
工　事　店　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号
　　いとう　ど　けん

㈱伊藤土建 949-4321 出雲崎町大字松本１２１番地３ 0258-78-3155

　　さ　とうせきゆ

㈲佐藤石油 949-4302 　　 〃 　　井鼻３２４番地１ 0258-78-3141

　　たなはしぐみ

㈲棚橋組 949-4352 　　 〃 　　大門１４６番地９ 0258-78-3128

おおたにしょうてん

大谷商店 949-4353 　　 〃 　　川西２５番地７ 0258-78-2241

　　ちゅうえつけんせつ

㈱中越建設 949-4321 　　 〃 　　松本１０７番地１ 0258-78-2246

㈲タナックス 949-4353 　　 〃 　　川西１１３９番地１ 0258-78-2040

　　おおたにけんせつ

㈱大谷建設 949-4327 　　 〃 　　別ヶ谷５３８番地１ 0258-78-3303

ほくえいけんせつ　　いずも　ざきえいぎょうしょ

北栄建設㈱出雲崎営業所 949-4342 　　 〃 　　米田１４３番地 0258-78-2822

はやかつこうぎょうしょいずもざきしゅっちょうじょ

㈱早勝工業所出雲崎出張所 949-4327 　　 〃 　　別ヶ谷４７７番地１ 0258-78-2495

　　いずも　ざきせつび

㈲出雲崎設備 949-4306 　　 〃 　　石井町５１０番地 0258-78-2332

こばやしでんき　てん

小林電機店 949-4304 　　 〃 　　鳴滝町２０９番地 0258-78-3049

　　おぐろ　ぐみ

㈲小黒組 949-4331 　　 〃 　　稲川５３０番地 0258-78-2940

ほくえつくうちょう

北越空調㈱ 945-0056 柏崎市新橋８番２号 0257-24-4383

　　よしだ　た　ろうしょうてん

㈲吉田太郎商店 945-0026 柏崎市藤元町８番１１号 0257-22-3010

㈱ナガミネ 940-2132 長岡市才津南町８９番地 0258-46-5568

㈱クワヤマ 945-0066 柏崎市西本町３丁目１６番５号 0257-23-6264

　　あわじ　でんき　かんこう

㈲淡路電機管工 955-0151 三条市大字萩堀８２７番地１ 0256-46-2033

　　なかもとぐみ

㈱中元組 940-2502 長岡市寺泊松沢町９３５３番地１４ 0258-75-3151

　　ほんきんせつび

㈲本金設備 959-1262 燕市水道町３丁目２２番１５号 0256-63-5840

　　かわかみでんこう

㈲河上電光 949-4525 長岡市島崎２８５８番地１ 0258-74-2497

なかがわじゅうたくせつびこうぎょう

中川住宅設備工業 949-4124 柏崎市西山町礼拝７２８番地１ 0257-47-2035

　　こばやしじゅうせつ

㈲小林住設 945-0816 柏崎市田中１８番４０号 0257-23-6870

ながおかじゅうせつ

長岡住設㈱ 940-2039 長岡市関原南２丁目４１４４番地 0258-46-6022
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　　か　せ　くうちょう

㈱加勢空調 949-4521 長岡市東保内１９７０番地 0258-74-3654

　　みずくらぐみわ　しまえいぎょうしょ

㈱水倉組和島営業所 949-4525 長岡市島崎９３０番地１ 0258-74-3181

　　やまだ　こうき

㈱山田工機 954-0053 見附市本町２丁目１４番１５号 0258-62-4354

　　かしわざきせつびこうぎょう

㈱柏崎設備工業 945-0833 柏崎市若葉町１番１２号 0257-24-1420

　　てらどまりこうげいしゃ

㈲寺泊工芸社 940-2523 長岡市寺泊田頭１１６３番地 0258-75-3617

　　　　　　　　せつび

㈲ヨシダ設備 959-0113 燕市分水学校町２丁目１０番５号 0256-98-2514

　　きたざわこうぎょう

㈱北澤工業 940-0871 長岡市北陽２丁目１４番地３１ 0258-24-7472

　　みやた　さんぎょう

㈲宮田産業 945-0066 柏崎市西本町３丁目１６番１０号 0257-23-1818

　　しんせいせつび

㈱新生設備 940-0844 長岡市大町３丁目１０２番地１ 0258-33-0506

　　と　やまはいかん

㈲外山配管 949-4126 柏崎市西山町下山田１４５番地の１ 0257-47-2424

　　　　　　　　じゅうき

㈲ナカノ住器 940-2117 長岡市石動南町１８番地２ 0258-47-2565

　　かたぎりせつび

㈲片桐設備 940-2312 長岡市三島中条１１００番地 0258-42-4468

つきはしこうむ　てん

月橋工務店 945-0842 柏崎市長浜町８－２３ 0257-23-6984

　　まるえい

㈲丸英 959-1234 燕市蔵関江東１９８－４ 0256-63-8181

　　　　　　けんちく

はやし建築 940-0853 長岡市中沢１丁目１２８８番地１ 0258-37-1870

　　うえき　くみながおかし　てん

㈱植木組長岡支店 940-0056 長岡市呉服町１丁目２番地６ 0258-35-6411

㈲トーショク 949-4201 柏崎市西山町石地７６６番地 0257-47-2510

　　かわぐち

㈲川口ポンプ 945-0816 柏崎市田中１６番２７号 0257-22-3007

　　　　　　そうごうせつび

㈱ペガ総合設備 940-2124 長岡市才津南町1563-1 0258-42-8323

さんきょうせつびこうぎょう

三協設備工業㈱ 940-2121 長岡市喜多町字川原１０７７番地３ 0258-27-6803

㈱エレクナラバ 940-2316 長岡市鳥越甲３３９番地１ 0258-46-3711

　　い　べ　こうむ　てん

㈱伊部工務店 945-0071 柏崎市安政町１番４３号 0257-24-1130

　　たかはしど　ぼく

㈱高橋土木 949-4511 長岡市小島谷２９９０番地２ 0258-74-3333

　　にっかんこうぎょう

㈲日管工業 945-1345 柏崎市大字下田尻１３２０番地１ 0257-23-3511

㈱アスカ 945-0822 柏崎市穂波町１番１５号 0257-22-1230
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　　ながおかそうごうせつび

㈱長岡総合設備 940-0072 長岡市柳原町３番地１２ 0258-32-1286

　　だいいちせつび

第一設備㈲ 940-0011 長岡市下々条町６７１番地 0258-24-7353

てらどまりさんぎょう

寺泊産業㈱ 940-2502 長岡市寺泊上田町９７６９番地６１ 0258-75-3171

　　　　　　　　　　じゅうせつ

㈲サンエイ住設 940-0864 長岡市川崎４丁目２４４６番地 0258-37-3343

たかつ　はいかん

高津配管㈲ 959-0172 燕市溝１９２番地２ 0256-93-3525

くすみでんせつ

久住電設㈲ 949-4511 長岡市小島谷3504番地3 0258-74-2052

㈱クロサキ 947-0004 小千谷市東栄3丁目11番8号 0258-83-4512

　　　　　　こじませつび

(有)古島設備 959-0432 新潟市西蒲区川崎字下辻233番地5 0256-88-2271

　　　　　しみずはいかん

㈱清水配管 954-0111 見附市今町3丁目5番24号 0258-66-2441

(有)アクアシステム 940-0833 長岡市笹崎2丁目5番地11 0258-35-5377

㈱ホリヤ設備 945-0814 柏崎市朝日が丘１番２４号 0257-24-5431


