
十日町地域消防本部では、令和４年８月４日に、次に掲げる団体の皆

様と火災予防啓発の連携協力に関する協定を締結しました。 

 

十 日 町 建 築 組 合 

十日町市管工事業協同組合 

十 日 町 電 気 工 事 協 同 組 合 

新潟県ＬＰガス協会十日町支部 

新潟県電機商業組合十日町支部 

津 南 町 建 築 協 議 会 

 

協定の目的は、一般住宅への火災予防の呼びかけと、住宅用火災警報

器（住警器）の設置促進です。 

 一覧に掲載した業者様からは、住警器の販売をしていただき、必要が

あれば天井や壁への取り付けも行っていただけます。 

 販売価格や取付け料金は、お手数ですがそれぞれの業者様へお問い合

わせください。 

※住警器は精密機械です。長期間の使用は、内部のセンサーが劣化して

煙や熱に反応しなくなる恐れがあります。電池の取替えではなく、10 年

経過したら本体ごと交換しましょう。 

 



十日町地域【十日町地区】

№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

1 飯塚テレビ電化 十日町市本町二丁目331 本町二丁目 025-752-3917

2 (有)西野電化 十日町市本町五丁目215-1 本町五丁目 025-752-2828

3 (株)村尾電気 十日町市本町六の一丁目251-1 本町六の一丁目 025-757-1525

4 (株)後藤電機 十日町市高田町二丁目94-5 高田町二丁目 025-752-2424

5 (有)柳工務所 十日町市高田町三丁目西23-1 高田町三丁目西 025-757-8771

6 (株)山松商店　十日町給油所 十日町市高田町三丁目西337-2 高田町三丁目西 025-752-2074

7 オーム電機商会 十日町市昭和町三丁目21-8 昭和町三丁目 025-752-3928

8 (有)柳電機商会 十日町市泉町59 泉町 025-752-2769

9 阿部板金 十日町市加賀糸屋町114-4 加賀糸屋町 025-757-8019

10 根津防災設備 十日町市稲荷町三丁目3-1 稲荷町三丁目 025-757-4827

11 (有)丸池工務店 十日町市稲荷町西311-3 稲荷町西 025-757-3924

12 タナベ防災(株) 十日町市西本町一丁目406-8 西本町一丁目 025-752-2650

13 (株)山岸管業 十日町市西本町三丁目8-3 西本町三丁目 025-755-5431

14 (株)水建 十日町市下川原町25-2 下川原町 025-752-5493

15 (有)小川電機商会 十日町市田中町西24 田中町西 025-752-2643

16 (有)樋口水道 十日町市上川町696-1 上川町 025-757-5003

№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

17 魚沼通信機 十日町市新座甲469-11 新座第二 025-752-5279

18 (有)遠田設備 十日町市新座甲246-1 本町七丁目一 025-757-9441

19 (株)拓越 十日町市新座甲403-55 本町七丁目一 025-757-8211

20 中越テレビ商会（アトム電器） 十日町市新座甲421-5 本町七丁目二 025-757-8655

21 スズキ電機 十日町市南新田町三丁目6-12 南新田町三丁目 025-757-4734

22 (有)技工住設 十日町市新座甲624-1 四日町新田第二 025-752-3964

23 ユニックイワサキ 十日町市四日町新田216-2 四日町新田第三 025-752-4848

24 (株)美佐伝 十日町市四日町新田222-5 四日町新田第三 025-757-9191

25 (株)大幸工務所 十日町市中条丙947 太子堂 025-752-3053

26 (株)大熊工業 十日町市中条丙1084-1 塚田 025-752-3206

№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

27 (有)加久田工業 十日町市川治1538 川治上町第二 025-752-3230

28 (株)羽生田 十日町市川治2116-1 川治上町第二 025-757-8511

29 (株)清喜屋金物店 十日町市川治694-2 川治下町第一 025-757-2860

30 (有)和伴設備 十日町市妻有町西二丁目4-3 妻有町西二丁目 025-752-5958

31 (株)大和開発 十日町市城之古1118-7 城之古第三 025-757-6588

32 (株)カネコ商会 十日町市城之古1121-22 城之古第三 025-755-5505

33 ＶＩＣタカハシ 十日町市北新田660-1 城之古東町 025-752-7577

令和５年１月20日現在

住宅用火災警報器の販売・設置業者一覧

（火災予防啓発の連携協力に関する協定締結業者）

【中条地区】

【川治地区】



№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

34 (株)新潟防災総合技研 十日町市明石町19 明石町 025-752-7352

35 NPO法人セーフティネットぼうさい 十日町市明石町19 明石町 025-752-7353

36 大島電気(株) 十日町市明石町25 明石町 025-757-2161

37 新潟サンリン(株)　十日町営業所 十日町市高山三丁目731-2 高山三丁目 025-752-5363

38 (株)くらしかガスワン 十日町市内島1784 内島 025-757-5145

39 (株)ナカザワ　十日町営業所 十日町市下島394-1 下島 025-757-5787

40 (株)ぴっとランド　施設課 十日町市下島416-1 下島 025-757-1996

41 (株)村山商会 十日町市高田町六丁目 高田町六丁目 025-757-5105

42 (株)庭野電機商会 十日町市高田町六丁目630-2 高田町六丁目 025-752-2456

43 (株)村熊商店 十日町市高田町六丁目656-1 高田町六丁目 025-752-3597

44 十日町プロパンガス販売協同組合 十日町市高田町六丁目656-1 高田町六丁目 025-752-3597

45 (株)ケンベイミユキ 十日町市高田町六丁目730 高田町六丁目 025-757-0113

46
(株)新潟ケンベイ
十日町エネルギーセンター

十日町市高田町六丁目730 高田町六丁目 025-752-3561

47 (株)山田屋商店 十日町市山本町五丁目866-6 山本町五丁目 025-752-3105

48 (有)マルミ電化 十日町市寿町一丁目1-25 寿町一丁目 025-757-8628

№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

49 (株)美雪商事 十日町市稲葉305-3 稲葉 025-755-5100

50 丸山建築 十日町市小泉866 小泉第三 025-752-2419

№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

51 下条商事(株) 十日町市下組1078-1 水口 025-755-2412

52 (有)角山建具 十日町市下条二丁目138-1 上新田第四 025-756-2818

53 山田建工(株) 十日町市下条二丁目153-5 下条栄町 025-756-2752

54 さんぽう電気 十日町市下条四丁目93 蟹沢 025-755-2699

55 (有)平沢テレビ 十日町市下条四丁目438 下条本町 025-755-2104

№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

56 (有)オオタカ 十日町市馬場乙349-1 馬場第三 025-758-2205

57 (株)宮元屋商店 十日町市馬場丁1356-3 土市第三 025-758-2035

58 (株)吉田商会 十日町市馬場丁1240-1 土市第四 025-758-2143

59 (有)新興住設 十日町市馬場丁1616-2 土市第四 025-758-3315

60 (有)尾身建築 十日町市新宮甲324-1 新宮第二 025-758-3756

61 福崎建築 十日町市伊達甲583-1 伊達第四 025-758-3147

62 ヒカル電化 十日町市大黒沢287-10 大黒沢第一 025-755-5620

63 (有)ナカ設備工業 十日町市大黒沢371-1 大黒沢第三 025-758-4076

川西地域

№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

64 (株)山松商店 十日町市水口沢42-7 千手上町 025-768-2074

65 伊之助金物店 十日町市水口沢51 千手上町 025-768-2063

【下条地区】

【水沢地区】

【吉田地区】



№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

66 太田デンキ 十日町市中屋敷320-3 中屋敷 025-768-2022

67 (株)山松商店川西給油所 十日町市中屋敷466 中屋敷 025-768-2029

68 丸佐屋商店 十日町市伊勢平治600-6 高原田 025-768-3368

69 ヤマガ電業 十日町市木落523 木落 025-768-3762

70 (有)アセス 十日町市木落558-2 木落 025-768-4275

71 (株)ヒノデ 十日町市仁田2298-1 仁田 025-768-2511

72 山口屋商店 十日町市仁田2366-1 仁田 025-768-2503

73 米岡石油(株)　川西給油所 十日町市野口1325 野口 025-768-2539

中里地域

№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

74 (株)樋口電機 十日町市上山巳3129-2 上山 025-763-2112

75 (有)倉俣住宅設備 十日町市上山己3155 上山 025-763-2828

76 (有)富井電気 十日町市干溝ヒ43-1 干溝 025-763-2970

77 (株)樋口水道 十日町市干溝壬86 干溝 025-763-2529

78 大村建設(株) 十日町市荒屋ア103-3 荒屋 025-763-2581

79 大里電器 十日町市荒屋癸432-1 荒屋 025-763-3007

80 (株)エス・エス・シー・マツヤ 十日町市山崎己1452 山崎 025-763-2116

81 (株)鈴木土建 十日町市芋川乙698 芋川 025-763-2007

82 (有)羽鳥建築工業 十日町市堀之内戊1090-14 堀之内 025-763-4542

83 大隆建設(株) 十日町市宮中己1991 宮中 025-763-2344

松代地域

№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

84 (株)前田商会 十日町市松代3254-2 松代 025-597-2072

85 ダイワ電気工事(株)
※営業エリアについてはお問い合わせください

十日町市松代3773-25 松代 025-597-2821

86 三藤屋 十日町市犬伏604 犬伏 025-597-2295

津 南 町

№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

87 山田ホーム 津南町大字下船渡甲5640-4 上段 025-765-1866

88 村山左官 津南町大字下船渡甲1725-2 十二ノ木

89 小島興業 津南町大字下船渡甲3921-2 十二ノ木 025-765-5569

90 津南町農協ガスセンター 津南町大字下船渡甲5069-3 十二ノ木 025-765-2382

91 (有)津南住宅 津南町大字下船渡丁1478 正面 025-765-2560

92 (有)山田電機商会 津南町大字下船渡丁1509-3 正面 025-765-3079

93 (株)池田鉄工所 津南町大字下船渡丁1518 正面 025-765-3165

94 鈴木建築 津南町大字下船渡丁1660-1 正面 025-765-2388

95 藤ノ木塗装店 津南町大字下船渡丁7847 正面 025-765-2231

96 建築の山田 津南町大字下船渡丁7869-1 正面 025-765-3795

97 山田板金工業 津南町大字下船渡丁7911-2 正面 025-765-2485

98 島田木工 津南町大字下船渡丁3183 割野 025-765-2024

99 (有)大平木工 津南町大字下船渡丁3295 割野 025-765-2541



№ 事業者名 住　所 行政区 電話番号

100 小林電機商会 津南町大字下船渡丁3664 割野 025-765-2530

101 涌井産業 津南町大字下船渡丁5293-１ 割野 025-765-3666

102 (株)家根長 津南町大字下船渡丁2228 陣場下 025-765-2151

103 本山左官工業 津南町大字下船渡丁2533-6 陣場下 025-765-3529

104 (株)大阪屋商店 津南町大字下船渡丁2631 陣場下 025-765-2525

105 山建 津南町大字下船渡丁2821 陣場下 025-765-2477

106 (株)山田建設 津南町大字下船渡丁2874 陣場下 025-765-2235

107 涌井電機 津南町大字下船渡戊112-7 大割野 025-765-3354

108 (有)中島設備 津南町大字下船渡戊305-2 大割野 025-765-2412

109 (有)津南高圧工業 津南町大字下船渡戊325 大割野 025-765-2323

110 (有)藤ノ木電機 津南町大字下船渡戊339-6 大割野 025-765-2155

111 柿崎板金工業 津南町大字下船渡戊396-2 大割野 025-765-2508

112 (株)高橋木工所 津南町大字下船渡戊424-3 大割野 025-765-2137

113 (有)風巻木工所 津南町大字下船渡戊430-1 大割野 025-765-3242

114 (有)かねと商店 津南町大字下船渡戊522-2 大割野 025-765-2330

115 (株)大割野電工社 津南町大字下船渡戊522-2 大割野 025-765-2262

116 柳原建築 津南町大字下船渡戊681 大割野 025-765-3499

117 (株)桑原工務店 津南町大字下船渡戊682 大割野 025-765-3075

118 津端建築設計 津南町大字下船渡丁2675-8 大割野

119 桑原鉄機 津南町大字下船渡乙2934 貝坂 025-765-1586

120 (有)山田木工所 津南町大字下船渡庚569 朴ノ木坂 025-765-1540

121 山田工務店 津南町大字下船渡庚1451 越渡 025-765-1537

122 篠原板金 津南町大字外丸丙315 外丸 025-765-1037

123 福原電気 津南町大字外丸丙1648 外丸 025-765-3651

124 (有)イタバ 津南町大字三箇乙309 辰ノ口 025-763-2473

125 (有)津端木工 津南町大字三箇甲2404-1 鹿渡 025-763-2045

126 (有)上村住建 津南町大字上郷大井平1414-1 今井 025-766-2202

127 石沢日通プロパン販売所 津南町大字上郷子種新田398-4 子種 025-766-2055

128 中村左官 津南町大字上郷宮野原1017 宮野原 025-766-2309

129 (株)光成電気 津南町大字上郷宮野原5488-6 下加用 025-766-2688

130 上郷板金 津南町大字上郷寺石戊2103-2 羽倉 025-766-2970

131 桑原板金 津南町大字谷内乙237-1 城原 025-765-3837

132 樋口建築 津南町大字谷内乙549 城原 025-765-1705

133 金子企業 津南町大字谷内3297-2 相吉 025-765-1734

134 山崎建築 津南町大字谷内3454 相吉 025-765-1771

135 高橋建築 津南町大字赤沢2197 赤沢 025-765-1994

136 島田左官 津南町大字赤沢4149-2 赤沢 025-765-1892

137 (有)中澤板金 津南町大字中深見甲2771 中深見 025-765-3228

138 (株)富澤塗装店 津南町大字中深見乙828 船山 025-765-2458

139 富澤住設 津南町大字中深見乙860-2 船山 025-765-3238

140 ウッディハウス内山 津南町大字芦ヶ崎甲1169 芦ヶ崎 025-765-4857


