
所属単会名  伊南                 〒121-0063 

（株）アイモーション                東京都足立区東保木間 2-24-17 

代表取締役 今井 郁雄                   

                   ☎：03-5686-0686  FAX：03-5686-0687 

業種：電気・ガス・熱供給・水道業        Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4102 

赤穂建設（株）                 駒ヶ根市飯坂１－１２－３ 

代表取締役 中村 信太郎                   

                   ☎：0265-83-7181  FAX：0265-83-1170 

業種：建設業                     Mail：akaho.kk@sweet.ocn.ne.jp 

事業内容：総合建設業・不動産業・コインランドリー           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4431 

（株）アド・プランニング            伊那市西春近５８３９ー６ 

代表取締役 吉瀬 洋                   

                   ☎：0265-76-5141  FAX：0265-76-5148 

業種：総合広告代理業              Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4113 

（有）新井建築                 駒ヶ根市赤須町７－９ 

代表取締役 新井 康哲                   

                   ☎：0265-83-2640  FAX：0265-83-2682 

業種：建設業                     Mail：yarai@segagreen.ocn.ne.jp 

事業内容：建築業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4117 

新井電気工業（株）               駒ヶ根市赤穂 4729番地ノ 1 

代表取締役 新井 博                   

                   ☎：0265-82-5261  FAX：0265-82-5260 

業種：建設業                     Mail：h.arai@araidenki-ind.co.jp 

事業内容：電気工事業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4117 

（株）アーク                   駒ヶ根市赤穂３３３３－１ 

代表取締役 細江 友子                   

                   ☎：0265-98-7333  FAX：0265-96-0319 

業種：不動産業                   Mail： 

事業内容：宅地建物取引             自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊南              〒399-4301 

（有）イグチ美装               上伊那郡宮田村 6861-1 

代表取締役 井口 浩志                   

                 ☎：0265-98-0380  FAX：0265-98-0381 

業種：清掃業                  Mail：i-biso@onyx.ocn.ne.jp 

事業内容：                     自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-3802 

井沢自動車（株）              上伊那郡中川村片桐 4024-1 

代表取締役 井沢 寛                   

                 ☎：0265-88-2319  FAX：0265-88-2431 

業種：サービス業              Mail：isawajidosha@lilac.plala.or.jp 

事業内容：自動車整備全般          自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4102 

石田建設（株）               駒ヶ根市飯坂２丁目９－１４ 

代表取締役 石田 耕一                   

                 ☎：0265-83-4151  FAX：0265-82-6033 

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

事業内容：公共土木・建築及び一般住宅建築請負             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4431 

（株）五十鈴                伊那市西春近５３８６－１ 

代表取締役社長 田辺 淳                   

                 ☎：0265-78-4331  FAX：0265-78-5653 

業種：建設業                  Mail：info@kk-isuzu.co.jp 

事業内容：浄化槽維持管理・建材施工・防水・塗装工事        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4117 

伊南電工（有）               駒ヶ根市赤穂９１８６番地 

代表取締役社長 小澤 祥男                   

                 ☎：0265-82-3125  FAX：0265-83-5288 

業種：電気工事業              Mail：inaden1@inandenko.co.jp 

事業内容：電気・防災・通信設備設計施工   自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4116 

（有）井上板金               駒ヶ根市上穂北５－２９ 

代表取締役 井上 慎一                   

                 ☎：0265-83-2474  FAX：0265-83-0828 

業種：建設業                  Mail：inoues@poplar.ocn.ne.jp 

事業内容：建築板金             自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  伊南                〒399-4112 

社会保険労務士法人 ウィザード         駒ヶ根市中央 13-10 １F 

代表社員 千野 康幸                   

                   ☎：0265-96-0905  FAX：0265-96-0979 

業種：サービス業                 Mail：info@wizard-aid.com 

事業内容：社会保険労務士業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4511 

株式会社 エフォーテック            上伊那郡南箕輪村 6181-4 

代表取締役社長 今井 和貴                   

                   ☎：0265-71-5211  FAX：0265-71-5212 

業種：製造業                   Mail：imai@effortech.co.jp 

事業内容：固定抵抗器用素子の着膜、精密部品などの表面処理 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4511 

海華丸                         上伊那郡南箕輪村三本木原 8304-223 

 小松 希代子                   

                   ☎：0265-74-7744  FAX：0265-76-6644 

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  伊南                〒399-4301 

カイロエステ たんぽぽ＆ひよこ         上伊那郡宮田村２１００－６ 

 院長 唐木 かおり                   

                   ☎：090-4161-7192  FAX： 

業種：整体                   Mail：138-kaori@ezweb.ne.jp 

事業内容：整体業                  自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4111 

春日歯科医院                   駒ケ根市北町６ー５ 

院長 春日 貴                   

                   ☎：0265-83-2627  FAX：0265-83-4858 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：歯科医院                自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4301 

カトー（株）                   上伊那郡宮田村６４５８ 

代表取締役 加藤 英明                   

                    ☎：0265-85-4375  FAX：0265-85-4532 

業種：建設業                     Mail：info@kato-co.co.jp 

事業内容：宅地建物取引業            自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊南             〒396-0023 

カヤネイチャービジネス           伊那市山寺１３１－２ 

代表 鈴木 さかゑ                   

                 ☎：0265-74-8812  FAX：0265-95-2367 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：茅葺屋根材料卸業         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4431 

（有）北島屋                伊那市西春近２１２２番地 

代表取締役 北原 正志                   

                 ☎：0265-78-3631  FAX：0265-78-3606 

業種：建設業                Mail：kitashimaya@gmail.com 

事業内容：建築施工、製材、木材販売     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4101 

（株）北原商事               駒ヶ根市下平６３９ 

社長 北原 和明                   

業種：卸売・小売業             ☎：0265-82-2277  FAX：0265-82-2280 

事業内容：新建材・住宅機器の販売・内装工事  Mail： 

カーテンリース・クリーニング         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4321 

（同）きりの美ダイニング          駒ヶ根市東伊那５７８－４ 

代表社員 片桐 健                   

業種：飲食業                ☎：0265-82-3344  FAX： 

事業内容：飲食店               Mail：piantongjian@gmail.com 

         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4112 

（株）グリーニングハウス中原        駒ケ根市中央１１－８ 

代表取締役 中原 道江                   

                 ☎：0265-83-1141  FAX：0265-83-1145 

業種：飲食店，宿泊業            Mail： 

事業内容：ホテル・飲食業          自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4432 

（株）グレース               伊那市東春近車屋２０７ 

代表取締役社長 小林 富夫                   

                 ☎：0265-76-2080  FAX：0265-76-8849 

業種：卸売・小売業             Mail：grace@ina.nn-jp.or.jp 

事業内容：ＪＡ関連会社           自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊南             〒399-4431 

元の気クリニック              伊那市西春近２６８０－１ 

理事長・院長 野口 修                   

                 ☎：0265-74-2007  FAX：0265-74-2008 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：開業医               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-3702 

（株）ＫＯＵＳＥＩ               上伊那郡飯島町本郷 157 

代表取締役 森 光星                   

                   ☎：0265-96-0295  FAX：0265-96-0296 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：とび・土木              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4117 

駒ヶ根管工業（株）               駒ケ根市赤穂１４６９９番地５ 

代表取締役 田中 清志                   

                   ☎：0265-82-3500  FAX：0265-82-3501 

業種：建設業                     Mail：kiyoshi@komakan.co.jp 

事業内容：設備業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4321 

（同）サントップ                駒ヶ根市東伊那６０５－９ 

代表 伊東 正人                   

                   ☎：0265-95-4437  FAX：050-3583-3107 

業種：建設業                     Mail：suntop@cek.ne.jp 

事業内容：建設サービス業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4117 

（株）サンポー                 駒ケ根市赤穂１２９８－２ 

代表取締役 赤羽 郁夫                   

                   ☎：0265-83-1171  FAX：0265-83-1215 

業種：不動産業                   Mail：i.akahane@sanpoo.co.jp 

事業内容：不動産売買・仲介・エネルギー・建築・保険         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4102 

（株）塩澤製作所                駒ヶ根市飯坂１丁目３０－２１ 

代表取締役 塩澤 和彦                   

                   ☎：0265-82-2045  FAX：0265-82-2046 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊南                〒399-3303 

シブキヤ建設（株）               下伊那郡松川町元大島 2715-47 

代表取締役 片桐 俊人                   

                   ☎：0265-36-2222  FAX：0265-36-5614 

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

事業内容：土木工事、解体工事、廃棄物処分業   自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4431 

清水解体工業（株）リサイクルプラント    伊那市西春近 638-1 

代表取締役 清水 初雄                   

                 ☎：0265-98-8522  FAX：0265-98-8626 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：家屋解体工事業          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4117 

信州中建工業（有）             駒ヶ根市赤穂４８４１ 

代表取締役 小澤 勝巳                   

                 ☎：0265-82-2006  FAX：0265-83-0966 

業種：建設業                  Mail：s_nakaken@jade.plala.or.jp 

事業内容：鋼構造物工事業          自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4117 

すずらん（株）               駒ヶ根市赤穂７５９－４４６ 

代表取締役 大川 盛基                   

                 ☎：0265-81-7288  FAX：0265-81-7227 

業種：卸売・小売業             Mail：okawa@suzurn-h.co.jp 

事業内容：製造・卸売業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4102 

泰成（株）                 駒ケ根市飯坂２－８－３４ 

代表取締役 清水 雅弘                   

                 ☎：0265-83-1138  FAX：0265-83-9663 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：幹式遮音二重床製造販売      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4301 

（株）太陽堂                上伊那郡宮田村宮田村６４０８－２ 

代表取締役 伊藤 秀雄                   

                 ☎：0265-85-2628  FAX：0265-85-2604 

業種：卸売・小売業             Mail：ito@taiyodo.info 

事業内容：OA機器販売・修理         自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊南             〒399-3802 

（株）ディー・エム・ティー         上伊那郡中川村片桐５７１０－２ 

代表取締役 平澤 正幸                   

                 ☎：0265-88-4700  FAX：0265-88-4701 

業種：製造業                  Mail：technica@dmt-msa.co.jp 

事業内容：製造業               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4231 

トゥモローズウェイ（株）            駒ヶ根市中沢３７９７ 

代表取締役 下平 新                   

                   ☎：0265-95-4350  FAX：0265-83-1509 

業種：建設業                     Mail：tw20131002@bmail.com 

事業内容：電機工事業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4117 

東正歯科医院                   駒ケ根市赤穂小町屋１０７３７－１ 

医院長 池上 正資                   

                   ☎：0265-83-0888  FAX：0265-83-6948 

業種：医療，福祉                 Mail：thousei@opal.plala.or.jp 

事業内容：歯科医                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-3702 

（有）トマト                   上伊那郡飯島町飯島２１２７－１ 

代表取締役 宮下 幹康                   

                   ☎：0265-86-5575  FAX：0265-86-5578 

業種：小売業                     Mail： 

事業内容：小売業                  自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4117 

（有）中坪建築所                駒ケ根市赤穂１５０９番地３ 

代表取締役 中坪 康一                   

                   ☎：0265-83-2955  FAX：0265-83-3957 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：建築業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4105 

佐々木祥二県議会議員事務所              駒ヶ根市赤須東１－３５ 

県議会議員 佐々木 祥二                   

                   ☎：0265-81-4600  FAX：0265-81-4621 

業種：公務                       Mail：shoji306@gmail.com 

事業内容：長野県議会議員            自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊南             〒399-4301 

長野システム開発（株）           上伊那郡宮田村５６７２－２ 

代表取締役 細田 隼平                   

                 ☎：0265-85-3385  FAX：0265-85-3398 

業種：サービス業              Mail：info@naganosd.com 

事業内容：情報サービス業          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4601 

（有）長野地産               上伊那郡箕輪町大字中箕輪 8372-1 

代表取締役 竹松 實                   

                 ☎：0265-79-7254  FAX：0265-79-8440 

業種：不動産業                Mail：naganochisan@xb3.so-net.ne.jp 

事業内容：売買・仲介            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4116 

（株）長野デラップス            駒ヶ根市上穂北２８－１ 

代表取締役社長 増澤 良雄                   

                 ☎：0265-82-5264  FAX：0265-82-5792 

業種：製造業                  Mail：delaps@segareen.ocn.ne.jp 

事業内容：包装資材・包装機器商社      自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4431 

南信工営（株）伊那親工会               伊那市西春近２５４７ 

伊那親工会会長 内山 克美                   

                 ☎：0265-72-1212  FAX：0265-73-6834 

業種：建設業                  Mail：eco1-take@nanshinkohei.co.jp 

事業内容：建築資材・専門工事業       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-3702 

野村建設（株）               上伊那郡飯島町飯島１０７ 

代表取締役 野村 肇                   

                 ☎：0265-86-2010  FAX：0265-86-2047 

業種：建設業                  Mail：info@nomura-con.co.jp 

事業内容：総合建設             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4102 

（株）林塗装                   駒ヶ根市飯坂 1丁目 27 番 36号 

代表取締役 林 政宏                   

                   ☎：0265-83-2977  FAX：0265-83-3470 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：建築塗装                自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  伊南                〒399-4111 

（有）林モータース               駒ケ根市北町２５番１１号 

代表取締役 林 喜之                   

                   ☎：0265-82-3288  FAX：0265-82-3289 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売修理            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4301 

パブリックレコード（株）            上伊那郡宮田村６０３１－１ 

代表取締役 奥田 憲一                   

業種：サービス業                ☎：0265-85-2871  FAX：0265-85-4814 

事業内容：ＣＤ・DVD企画制作                    Mail：info@pbr.co.jp 

ﾏｽﾀｰ盤製造販売・ｱﾅﾛｸﾞﾚｺｰﾄﾞ用部品洗浄           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4117 

（株）ビジニナル・サービスセンター       駒ヶ根市赤穂 1019-2 

専務 小林 浩二                   

                   ☎：0265-82-3390  FAX：0265-83-1245 

業種：サービス業                 Mail：bm-sector@bijininal.net 

事業内容：ビルメンテナンス業・葬祭業      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4117 

（株）ホテルやまぶき              駒ヶ根市赤穂４９７－１４９７ 

代表取締役 宇佐美 誠                   

                   ☎：0265-83-3870  FAX：0265-83-1839 

業種：飲食店，宿泊業              Mail：yoyaku@hotel-yamabuki.com 

事業内容：旅館業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4117 

ほほえみ鍼灸治療院             駒ヶ根市赤穂 15666-3 

院長 塩澤 康一                   

                 ☎：0265-82-3345  FAX：0265-82-3345 

業種：鍼灸院                  Mail： 

事業内容：鍼灸院               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4101 

（株）ＭＡＳＡＴＯ             駒ヶ根市下平８００－１ 

代表取締役 長井 敏宗                   

                 ☎：0265-82-1040  FAX：0265-82-1041 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建設業               自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊南             〒399-4111 

松井自動車工業（株）            駒ケ根市北町２４－１３ 

代表取締役 松井 良介                   

                 ☎：0265-82-2341  FAX：0265-82-3805 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：自動車販売・修理         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4117 

（株）三河湾リゾートリンクス        駒ヶ根市赤穂 5番 1086 

総支配人 田代 実                   

                 ☎：0265-82-8511  FAX：0265-82-8522 

業種：飲食店，宿泊業            Mail： 

事業内容：ホテル業             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南             〒399-4117 

（株）宮澤印刷               駒ヶ根市赤穂４２９５ 

代表取締役 宮澤 宏彰                   

                 ☎：0265-82-2571  FAX：0265-82-3564 

業種：情報通信業              Mail：miya-pei@cek.ne.jp 

事業内容：印刷業・製本・フィルム・ホームページ         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-3802 

宮下建設工業（株）               上伊那郡中川村片桐４０３０ 

代表取締役 宮下 進吾                   

                   ☎：0265-88-3034  FAX：0265-88-3575 

業種：建設業                     Mail：info@miyashitakk.com 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                            

所属単会名  伊南                〒399-4301 

（有）宮田衛生社                上伊那郡宮田村 7079-4 

代表取締役 酒井 悟                   

                    ☎：0265-85-2067  FAX：0265-85-5767 

業種：一般廃棄物処理業             Mail：m-eise@oboe.ocn.ne.jp 

事業内容：仮設トイレ・レンタル業・浄化槽・保守点検・清掃業      自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4117 

（株）本久 駒ヶ根生コン工場          駒ヶ根市赤穂９７７９ 

代表取締役 加藤 章                   

                   ☎：0265-82-3300  FAX：0265-81-7222 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：生コンクリート製造・販売       自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊南                〒399-4116 

（株）ヤマサン宝飾               駒ヶ根市上穂北１４－１４ 

取締役会長 宮脇 三広                   

                   ☎：0265-81-1234  FAX：0265-81-1235 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：時計・宝石・メガネ小売業       自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  伊南                〒399-4117 

（株）ヨウホク                 駒ケ根市赤穂１１６７８－７９ 

代表取締役 北林 友和                   

                   ☎：0265-82-5238  FAX：0265-83-6346 

業種：製造業                     Mail：youhoku@valley.ne.jp 

事業内容：金属製品製造業            自社ＨＰ：有 

                                             

 


