
茅野市指定給水装置工事事業者一覧表
地区 指定業者一覧 電話番号 地区 指定業者一覧 電話番号

㈲大信設備 茅野市 ちの　（上　原） 988番地3 72－3527 ㈱総設工業 岡谷市 長地片間町一丁目 12番24号 28－8504
㈱タナカ 茅野市 ちの　（上　原） 1883番地 72－6962 ㈲エーシン 岡谷市 長地権現町一丁目 6番20号 28－0111
㈱キタハラ 茅野市 仲町 6番17号 72－7418 ㈱オスガ設備 岡谷市 長地権現町一丁目 7番13号 27－6622
㈲タケムラプロパン 茅野市 仲町 14番5号 72－2382 杉村設備㈱ 岡谷市 長地柴宮三丁目 8番4号 27－8632
共進エネーブ㈱ 茅野市 仲町 17番20号 72－6282 松澤工業㈱岡谷支店 岡谷市 長地小萩三丁目 9番22号 27－7642
㈱設備ティーワッカー 茅野市 塚原二丁目 9番22号 82－9228 小松設備 岡谷市 長地御所一丁目 3番8号 28－5695
㈲オギハラ住宅設備 茅野市 塚原二丁目 12番14号 72－2649 ㈱シンニチ設備 岡谷市 郷田二丁目 2番12号 22－1365
㈱諏訪工建 茅野市 本町東 11番15号 78－7023 十和設備㈱ 岡谷市 神明町四丁目 22番18号 24－0182
㈲窪田設備 茅野市 本町東 12番7号 72－6814 鮎澤設備 岡谷市 神明町四丁目 6番21号 22－7743
小林設備店 茅野市 城山 17番12号 72－8053 ㈱アイテック 岡谷市 神明町三丁目 15番11号 23－8500

宮川 共栄管工㈱ 茅野市 宮川　（長　峰） 11376番地14 72－6675 信和設備㈱ 岡谷市 天竜町三丁目 16番21号 22－3302
㈱イトウ設備 茅野市 宮川　（坂　室） 5433番地3 72－3550 ㈲丸竹下島商店 岡谷市 本町四丁目 1番37号 22－2406
カネトモ㈱ 茅野市 宮川　（坂　室） 7081番地　 72－2575 ㈲三善工業 岡谷市 東銀座一丁目 1番15号 23－3446
㈱オケヤス 茅野市 宮川　（中河原） 3849番地5 72－2230 ハウスリペア 岡谷市 銀座二丁目 1番2号 22－5120
㈲シンセツ工業 茅野市 宮川　（安国寺） 3774番地1 73－2617 湖畔設備 岡谷市 湊四丁目 16番20号 23－7881

米沢 ㈲原田設備 茅野市 米沢　（埴原田） 2120番地7 72－6411 ㈱浜パイピング 岡谷市 山下町一丁目 16番14号 23－6885
水道建設㈱茅野支社 茅野市 米沢　（北大塩） 3744番地1 72－8533 ㈱上條電設工業 岡谷市 山下町二丁目 1番12号 23－5330
一和水道 茅野市 米沢　（北大塩） 4036番地3 73－9273 ㈲ミヤサカ管工 岡谷市 加茂四丁目 5番17号 22－9615

豊平 ㈱諏訪設備工業 茅野市 豊平泉　（上場沢） 477番地1 72－3694 ㈱親水工業 下諏訪町 社 6837番地1 27－8399
ナカガワ設備 茅野市 豊平　（東　平） 3223番地4 77－2189 ㈲信濃管設工業 下諏訪町 東赤砂 4440番地4 28－1352

玉川 五味設備工業 茅野市 玉川　（　緑　） 1397番地4 82－1957 ㈲諏訪テクノ住設 下諏訪町 東赤砂 4506番地1 26－2886
㈲イトカン 茅野市 玉川　（小　泉） 1445番地1 72－8548 北原空調設備 下諏訪町 西赤砂 4353番地12 28－5312
㈲西藤設備 茅野市 玉川　（神之原） 3099番地5 73－5465 ㈲共同建設 下諏訪町 町屋敷 2778番地1 28－1365
羽柴設備 茅野市 玉川　（神之原） 3457番地5 72－0493 ㈱総建 下諏訪町 五官 6642番地1 28－8295
㈲茅野設備 茅野市 玉川　（小堂見） 3650番地7 79－5858 ㈱シンエイ 下諏訪町 高浜 6191番地1 28－2737
三浦土木 茅野市 玉川　（小堂見） 3655番地6 73－7066 ㈲諏訪冷熱 下諏訪町 西赤砂 4359番地11 28－6462
㈲キタワ 茅野市 玉川　（子之神） 5285番地1 82－0008 ㈱諏訪建総 下諏訪町 大門 200番地 27－3249
㈲配管舎モリヤ 茅野市 玉川　（山　田） 8448番地1 70－1051 ㈱クリアコネクト 下諏訪町 萩倉 2484番地 75－1253
㈲クサカベ設備興業 茅野市 玉川　（山　田） 8810番地 79－2511 ㈱リビングクボタ 富士見町 落合 11748番地11 62－5391

泉野 ㈲芸管工業 茅野市 泉野　（小屋場） 5877番地2 79－4372 ㈱アクア住設 富士見町 落合 3060番地34 65－3388
㈲アイスイ設備 茅野市 泉野　（中　道） 7527番地1 79－3907 ㈲山本管工事 富士見町 境 7146番地6 64－2649

金沢 ㈱有賀水道 茅野市 金沢　（金沢上） 2186番地2 72－4017 ㈱太陽住設 富士見町 富士見 4654番地636 62－2093
㈲タキザワ住設 茅野市 金沢　（金沢下） 4167番地11 72－9038 ㈲サクラ建設設備 富士見町 富士見 4654番地437 62－4911
㈲ミワ設備 茅野市 金沢　（金沢下） 923番地5 73－5210 ㈲窪田鉄工設備 富士見町 富士見 4654番地588 62－3253
㈲栄和興業 茅野市 金沢　（木　舟） 428番地 72－6832 ㈱タイセイ 富士見町 富士見 11872番地 55－2008

湖東 ㈲木村設備 茅野市 湖東　（山　口） 5866番地2 77－2380 ホンゴウ設備工業 富士見町 立沢 275番地 62－2578
中大塩 ㈲信濃住宅設備 茅野市 中大塩 14番地18 72－0319 ㈱宮坂建設 原村 中新田 12670番地1 79－2536

タケイセツビ 諏訪市 大字湖南 1086番地1 58－2553 光住設 原村 中新田 13079番地5 79－7905
ＷＡＡＳ （ワーズ）㈱ 諏訪市 大字湖南 835番地5 78－4330 ㈲篠原鉄工建設 原村 柏木 7698番地イ 79－2421
イツミ設備 諏訪市 大字四賀 1353番地2 58－9797 ㈲ケー・ピー設備 塩尻市 北小野 1389番地 0263-51-8032
㈲マルワ住設 諏訪市 大字豊田 3962番地1 58－3337 望月ガス㈱ 佐久市 望月 773番地1 0267-53-6111
㈱電管エンジニアリング 諏訪市 大字豊田 1215番地1 53－1421 ㈱マルユウ 佐久市 下越 132番地5 0267-82-1250
㈲阿部設備 諏訪市 大字中洲 3726番地1 53－1406 ㈲長門興業 長和町 長久保 473番地1 0268-68-2517
日設工業㈱ 諏訪市 大字中洲 1512番地 58－2281 ㈲にいむら設備工業 辰野町 大字平出 853番地　 0266-43-0033
㈲伸晃設備 諏訪市 大字中洲 4421番地1 52－3382 ㈲ウルシド企画 伊那市 大字伊那部 7463番地 0265-73-8787
南川設備 諏訪市 大字中洲 3492番地4 58－4093 　 シミズ技研 伊那市 西箕輪 940番地 0265-78-2865

　 ㈱アクアテック杉村 諏訪市 上川一丁目 1428番地1 75－0038 　 ㈲久保建 伊那市 西町 5049番地6 0265-76-3039
藤森土木建設㈱ 諏訪市 上川二丁目 2190番地1 52－1766    遠藤工務店 箕輪町 大字中箕輪 1067番地 0265-79-8916
㈲丸三上田商店 諏訪市 諏訪二丁目 2番15号 58－0171 ㈱南信設備 阿南町 西條 2162番地3 0260-31-0305
㈲ヤジマ設備工業 諏訪市 小和田南 1番5号 52－1777 アールアンドデー 長野市 信州新町日原西 2054番地 026-264-2244
諏訪瓦斯㈱ 諏訪市 小和田南 17番5号 52－2511 大宮設備 甲府市 池田３丁目 2番17号 ﾊｲﾂ長田ﾊﾟｰﾄ2 102 055-254-0011
㈱胡桃工房 諏訪市 上諏訪 8243番地12 75－5283 ㈱イースマイル 大阪市 中央区瓦屋町三丁目 7番3号 06-7739-2525
ソーワテクニカ㈱南信営業所 諏訪市 沖田町一丁目 159番地コンフォールＧ102 090-6200-8123 ㈱アクアライン 広島市 中区上八丁堀 8番8号ウエノヤビル6Ｆ 082-502-6644
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