
 上水道
（市内）

（あいうえお順）

名　　　称 所　在　地 電　話　番　号 協　同　組　合

あ 旭日管機㈱ 須坂市墨坂南３丁目 245-3125 加盟

う ㈲ウエノ設備 須坂市坂田町 245-7902 加盟

え ㈱エスプラン 須坂市豊丘町 246-9825

大井水道設備㈱ 須坂市墨坂南１丁目 246-2961 加盟

オシキ電機設備㈱ 須坂市小島町 248-2439

㈲金井工業 須坂市本郷町 248-8109

川並工業 須坂市北相之島 246-2253

㈱環境クリエイション 須坂市墨坂南１丁目 245-9400 加盟

く クボタ設備 須坂市高橋町 090-2524-0455

こ ㈲コバヤシ設備 須坂市高梨町 248-8803

酒井石油㈱ 須坂市坂田町 245-9315

㈱三恵 須坂市五閑町 245-3132

㈱サンワシステム 須坂市仁礼町 246-7101

㈱信東産業 須坂市新田町 245-6426 加盟

信陽工業㈱ 須坂市村石町 248-1173 加盟

す 須高建設㈱ 須坂市豊島町 248-5631

㈱タキヤマ工業 須坂市坂田町 248-6788

㈱玉井 須坂市塩川町 245-1893 加盟

㈱タマキ 須坂市墨坂南１丁目 245-0159 加盟

と ㈲冨澤設備 須坂市中島町 245-7411

に 西田管業㈱ 須坂市屋部町 245-2012 加盟

は ㈱ハヤシコーポレーション 須坂市新町 245-3683

に ㈱日建設備須坂営業所 須坂市墨坂南３丁目 248-2742 加盟

フジサワ設備 須坂市米持町 248-9061

㈲富士電業社 須坂市南横町 245-0114

ほ 細山設備㈲ 須坂市仁礼町 246-6618

ま ㈱マルヤマ 須坂市塩川町 245-1253 加盟

み ㈱巳代志 須坂市南小河原町 285-0195

柳澤設備 須坂市塩野町 246-5765

山久プロパン㈱ 須坂市臥竜６丁目 245-0731 加盟

山岸住工 須坂市井上町 090-4180-0101

（31社）

※上記表中の協同組合とは須坂市と【緊急配水管修繕工事】【水道修繕工事】
　の委託契約を締結している『須坂市水道工事協同組合』のことです。

　水道局上下水道課　電話　248-9013　までお願いします。

※水道料金に関するお問い合わせは、水道局営業課　電話 248-9012まで
　お願いします。
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　　　※給水装置工事をするときは、市が指定した下記の指定給水装置工事事業者に
　　　　依頼してください。
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須坂市水道事業指定給水装置工事事業者一覧（市内）

※宅内工事、指定給水装置工事事業者に関するお問い合わせは、
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 上水道
（市外）

（あいうえお順）

名　　　称 所　　在　　地 電　話　番　号 名　　　称 所　　在　　地 電　話　番　号

㈱アースワーク 長野市柳原 295-0919 ㈲グリーン総備 長野市松代町 261-2816

㈲青木工業所 長野市柳原 243-3586 ㈲黒岩燃料店 高山村大字高井 246-2338

㈲アクアシステム 長野市徳間 239-7347 け ㈱ＫＤＫ 千曲市大字雨宮 274-1240

㈲アクアシステム 小布施町都住 247-6900 滉生 飯綱町大字赤塩 253-4510

aQuaシステム 高山村中山 245-9350 ㈲幸陽設備工業 長野市富竹 236-9805

㈱アクアライン 広島市中区 082-502-6639 ㈲コーワ設備 長野市大字富竹 296-0890

㈲アクアリング 長野市稲里町 284-7683 小林住設㈱ 高山村高井 405-4221

あさひ水道 長野市三輪 263-0717 小山設備 長野市大字若槻東条 295-5831

㈲アサヒホームサービス 長野市稲葉 217-3639 ㈱酒井設備 長野市青木島町大塚 291-0248

㈲蟻川建設 中野市大字中野 0269-22-2063 ㈲酒井保温工業 中野市岩船 0269-22-4317

㈲有馬商事 長野市真島町 284-5306 佐藤設備㈱ 長野市中越１丁目 243-1329

㈱アルプス管工 飯山市静間 0269-62-4450 ㈱三協プラミング 長野市大字大豆島 222-0120

石坂材木店 長野市信更町三水 299-2606 ㈲山清設備 長野市青木島町綱島 214-7495

㈱イースマイル 大阪府大阪市浪速区 06-6631-7449 ㈱山陽工業 長野市中条日高 214-8937

㈲稲田設備 長野市稲田 243-2818 ㈲信濃住設 飯山市飯山 0269-62-1770

岩渕住設 上田市菅平高原 0268-74-4122 科野商会 千曲市大字鋳物師屋 273-5828

ウォーターシステム㈱ 長野市青木島町 266-0273 新栄設備㈲ 長野市松岡 267-0700

㈲内山配管工業 飯山市静間 0269-62-0730 新栄工業㈱ 中野市江部 0269-22-8181

㈱栄明 長野市松代町 278-8985 ㈲進共設備 長野市松代町 278-4262

ＡＲサービス 長野市川中島町 284-4981 新設工業㈱ 長野市青木島町綱島 284-6006

㈱ＮＴＰ 長野市大字北長池 259-9729 ㈲杉浦建材工業 千曲市大字小島 272-0617

エムテー長野㈱ 長野市大字稲葉母袋沖 222-5820 ㈲炭新商店 千曲市稲荷山 272-1266

エールエンタープライズ 中野市大字中野 0269-26-3206 せ ㈱セリタ 長野市稲葉母袋 221-4332

お オールパイピングシステム㈱ 長野市大豆島 221-2588 ㈲大地 千曲市小船山 276-6432

㈱叶登設備 東御市祢津 0268-75-8324 ㈲第一水処理 坂城町中之条 0268-82-8881

亀原パイプ 長野市箱清水 234-3340 ㈱泰斗設備工業 長野市中越２丁目 259-0321

㈱カンキョープラン 飯綱町大字豊野 253-4088 大富産業㈱ 長野市大字富竹 296-6092

管業設備㈱ 長野市吉田 244-0872 大和施設㈱ 長野市大字大豆島 221-3210

㈱喜久屋商会 長野市鬼無里 256-2145 高田産業㈲ 長野市富竹 295-2355

北繁物産㈱ 長野市稲葉上千田沖 221-1509 タカチ工業㈱ 長野市篠ノ井小森 292-4702

北村設備 千曲市羽尾 276-0195 高山建設 高山村高井 246-4313

協栄電気興業㈱ 長野市川合新田 222-5656 滝沢住設サービス 中野市小田中 0269-26-5496

共進住設㈱ 長野市徳間 213-4681 竹前設備 長野市富竹 296-0918

共同設備 坂城町大字中之条 0268-82-5770 ㈲建高総備 長野市稲里中央２丁目 284-3060

く ㈱クラシアン 横浜市港北区 0120-500-500
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須坂市水道事業指定給水装置工事事業者一覧（市外）No.1
※給水装置工事をするときは、市が指定した下記の指定給水装置工事事業者に依頼してください。
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 上水道
（市外）

（あいうえお順）

名　　　称 所　　在　　地 電　話　番　号 名　　　称 所　　在　　地 電　話　番　号

た ㈱田中設備工業 長野市風間 221-5583 ま 松本設備工業㈱ 長野市篠ノ井塩崎 290-7522

ち 千曲ガス水道㈱ 千曲市大字寂蒔 272-0035 ㈲マルイチ総合設備 長野市若穂綿内 282-3472

㈲中央住設 長野市吉田５丁目 243-5238 丸更産業㈱ 長野市稲里町中央 284-3160

て ㈱ティーエスケー 長野市吉田１丁目 217-5545 丸山工務店 飯綱町大字普光寺 253-8092

と 東亜ｱｰﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 長野市柳町 235-0639 三沢パイプ工業㈱ 中野市中央２丁目 0269-22-2636

東洋水工㈱ 横浜市戸塚区 045-812-0099 ㈱ミズキコーポレーション 坂城町大字坂城 0268-82-0321

トーワテクノ 長野市大字若槻団地 292-1160 ㈲ミズコウ 長野市大字川合新田 217-3431

な ㈱中島住設 長野市川合新田 221-5362 水まわり設備 飯山市大字静間 0269-62-0738

㈱永田工業所長野営業所 高山村中山 214-8805 ㈲峰村設備 長野市川合新田 222-6461

中野設備㈱ 中野市吉田 0269-22-4585 宮尾商会㈱ 長野市篠ノ井西寺尾 292-1465

長野創和工業㈱ 長野市川合新田 222-5351 ミヤジマ技研㈱ 上田市下之郷 0268-38-2004

中野土建㈱ 中野市西２丁目 0269-22-3175 ㈱宮本園 飯山市飯山 0269-62-3186

㈱長嶺設備工業 中野市一本木 0269-38-0703 ㈱宮本設備 長野市村山 219-1044

に ㈱日企興 長野市上高田 228-5465 め ㈱明興 長野市村山 236-8032

㈱日本アフター工業 長野市大豆島 221-3809 も ㈲持田設備 高山村高井 245-3076

日本ガス工事㈱ 長野市三輪１丁目 244-1252 ㈱山一 長野市西和田 263-8784

㈱日拓 長野市稲里町 283-5522 山下設備 木島平村大字上木島 0269-82-4130

の ㈱野沢総合 飯山市木島 0269-63-1430 ㈲山岸鉄工所 中野市大字岩船 0269-22-2872

は 橋詰設備 高山村大字高井 246-3291 山口設備設計 長野市若槻団地 243-3650

㈱林屋設備工業 長野市川中島町 285-3909 ヤマザキ設備 長野市松岡２丁目 222-0079

HARADA 長野市稲里町田牧 283-6275 ㈱ヤマサン 長野市大字富竹 236-9877

ひ ㈲ヒロヨシ工業 長野市大字安茂里 224-3246 ㈱山本製作所 長野市安茂里 228-3201

ふ 船木建設㈱ 長野市松代町豊栄 278-3787 ㈲山行電機 長野市篠ノ井会 292-2763

ほ 北信幸業 長野市大字穂保 295-7714 ㈱山根屋 飯山市大字飯山 0269-62-3262

北信土建（株） 長野市中御所 228-5115 吉恵設備工業(株) 長野市稲田２丁目 241-2456

㈲北斗技研 中野市大字新保 0269-26-1413 ㈲ヨシトモ設備 長野市大字北堀 295-2191

㈱北部建設 飯綱町大字普光寺 253-2733 ㈲吉見設備 長和町古町 0268-68-2829

ま 前島設備 長野市松代町 278-3400 ライフ設備㈱ 長野市柳原 213-7126

㈱マキノ 上田市中之条 0268-71-0161 ライフライン長野㈱ 長野市松岡 251-1640

㈲牧野設備 飯綱町大字牟礼 253-4200 り (株)リョーワホームサービス 千曲市大字土口 272-3472

増田工業㈱ 長野市大字南長野 234-3159 ワイズ・プラミング㈱ 長野市大字東和田 219-2847

ＷＡＤＡ設備 高山村高井 248-7185

藁屋 信濃町古間 090-2631-5989
(2021年11月1日現在)

（133社）
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※給水装置工事をするときは、市が指定した下記の指定給水装置工事事業者に依頼してください。

須坂市水道事業指定給水装置工事事業者一覧（市外）No.2
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