
お住まいの建て替えや小規模な工事まで、
やる気溢れる地元商工会に加入する専門
業者が相談・施工に応じます。お気軽にご
連絡ください。

新座市商工会
ＴＥＬ：048-478-0055
ＦＡＸ：048-478-0048

にいざの頼れるプロフェッショナル
このチラシへのお問い合わせは 新座市商工会 まで。

（048-478-0055）

令和3年度
保存版

●塗装工事業

●石材・タイル・レンガ・
ブロック・外構工事業

●屋根建築板金工事業

㈲トウキョウルーフ 畑中1-18-32

『屋根外装工事専門業者』 048-480-0017

㈲永光板金 野寺2-5-43

『屋根・雨どい工事』 048-480-4480

●その他工事業
・鉄骨工事業

瀬戸口建設㈱ 馬場4-11-41

『ベランダ、耐震工事等』 048-478-5701

・畳工事業

㈲羽染 片山3-18-43

『内装もお任せ下さい！』 048-477-3659

・消防設備業

㈱ミノン 栗原3-6-18 １階

『消防設備点検施工管理』 042-438-8301

事業所名 住所

PR文 電話

※順不同

にいざの頼れる

プロフェッショナル
～家のことならお任せ下さい！～

●ガラス・サッシ・建具

ロックワークス 片山2-7-3

『電気錠修理・鍵交換』 048-475-8011

（同）橋本商店 新堀1-12-10

『YKK窓ショップです』 042-496-7427

㈱サイプラスワン 東北2-37-17城北ビル4階

『外壁塗装専門店です。』 048-458-3833

東京アルファー 野火止5-18-16-4

『戸建外壁塗装承ります』 070-5342-9661

林塗装店 堀ノ内1-2-21

『親切丁寧な説明と施工』 048-482-7796

㈱増井塗装店 堀ノ内2-3-16

048-482-3679

虹塗装工芸 片山1-21-21

『丁寧な仕事をモットー』 048-477-1917

朝比奈塗装 片山3-5-5

『新築塗り替大規模塗装』 048-481-6299

㈱JOINT WORKS 片山3-12-16-22

『明朗会計、親切丁寧！』 048-234-2563

㈲シバペン 片山3-14-6

『当たり前を一生懸命』 048-489-5230

渡辺塗装 西堀2-15-51

『親切丁寧きれいな仕事』 042-456-8802

㈲横山吹付塗装 野寺1-11-2 213

『浴槽塗装 浴室塗装』 042-477-3747

大篤工業 畑中2-6-22-29

『防水外装業相談下さい』 048-235-5409

エクステリア川尻 馬場4-7-10

『カーポートバルコニー』 048-482-2444

㈱豊ブロック工業 馬場4-12-63

『外構工事全般やります』 048-478-9777

㈱N-スタイル 菅沢1-5-5

『主に外壁改修工事です。』 048-424-5311

㈱徳永工業 片山3-7-28

『お庭まわりの専門店』 0120-771-593

㈲比田井工業 片山3-16-1

『良い皆々様比田井工業』 048-478-2616

エクステリア藤 石神3-6-15

『ブロック解体新規工事』 042-470-2027

㈲小黒タイル工業所 石神3-11-30

042-471-2460

http://tanac.fc2web.com/
http://minoninc.com/
http://niza-nobidomeyosui.madoshop.jp/shop/index/
https://www.sai-plus-one.com/
https://tokyo-alfa.com/
http://www.benzo-paint.com/
https://joint-works.company/
https://www.shibapen.com/
https://yokoken331.jp/#second
https://ex-toku.com/
https://hidai.co.jp/
http://www3.ic-net.or.jp/~c4cyh4ei/


●建築一式工事業

●とび・大工・型枠・
コンクリート・土木工事業

奥山ロードサービス㈱ 野火止2-7-16

『SF工法、舗装工事等』 048-477-3588

㈲黒田工務店 野火止4-10-36

『小さな工事も大歓迎‼』 048-202-1600

㈱日建 畑中1-5726-1

『建設資材の販売リース』 048-424-4824

日建興業㈱ 馬場4-8-38

『地下室の事なら相談を』 048-479-0765

アサカ産業㈱ あたご3-12-29

『枠組・次世代足場対応』 048-482-2231

●左官工事業

㈱ヒロプラスター 畑中1-21-35

048-482-2190

㈱倉田工業 片山1-3-24

『漆喰珪藻土塗り壁』 048-211-7220

●電気工事業

●内装工事業

㈱リフォームプラザ小泉 東北2-19-16

『住まいの夢をカタチに』 048-470-0400

㈱羽成工務店 北野1-1-1

『耐震診断で安心住宅』 048-478-1136

外立工業 北野2-5-7

『お気軽にご相談下さい』 048-477-5559

㈱浅田工務店 大和田1-6-18

『親切丁寧に対応します』 048-478-3081

㈲三城工務店 大和田5-9-39

『オンリーワン企業です』 048-482-0392

東邦コミュニティサービス㈱ 新座1-1-7

『お気軽にご相談下さい』 048-480-3411

髙七建設㈲ 新座1-15-10

『小工事もご相談下さい』 048-477-2538

増木工業㈱ 野火止3-10-7

『創業150年地域企業』 048-477-2007

自遊空間設計 野火止5-9-8

『居住空間の安全プラン』 048-481-9111

㈱山崎工務店 畑中2-16-1

『自分にあった住まいを』 048-478-6670

㈲管工務店 栄1-7-5

『女性目線で細やかです』 048-477-1910

吉川工務店 馬場4-6-23

『知事許可51957号』 048-479-9332

三和工材㈱ 馬場4-7-27

『お気軽にご相談を。』 048-477-4443

㈱ニハシ工務店 本多1-8-23

048-482-6820

小原建設㈲ 本多1-12-32

『下見と見積は無料です』 048-483-1127

㈲福田工務店 西堀1-6-36

『地域に愛され、50年』 042-471-0876

㈱ひろえ木乃香 西堀1-10-23

『木造耐震工事が得意』 042-456-7779

中嶋工務店 西堀3-1-9

『三方よしのせいしんで』 042-492-3123

橋本工務店 新堀2-10-28

042-471-7397

㈲松本工務店 野寺5-5-34

『小さな修理もお気軽に』 042-422-9102

㈲左近メディコハウス 栗原3-6-25

『住まいのドクター』 042-423-2517

㈱髙橋工務店 栗原4-11-8

『レンガ積みの家』 042-425-0511

㈱高津工務店 栗原5-2-12

『信頼と実績の家作り』 042-421-5400

●防水工事業

㈱サンエーテクノ 道場1-13-24

『サンエーテクノで検索』 048-424-4951

㈱東京防水 野寺1-7-11

『雨漏りから守ります！』 042-456-7077

●解体工事業

㈱新興商事 大和田4-9-29

『創業33年の実績』 048-481-2560

㈱平山工業 中野1-16-15

『空家でお悩みなら是非』 048-481-3043

㈱藤田企画 西堀2-8-3

『地元に根付いて10年‼』 042-470-6760

事業所名 住所

PR文 電話にいざの頼れるプロフェッショナル
※順不同

倉ケ崎電気工事 野火止1-11-18

『丁寧、親切に対応』 048-278-1887

㈱中村電気 野火止1-14-5

『地元の電気屋』 048-477-2190

㈱LIGHT＆POWER 野火止8-4-9-17

048-423-0173

㈱ショーデン 栄2-1-28

『LED工事は当社へ‼』 048-477-5875

㈱アース 野寺3-7-30

『電気工事全て請負ます』 048-479-3262

馬場電気工業㈱ 栗原3-7-29

『電気のことなら！』 042-422-0254

●管工事業（水道・ガス・空調）

㈲東亜管工 北野2-15-35

『ガス工事全般お任せ。』 048-478-3041

㈲アイコー設備 野火止2-6-3

『楽しく仕事してます！』 048-458-0602

㈲アクア設備工業 野火止6-15-9

『水のお悩み解決します』 048-479-0021

㈲ヒロダクト工業 畑中1-8-14

『空調換気お任せ下さい』 048-480-9981

サクシス設備 畑中1-13-19

『空調工事を承ります』 090-6304-6463

瀧島商事㈱ 馬場3-11-13

『水道修理やリフォーム』 048-477-1031

㈲共和設備工事 道場2-6-28

『安心・誠実・丁寧』 048-481-0207

㈱並木住設 本多1-1-36

『水まわりのパートナー』 048-478-2430

㈱貫井DUCT 栗原1-4-13-7

『明日の空気を作る』 042-420-7317

㈱髙橋設備工業所 栗原6-10-25

『新座市指定水道工事店』 042-423-6626

鹿鳴堂㈱
東北2-29-30
VORTEX-21 Shiki101

『未来の暮しを創る会社』 048-234-3007

室内装飾施工イイヅカ 新座3-2-17-304

『襖・クロス・塗装業』 048-481-2753

北野建築 野火止1-12-7

『総合リフォーム専門店』 048-479-8882

有川工業㈱ 畑中1-14-27

『漆喰バンザイ』 048-478-1911

㈱そよ風 畑中1-18-32

『リフォームとおそうじ』 048-480-0700

埼園 栄2-6-27

『ダイノック一筋半世紀』 048-479-2479

㈲廣樹内装 池田4-2-12

『志木駅東口に店舗あり』 048-472-8948

インテリア・ライズ 道場1-5-4

『クロスCF責任施工』 090-3344-0774

㈱きくちライフサービス 馬場1-11-15

『地元のハウスドクター』 048-478-8190

㈲伊藤工務店 馬場2-5-20

『創業43年！地域密着』 048-481-1886

㈲稲嶺内装 片山1-9-16

『軽量鉄骨ボード貼工事』 048-424-8021

ヤマチャンホンポ 片山3-16-27

『内装一筋二十五年』 048-201-4510

エムケイアール 道場1-1-1 サンハイツ道場202

『ご納得後の安心施工』 048-729-8135

㈲モモ
野寺4-11-16
レクセルマンションひばりが丘205

『住宅店舗リフォーム業』 042-476-8305

https://kuroda-koumuten.jp/
http://nikkenkougyou.com/
http://hiropluster.co.jp/index.html
https://www.kuratakogyo.net/
http://www.reform-plaza.com/category/2001929.html
http://www.hanarikoumuten.com/
https://www.mrdgold.com/tohou/
http://kousichi-k.jp/
http://www.masuki.net/
https://www.nobo-maman.com/
https://www.sanwakouzai.com/
https://www.medicohouse.com/
https://www.takatsukoumuten.com/
https://www.sanatechno.com/
http://www.sss-shinko.com/
https://hirayama-kogyo.jp/
https://kuragacsaki.com/
https://www.kk-nakaden.com/
http://www.hiroduct.com/
https://takishima.co.jp/company/
http://nukuiduct.com/
https://www.rokumeido.co.jp/
https://www.arikawa-net.co.jp/
https://www.hiroki.tv/
https://kikuchi-life-s.com/
https://www.inamine-naisou.jp/index

