
所属単会名  安曇野              〒399-8602 

赤田工業（株）                 北安曇郡池田町大字会染６１０８－７５ 

代表取締役 赤田 弥壽文                   

                   ☎：0261-62-2235  FAX：0261-62-9071 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：一般機械器具部品製造         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野              〒399-8602 

赤田工業（株）一級の星の会           北安曇郡池田町会染６１０８－７５ 

代表取締役 赤田 弥壽文                   

                   ☎：0261-62-2235  FAX：0261-62-9071 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：一般機械器具部品製造         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野              〒399-8307 

（株）安曇野ヤマダテクニカル          安曇野市穂高有明３９－１ 

代表取締役 山田 とみ子                   

                   ☎：0263-83-4138  FAX：0263-83-7085 

業種：製造業                     Mail：iinuma@s-yamatec.com 

事業内容：製造業                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野              〒398-0004 

アルペンローゼ（株）              大町市常盤９７２９－２ 

代表取締役 髙橋 彰                   

                   ☎：0261-21-1611  FAX：0261-21-1612 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：アロマテラピー関連化粧品製造     自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  安曇野              〒399-8201 

いさつ歯科医院                 安曇野市豊科南穂高４７４２ 

院長 伊佐津 和朗                   

                   ☎：0263-73-0648  FAX：0263-73-0649 

業種：医療，福祉                 Mail：dentymusic@mac.com 

事業内容：歯科医院                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野              〒398-0002 

（株）伊藤金物商会               大町市大字大町１２８５－１ 

代表取締役 伊藤 彰一                   

                   ☎：0261-22-0239  FAX：0261-22-9036 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：土木建築資材販売           自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  安曇野              〒399-8203 

                               安曇野市豊科田沢 7039-161 

吉見 繁憲                   

                   ☎：0263-87-2153  FAX：0263-87-2153 

業種：公務                       Mail：excellentyoshimi@yahoo.co.jp 

事業内容：教師                    自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  安曇野            〒399-0033 

（株）ＭＴＳシステム            松本市笹賀５６５２番地１０３ 

代表取締役 宮坂 豪                   

                 ☎：0263-31-5527  FAX：0263-31-5528 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：空調設備業全般          自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  安曇野            〒399-8301 

（株）エーテック              安曇野市穂高有明１３０３ 

代表取締役 秋山 満邦                   

                 ☎：0263-83-8211  FAX：0263-83-8212 

業種：建設業                  Mail：m.akiyama@atech.co.jp 

事業内容：電気工事業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野            〒399-8601 

（有）オリジナル・ファイブ         北安曇郡池田町大字池田４１２７ 

 甕 富喜好                   

                 ☎：0261-62-2014  FAX：0261-62-2017 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：バック・小物製造販売       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野            〒399-8304 

くまごろう                  安曇野市穂高柏原 3264-7 

代表 塚田 富穂                   

                 ☎：0263-82-0639  FAX： 

業種：飲食店，宿泊業            Mail： 

事業内容：ラーメン店            自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  安曇野            〒399-8304 

（株）彩香                 安曇野市穂高柏原 4524-4 

会長 荻原 隆之                   

                 ☎：0263-82-8812  FAX：0263-82-8813 

業種：製造業                 Mail：ogiwara@saiｃa.co.jp 

事業内容：菓子製造販売           自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  安曇野            〒385-0056 

(株)佐久協同松本営業所           佐久市桜井 3番地 

代表取締役会長 櫻井 茂利                   

                 ☎：0267-62-0714  FAX：0267-62-5716 

業種：卸売・小売業             Mail：into@sakukyodo.com 

事業内容：農業資材販売卸          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野            〒399-8205 

（株）佐原建設               安曇野市豊科４９３２－３９ 

代表 佐原 良彦                   

                 ☎：0263-72-2100  FAX：0263-72-8774 

業種：建設業                  Mail：sahara@anc-tv.ne.jp 

事業内容：                     自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  安曇野              〒399-8302 

（株）サン工機                 安曇野市穂高北穂高２６０１－１ 

代表取締役 遠藤 正壽                   

                   ☎：0263-82-6437  FAX：0263-82-7508 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：機械器具工具販売           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野              〒399-8601 

七りん亭                       北安曇郡池田町池田２０９７－１１ 

代表者 甕 栄一                   

                   ☎：0261-85-6077  FAX：0261-85-6077 

業種：飲食店                     Mail：shichirintei2012@jeans.ocn.ne.jp 

事業内容：飲食業、焼肉             自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  安曇野              〒399-8204 

（株）第一印刷                 安曇野市豊科高家２２８７－２２ 

代表取締役会長 萩原 敦己                   

                    ☎：0263-72-2016  FAX：0263-72-5570 

業種：情報通信業                 Mail： 

事業内容：印刷業（デザイン・データ作成及び印刷製本）         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野              〒399-8602 

大雪渓酒造（株）                北安曇郡池田町会染９６４２－２ 

代表取締役 薄井 敦行                   

                   ☎：0261-62-3125  FAX：0261-62-2150 

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

事業内容：清酒製造販売             自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  安曇野              〒399-8603 

（有）デンタルクラフト             北安曇郡池田町大字中鵜２６８５－１ 

代表取締役 勝野 則男                   

                   ☎：0261-62-9665  FAX：0261-62-6364 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：歯科技工                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野            〒399-8205 

（有）南安鐵工所              安曇野市豊科１０１４－２ 

代表取締役 武井 伸親                   

                 ☎：0263-72-2664  FAX：0263-72-4095 

業種：製造業                  Mail：nobu.t9@gmail.com 

事業内容：鋼板切断加工、溶接金物加工等   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野            〒390-0852 

（株）降幡建築設計事務所          松本市島立１０９５ 

代表取締役所長 降幡 廣信                   

                 ☎：0263-48-2222  FAX：0263-48-2223 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：建築設計             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野            〒399-8101 

丸山硝子（株）               安曇野市三郷明盛８５５－７ 

代表取締役 丸山 隆                   

                 ☎：0263-77-5640  FAX：0263-77-8820 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：ガラス・サッシ加工販売他     自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  安曇野            〒399-8102 

山共建設（株）               安曇野市三郷温３３５０ 

代表取締役 降幡 真                   

                 ☎：0263-77-3161  FAX：0263-77-3164 

業種：建設業                 Mail： 

事業内容：建設業              自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  安曇野               〒399-8204 

（株）ヤマト電気工業              安曇野市豊科高家１０３６－１６ 

代表取締役 小林 昭人                   

                   ☎：0263-50-7361  FAX：0263-50-7362 

業種：建設業                     Mail：yamato-d@po.mcci.or.jp 

事業内容：電気設備業              自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  安曇野              〒390-1515 

（有）湯元斎藤旅館               松本市安曇白骨温泉４１９５ 

代表取締役 斎藤 志津人                   

                   ☎：0263-93-2311  FAX：0263-93-2176 

業種：飲食店，宿泊業              Mail：info@shirahone.net 

事業内容：旅館業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  安曇野              〒390-0852 

（株）ヨシナカ                 松本市大字島立１１１２－７ 

代表取締役会長 吉澤 敏彦                   

                   ☎：0263-48-0030  FAX：0263-48-0035 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：内装仕上工事業            自社ＨＰ：有 

                                             

 


