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※ご利用にあたって
「茅野市 暮らしのガイドブック」は平成31年2月1日現在での制度や情報を掲載しています。
今後、社会情勢の変動などにより内容が変更される場合がありますので、あらかじめご了承
ください。行政情報について不明な場合は、各担当課までお問い合わせください。
問い合わせ☞茅野市役所 ☎0266-72-2101 URL https://www.city.chino.lg.jp
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● 太陽光発電システム工事
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● アンテナ工事、エアコン工事
● 電気設備の設計・施工
● 高圧受電設備、機械電気設備
● 家電品販売

茅野市豊平9828 TEL:0266-79-5500
イトウテック
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検索

電気のことなら
なんでもおまかせ!

株式
会社

茅野電気

医療ガイド

株式会社イトウテック

☎0266-79-3265

図

株式会社イトウテックでは、レーザー加工から職人の
溶接、各種処理（塗装･メッキ等）
まで一貫した社内製作が
可能です。これまでの製作実績と技術蓄積を武器として、
日々革新するお客様のご要望にしっかりお応え致します。

地

お気軽にお問合せ下さい

● 精密鈑金
● 精密部品加工
● ファイバーレーザー加工 ● 金属化学塗装

茅野市玉川10676-2
FAX.0266-79-3978
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