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１５ 下水道施設関係 
 

資料５８ 公共下水道等処理区概要図 
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資料５９ 大町市下水道排水設備指定工事店一覧表 

 

（平成２８年５月３０日現在） 
指 定 番 号 商 号 又 は 名 称 所 在 地 電話番号 

１ かねほ一級建築士設計事務所  大町市大町 5295-1（宮田町） (0261)22-1819 
３ ㈱峯村組 大町市大町 1300（三日町） (0261)22-1233 
５ ㈱大昭建設 大町市社 4682-156（山下） (0261)22-2329 
６ ㈱長澤設備工業 大町市平 8000-362（西原） (0261)22-1466 
７ ㈱大八木建設 大町市大町 5395-1（幸町） (0261)22-1809 
９ 中部精器㈲ 大町市常盤 6908-1（上一） (0261)22-2213 

１０ ㈱相模組 大町市大町 3052（光明町） (0261)22-1800 
１１ 胡桃沢組 大町市大町 1538（俵町） (0261)22-0427 
１２ ㈱黒部電業舎 大町市大町 5095-20（宮田町） (0261)22-7771 
１５ 金森建設㈱ 大町市大町 1252-5（白塩町） (0261)22-1880 
１６ ㈱信濃美植 大町市平 1201（野口） (0261)22-6400 
１７ 北陽建設㈱ 大町市社 5377（館之内） (0261)22-1155 
１９ 吉崎設備 大町市大町 3850-6（桜田町） (0261)23-0603 
２３ ㈱丸山建設 大町市大町 6914（大新田町） (0261)22-3267 
２４ 北沢住設工業 大町市大町 7134-1（高根町） (0261)23-2382 
２５ 日特工業㈱ 大町市大町 1861-1（俵町） (0261)22-5266 
２６ ㈱鹿島総設 大町市大町 4284-4（大黒町） (0261)23-3698 
２７ 信光実業㈱大町支店 大町市常盤 3630-22（下一） (0261)22-2848 
２９ ㈲高橋建設 大町市常盤 3604（西山） (0261)22-2038 
３３ 宮坂建築 大町市大町 2667-40（神栄町） (0261)22-2745 
３４ ㈱藤岡建設 大町市常盤 3751（西山） (0261)22-1056 
３５ ㈲岡村設備工業 大町市大町 5511-2（栄町） (0261)22-4885 
３６ ㈲丸八降幡組 大町市社 2892（曽根原） (0261)22-1671 
３７ ㈲大信建設 大町市大町 1471-6（相生町） (0261)23-2838 
３８ ㈲一本木建設 大町市常盤 4696-3（下一） (0261)22-8498 
３９ ㈲原山木材 大町市常盤 1220（泉） (0261)22-0372 
４１ ㈲南原電気工業 大町市大町 3702-1（南原町） (0261)22-0772 
４２ ㈱小林組 大町市大町 4387-1（大黒町） (0261)22-1180 
４４ ㈱傳刀組 大町市平 7840（西原） (0261)22-0312 
４５ ㈲ササキ 大町市大町 2933-1（旭町） (0261)22-1489 
４９ ㈱太田工務店 大町市大町 5944-5（大原町） (0261)22-2591 
５０ ㈲上手屋建設 大町市平 20011（中綱） (0261)23-1333 
５２ エフエムサービス 大町市平 1955-217（上原） (0261)22-1911 
５３ 野口建設㈱ 大町市平 1081（野口） (0261)22-0754 
５４ ㈱長屋組 大町市大町 3353-イ（高見町） (0261)22-0508 
５５ ㈱ジーシーアイ 大町市平 8040-92（新郷） (0261)22-3145 
５８ ㈱カワカミ 大町市大町 3725-1（南原町） (0261)22-1808 
６５ ㈲新生興業 大町市平 1040-337（野口） (0261)26-3345 
６８ ㈲マツヤマ 大町市大町 2257-2（大黒町） (0261)22-3560 
７１ ㈱綜立工業白馬支店 北安曇郡白馬村大字北城 2877 (0261)72-6023 
７２ ㈱大北設備 北安曇郡白馬村大字神城 11490 (0261)75-2735 
７３ ㈲サン設備工業 北安曇郡池田町大字会染 5094-1 (0261)62-0162 
７５ ㈲大久保興業 大町市大町 1857-4（俵町） (0261)22-9926 
７６ ㈱島崎組 大町市大町 3417（東若宮町） (0261)22-2200 
７８ ㈲設備工業 北安曇郡池田町大字会染 7845-7 (0261)62-5129 
８１ 建設設備 北安曇郡松川村 5268-211 (0261)62-5545 
８２ ㈲塩原設備 北安曇郡池田町大字会染 8562-1 (0261)62-6721 
８３ ㈲伊藤建材 大町市大町 7025-9（大新田町） (0261)23-5626 
８５ ㈱中部水工 安曇野市穂高 8298-1 (0263)82-3244 
９４ ㈱平林工業 北安曇郡松川村 4488 (0261)62-7427 
９６ ㈲アルテ長野 安曇野市穂高牧 727 (0263)83-6565 
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指 定 番 号 商 号 又 は 名 称 所 在 地 電話番号 
９８ ㈱リホーム白馬 北安曇郡白馬村大字北城 396-1 (0261)72-7411 
９９ 渋田見建設 大町市大町 5576-2（栄町） (0261)22-8232 

１００ ㈱シナノ 安曇野市穂高有明 1702-9 (0263)83-7553 
１０２ ㈱ピュアハウス 大町市八坂 997-1（大平） (0261)26-1120 
１０３ ㈱メエップ 松本市大字島立 1836-10 (0263)48-2317 
１０４ 信濃熱学 北安曇郡松川村 7051-71 (0261)62-4028 
１０６ ㈱ハイテム 安曇野市穂高 1853-3 (0263)82-0271 
１０７ 穂高シェルクリエート㈱ 安曇野市穂高 4632 (0263)82-1310 
１０９ ㈱中信水道 塩尻市大門七番町 4-16 (0263)52-0881 
１１０ ㈲三和テクノ 松本市大字寿豊丘 276-1 (0263)58-6033 
１１２ ㈲テクノ安曇野 北安曇郡池田町大字会染 3714-9 (0261)62-7005 
１１３ ㈲イシダ設備 安曇野市穂高有明 10041-3 (0263)83-4360 
１１４ 稲洋水道㈱ 松本市筑摩 1-13-16 (0263)26-4079 
１１５ 中川工務店 北安曇郡白馬村北城 1228-1 (0261)72-4767 
１１６ ㈲ダイトー工業 北安曇郡白馬村大字神城 22701-2 (0261)75-7107 
１１８ 安曇さく泉工業㈱ 安曇野市豊科 4328 (0263)72-4512 
１１９ ㈲みやび設備 安曇野市穂高 8410-7 (0263)82-6979 
１２０ ルピナ中部工業㈱ 松本市宮渕 2-2-31 (0263)32-5568 
１２１ ㈱信洋設備 安曇野市堀金烏川 3747-1 (0263)72-4213 
１２２ ㈱傳刀産業 大町市大町 3812-1（桜田町） (0261)22-0454 
１２５ マディ水工 大町市美麻 9061-1（二重） (0261)29-2177 
１２６ ㈲二木設備 松本市梓川梓 4151 (0263)78-2393 
１２８ ㈱シンニチ設備 岡谷市郷田 2丁目 2番 12号 (0266)22-1365 
１３０ ㈲中央住設 長野市吉田 5丁目 14番 1号 (026)243-5238 
１３１ ㈲マルイ設備工業 大町市大町（堀六日町）4051-6 (0261)22-0315 
１３２ 白鳥建設 松本市梓川梓 1925-10 (0263)78-6229 
１３３ 敬陽設備 安曇野市穂高柏原 4513-1 (0263)88-3547 
１３５ 紀久工業 長野市中条住良木 3233 (026)268-3910 
１３６ 小林設備 大町市平 690-3（野口） (0261)23-5734 
１３７ 池田商会 松本市波田 8296-15 (0263)92-5715 
１３８ 田中設備 大町市大町（俵町）2038-8 (0261)23-5985 
１３９ ﾌｨﾌﾃｨｰﾌﾟﾗﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 大町市平（源汲）3014 (0261)23-3938 
１４０ (有)大堀住設 安曇野市明科中川手 6756-1 (0263)62-5824 
１４１ (有)カワモト 松本市大字和田 4304-5 (0263)57-3377 
１４２ 光住設 大町市大町（栄町）5577-3 (0261)23-6224 
１４３ エムケーシステム 安曇野市穂高 1815-1 (0263)82-4987 
１４４ KOBAYASHI設備 安曇野市穂高有明 10481-20 (0263)83-6340 
１４５ （株）平成建設 長野市大字石渡 10-1 (026)259-4400 
１４６ 共進住設（株） 長野市徳間６３３番地１号 (026)213-4681 
１４７ (有)エヌ・ケイ設備工業 安曇野市穂高有明 7174-1 (0263)83-2252 

 


