
所属単会名  岡谷市              〒393-0077 

（株）朝倉工業                 諏訪郡下諏訪町矢木３１－２ 

代表取締役 朝倉 光一                   

                   ☎：0266-27-6470  FAX：0266-27-6263 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：精密塗装＆組み立て          自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒393-0047 

あざみ胃腸科クリニック             諏訪郡下諏訪町西赤砂４３４２ー６ 

院長 小笠原 仁                   

                   ☎：0266-28-0505  FAX：0266-28-0550 

業種：医療，福祉                 Mail：mail@azami-clinic.jp 

事業内容：内科、胃腸科、呼吸器科        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0023 

（医）アポロ歯科医院              岡谷市東銀座２－８－３３ 

院長 宮坂 伸                   

                   ☎：0266-23-8100  FAX：0266-22-9906 

業種：医療，福祉                 Mail：apollo-d@avis.ne.jp 

事業内容：歯科医師                自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒399-0711 

（有）イトウプリント              塩尻市大字片丘４８７８－６ 

代表取締役 伊藤 憲吾                   

                   ☎：0263-53-0851  FAX：0263-52-9584 

業種：情報通信業                 Mail： 

事業内容：プリント基板印刷           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒391-0011 

今井歯科医院                   茅野市玉川５０２４－１ 

院長 今井 俊彦                   

                   ☎：0266-82-3066  FAX：0266-82-3096 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0001 

（株）今井商工               岡谷市今井 10016-546 

代表取締役 星野 広昭                エコ・ファクトリーパーク湯殿山-2 

                 ☎：0266-24-0080  FAX：0266-24-0025 

業種：製造業                  Mail：info@imaishoko.co.jp 

事業内容：金属材料の加工及び販売      自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  岡谷市            〒393-0021 

（株）エスク                諏訪郡下諏訪町武居５８８９ 

代表取締役 林 正和                   

                 ☎：0266-27-3418  FAX：0266-27-3417 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：精密機械、機器製造業       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0025 

（株）エプテック              岡谷市大栄町１－１６－２６ 

代表取締役 藤森 一俊                   

                 ☎：0266-23-4848  FAX：0266-24-0741 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0082 

（有）ＭＥＣ                岡谷市長地御所１丁目８番３６－１号 

代表取締役 藤原 均                   

                 ☎：0266-26-7878  FAX：0266-26-7873 

業種：製造業                  Mail：president@m-e-c-pro.com 

事業内容：機械修理改造・設計製作      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0028 

（株）岡谷市民新聞社             岡谷市本町３－８－３０ 

代表取締役 薩摩 建                   

                ☎：0266-23-4441  FAX：0266-21-151 

業種：新聞業                 Mail:satsuma@shimin.co.jp 

事業内容：地域情報特化の日刊新聞発行        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0034 

(株)小野製作所               岡谷市湖畔１－１４－２２ 

代表取締役 小野 繁男                   

                 ☎：0266-23-4026  FAX：0266-23-8551 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：機械器具製造           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0000 

介護老人福祉施設 さわらび           岡谷市西山１７２３ー１０１ 

施設長 早出 徳一                   

                    ☎：0266-21-1180  FAX：0266-21-1182 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  岡谷市              〒394-0055 

カザマエンジニアリング（株）          岡谷市１５７１－１ 

代表取締役 風間 賢男                      塩嶺林間工業団地 

                    ☎：0266-23-1610  FAX：0266-24-5057 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：自動化・省力化機器設計製作      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市               〒394-0046 

（有）カネカプレーティング           岡谷市川岸西２ー１ー１５ 

代表取締役 西山 衛                   

                   ☎：0266-21-2708  FAX：0266-21-2711 

業種：製造業                     Mail：nishiyama@kaneke-pt.co.jp 

事業内容：メッキ、アルマイト業         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0084 

上條税務会計事務所               岡谷市長地片間町２ー１ー３５ 

所長 上條 重信                   

                   ☎：0266-28-8120  FAX：0266-28-8124 

業種：                           Mail： 

事業内容：税理士業務、社労士業務、行政書士業務           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市               〒394-0045 

（有）観光荘                   岡谷市川岸東５－１８－１４ 

代表取締役社長 宮澤 由己                   

                   ☎：0266-22-2041  FAX：0266-22-2066 

業種：飲食店，宿泊業               Mail： 

事業内容：飲食業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒391-0013 

（株）キャドソン                茅野市宮川５９２３ 

代表取締役 五十嵐 幹夫                   

                   ☎：0266-82-7310  FAX：0266-82-7311 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：製造業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0048 

医療法人 紘祐会 大滝歯科医院       岡谷市川岸上３－２－２ 

理事長 大滝 祐吉                   

                 ☎：0266-22-5678  FAX：0266-22-5703 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  岡谷市            〒394-0031 

興和工業（株）               岡谷市田中町１－５－５ 

代表取締役 宮坂 好文                   

                 ☎：0266-23-2630  FAX：0266-23-1048 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：総合建設業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市             〒394-0081 

（株）小林インテリア            岡谷市長地権現町１－１－５０ 

代表取締役 小林 大介                   

                 ☎：0266-28-5840  FAX：0266-27-1333 

業種：建設業                  Mail：info@kobayashi-interior.co.jp 

事業内容：内装工事業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0000 

（株）コーケン               岡谷市２３９８－１ 

代表取締役 山﨑 廣和                   

                 ☎：0266-22-7565  FAX：0266-22-7566 

業種：機械器具設置工事業          Mail： 

事業内容：各種昇降機販売、施工、保守    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0028 

（株）サイト                岡谷市本町４－１３－１６ 

代表取締役 浜 一平                   

                 ☎：0266-24-1070  FAX：0266-21-1251 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建築設計・建設          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0034 

（株）サスナカ               岡谷市湖畔１ー１１ー１５ 

社長 赤羽 博巳                   

                 ☎：0266-22-7161  FAX：0266-22-7109 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：電機、自転車、オートバイ卸売業  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0027 

（旬魚と和食 太助）杉浦歌吉商店        岡谷市中央町１－６－１１ 

代表取締役 杉浦 健夫                            杉浦ビル１Ｆ 

                    ☎：0266-22-2951  FAX：0266-22-2951 

業種：飲食店，宿泊業              Mail：info@umai-tasuke.com 

事業内容：飲食業                  自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  岡谷市              〒394-0003 

信越ハーネス（株）               岡谷市加茂町１－７－１７ 

代表取締役 望月 威彦                   

                   ☎：0266-23-1882  FAX：0266-23-4041 

業種：製造業                     Mail：t.mochizuki@shinetsu-h.co.jp 

事業内容：製造業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0021 

（株）シンニチ設備               岡谷市郷田２－２－１２ 

 原 功                   

                   ☎：0266-22-1365  FAX：0266-24-0698 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：給排水・衛生・空調・設計施工     自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0081 

ライフプラザ マリオ               岡谷市長地権現町３－２－４５ 

代表取締役 熊澤 祥吉                   

                   ☎：0266-28-8740  FAX：0266-28-8684 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：イベントホール            自社ＨＰ：有 

                                              

所属単会名  岡谷市              〒394-0083 

杉村設備（株）                 岡谷市長地柴宮３－８－４ 

代表取締役 杉村 邦彦                   

                   ☎：0266-27-8632  FAX：0266-28-8759 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：空調・衛生・給排水設備        自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0034 

スマイル歯科医院                岡谷市湖畔３－２－９ 

院長 林 三雄                   

                   ☎：0266-24-0315  FAX：0266-24-0315 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：歯科医療                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0048 

（株）スワコー               岡谷市川岸上３ー３ー１７ 

代表取締役 池上 久雄                   

                 ☎：0266-23-9161  FAX：0266-22-6197 

業種：                        Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  岡谷市            〒394-0021 

諏訪信用金庫                岡谷市郷田２－１－８ 

理事長 今井 誠                   

                 ☎：0266-23-4567  FAX：0266-24-4055 

業種：金融・保険業             Mail： 

事業内容：金融業               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0028 

諏訪事務機販売（株）            岡谷市本町３－８－４５ 

代表取締役 林 五介                   

                 ☎：0266-23-3360  FAX：0266-23-3362 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：事務用機械販売・修理       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0003 

（株）スワスイミングセンター        岡谷市加茂町４－１－３５ 

代表取締役 武井 貞文                   

                 ☎：0266-22-7723  FAX：0266-23-9413 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：スポーツクラブ運営        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0028 

（株）全日本旅行              岡谷市本町４－１１－３６ 

代表取締役 林 正勝                   

                 ☎：0266-22-1322  FAX：0266-23-1814 

業種：サービス業              Mail：m-haya4@janis.or.jp 

事業内容：旅行業、旅行代理店業       自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0086 

宝ユニフォーム（株）            岡谷市長地源１－２－６ 

代表取締役 林 伸                   

                 ☎：0266-28-0450  FAX：0266-28-0451 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：作業服・制服販売         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0048 

（株）タケムラ製作所              岡谷市川岸上３－４－８ 

代表取締役 竹村 幸治                   

                   ☎：0266-22-3184  FAX：0266-22-2995 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：精密板金                自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  岡谷市              〒394-0086 

（有）玉木商店                 岡谷市長地源２－５－３８ 

代表取締役社長 小松 市男                   

                   ☎：0266-24-0070  FAX：0266-24-4760 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：石油製品小売業            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0004 

（株）ダイワ工業                岡谷市神明町４－１－２５ 

代表取締役社長 吉村 栄二                   

                   ☎：0266-22-5758  FAX：0266-23-7324 

業種：                           Mail：sales@daiwa-kg.co.jp 

事業内容：プリント配線板、製造、開発、販売   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0002 

大和興業（株）長野支店             岡谷市赤羽３丁目１１番３５号 

取締役長野支店長 佐々木 仁                   

                   ☎：0266-23-0700  FAX：0266-23-0707 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：鋼材卸売業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0011 

（有）ダスキン岡谷               岡谷市長地 6156-1 

代表取締役 小口 陽一                   

                   ☎：0266-23-3946  FAX：0266-23-3954 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：清掃用具レンタル、販売、清掃業務   自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0046 

（株） 中部テクノ               岡谷市川岸西１ー１ー５ 

代表取締役 横内 寛                   

                   ☎：0266-23-9001  FAX：0266-23-9020 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：精密プレス加工及び金型製造、車載用インサート成形加工     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0028 

（株）豊島屋                 岡谷市本町３－９－１ 

取締役社長 林 新一郎                   

                 ☎：0266-23-3515  FAX：0266-24-0105 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：清酒醸造販売、石油類ＬＰガスの販売          自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  岡谷市            〒393-0063 

中根矯正歯科医院              諏訪郡下諏訪町花咲町２７８－１ 

院長 中根 治                   

                 ☎：0266-28-3134  FAX：0266-28-0877 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：                      自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0004 

長野県労務協会               岡谷市神明町３－１６－２８ 

所長 羽吹 秀臣                   

                 ☎：0266-22-1230  FAX：0266-22-4548 

業種：公務                    Mail：habuki-sr@silk.ocn.ne.jp 

事業内容：事務代行業、社会保険労務士    自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0045 

（有）成山商店               岡谷市川岸東５－２－１９ 

代表取締役 成山 秀幸                   

                 ☎：0266-22-2867  FAX：0266-23-3905 

業種：                        Mail：nariyama@ninus.ocn.ne.jp 

事業内容：再生資源回収・一般産業廃棄物処理業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒391-0213 

（有）ヌーベル梅林堂            茅野市豊平１９３６－１ 

代表取締役 中村 文明                   

                 ☎：0266-82-2248  FAX：0266-82-2247 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：菓子製造小売           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0028 

（有）浜新聞店               岡谷市本町４－６－８ 

代表取締役 浜 武之                   

                 ☎：0266-22-2393  FAX：0266-24-0187 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：新聞販売             自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市               〒394-0041 

（有）古川製作所                岡谷市山手町３－８－５ 

代表取締役 古川 明                   

                   ☎：0266-22-5606  FAX：0266-24-5206 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：精密部品機械切削加工業        自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  岡谷市              〒394-0081 

マルゴ工業（株）                岡谷市長地権現町４－１０－６ 

代表取締役 山岡 俊幸                   

                   ☎：0266-28-1211  FAX：0266-28-1295 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：製造業                  自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0005 

（有）丸中浜モータース             岡谷市山下町１ー１４ー２７ 

代表取締役社長 浜 毅                   

                   ☎：0266-23-3834  FAX： 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売整備            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0027 

マルモ印刷（株）                岡谷市中央町１－７－１３ 

代表取締役 林 一郎                   

                   ☎：0266-21-1100  FAX：0266-23-0799 

業種：情報通信業                 Mail：marumop@po4.lcv.ne.jp 

事業内容：印刷業                  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒393-0047 

溝口歯科診療所               諏訪郡下諏訪町西赤砂４３４２－１２ 

院長 溝口 英治                   

                 ☎：0266-27-3838  FAX：0266-28-6228 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0027 

（株）みどりや               岡谷市中央町２－４－６ 

代表取締役 杉田 健一                   

                 ☎：0266-23-8187  FAX：0266-23-3356 

業種：小売業                  Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒391-0107 

（株）峰鋼                  諏訪郡原村室内１１８０４－１ 

代表取締役 伊藤 誠                   

                 ☎：0266-79-6051  FAX：0266-79-6052 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：特殊鋼の販売           自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  岡谷市            〒394-0051 

（株）宮坂ダイカスト            岡谷市字西山１７２３番地１８ 

代表取締役 宮坂 彰                   

                 ☎：0266-23-2306  FAX：0266-23-1899 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：ダイカスト部品の製造       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0042 

山岸建設（株）               岡谷市成田町２－６－１５ 

代表取締役 山岸 邦太郎                   

                 ☎：0266-23-3100  FAX：0266-23-2108 

業種：建設業                  Mail：info@yamagisikensetu.co.jp 

事業内容：総合建設業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市            〒394-0027 

（有）山城屋肉店              岡谷市中央町１ー６ー１８ 

社長 山崎 典夫                   

                 ☎：0266-22-2960  FAX：0266-22-2901 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：飲食                 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0024 

（有）山十武井商店               岡谷市堀ノ内 2-8-12 

代表取締役 武井 清和                   

                   ☎：0266-22-2879  FAX：0266-24-1678 

業種：小売業                     Mail： 

事業内容：セブンイレブン岡谷西堀店、岡谷郷田２丁目店     自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  岡谷市              〒394-0027 

（有）龍宝                     岡谷市中央町１ー４ー１４ 

代表取締役 赤羽 孝徳                   

                   ☎：0266-23-3822  FAX：0266-23-3822 

業種：飲食店                     Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：無 

                                             

 


