
Ｎｏ 分野 事業所名 地区名 電話番号 備考

1 リフォーム (株)赤尾建設 甲 22-1835

2 リフォーム 甘利享一建築設計舎 平原 23-3225

3 リフォーム インテリア　コイド 三和 24-0004

4 リフォーム インテリアデザインゴトウ 柏木 22-4018

5 リフォーム (株)インテリアノア 滋野甲 23-6581

6 リフォーム インテリアパルコ 滋野甲 23-5423

7 リフォーム 内堀左官店 塩野 22-7115

8 リフォーム (株)内堀塗装 塩野 22-4323

9 リフォーム (株)ウメカワコトラ 柏木 31-6512

10 リフォーム 漆原瓦工業 菱平 23-7207

11 リフォーム ACT林田設計 御幸町 22-1628

12 リフォーム ALES塗装 柏木 090-8032-2359

13 リフォーム (有)大井住建 御影新田 22-8081

14 リフォーム 大久保瓦店 柏木 25-8665

15 リフォーム 荻原工務店 森山 22-7609

16 リフォーム (有)岳建築設計 新町 22-3076

17 リフォーム 掛川建築 山浦 22-6453

18 リフォーム 掛川左官店 田町 23-4366

19 リフォーム 片桐建築 東雲 22-8617

20 リフォーム 片山左官工業 滋野甲 22-8041

21 リフォーム (株)北沢インテリア 加増 22-7524

22 リフォーム (株)クウガ 甲 22-2993

23 リフォーム クリーンシステム 加増 23-8519

24 リフォーム (有)クリエート企画 大久保 25-7447

25 リフォーム 建築工房あかお 山浦 22-6386

26 リフォーム 建築工房寿屋 甲 24-1675

27 リフォーム (株)香坂建設 甲 22-1184

28 リフォーム 高律左官店 加増 22-2379

29 リフォーム (株)こうりょう 耳取 26-1230

30 リフォーム 寿インテリア 南町 25-8585

31 リフォーム 小林外装 八満 24-6425

32 リフォーム 小林建設 乙 22-1868

33 リフォーム 小林建設・Ｋ＆Ｃ 大久保 23-0479

34 リフォーム 小林建築 八満 22-4404

35 リフォーム 小林左官店 八満 22-2456

36 リフォーム コバヤシ住研 山浦 23-1296

37 リフォーム (有)小林板金工業 滋野甲 22-6556

38 リフォーム (有)小諸住設 御影新田 25-2520
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Ｎｏ 分野 事業所名 地区名 電話番号 備考

39 リフォーム 小山表具店 柏木 22-7435

40 リフォーム 斎藤建設 紺屋町 22-3060

41 リフォーム (株)佐々木工務店 田町 22-7620

42 リフォーム 佐藤アルミ建材 諸 23-6062

43 リフォーム 佐藤建築 加増 22-8055

44 リフォーム サン・タックス 柏木 090-1126-5055 サッシ、ガラス工事

45 リフォーム (有)塩川工務所 森山 22-3437

46 リフォーム 塩野二級建築設計事務所 甲 090-2237-6261

47 リフォーム 匠洋建築 御影新田 24-6730

48 リフォーム 白鳥工務店 滝原 22-8049

49 リフォーム (株)信輝建設 御影新田 26-1110

50 リフォーム 信和（株） 諸 22-7445

51 リフォーム すずき襖インテリア 八満 23-1802

52 リフォーム (株)青建設計 甲 22-1919

53 リフォーム セイケンハウス(株) 甲 22-6868

54 リフォーム セイケンリノベーション(株)コモド 荒町 26-3310

55 リフォーム 成和建設(株) 八満 22-3018

56 リフォーム 関内装 滝原 23-5688

57 リフォーム セルスペース(株) 平原 22-2565

58 リフォーム (有)ゼロ総建 塩野 26-1284

59 リフォーム (株)双和工務店 加増 22-3597

60 リフォーム (有)大建 古城 24-6188

61 リフォーム (株)太真産業 市 24-3188

62 リフォーム (有)高柳建工 東雲 22-7924

63 リフォーム タカヤマ塗装 御影新田 23-0906

64 リフォーム 竹内装美 加増 22-4565

65 リフォーム 竹花工業(株) 南町 22-1750 新築住宅

66 リフォーム タナカ建装 八満 23-2065

67 リフォーム (有)田中工務店 与良町 22-0753

68 リフォーム 土屋建装 平原 23-5366

69 リフォーム 土屋設備工業 八満 23-0706

70 リフォーム 俊建築 御影新田 25-6282

71 リフォーム 利工務店 滋野甲 23-9313

72 リフォーム 直井板金工業 滋野甲 22-5632

73 リフォーム 中島装飾 御影新田 090-2530-6452

74 リフォーム 中山建築 己 23-5511

75 リフォーム 中山塗装 柏木 090-4122-7141

76 リフォーム 和工業 佐久市 090-2727-1822

77 リフォーム (有)布矢建築設計事務所 南町 22-0798

78 リフォーム 馬場建装 田町 090-3333-1785
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79 リフォーム (株)東浜設計 甲 23-1756

80 リフォーム 美光塗料(株) 御影新田 22-1580

81 リフォーム 藤森住建(株) 滋野甲 22-8449

82 リフォーム 二葉工務店 耳取 22-6894

83 リフォーム (株)プランネット 東雲 25-9237

84 リフォーム (株)ブレイブ 滋野甲 41-0482

85 リフォーム フレッシュペイントササキ 加増 23-1043

86 リフォーム 邦伸板金 滋野甲 23-5305

87 リフォーム 堀越建設(株) 御影新田 23-4092

88 リフォーム マルタケ 東雲 22-5958

89 リフォーム (有)マルフジ 柏木 23-0767

90 リフォーム (有)丸山工務店 滝原 23-7667

91 リフォーム 政所工務店 東雲 22-1727

92 リフォーム (有)美斉津土建 八満 22-3285

93 リフォーム (有)美里工芸 市 25-7366

94 リフォーム (株)ミノル建設工務 加増 22-2569

95 リフォーム (株)明徳 柏木 22-1856

96 リフォーム (有)芽黒建設 和田 25-0007

97 リフォーム 柳澤木工 滝原 090-4011-3259

98 リフォーム ヤマウラ住建 八満 26-2088

99 リフォーム 山浦ばんきん 耳取 22-4359

100 リフォーム 山浦防水 耳取 23-2061

101 リフォーム 依田建築 大久保 22-7581

102 リフォーム リビングオギ 東雲 23-5216

103 リフォーム (有)ワタナベ瓦店 八満 23-2864

104 リフォーム (株)渡辺建設工務 御影新田 22-4098

105 水まわり (有)アクアライフ 加増 25-7755

106 水まわり Asama　Craft 耳取 27-0558

107 水まわり (有)アシスト工業 菱平 25-4410

108 水まわり (有)ウォーターサービス 乙 23-8661

109 水まわり (有)内堀電化住設 石峠 22-8752

110 水まわり 小竹設備 乙 22-4781

111 水まわり 小山設備 柏木 25-0126

112 水まわり (株)清水管業 三和 22-2536

113 水まわり 清水住設工業(株) 滋野甲 26-2278

114 水まわり (有)高橋設備 御影新田 23-4445

115 水まわり 竹内設備工業 加増 23-3647

116 水まわり (有)中部工業 平原 23-1710

117 水まわり (株)中部メンテナンス 平原 23-1810

118 水まわり 東信ホーム 諸 22-0366
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119 水まわり (株)東信ホーム機器 滋野甲 23-0374

120 水まわり (株)羽柴 柏木 090-2234-8997

121 水まわり (有)東設備工業 丙 22-1833

122 水まわり (有)邑上鉄工所 南町 22-0539

123 水まわり (株)山浦管工 甲 25-6666

124 水まわり (有)山岸設備 森山 22-2353

125 空調・換気 (株)Ecraft 平原 46-8491

126 空調・換気 日本電設サービス(株) 己 22-0311

127 エクステリア アイエフエス(株) 滋野甲 26-6780

128 エクステリア 内建外装 柏木 090-3148-1893 サイディング工事

129 エクステリア ガーデンプラス 御幸町 41-0873

130 エクステリア 小泉園 和田 22-7195

131 エクステリア (有)桜井工業 塩野 22-2693

132 エクステリア (有)庭辰 己 23-5028

133 エクステリア (有)梅香園 御幸町 22-5418

134 エクステリア みのわ造園 御影新田 23-2219

135 太陽光・蓄電池 (有)一藤電気 森山 22-8775

136 太陽光・蓄電池 小野沢電機 東雲 23-5191

137 太陽光・蓄電池 (有)小野澤電設工業 滋野甲 22-8106

138 太陽光・蓄電池 Cloud 丙 080-5146-1477

139 太陽光・蓄電池 小林電気工事 市町 23-0032

140 太陽光・蓄電池 小諸電機(株) 荒町 22-0648

141 太陽光・蓄電池 小山電工 柏木 23-0038

142 太陽光・蓄電池 (株)佐久電気 甲 22-3350

143 太陽光・蓄電池 清水電業 六供 22-2549

144 太陽光・蓄電池 (有)高城電設 御影新田 23-3742

145 太陽光・蓄電池 土屋電工 甲 22-8380

146 太陽光・蓄電池 電荒 御影新田 24-0605

147 太陽光・蓄電池 花里電気工業 甲 23-8737

148 太陽光・蓄電池 福宮電気商会 柏木 23-7162

149 太陽光・蓄電池 古屋電設 大久保 25-6577

150 不動産 (株)あいうえ不動産 新町 22-8820

151 不動産 大和田不動産 和田 23-8945

152 不動産 (有)小山不動産コンサルティング 南町 25-3333

153 不動産 (株)信濃屋 新町 22-2522

154 不動産 (株)日東商会 与良町 22-3520

155 不動産 丸五不動産(株) 荒町 22-3405

156 不動産 (有)美里不動産 御幸町 22-1182

157 不動産 (株)ユーアール測量設計 六供 22-8841

158 その他 (株)アースコネクト 耳取 25-9095
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159 その他 IF 八満 27-0510

160 その他 アサマ通信(株) 乙 22-3305

161 その他 市川石材店 市町 22-2542

162 その他 内山興業 本町 090-8813-1230

163 その他 M・Y興業 丙 080-1031-9028

164 その他 ＬＣＴ(株) 和田 080-8034-9365

165 その他 大井工業 大久保 23-7068

166 その他 (株)小田中通信 滋野甲 25-6585

167 その他 紙谷重機 南町 22-3372

168 その他 北原重機 和田 23-4344

169 その他 恵誠仮設 平原 090-3685-4111

170 その他 小泉建築設計事務所 御影新田 22-7403 耐震診断、既存住宅調査

171 その他 (有)小泉産業 加増 22-5487

172 その他 (株)ゴールドアース 耳取 23-3129

173 その他 ＫＯＢＡＫＩＮ鉄筋屋 和田 24-1557

174 その他 小林鉄工業所 加増 22-5424

175 その他 (有)小林土木 八満 090-3148-0398

176 その他 佐藤鉄筋 菱平 22-8215

177 その他 山陽通信建設(株) 田町 23-3434

178 その他 (株)塩川興業 滋野甲 22-0096

179 その他 塩川豊土地家屋調査士事務所 甲 22-7643 登記、測量

180 その他 清水工業 山浦 22-5753

181 その他 (株)清水興産 森山 22-7197

182 その他 須高板金 耳取 22-3163

183 その他 鈴木塗装 平原 41-0759 一般建築塗装

184 その他 (株)浅麓開発 赤坂 22-0381

185 その他 泰成工業(株) 八幡町 22-5257

186 その他 (有)竹之内建設 平原 22-2163

187 その他 田島陶器商会 市町 22-0598 タイル工事

188 その他 谷建設(株) 諸 22-2052

189 その他 ＴＥＡＭ　ＭＯＲＩＺＵＭＩ 市 25-5481

190 その他 (株)土屋興業 滋野甲 25-5533

191 その他 (株)東建社 両神 24-2600

192 その他 (株)日本ハイテック 御影新田 25-3395

193 その他 (株)野口興業 市 24-0279

194 その他 博友興業(株) 菱平 23-1834

195 その他 橋本基工 和田 25-1645

196 その他 堀内オートシステム 東御市 090-5442-5507

197 その他 (株)町田土木 乙 23-4552

198 その他 丸新鉄工 加増 22-6353
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199 その他 (株)丸山シート店 御幸町 22-2375 オーニングテント、イス・ソファ張替、カーテン

200 その他 (株)丸勇渡辺建設 己 46-8670

201 その他 (有)宮澤技建 耳取 23-1736

202 その他 宮下塗装店 三和 22-1474

203 その他 モチヅキ商会 山浦 22-8070

204 その他 (有)茂木石材工業 御影新田 22-1437

205 その他 (有)諸山建設 柏木 25-0026

206 その他 (有)柳沢土木工業 大久保 22-6815

207 その他 (有)柳商建設 御代田町 0267-32-7013

208 その他 山口電気保安管理事務所 東雲 23-9122

209 その他 (株)リゾーム 甲 22-5047

210 その他 (有)渡辺組 御影新田 25-9559
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