
所属単会名  飯田市               〒395-1101 

（株）アジマ自動車学校             下伊那郡喬木村阿島１３５３ 

代表取締役 矢澤 文建                   

                   ☎：0265-33-2550  FAX：0265-33-2553 

業種：                           Mail： 

事業内容：各種学校                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0042 

新井電気工事（株）               飯田市松尾町３ー１５ 

代表取締役社長 酒井 正司                   

                   ☎：0265-22-3215  FAX：0265-24-1054 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒399-2102 

（株）飯田カントリー倶楽部           下伊那郡下條村陽皐１０８１ 

代表取締役 塩沢 謹司                   

                   ☎：0260-27-2345  FAX：0260-27-2001 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：ゴルフ場経営             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0003 

（株）飯田ボイラー               飯田市上郷別府 3357-10 

代表取締役 熊谷 欣治                   

                   ☎：0265-23-0211  FAX：0265-23-3397 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：管工事業                自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-1100 

（株）いとう 名匠 藤山            下伊那郡喬木村２９１－１ 

代表取締役 伊藤 茂雄                   

                   ☎：0265-23-1000  FAX：0265-53-8000 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：料理仕出し              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0004 

今泉明洋税理士事務所            飯田市上郷黒田５０８－１２ 

税理士所長 今泉 明洋                   

                 ☎：0265-22-0973  FAX：0265-24-0973 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：税務会計             自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  飯田市            〒395-0004 

(株)Ａｉｄでんき              飯田市上郷黒田１９３６－８ 

代表取締役 三浦 史光                   

                 ☎：0265-23-8075  FAX：0265-53-1493 

業種：卸売・小売業             Mail：info@denki119.com 

事業内容：家電販売・修理          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒399-3502 

大鹿砕石（株）               下伊那郡大鹿村大河原５４６５ 

専務取締役 大林 剛                   

                 ☎：0265-35-1331  FAX：0265-35-1351 

業種：鉱業                    Mail： 

事業内容：採石業（生産加工販売）      自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0001 

小木曽建設（株）              飯田市座光寺６６６３－５ 

代表取締役 小木曽 啓人                   

                 ☎：0265-22-8022  FAX：0265-22-8066 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：土木工事・舗装工事        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0034 

(株)おさひめコーポレーション        飯田市追手町１－４４ 

代表取締役 小林 美佐                   

                 ☎：0265-22-2940  FAX：0265-22-2962 

業種：                        Mail：osahime@lily.ocn.ne.jp 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0002 

嘉山建工（有）               飯田市上郷飯沼２３１９ 

代表取締役 嘉山 勝基                   

                 ☎：  FAX： 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建設業               自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  飯田市              〒399-3202 

共栄ダンボール（株）              下伊那郡豊丘村神稲９２３９ 

代表取締役 田治見 明信                   

                   ☎：0265-35-6288  FAX：0265-35-6405 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：段ボール製造販売           自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  飯田市              〒399-3101 

（株）協和精工 山吹工場            下伊那郡高森町山吹 1646-5 

代表取締役 堀 政則                   

                   ☎：0265-35-8288  FAX：0265-35-8339 

業種：                           Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0032 

神稲建設（株）                 飯田市主税町１８ 

代表取締役 福澤 栄夫                   

                   ☎：0265-59-7011  FAX：0265-59-7044 

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

事業内容：建設業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0811 

ゲンキプランニング（株）            飯田市松尾上溝 2700-1 

代表取締役 松倉 俊彦                      MATOIビル１F 

                   ☎：0265-53-5862  FAX：0265-53-5862 

業種：サービス業                 Mail：matsu.jyo-4035@nifty.com 

事業内容：パソコン修理・サポート        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-1100 

小池手造り農産加工所（有）           下伊那郡喬木村１３６４０ 

代表取締役 小池 知三                   

                   ☎：0265-33-3323  FAX：0265-33-4552 

業種：製造業                     Mail：tomomi.koike@koike-kakuo.co.jp 

事業内容：農産物の加工及び販売         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒399-3303 

（株）コシブ精密長野工場            下伊那郡松川町元大島２９０３-３３ 

代表取締役 荻原 正義                   

                   ☎：0265-36-3400  FAX：0265-36-5237 

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

事業内容：電子部品製造             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0067 

小平電気管理事務所             飯田市羽場権現９８３－６ 

代表 小平 英志                   

                 ☎：0265-53-3512  FAX：020-4623-9038 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：電気設備の保安管理        自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  飯田市            〒395-0001 

このんこぴあ                飯田市座光寺４５９８ 

マネージャー 松本 文浩                   

                 ☎：0265-53-3909  FAX：0265-53-3908 

業種：飲食店，宿泊業            Mail：info@cononcopia.com 

事業内容：ファミリーレストラン       自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0003 

コンテックナガイ（株）           飯田市上郷別府３３４４－３ 

代表取締役社長 中山 雄介                   

                 ☎：0265-24-3360  FAX：0265-52-2306 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建材、内外装、金物工事      自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  飯田市            〒399-3101 

（有）サイジョウ              下伊那郡高森町山吹５９０１ 

代表取締役 西條 和男                   

                 ☎：0265-35-8038  FAX：0265-35-8276 

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  飯田市            〒395-0044 

（株）三六組                飯田市本町４－７－２ 

代表 長坂 亘治                   

                 ☎：0265-22-4588  FAX：0265-52-0837 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：総合建設業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0045 

（有）澤村屋呉服店             飯田市知久町１－２２ 

代表取締役 市瀬 宏道                   

                 ☎：0265-24-5100  FAX：0265-24-5298 

業種：小売業                  Mail： 

事業内容：呉服業               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0032 

三晃印刷（株）                 飯田市主税町 23 

代表取締役 木下 親亮                   

                   ☎：0265-52-2233  FAX：0265-53-1500 

業種：情報通信業                 Mail： 

事業内容：印刷                    自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  飯田市              〒395-0076 

（株）シノダ                   飯田市白山町２－６９４５－１ 

代表取締役社長 篠田 和秀                   

                   ☎：0265-22-2880  FAX：0265-24-2881 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：土木・建築材料の販売・土木建築工事請負           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0071 

（株）シノダ設備                飯田市今宮町２－３４ 

代表取締役 篠田 忠尚                   

                   ☎：0265-23-5752  FAX：0265-52-5752 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：空調・衛生設備工事設計施工、メンテナンス          自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0003 

下伊那自動車（株）               飯田市上郷別府３３５５－１ 

代表取締役 熊谷 真希                   

                   ☎：0265-22-2810  FAX：0265-52-3969 

業種：運輸業                     Mail： 

事業内容：運送                    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒399-3304 

信州まつかわ温泉 清流苑            下伊那郡松川町大島２７８４－１ 

総支配人 北沢 秀公                   

                   ☎：0265-36-2000  FAX：0265-36-5544 

業種：旅館業                     Mail：seiryuen@matsukawa-town.jp 

事業内容：公共施設 入浴施設          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0803 

信南交通(株)信南観光飯田鼎店          飯田市鼎下山８２３－１ 

代表取締役社長 中島 一夫                   

                   ☎：0265-22-6511  FAX：0265-24-0018 

業種：運輸業                     Mail：kitahara@shinnan.co.jp 

事業内容：旅行業第二種・長野県知事登録 359号            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0817 

（株）スガヌマ               飯田市鼎東鼎３１－１ 

代表取締役 菅沼 敏昭                   

                 ☎：0265-24-1714  FAX：0265-23-9197 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：文具・事務用品・事務機・包装材料           自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  飯田市            〒395-0023 

（有）関島煙火製造所            飯田市江戸浜町３６６６－３ 

代表取締役 関島 善純                   

                 ☎：0265-22-1829  FAX：0265-22-8558 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：煙火製造             自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市            〒399-3302 

大王パッケージ（株）中部事業部 長野工場  下伊那郡松川町生田 790番地 3 

代表取締役 都築 明宏                   

                 ☎：0265-36-6600  FAX：0265-36-6633 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：ダンボール製造業          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0304 

（株）ちさと東               下伊那郡阿智村智里 556-1 

代表取締役 熊谷 安倫                   

                 ☎：0265-43-3938  FAX：0265-43-4668 

業種：飲食業                  Mail：info@chisatoeast.com 

事業内容：農産物加工製造、販売及び飲食業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0031 

（有）ツノダ                飯田市銀座４－１ 

取締役会長 角田 俊實                   

                 ☎：0265-23-1321  FAX：0265-23-1322 

業種：小売業                  Mail：info@pal-tsunoda.com 

事業内容：時計、宝石、眼鏡         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒399-3202 

天恵製菓 株式会社               下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 

代表取締役 片桐 義宣                   

                   ☎：0265-35-2160  FAX：0265-35-7827 

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

事業内容：半生菓子製造業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒399-3304 

（株）なかひら農場               下伊那郡松川町大島３２５１ 

代表取締役 中平 義則                   

                   ☎：0265-36-3206  FAX：0265-36-5959 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：清涼飲料水製造業           自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  飯田市              〒395-0000 

（有）野々村製畳                飯田市松尾３１０３ー２ 

代表 野々村 卓                   

                   ☎：0265-24-4483  FAX：0265-24-4499 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0042 

（株）冨士電機                 飯田市松尾町２－２０ 

代表取締役 今村 和広                   

                   ☎：0265-23-5050  FAX：0265-52-1232 

業種：卸売                       Mail： 

事業内容：電気器具卸              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒399-3103 

北部タクシー（有）               下伊那郡高森町下市田２９３７ 

代表取締役 村澤 文彦                   

                   ☎：0265-35-2062  FAX：0265-35-8089 

業種：運輸業                     Mail：hokubu@clio.ne.jp 

事業内容：                        自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0033 

（株）ホテルオオハシ            飯田市常盤町２８ 

代表取締役 中島 律子                   

                 ☎：0265-22-5184  FAX：0265-22-5179 

業種：飲食店，宿泊業            Mail：ohashi-jim@sa6.gyao.ne.jp 

事業内容：ビジネスホテル・飲食店      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0045 

（株）正木                  飯田市知久町 2-27 

代表取締役 正木 亮介                   

                 ☎：0265-24-3940  FAX：0265-23-5419 

業種：卸売・小売業             Mail：r.masaki@masaki-net.co.jp 

事業内容：事務機、事務用品、オフィス家具販売           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0001 

（株）丸三建設               飯田市座光寺３９０５－４ 

代表取締役社長 阿部 敏政                   

                 ☎：0265-23-9096  FAX：0265-52-3703 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建設業               自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  飯田市            〒395-0001 

（株）マルタ                飯田市座光寺４６０１－１ 

専務取締役 宮下 道一                   

                 ☎：0265-52-1448  FAX：0265-52-0954 

業種：卸売・小売業             Mail：d.miyashita@maruta.jp 

事業内容：ベビー子供服の企画・販売     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0041 

（有）丸山食品               飯田市中央通り４－３１ 

代表取締役 丸山 光夫                   

                 ☎：0265-22-1336  FAX：0265-22-1316 

業種：食品加工                Mail：maruyama10925@gmail.com 

事業内容：食肉販売・惣菜、ハムソーセージ、弁当惣菜        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0044 

明和工業（株）               飯田市本町２－５ 

代表取締役 北原 市督                   

                 ☎：0265-24-6677  FAX：0265-52-5004 

業種：建設業                  Mail：meiwa-kk@mis.janis.or.jp 

事業内容：管工事業             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0003 

メタルテック飯田（株）             飯田市上郷別府３３４４－６ 

代表取締役社長 中山 雄介                   

                   ☎：0265-21-4065  FAX：0265-23-7701 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：建築金物工事             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0056 

輸入石油（株）                 飯田市大通２－２１８－２ 

代表取締役社長 中島 隆                   

                   ☎：0265-22-6231  FAX：0265-23-8244 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：石油製品販売             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0042 

吉川建設（株）                 飯田市松尾町２－２５ 

代表取締役 吉川 昌利                   

                   ☎：0265-22-3400  FAX：0265-24-7710 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：建設業                  自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  飯田市              〒395-1101 

（有）竜西トラック               下伊那郡喬木村阿島 400-31 

代表取締役 清水 弘樹                   

                   ☎：0265-33-1065  FAX：0265-33-1063 

業種：運輸業                     Mail： 

事業内容：貨物運送事業             自社ＨＰ： 

                                             


