
イケダ室内装飾 池田　せい子 253-2341 牟礼

(有)大川板金工業 大川　和喜 253-6063 赤塩 トータルインテリア　イイヅナ 池田　英昭 253-4526 普光寺

髙野工業 髙野　亨 253-0028 牟礼

筒井板金 筒井　晃広 253-6111 倉井

永野板金 永野　和哉 253-7462 赤塩

原瓦工事店 原　達也 253-6476 倉井 川口電工 川口　康 253-6566 袖之山

森瓦工業 森　晃一 253-6255 芋川 小島電工 小島　広巳 253-6966 豊野

山岸板金 山岸　紀雄 253-2288 牟礼 三水三電工 宮本　永人 253-3136 普光寺

（有）清水工務所 清水　優 253-3469 普光寺

ヤマギシ工業㈱ 山岸　嘉一 253-4430 川上

渡辺電設 渡辺　文暁 253-7507 芋川

建築塗装　虹 原　弥伯 253-6303 豊野 伊藤工務店 伊藤　博文 253-3038 川上 渡電気工事 渡邊　勝幸 253-6174 倉井

島貫塗装 島貫　厚志 253-2998 豊野 （株）上野組 上野　肇 253-7787 古町

滝沢塗装工業 滝沢　敏郎 253-3297 芋川 （有）大川建設 大川　博一 253-3161 赤塩

藤田塗装 藤田　昭夫 253-7648 牟礼 栗工房 栗原　元彰 219-1090 倉井 （有）神谷工務店 神谷　六夫 253-3107 黒川

ミヤザキ塗装 宮﨑　秀明 253-4138 豊野 （有）伍協建設 清水　澄夫 253-6033 赤塩 Ｇ＆Ｅかんぱにぃ 恩田  誠 219-5503 豊野

（株）清水建設 清水　信一 253-3390 高坂

（有）長野コンクリートサービス 小松　袈裟子 296-6793 長野市穂保

大塚工務店 大塚　哲之 253-7088 豊野 （有）平安開発 神田  芳幸 253-2891 赤塩

荒井建装 荒井　孝太 253-3661 赤塩 大塚建築 大塚　章吾 090-8326-2381 豊野 宮澤土建 宮澤　次男 253-7998 袖之山 （株）エーシーエー大和 丸山　弘美 253-6781 黒川

アルミ工房信濃 横瀬　勉 253-8568 倉井 小林建工 小林　敏雄 253-5133 豊野 （株）明星仮設工業 明星　友康 253-8434 赤塩

川口アルミ工業 川口　富司雄 253-7493 川上 三本松 平井　守 253-7139 平出 村松建設（株） 村松　むつ代 253-3016 芋川

黒川アルミ 仲俣　一道 253-7015 黒川 （有）静谷建設 静谷　嘉明 253-2296 普光寺 （有）山浦組 山浦　忠司 253-2382 倉井

三明アルミ建材（ｶｰﾎﾟｰﾄ工事） 大川　憲明 253-2598 牟礼 信建中村 中村  信雄 253-7654 小玉 佑建 渋沢　栄二 217-0171 倉井 イトーカンパニー 伊藤　良春 253-7861 川上

鈴木建設（株） 鈴木　正人 253-2065 普光寺 熊井設備 熊井　利幸 253-7754 古町

滝澤建築 滝澤　勝一 253-3138 普光寺 （有）クリ－ンサ－ビスサトウ 佐藤　今朝人 253-8884 豊野

拓建矢島 矢島　政信 253-7404 豊野 KJT 小林　泰尚 253-7929 高坂

（有）飯田木工製作所 飯田　聖史 253-2276 牟礼 田中建築（株） 田中　慎也 253-8770 東柏原 （有）山田鉄工所 山田　耕司 253-3119 赤塩 滉生 鷲尾　晃 253-4510 赤塩

WOOD FACTOR 大川　直男 253-5336 赤塩 タナカ商店（住宅資材） 田中　信雄 253-7031 赤塩 鶴田設備 鶴田  治樹 253-7752 古町

清水建具店 清水　守 253-6148 倉井 （株）ツチクラ住建 土倉　武幸 253-2109 川上 （有）長崎電機商会 長崎　政信 　253-2381 倉井

長沢木工所 長沢　利昭 253-2564 倉井 （有）土倉製材所 土倉  裕太郎 253-2320 古町 長野システムサービス 山田　幸 253-8411 黒川

田中工芸 田中  洋満 253-5855 牟礼 土屋建工（株） 土屋　武一 253-7817 川上 公花園 和田　宗親 253-8239 豊野 藤沢設備 藤沢　節夫 253-3910 牟礼

長谷川表具店 長谷川　英輝 253-6880 豊野 仲俣建築 仲俣　辰男 253-7643 牟礼 シルフ(株) 神藤　裕太 070-3107-6797 袖之山 （有）牧野設備 牧野　正 253-4200 牟礼

治巳建工 町田　健治 253-2973 牟礼 造園山科 山科  佳文 253-2741 平出 丸山工務店 丸山　幸洋 253-8092 普光寺

ホクシンハウス（株） 相澤  晴行 227-3900 長野市南千歳 高野造園 高野　将史 253-3961 袖之山 森工業 森　澄美男 253-6254 芋川

（株）北部建設 松橋　洋一 253-2733 普光寺 （有）庭隆 山岸　隆久 253-4312 豊野 渡辺設備工業 渡辺　修 253-2882 東柏原

町田エ―ジェンシ― 町田　清人 253-3725 牟礼

（有）アリスエック 上野　厚 263-6939 長野市吉田 マツザワ企画 松澤　栄一 405-4593 普光寺

丸屋建設（株） 吉岡　敦子 253-3513 牟礼

ミヤオ建築 宮尾　偉 253-7757 豊野 石川石材店 石川　忠義 253-2212 普光寺 中村重量 中村　和幸 253-2597 倉井

（有）ミサワ建築所 三澤　博光 253-1205 豊野

（有）サエキボ―リング 佐伯　治夫 253-8173 豊野 （株）宮澤工務店 宮澤　得子 241-6627 長野市檀田

羽入田地質 羽入田　竹重 253-7576 芋川 （有）吉岡工務店 吉岡　和彦 253-3957 袖之山

渡辺建築 渡辺　初雄 253-6461 東柏原 小林住設タイル店 小林　均 253-7929 高坂 リバース 寺島　啓太 090-1993-0211 古町
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建設・建築・大工工事

土木工事業・仮設工事

飯綱町商工会員建設関連業者
（業種別 事業所名 アイウエオ順） 令和3年４月現在

お住まいに関することなら

なんでも

ご相談・ご用命ください！

地元の建設業者へ


