
所属単会名  松本市              〒399-8205 

（株）愛 ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ        安曇野市豊科４３１２-６ 

代表取締役 宮坂 真由美                   

                   ☎：0263-87-0907  FAX：0263-87-1770 

業種：サービス業                 Mail：info@nagomi-b.com 

事業内容：エステ                  自社ＨＰ：                                             

                                             

所属単会名  松本市              〒390-1242 

（有）赤羽クリーニング             松本市大字和田８６８－１ 

代表 赤羽 明                   

                   ☎：0263-47-3774  FAX：0263-47-3078 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：クリーニング業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒399-0005 

アサカワ印刷（株）               松本市野溝木工１－６－３４ 

代表取締役社長 浅川 貴央                   

                   ☎：0263-25-5600  FAX：0263-25-3890 

業種：情報通信業                 Mail：asakawa-p@po.mcci.or.jp 

事業内容：印刷                    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒399-0001 

社会保険労務法人 松本労務協会         松本市宮田２１－２９ 

代表社会保険労務士 有田 一男                   

                   ☎：0263-28-1111  FAX：0263-28-0061 

業種：サービス業                 Mail：otoiawase@ijinjibu.co.jp 

事業内容：社会保険労務士業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市            〒399-0007 

（有）アルプスクリーニング         松本市石芝３－２－９ 

代表取締役 宮澤 福寿                   

                 ☎：0263-25-8143  FAX：0263-26-8775 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：クリーニング一般         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市            〒399-0033 

（株）アート・プランニング         松本市笹賀５６５２－１１９ 

代表取締役 前田 福広                   

                 ☎：0263-27-4764  FAX：0263-27-4765 

業種：サービス業               Mail： 

事業内容：広告看板の設計施工・展示会会場装飾          自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  松本市             〒390-0833 

（株）インプレス               松本市双葉１３ー６ 

代表取締役 松沢 章                   

                  ☎：0263-28-1212  FAX：0263-28-2844 

業種：サービス業               Mail： 

事業内容：求人誌の発行            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市             〒390-0814 

（株）ウィルトス              松本市本庄１－１－１３ 

代表取締役 佐倉 正晃                   

                  ☎：0263-36-2118  FAX：0263-36-2118 

業種：サービス業              Mail：sakura@willtos.co.jp 

事業内容：ビルメンテナンス及び環境プラント運転管理       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市            〒390-0872 

上原米男税理士事務所            松本市北深志 1-9-22 

税理士 上原 米男                   

                  ☎：0263-87-2598  FAX：0263-87-2659 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：税理士                自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本市              〒399-0007 

（株）甲斐実業                 松本市石芝４丁目－２－２ 

代表取締役 山本 博子                   

                   ☎：0263-26-8233  FAX：0263-26-3379 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：建築・ビルメンテナンス業       自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本市              〒399-0033 

上高地自動車（株）               松本市笹賀７９１８ 

代表取締役 前田 祐一                   

                   ☎：0263-25-5661  FAX：0263-25-5699 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車部品販売            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-1242 

環境未来（株）                 松本市和田４０１０番地５ 

代表取締役 佐倉 正晃                   

                   ☎：0263-88-3911  FAX：0263-88-3366 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：環境の調査・測定・検査及び食品や衛生検査等        自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  松本市              〒464-0084 

神田印刷工業（株）               名古屋市千種区松軒１－１－５ 

代表取締役社長 田中 賢二                   

                   ☎：052-722-0611  FAX：052-722-7007 

業種：情報通信業                 Mail：ken-tanaka@kanda-p.co.jp 

事業内容：印刷業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市             〒390-0828 

（株）コトブキパック             松本市庄内２－７－１０ 

代表取締役 下澤 寿之                   

                   ☎：0263-25-3207  FAX：0263-25-1495 

業種：製造業                  Mail：k-001@lily.ocn.ne.jp 

事業内容：紙器及び段ボール加工、製袋加工   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市             〒390-0836 

（株）小林創建                松本市高宮北５－８ 

代表取締役会長 小林 政幸                   

                  ☎：0263-26-6260  FAX：0263-26-6682 

業種：建設業                  Mail：masayuki@ksoken.com 

事業内容：住宅建設業             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市             〒399-0033 

（株）サンライト               松本市笹賀５９１３－６ 

代表取締役 降籏 恵二良                   

                  ☎：0263-25-6335  FAX：0263-25-3564 

業種：建設業                  Mail：sunlight_huruhata@mbf.nifty.com 

事業内容：電気設備工事            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-0842 

総合治療院 真氣              松本市征矢野 

代表院長 臼井 智治                   

                   ☎：0263-87-7144  FAX：0263-87-7244 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：鍼灸マッサージ            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-0814 

社会医療法人財団 慈泉会            松本市本庄２－５－１ 

理事長 相澤 孝夫                           法人事務局 

                   ☎：0263-33-8600  FAX：0263-32-6763 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：一般病院（救急主体）         自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  松本市              〒390-0835 

（有）ジーアイ                 松本市高宮東 1-33-504 

代表取締役 金 日秀                   

                   ☎：0263-28-4328  FAX：0263-28-4328 

業種：サービス業                 Mail：cochuaｌ.264.358@gmail.com 

事業内容：経営コンサルタント          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市               〒390-0815 

（株）セイシン・ウェブ            松本市深志２－８－１３ 

代表取締役社長 北原 修                   

業種：情報通信業                 ☎：0263-32-2301  FAX：0263-36-4691 

事業内容：ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作                   Mail：mail@seisin.cc 

             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市               〒390-0815 

（株）成進社印刷                 松本市深志２－８－１３ 

代表取締役社長 北原 修                   

業種：情報通信業                 ☎：0263-32-2301  FAX：0263-36-4691 

事業内容：印刷全般・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作・             Mail：mail@seisin.cc 

ｱﾝｹｰﾄ集計解析業務・学会大会運営業務            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市             〒399-0033 

征矢野建材（株）               松本市大字笹賀７１１６－１ 

代表取締役 櫻井 秀弥                   

                  ☎：0263-86-0250  FAX：0263-86-4461 

業種：木材、建材、販売・製造         Mail：info-wabi@soyano.com 

事業内容：住宅関連資材製造・販売       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市             〒390-0828 

（株）太陽商事                松本市庄内２－５－２０ 

代表取締役社長 降簱 勝一                   

                  ☎：0263-29-3888  FAX：0263-29-3777 

業種：サービス業               Mail： 

事業内容：レンタルモップ、ビル清掃、清掃用品販売、おしぼり    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市             〒390-1401 

竹内商店                   松本市波田８１８０－９ 

代表 竹内 勉                   

                  ☎：0263-92-2721  FAX：0263-92-2721 

業種：食品卸売業               Mail：t.takeuchi1105@gmail.com 

事業内容：食品卸売業、自転車修理             自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  松本市             〒390-0873 

竹内法律事務所                松本市丸の内８－３ 

所長弁護士 竹内 永浩                   

                  ☎：0263-32-9100  FAX：0263-32-9102 

業種：サービス業               Mail： 

事業内容：弁護士業務             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市             〒399-0736 

（有）ダスキン塩尻              塩尻市大門１番町１０－１３ 

代表取締役 浜 行雄                   

                  ☎：0263-52-0278  FAX：0263-52-7524 

業種：サービス業               Mail： 

事業内容：清掃具等レンタル及びハウスクリーニング業        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-0851 

中部クレーン（株）               松本市島内６２０ 

代表取締役 高山 徹也                   

                   ☎：0263-47-3800  FAX：0263-47-4600 

業種：建設業                     Mail：chubucrane@jeans.ocn.ne.jp 

事業内容：揚重業                  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-0221 

（株）テレビ松本ケーブルビジョン        松本市里山辺 3044-1 

代表取締役社長 佐藤 浩市                   

                   ☎：0263-35-1008  FAX：0263-36-4001 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：有線テレビ業             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-0814 

東洋観光事業（株）               松本市本庄 1-2-1 

常務取締役 重山 敬太郎                   

                   ☎：0263-37-0111  FAX：0263-37-0666 

業種：飲食店，宿泊業              Mail：shigeyama.keitaro@alpico.jp 

事業内容：ホテル、旅館、不動産、レジャー、ゴルフ場等         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-0851 

（株）トータルタタミサービス          松本市島内４１１９番地 

代表取締役社長 深澤 利幸                   

                   ☎：0263-40-3232  FAX：0263-40-3233 

業種：製造業                     Mail：tt193418@valley.ne.jp 

事業内容：畳製造販売              自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  松本市              〒390-0811 

中日本司法書士事務所              松本市中央 3-6-17 

代表司法書士 横井 和雄                      源智ビル２Ｆ 

                   ☎：0263-50-9912  FAX：0263-50-9913 

業種：サービス業                 Mail：yokoi@cjj.jp 

事業内容：司法書士業務             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-0807 

（株）ナベリン・ティー・ブイ          松本市城東１－３－７ 

代表取締役 島 高之                   

                   ☎：0263-32-1013  FAX：0263-32-0867 

業種：サービス業                 Mail：naberin.t.v@sd5.so-net.ne.jp 

事業内容：写真撮影・ビデオ撮影         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本市            〒390-0221 

（株）ニイタカ               松本市大字里山辺３４３４－２ 

代表取締役 高橋 貢                   

                 ☎：0263-34-2943  FAX：0263-34-2949 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：給排水設備工事業         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本市            〒390-0847 

（株）ハタコシ興業              松本市笹部 3-12-30 

代表取締役 波多腰 俊                   

                 ☎：0263-28-6260  FAX：0263-28-0324 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：総合建設業            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本市             〒399-0701 

（株）ピックルスコーポレーション長野    塩尻市広丘吉田１７１０ 

代表取締役 髙木 秀典                   

                  ☎：0263-86-3933  FAX：0263-86-3485 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：漬物製造              自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-0815 

深志神社 梅風閣                松本市深志 3-7-43 

理事長 遠藤 久芳                   

                   ☎：0263-32-6310  FAX：0263-32-7350 

業種：サービス業                 Mail：guest@baifukaku.jp 

事業内容：結婚式場 会館運営           自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  松本市              〒399-0014 

フジゲン（株）                 松本市平田東３－３－１ 

代表取締役 上條 啓水                   

                   ☎：0263-58-2448  FAX：0263-86-5694 

業種：製造業                     Mail：soumu@fujiren.co.jp 

事業内容：ギター・車用内装パネル製造      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-0874 

株式会社 藤林屋                松本市大手 4-6-10 

常務取締役 佐渡友 淳                   

                   ☎：0263-32-0359  FAX：0263-33-6649 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：味噌・漬物・製造販売業        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒399-0031 

ブリヂストンタイヤ長野販売（株）        松本市芳川小屋七ノ六 

代表取締役社長 濵 眞                   

                   ☎：0263-88-3355  FAX：0263-88-3759 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：２業用品・自動車用品・スポーツ用品販売卸          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒399-0033 

（株）プラルト                 松本市大字笹賀５９８５ 

代表取締役 犬飼 金男                   

                   ☎：0263-28-8000  FAX：0263-29-0292 

業種：情報通信業                 Mail： 

事業内容：印刷、出版              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒399-0033 

（株）ベスト・カラー              松本市笹賀８０４３－２ 

代表取締役 吉岡 直美                   

                   ☎：0263-28-0960  FAX：0263-27-7735 

業種：サービス業                 Mail：mail@best-color.com 

事業内容：テーブルコーディネイト・カラーコーディネイト       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒399-0033 

便利屋 ＵＮＥＥＤ               松本市新村２５０８－３ 

 金井 弘樹                   

                   ☎：050-5437-9450  FAX： 

業種：サービス業                 Mail：benriya.uneed@gmail.com 

事業内容：便利屋                自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  松本市             〒390-0313 

（株）ホワイトウイング           松本市岡田下岡田１３－２２ 

代表取締役 倉田 洋一                   

                 ☎：0263-50-6051  FAX：0263-46-6505 

業種：サービス業               Mail：whitewing@rio.odn.ne.jp 

事業内容：ビルメンテナンス         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本市            〒390-0851 

松本事業（株）               松本市大字島内８０３９ 

代表取締役 伊藤 敏史                   

                 ☎：0263-32-4060  FAX：0263-33-4665 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：燃料販売             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市            〒399-0033 

（株）丸昇                  松本市笹賀７６００－４１ 

常務取締役 渡辺 慎也                   

                 ☎：0263-57-5911  FAX：0263-57-6577 

業種：卸売                    Mail： 

事業内容：野菜、卸業             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本市             〒390-0813 

（株）森田                  松本市埋橋２－４－３ 

代表取締役 森田 章敬                   

業種：卸売・小売業             ☎：0263-32-5449  FAX：0263-32-8441 

事業内容：石油類、ＬＰガス、                Mail： 

損害保険販売、車検、鈑金、車両販売、リース  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-1131 

ヤマキ総業（株）                松本市今井松本道 6971 

代表取締役 岡田 薫                   

                   ☎：0263-57-0111  FAX：0263-57-4479 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：住宅用足場レンタル業         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-0811 

（有）米田屋                   松本市中央２－３－２４ 

 太田 咲子                   

                   ☎：0263-32-0291  FAX：0263-32-6142 

業種：卸売・小売業               Mail：info@yonetaya.com 

事業内容：酒類・たばこ小売業          自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  松本市              〒399-0701 

（株）ライフデザイン              塩尻市広丘吉田 983-1 

代表取締役 滝沢 貴史                   

                   ☎：0263-50-6095  FAX：0263-50-6096 

業種：サービス業                 Mail：cld-nils@outlook.jp 

事業内容：自動車販売・各種整備         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒390-0841 

（株）林友                     松本市渚 4-1-1 

代表取締役 赤羽 博樹                   

                   ☎：0263-29-1232  FAX：0263-29-1291 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：木材建材販売、住宅産業        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒399-0014 

（株）ワークスゼロ               松本市平田東 1丁目 3-1 

代表取締役 山崎 正之                  ＭＡＲＵ9 ＢＡＳＥ 2階 

                   ☎：0263-88-2460  FAX：0263-88-2461 

業種：建設業                     Mail：works@po16.lcv.ne.jp 

事業内容：店舗設計施工             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本市              〒399-0703 

（株）ワールド                 塩尻市大字広丘高出８６ 

代表取締役 中谷 肇                   

                   ☎：0263-52-5531  FAX：0263-52-5519 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売及び修理          自社ＨＰ：有 

                                             


