼩和田南17-5 0266-52-2511 上46

㈲信濃管設⼯業 三原 清
下諏訪町4440-4 0266-28-1352 上下47

㈲共同建設 細田 健⼀
下諏訪町2778-1 0266-28-1365 上下48

⼩松設備 ⼩松 淳
岡⾕市⻑地御所1-3-8 0266-28-5695 上下49

㈱水建 原田 清人
松本市大字笹賀7085 0263-86-3381 上下50

㈱中信水道 奥原 裕幸
塩尻市大門七番町4-16 0263-52-0881 上下51

⼩林設備店 ⼩林 秀彦
茅野市城山17-12 0266-72-8053 上下52

現在

裏面もご覧ください
※上　岡谷市指定給水装置工事事業者
※下　岡谷市下水道排水設備指定工事店

令和5年5月19日(金) ############
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㈱シンエイ 野田 真⼀
下諏訪町6191-1 0266-28-2737 上下53

ルピナ中部⼯業㈱ 柳沢 健⼀
松本市宮渕2-2-31 0263-32-5568 上下54

さくら設備 所 厚志
岡⾕市赤羽1-8-46 0266-23-9420 上下55

タケイセツビ 武居 近雄
諏訪市大字湖南1086-1 0266-58-2553 上下56

㈱設備ティーワッカー 矢﨑 彰
茅野市塚原2-9-22 0266-82-9228 上下57

日之出建⼯㈱ 清水 利治
箕輪町大字中箕輪8737-1 0265-70-7000 上下58

あすなろ設備 和田 貴樹
諏訪市大字上諏訪9300-11 0266-57-3587 上下59

イツミ設備 古田 哲也
諏訪市大字四賀1353-2 0266-58-9797 上下60

㈲伸晃 名取 誠
諏訪市大字中洲4421-1 0266-52-3382 上下61

㈱オケヤス 濵 勝之
茅野市宮川3849-5 0266-72-2230 上下62

㈱太陽住設 浅野 勝
富⼠⾒町富⼠⾒4654-636 0266-62-2093 上下63

ハウスリペア 中山 賢嗣
岡⾕市銀座2-1-2 0266-22-5120 上下64

ＷＡＡＳ㈱ 若月 丈夫
諏訪市大字豊田文出264-1 0266-78-4330 上下65

㈱アクア住設 星 博⼀
富⼠⾒町落合3060-34 0266-65-3388 上下66

南川設備 南川 徹
諏訪市中洲3492-4 0266-58-4093 上67

㈲配管舎モリヤ 守屋 浩治
茅野市玉川8448-1 0266-70-1051 上下68

㈱双⼦ 赤羽 幸⼀
松本市笹賀4338 0263-88-7619 上下69

上島住設 上島 憲悟
下諏訪町1995-1 0266-27-0037 上下70

㈲木村設備 木村 功
茅野市湖東5866-2 0266-77-2380 上下71

シミズ技研 清水 芳則
伊那市⻄箕輪940 0265-78-2865 上下72

サンレモン 吉永 通
伊那市福島1233-1 0265-72-7896 上下73

㈱電管エンジニアリング 有賀 昭彦
諏訪市大字豊田1215-1 0266-53-1421 上下74

池田商会 池田 知司
松本市波田8296-15 0263-92-5715 上下75

住宅設備 鷹羽 高⾒澤 昌⾂
諏訪市渋崎1783-1渋崎ﾏﾝｼｮﾝ102 0266-78-8797 上下76

㈱胡桃⼯房 竹田 哲也
諏訪市大字上諏訪8243-12 0266-75-5283 上下77

ナカニシ設備 中⻄ 広⾏
⾠野町大⽯平1950-57 0266-41-3905 上下78

No 名  称 代表者
住  所 電話 資格

㈲ヤジマ設備⼯業 矢島 信⼀
諏訪市⼩和田南1-5 0266-52-1777 下79

㈲ヤマモト 北原 博明
岡⾕市⻑地権現町4-1-13 0266-26-8900 上80

㈱イースマイル 島村 禮孝
大阪市中央区瓦屋町3-7-3ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ 06-7739-2525 上81

㈲八幡屋設備 向山 潤
箕輪町大字中箕輪14767 0265-70-7958 上下82

㈱アクアライン 大垣内 剛
広島市中区上八丁堀8-8第1ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6 082-502-6644 上83

㈱クリアコネクト 髙木 教⾏
下諏訪町萩倉2484 0266-75-1253 上下84

設備 藤森 藤森 宏
諏訪市大字四賀1969-12 0266-57-3471 上下85

㈲サクラ建設設備 牛山 茂樹
富⼠⾒町富⼠⾒4654-437 0266-62-4911 上下86

㈱南信設備 酒井 ⼀旭
下伊那郡阿南町⻄條2162-3 0260-31-0305 上下87

㈱有賀水道 有賀 武勇
茅野市⾦沢2186-2 0266-72-4017 上下88

㈲唐木設備 唐木 裕和
伊那市⻄春近97 0265-76-9683 上下89

ソーワテクニカ㈱ 星野 貴久
諏訪市沖田町1-159 0266-75-2126 上90

三陽⼯業⻑野合同会社 植田 栄慶
松本市波田9961-2 0263-88-7783 上下91

㈱ミナミ 岩原 和寿
松本市庄内2-5-37 1階 0263-87-6119 上下92

ホームテック 菊地 孝志
松本市松原１２－１３ 080-7828-7788 上93

㈲太陽電気⼯事店 篠原 正典
岡⾕市加茂町⼀丁目３番４号 0266-23-3441 下94

現在

裏面もご覧ください
※上　岡谷市指定給水装置工事事業者
※下　岡谷市下水道排水設備指定工事店

令和5年5月19日(金) ############


