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信頼で応えます！ 

まかせて安心 商工会 
 

 

 

 

 

 

 

 

＊掲載希望事業所のみの掲載 
 

住宅改修工事等助成事業取扱いに関しては、本名簿へ掲載され 

ていなくても、あきる野商工会会員事業所（あきる野市・檜原 

村に本店登記が無く、一般の地域店舗に比べて規模の大きな事 

業者などは対象外）であれば申請は可能です。 

 

 

家の新築・リフォーム、水廻りの改修、空調の取付 

家廻りの生垣・塀・道路等の整備 

 

 

あ き る 野 商 工 会 

本所 ℡０４２（５５９）４５１１ 

支所 ℡０４２（５９６）２５１１                             
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（令和２年 7 月現在） 
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１．一般住宅建築工事業（建築リフォーム工事含む） 

 

㈱アイ・シー・エス      野辺４６５－１      ５５９－３０２１ 

『ＩＳＯ９００１認証取得 一級建築士事務所 新築・リフォーム・耐震診断。』 

石川建築           雨間５０３-２       ５５８－０７９８ 

家のストレスを一緒に解消できたらと思います。 

㈲内田工務店         草花２５３３       ５５８－３７３２ 

『マイホームを快適・安心・空間創り・サポート致します。』 

㈲青木商事          小川８２２        ５９５－５３９９ 

『リフォームの１０分の１の料金でリフォームできるエコリフォーム』 

㈲秋川ホーム         引田６１０        ５５９－５１８７ 

『増改築・リフォーム、どんな事でも住宅に関する事、お電話下さい。』 

㈲泰工 石川工務店      下代継３８５   ０９０－２６６９－２８３８ 

『棚板１枚からリフォーム新築工事までお気軽にご相談下さい。』 

㈱ウィッシュ         油平８１         ５３３－３０５６ 

『外廻りの塗装アルミ外構工事を中心に建物全てについてご相談下さい。』 

㈱エコビルド         雨間６９６        ５５８－０７５１ 

『省エネと環境を考えソーラーハウス、リフォームを致します。』 

江田工務店          草花１８１５－３     ５５９－１５０３ 

『いつでもどこでも誠実に。信頼される仕事をきちんと仕上げます。』 

㈱来住野工務店        五日市１０２９      ５９５－１２２５ 

『創業１１５年一級建築士３名二級建築士３名熟練大工６名の体制』 

「ガスマッチ」小松設備    渕上 210-5 ｸﾚｽﾄﾋﾙ 103   ５１１－４３７０ 

『給湯器・トイレ・洗面台・キッチン・浴室 リフォーム全般です』 

㈲鬼無里工業         草花１７１６       ５５９－７７０１ 

 

㈱クマガイ          瀬戸岡９３－３      ５５８－０８０１ 

 

軍道木工所          乙津２１０２       ５９５－２７５３ 

『ちょっと直して。こまった修理何でも相談。』 

建築工房ＬＯＯＰ㈱      高尾１３２－１      ５１９－９５０６ 

『人。つながり。ものづくり。心地いい暮らしを追求します。』 
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㈱光壽建築          檜原村４３５－２     ５９８－０８７０ 

『地域密着したサービスと信頼・安心をモットーに努めております』 

㈲小林建築          草花２９０２       ５５８－７２１９ 

『新築からリフォームまで、どんなことでも対応いたします。』 

小峰建築㈱          秋川１－７－７ ５F    ５５０－３３３９ 

『建築・不動産どんな事でもお気軽にご相談下さい。』 

㈲坂本建築          雨間１０３０－１     ５５８－００２６ 

『調和と合理性、快適を一つにした住宅作りに専念する ㈲坂本建築。』 

佐野建築           あきる野市山田８１９－６ ５９６－３４６３ 

『安全第一で作業します。』 

昌栄建設㈲          草花７４３－１２   ０１２０‐６６７５０１ 

『住まいのご希望、困りごと等小工事から笑顔で対応させて頂きます』 

正真建工           平沢４５１－７   ０１２０－１１４－３０５ 

『外壁・屋根塗装、リフォーム全般 お気軽にお問合せ下さい。』 

○恵  鈴木建築         五日市５６０       ５９６－１３２１ 

『お住まいの事でお困りの事がございましたら何でもお気軽にご相談ください。』 

瀬沼建築           油平１１０－５      ５５８－０１１３ 

『暮らしに合わせたベストリフォーム。住まいの安心おまかせください。』 

㈱タカガサ          平沢５８８－１      ５５９－６６１１ 

『親切・丁寧 新築及びリフォーム等、建築に関するもの何でも承ります。』 

㈱大登            野辺６４０－５      ５３２－３９１１ 

『外壁塗装、屋根、防水、オール電化、増改築等トータルリフォーム。』 

㈲高山建設          草花９２４        ５５８－１８５１ 

『住まいのことなら安心しておまかせ下さい。』 

竹内建設           菅生１１７４       ５５８－８６５５ 

『住まいの事なら何でもご相談ください。』 

冨 田中建築         瀬戸岡４５９－６     ５５９－０３８３ 

『元請・直営ならではの対面施工。』 

㈲田中工務店         二宮１１７１－１     ５５８－２８９１ 

『新築から増改築リフォーム工事まで総合建設工事請負業』 

田中○泰建築          草花１８５１       ５５８－６８６１ 

『新築増築リフォーム工事一式請負。』 

 

つくり家工務店        草花７６０－１６     080－5525－7531 

『無垢材、自然素材をいかし、暖かくそして涼しい家を作ります。』 
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㈱東郊建設          小川東２－７－１５    ５５８－３３８３ 

『空き家対策無料相談会実施中！手すり１本の取付から新築工事まで』 

㈲外舘工務店         雨間７０１－１      ５５０－５３８５ 

『まごころと確かな技術の家づくり 一級建築士事務所・新築リフォーム。』 

中里 小林建築        檜原村７５１４      ５９８－０１２７ 

 

㈱西多摩住宅サービス     雨間２５７－４      ５５０－２３１１ 

『主に内装リフォーム業を中心に業務を行っております。』 

㈱船戸建装          野辺４２８－１２     ５５８－２７１０ 

『内装外装リフォーム工事を５０年』 

原嶋建築㈱          草花２５１７-１      ８４２－４２４３ 

『お客様に喜んでもらえる仕事を心がけています』 

㈱マサル設計         下代継１２０－５     ５５８－８６２０ 

『信用・安心。』 

村野建設㈱          二宮２３８９－４     ５５８－１１３８ 

『総合 94 年、木造注文住宅の建築、改修、介護工事を行っています。』 

山田建築           檜原村１１４１      ５９８－６１１１ 

 

㈱ヨコタ総建         草花８５４－３       ５５８－２３４１ 

『無料相談見積で、草花地区を中心に建替え及びリフォームで活動中』 

㈲吉澤工務店         檜原村２７３３－２    ５９８－０５５１ 

『建築一式工事業、住宅に関する御相談はお気軽に御連絡下さい。』 

㈲渡邊建設          二宮２１７３       ５５８－６９２５ 

『建築リフォームを中心に屋根・外装工事も行ってます。』 

 

 

２．給排水・衛生設備工事業 
㈱アーイング     雨間６５０－１          ５５８－５５５５ 

『給排水、空調設備工事設計、施工』 

㈲乙訓工業所         乙津７９２        ５９６－２５１６ 

 

㈲金子設備工業        草花１９０２－２３    ５５９－２５９７ 

『建築・内装・外構等をすべて自社施工で行っております。』 

㈲カネショウ         戸倉７３３－４      ５９６－１００２ 
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㈱坂本設備工業        雨間７４２        ５５８－０１８６ 

『新築からリフォーム・修理まで水回りの事ならおまかせください』 

㈲ナカムラ設備工業      油平１９３－９      ５５０－１８１５ 

 

橋本設備工業㈱        舘谷１９３－２      ５９６－３８４２ 

『太陽光発電事業においても各家庭・学校等に多数の実績があります。』 

㈱平塚設備工業        山田９１６－１      ５９５－３２３０ 

 

㈱ホシノ           二宮２４０６－１１    ５５０－１１３２ 

『水廻りの老舗として信頼と安心。住まいの相談は当社へおまかせ！』 

㈲望月設備工業        山田９６８－１      ５３３－０１７１ 

『水廻りの事ならおまかせ下さい。大小とわずご相談下さい。』 

㈲師岡設備          山田８２５        ５９６－１６３６ 

『新築・リフォーム・漏水修理まで、水回りの事ならお任せ下さい。』 

 

３．空調設備・ダクト工事業 
㈲アイシー空調工業      小川東１－２１－３７   ５５０－２０１１ 

『業務用エアコン及び家庭用エアコンの工事。電気、水道工事の施工。』 

ＡＳＯ空調サービス      草花１４０１－８     ５５８－８５７３ 

『空調機の修理・販売・工事。なんでもお任せ下さい。』 

㈲サニーシステム       二宮１１５６－２７    ５５９－５４７２ 

『空調設備工事の設計施工業者です サニーシステムで検索して下さい』 

㈲信和設備工業        五日市１２０６      ５９６－４７３７ 

 

㈲断熱や           秋留２－９－１５     ５５０－９７６６ 

『設備業での保温・保冷・断熱・遮音・防音工事やっています！』 

㈱ネオテック         雨間７３５－５      ５３２－７４２５ 

『空調設備のエキスパートです！』 

４．塗装工事業 
アライ塗装㈱         山田９３１－５      ５９５-３４４１ 

『外壁・屋根・内部塗装、吹付、防水工事の事ならお任せください！』 

㈲市川塗装           檜原村２９９５      ５９８－０４９９ 

 

㈱五日市建装         留原７９１－４      ５１９－９４４５ 
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『改修・塗装・防水工具のご相談は妥協なき施工の五日市建装へ。』 

㈲おつど塗装         留原７５５－６      ５９５－１５６２ 

『見積り無料。お気軽にお問合わせください。』 

小林塗装           菅生５４７        ５５８－８５３３ 

『‐信頼と笑顔の塗装屋‐ 外壁及び屋根塗装・防水・目地コーキング。』 

塗装たなかや         留原８４４－３      ５８８－５１３０ 

『一般住宅外内部塗装、吹付、柱みがき、家の事なら何でもご相談下さい。』 

戸舘塗装店          野辺９４７－１      ５５８－７３１４ 

『塗装工事一般、各種吹付工事を行っております。』 

日装塗装工芸社        山田９１１－１２     ５９５－１２９１ 

『確かな技術でお客様に、信頼と安心をあたえ、永い付き合いを。』 

プロタイムスあきる野店    上代継３１４－４     0120－435－4655 

『外壁・屋根塗り替え専門店。』 

㈱堀総建           平沢６０２－４      090-8348-4304 

『丁寧で品質の高い仕事をモットーとしています。ぜひ御相談下さい』 

 

５．屋根工事業 
㈱廣瀬防水          三内４１－８             ５８８－５１１２ 

『防水工事・塗装工事・雨漏り修繕など主に工事をしております。』 

 

６．畳・床・内装工事業 
土川畳店           伊奈１１５０             ５９５－０７０３ 

『畳工事一式請負。技術と誠意とスピーディーな店。一級技能士の店。』 

 

㈲テンクウ          野辺４４７－５      ５５９－３００６ 

 

中村畳店           雨間７５９        ５５８－０１８７ 

『畳の事ならお気軽にご相談下さい。』 

矢崎畳店           草花７７５        ５５８－７１５０ 

『あなたのくらしにい草の香りをもう一度。』 
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７．電気工事業 
㈲秋川電気工業所       五日市１６４       ５９６－０３２８ 

『一般電気設備、自家用電気設備、空調設備、高所作業、他設備全般。』 

㈲内田電気商会        草花２６９        ５５８－７３０６ 

『電気のことなら、何でもご相談ください』 

小室電気商会         山田５５７－２      ５９６－０７１９ 

 『電気工事・エアコン・テレビ取付承ります。』 

㈱サワダテクノ        雨間６８１－３４     ５５９－９１１１ 

  

高橋電気           草花２０３８       ５５８－６６４６ 

『あきる野で電気工事を始めて４０年。電気の事で気になる方お電話下さい。』 

㈱田中電工          下代継３７２－１５    ５５０－２２６３ 

 

㈲タナベ電業社        伊奈１１４１       ５９６－１９４６ 

『デントウ ドウリョク セッケイセコウ エアコントリツケ』 

冨沢電気           五日市２７３－４     ５９６－０１０６ 

『一般電気設備工事・エアコン・空調設備工事。』 

㈲中村電設    伊奈４８２－３ﾜﾝﾀﾞｰﾋﾞﾙ２０１号    ５９６－１８１８ 

 『電気設備・工事設計施工。』 

並木電気工事         油平１３４－７      ５５８－５６５８ 

『地デジアンテナ工事・エアコン工事、その他一般住宅電気工事全般対応します。』 

森電気㈱          引田 610-1 ｼﾃｨﾊｲﾑｴﾋﾞｻﾜ 101 080-4343-1227 

『お客様のご要望に添えるよう、親身に対応させていただきます。』 

㈲番場電気商会        伊奈１５３９       ５９６－３１３３ 

『照明器具・エアコン・換気扇及び電気工事全般。』 

８．木製家具製造、建具工事業 
石井硝子           雨間５３８        ５５８－３９９６ 

『アルミサッシ・エクステリア、ガラス施工等ご相談下さい。』 

清水建具店          引田３４０－７      ５５８－０６０９ 

『建具製造販売が主ですが、小さい家具等のご相談も承ります。』 
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９．石 工 ・ れ ん が ・ タ イ ル ・ ブ ロ ッ ク 工 事 業 
上野風呂タイル工事店     二宮１２３８       ５５８－４０９８ 

『心やすらぐ快適家庭温泉お湯ライフを皆様にご提供いたします。』 

三内石材店          三内１０１        ５９６－０２８３ 

『墓石、外柵、記念碑、灯籠、石塀、石材表札、門柱など取扱い。』 

㈱司クラフト         瀬戸岡４９７－８     ５５０－６０２７ 

『外構工事を中心に行っております。』 

松井ブロック         舘谷１９５        ５９６－０８０３ 

『修繕 改善 作りかえ 一級技能士』 

 
１０．総合土木工事業 

（とび・舗装・土木・コンクリート・外構工事業を含む） 

大森土建           平沢５８１        ５５８－２３６８ 

『一般住宅外柵工事、エクステリア、コンクリート工事他、承ります。』 

㈲片柳土建         入野１０２－１       090－1501－1054 

『小さな工事からお気軽にご相談下さい。』 

鎌田建設           小川東１－１９－３３    ５５０－６７８９ 

『小さな足場から大きな足場。ご相談ください。』 

㈱上坂重機開発        菅生９５１        ５５８－６６３１ 

『土木一式・解体工事・エクステリア。』 

株式会社岸塚企画       二宮２３７９       ５５８－９７３５ 

 

㈱シビルエンジニアリング   伊奈９５―１       ５８８－５９７１ 

『外構リフォームのデザインも当社で！！』 

松亜技研㈱          平沢７９５‐５      ５５０－４２４１ 

 

髙木建設㈱          檜原村１９６１      ５９８－６５０８ 

 

㈲武内土木          上代継３９２       ５５８－８６１７ 

『親切・丁寧がモットーです。』 

㈲田嶋土建          雨間１０５８       ５５８－５１０３ 

『道路・河川・水道整備など、都市生活基盤づくりをしています。』 

㈱立花工業          引田６４３－３      ５５８－５８６０ 

『戸建から中高層まで、あらゆる足場の設計・施行。お任せください。』 

司建工㈱           雨間６９７－６      ５５８－０１９７ 

『総合土木工事の他、型枠工事も行っています。』 
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㈱中尾架設         平沢４４７-１３    042-８４３－８７２２ 

『工事現場における鳶工事全般を主にやっております。』 

㈲村木土建          雨間５２３        ５５８－００６３ 

『ブロック工事・コンクリート工事は当社へお任せ下さい。』 

 

１１．造園工事業 
㈱髙木造園          小川東１‐２２‐４    ５５９－３８０３ 

『造園工事・外構工事・一般土木工事・緑地管理一式。』 

立山産業㈱あきる野支店     養沢１７５            ５９５－１５２８ 

『剪定・伐採・草刈・植栽など【緑】に関すること、ご相談下さい。』 

田邊造園土木㈱        伊奈１５００       ５９６－１２３０ 

『見積無料。造園・土木工事・剪定・伐採・草刈・植栽、気軽にご相談を。』 

㈱乃庭            小中野３９５       ５１９－９６９２ 

『作庭、庭リノベーション及び、植栽維持管理を主な事業としてます』 

福岡造園㈱          引田５０７        ５０７－８６５７ 

『植木の手入れや植栽などお庭に関する事はお任せください。』 

渡辺植木           油平１９１－５      ５５９－６１７６ 

『造園 選定 伐採 管理一式』 

 

 

１２．左官工事業 
橋本左官           小川４７５        ５５８－１６８８ 

『左官工事一式。』 

 

１３．板金・金物工事業 
銅保板金細工所        舘谷２６９－９      ５９６－０３７２ 

『樋の掛換え・雨漏り修理・ステンレス張り・銅・サンブキ屋根工事一式。』 

㈲村田鈑金          野辺６８７        ５５８－４１２４ 

『外壁の塗り替え時の足場を利用し、傷んだ雨樋の交換もお奨めです。』 
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１４．鉄骨・鉄筋工事業 
㈲沖倉鉄工所         小川東１－２２－７    ５５９－４７１８ 

『建築鉄骨・階段・手摺等の建築金物製作を行っています。』 

小林鉄筋工業        秋留５－２－４       090－1612－2627 

『建築鉄骨・階段・手摺等の建築金物製作を行っています。』 

 

１５．はつり・解体・曳工事業 
㈲あきる野丸義興業      秋留３－３－２０     ５５９－８５８０ 

『人と地球に優しい環境作りを推進する解体業者です。』 

㈱コバヤシ          山田３５１－５      ５９６－５７７２ 

『建物解体工事・家屋ゴミ収集処分内装の解体・庭石等の処分。』 

システム・プランナー     雨間１０３７－４     ５３３－３１２６ 

『建物解体工事・家屋ゴミ収集処分内装の解体・庭石等の処分。』 

篠﨑興業           雨間１９１５       080－7966－0805 

 

㈲横澤開発工業        横澤１５４         ５９６－５５５１ 

 

 

１６．電気通信・信号装置工事業 
秋川通信工業㈱        草花３４９２－１２４   ５５９－１１９６ 

『電話ＬＡＮ設備・放送・ＩＴＶ・ＴＶ設備他、弱電設備販売・施工保守。』 

㈱旭通信システム       秋川２－１０－２－１０３ ５５８－３４３８ 

『（取扱）電話工事全般、ネットワーク・情報機器保守。』 

 

 

１７．建築等設計業 
合川一級建築士設計事務所   伊奈４６６－５      ５９６－２２４２ 

 

㈲石川設計          雨間２３６        ５５８－７１０２ 

『家族の生活に馴染んでいく住まい作りを提案させていただきます。』 
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㈲松村茂睡建築設計室     五日市１９０       ５９５－１３３０ 

『確かな建築設計の技術とデザインで、皆様の信頼されるパートナー』 

 

１８．建築に付随する販売業等 
いちょうホーム        秋川１－１－１３－１０２ ５５０－３２０５ 

『建築・不動産の事業をやっています。何でも相談して下さい。』 
㈱ハウスマテリアル      平沢東１－３－３     ５３２－３８５８ 

『プロパンガス・灯油・機器を販売しているお店。是非ご来店下さい。』 
3㈲ワラ屋           五日市８６８       ５９６－００１６ 

『プロパンガス・灯油・機器を販売しているお店。是非ご来店下さい。』 

 
１９．その他の建設サービス業 
㈲共和・不動産        油平４９         ５５８－００２４ 

『創業昭和１５年。親子３代のお付き合い。』 

たから不動産事務所      舘谷２２３－１０ ２F-1 号 ５９６－０８０５ 

『頼みやすい事業所です。リフォーム、改修は是非当店へ！！』 

㈲中央ビケサービス      二宮東１－１２－１６   ５５０－３６５７ 

『一般住宅から中高層用足場まで。足場専門だから確実に丁寧に。』 

 

 


