
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和３年２月現在

 岩松設備 佐久市入沢２３５番地１ 82-4882

（株）マルユウ 佐久市下越１３２番地５ 82-1250

（株）丸山工務店 佐久市田口２４２１番地 82-2253

 協友工業（株） 佐久市前山１３６番地２ 62-8211

（有）タカウラ 佐久市中小田切１６４番地５ 82-3155

（株）木次工務店 佐久市平林１１４１番地１ 86-2434

 マルゴ電器設備 佐久市臼田２５９番地 82-3105

（株）ミキ産業 佐久市田口６５１６番地４ 82-8123

 木下建工（株） 佐久市臼田６２３番地１ 82-2213

（株）竹内設備 佐久市田口４７８９番地３ 82-3631

 小澤工業（株） 佐久市北川５１４番地１ 82-4534

 富士設備 佐久市田口１０７０番地の２ 82-4648

（有）トヨダ住設 佐久市臼田１７３１番地２ 82-3012

（株）堀内組 佐久市臼田８０番地 82-2257

（株）平林組 佐久市高柳２８番地２ 62-3765

（株）三協建設 佐久市三分３６９番地３ 82-3470

（株）依田設備工業 佐久市下平尾７１８番地 67-4470

（有）伴野設備工業 佐久市跡部１７番地 62-6538

 ミヤモリ（株）サクスイ 佐久市岩村田３１１２番地 67-3000

 市川電機管業（株） 佐久市岩村田１９２８番地 67-3654

（有）工藤住設工業 佐久市中込２３２１番地２ 62-4514

 信越冷凍機工業（株） 佐久市中込１８９７番地１３ 62-1222

（株）清水管業佐久営業所 佐久市猿久保６５８番地１ 78-5222

 長野スーパー（株） 佐久市猿久保２３２番地１２ 67-0611

（株）不動 佐久市瀬戸５５３番地１ 63-3551

（株）千曲設備 佐久市横和２３番地 68-3041

（有）二幸管業 佐久市入沢１８９９番地２ 090-8743-8949

（株）柳沢組 佐久市田口４８９３番地 82-2711

（株）木下組 佐久市中込３０８番地５ 62-0343

 中央水道設備（株） 佐久市中込３６７９番地１０ 62-6324

（株）国実 佐久市中込３６１１番地１７０ 64-1822

 (株）川村建設 佐久市北川６０３番地１ 82-6040

（株）光和建設 佐久市中込２５９８番地 62-1494

 アーキプロダクツ石井 佐久市高柳６３番地１ 63-7445

 (株）すまい一 佐久市前山７５番地１ 63-7676

 (株）安土倍組 佐久市跡部２番地 64-1333

 (有）三國 佐久市三河田５６８番地２ 66-0177

 (有)ショクト 佐久市田口４７８９番地３ 82-3122

（株）川上 佐久市下小田切２４５－１番地 77-7260

（有）佐久ハマネツ 佐久市臼田１６９８番地 82-3665

 光設備工業（株） 佐久市原２６７－５番地 62-0286
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（有）佐久設備 佐久穂町海瀬２５９番地２ 86-2264

 畑八開発（株） 佐久穂町畑３２９番地 88-2501
（２０者）  小林設備 佐久穂町海瀬２６８番地 86-3760

 嶋屋住設（株） 佐久穂町宿岩３８９番地 86-2078

（株）小林組 佐久穂町畑３６番地 88-2272

（有）北成ﾌﾞﾙﾄｰｻﾞ工事 佐久穂町畑１４３番地３４ 88-2150

（有）ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ 佐久穂町大日向３３８６番地１ 86-4030

（株）友野組 佐久穂町余地１１１番地１ 86-3003

（株）井出商店 佐久穂町畑５５番地 88-2044

 大栄建設（株） 佐久穂町穂積１３２６番地 88-3417

 内藤商事（株） 佐久穂町高野町５２７番地４ 86-3265

（株）林組 佐久穂町上４３番地 86-2211

 丸五 佐久穂町畑２番地３ 88-2143

 ＰＲＦシンカイ 佐久穂町海瀬１２５４番地２ 86-1200

 佐々木建設 佐久穂町八郡２９７番地 88-2880

 井出設備 佐久穂町平林２９６番地８ 86-3010

 青木住設 佐久穂町上１０１２番地３ 86-3414

 清水建設(株) 佐久穂町海瀬１６９９番地１ 86-4071

 今井商店 佐久穂町畑３０４２番地 88-2007

 佐々木設備 佐久穂町八郡６１４番地 88-3717

（株）新津組 小海町小海４３９９番地１ 92-2323

（株）ケンショウ 小海町千代里３６３０番地４ 92-4350

 黒澤設備 小海町小海３２０５番地 92-3778

（有）カクナン 小海町豊里２１０５番地 92-2016

（株）黒澤組 小海町千代里３１６２番地 92-2158

（株）北原組 小海町東馬流３９６３番地 92-2064

（有）三石建設 小海町豊里２番地５ 92-2347

 黒沢燃料（有） 小海町小海６９８番地 92-3113

 内田孔建設（株） 小海町千代里３番地８ 92-2420

 佐久南部環境整備協同組合 小海町小海３５６３番地１ 92-2188

 (有)カメヤ 小海町豊里２０８３番地 92-4585

 篠原プライス 小海町千代里１３０６番地１ 92-3205
南相木村 （株）中島組 南相木村３６２３番地４ 78-2131
（２者）  中田保温 南相木村２０７０番地 78-2564
北相木村 （株）渡辺組 北相木村１４７番地 77-2131
小 諸 市 （有）中部工業 小諸市平原１２７１番地１ 0267-23-1710

 （４者）  堀越建設（株） 小諸市大字御影新田４４７番地１ 0267-23-4092

 (有)アクアライフ 小諸市加増９９３－３ 0267-25-7755

 (有)アシスト工業 小諸市菱平５１－５ 0267-25-4410

御代田町  浅間電設　（株） 御代田町大字馬瀬口１８０８番地１５ 0267-32-5006

長野市 （株）泰斗設備工業 長野市中越２－４４－８ 026-259-0321

（３者）  金澤工業株式会社 長野市大字中御所岡田町１５７－１ 026-226-5222

 日本ガス工事（株） 長野市三輪1丁目1120番地1 026-244-1252

軽井沢町 （株）インテック 軽井沢町大字長倉９５７－２ 0267-45-0772

坂城町 （株）ミズキコーポレーション 坂城町大字坂城９５７８番地２ 0268-82-0321

上田市  山崎設備工業（有） 上田市常磐城６６４－７ 0268-27-5558

（３者）  (有）協栄 長野県上田市下之条２１５番地１　 0268-21-4141

 (株)鳳商会 長野県上田市芳田１６２４－１ 0268-75-5157

須坂市  信陽工業（株） 須坂市大字野辺１３６６－２４ 026-248-1173
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