
商工会（建築・建設・その他設備業者名簿）
令和４年７月現在

建築業
事業所名 業種 住所1 ℡

1 清建 建築業 長生村宮成1977 32-1867

2 ㈱木組 建築業 長生村一松丙117 32-0581

3 ㈱建匠舎 建築業 長生村本郷6231-2 47-2039

4 田中工務店 建築業 長生村宮成1974 32-5161

5 ㈲木島建設 建築業 長生村一松戊692 32-2502

6 岩坂工務店 建設業 長生村本郷7454-2 32-4757

7 鈴木設計 建築業 長生村宮成3247-1 32-1921

8 岩澤建築 建築業 長生村金田2826-4 32-6733

9 保川建設（株） 住宅建築 茂原市長谷1074-1 23-3688

10 ㈱菅沼建築設計 建築設計・工事請負 長生村宮成3400-12 32-4636

11 東亜ホーム建設㈱ 建築・リフォーム業 長生村岩沼2544-4 32-7020

造園・外構工事業
事業所名 業種 住所1 ℡

1 松楽園 造園業 長生村一松丁3231 32-0018

2 野口造園 造園業 長生村岩沼1691-2 32-1261

3 ㈱はなたつ造園 造園業・土木 長生村岩沼816 32-0130

4 ㈱長生園 造園業・土木 長生村金田2791 32-3530

5 ㈲滝昇園 造園業・土木 長生村岩沼8 32-2512

6 ㈲東條造園土木 造園業・土木 長生村一松乙1159 32-1692

7 ㈲米寿園 造園業・土木 長生村岩沼607 32-1400

8 ㈱岡本グリーン 造園業・土木 長生村岩沼1774 32-1609

9 海老根造園 造園業・土木 長生村宮成2055-1 32-0132

10 ㈱ウイランドスケープデザイン 造園、外構工事 長生村一松2353-1 32-7150

11 季楽造園㈱ 造園エクステリア工事 長生村岩沼394 36-3230

12 ㈱エスティー緑化 外構・造園 長生村岩沼78-5 32-3467

13 脇屋左官 左官・外構工事 長生村一松1970-2 32-7173

建設業（とび土工・解体）等
事業所名 業種 住所1 ℡

1 ㈲遠藤組 建設業 長生村七井土1542 32-0993

2 ㈲ぐりーん興業 土木建設業 長生村一松乙2067-24 32-2337

3 大昌建設㈱ 建設業 茂原市高師8-2 36-7700

4 ㈲高拓商事 建設業 長生村宮成2593-2 32-3307

5 ㈱花建 建設業 長生村宮成2595-7 47-2627

6 ㈲ケイ・エム企画 建設業 長生村一松丁3383 0470-87-9963

7 南雲工業 建設業 長生村宮成2946-1 090-4950-0547

8 ㈱孝組 建設業 長生村岩沼2333-8 070-4474-3959



商工会（建築・建設・その他設備業者名簿）
令和４年７月現在

設備工事業
事業所名 業種 住所1 ℡

1 ㈲千葉冷設 冷凍冷蔵・空調・恒温等設備工事 長生村七井土1898 32-3211

2 ㈲ＴＲＫ長生 冷凍冷蔵空調設備工事 長生村曽根344-1 32-4738

3 今井電氣工業㈲ 電気工事業 長生村七井土1529-1 32-2246

4 ㈲中村電気商会 電気工事業 長生村一松戊3197-3 32-2752

5 一松電気商会 電気工事業 長生村一松丙1936 32-1696

6 大栄電設 電気工事業 長生村金田2801-2 32-2936

7 ㈱関根電気サービス ソーラー工事、電気工事 長生村金田2211-9 32-6435

8 Ｋ２-project㈱ 電気通信工事業 長生村七井土1933-5 44-7747

9 ㈱諸岡設備工業 管工事業 長生村一松733-2 32-2560

10 ㈱みなり 給排水設備工事 長生村薮塚607 32-6217

11 長生鉄工所 鉄骨工事、管工事 長生村一松丙107 32-2557

12 長生電気商会 電化製品販売 長生村一松戊3271 32-1348

13 銅辰板金 建築板金 長生村北水口660-2 44-4559

14 斉藤建築板金 建築板金 長生村一松戊3239 32-0758

15 田中鉄筋 鉄筋工業 長生村宮成3057-3 050-1287-7713

16 ㈲ヒロシマ技研 建設補修業 長生村小泉1314-42 32-5758

17 大一防災 防災設備業 長生村本郷7333-6 32-3334

18 田中畳店 畳製造販売 長生村一松戊234 32-1744

19 ㈲京葉テック テント構造物の設計施工 茂原市東部台2-28-3 44-6782

20 ㈲昭和木工所 家具製造 長生村薮塚950-5 32-4151

21 稲垣瓦興業 屋根瓦施工 長生村本郷7314-2 32-4169

22 ㈱プロス 建設重機リース 長生村七井土1111-1 32-6611

23 ＫＩＤ 電気工事業 長生村一松1286-1 080-2060-9589

内外装工事業
事業所名 業種 住所1 ℡

1 ㈱三和 塗装業 長生村岩沼1555-1 23-7262

2 ㈱エコペイント 塗装業 茂原市小林2033-1 0120-47-2078

3 ㈱ＣＴＣ興業 塗装業 長生村金田2257-3 32-4775

4 インテリア・アルファ 内装工事業 長生村本郷5341-6 32-3083

5 高根内装 内装工事業 長生村本郷3671-2 32-5880

6 はじめ内装 内装工事業 長生村本郷5899-1 44-6486


	事業所名簿

