
所属単会名  千曲              〒380-0935 

あいおいニッセイ同和損害保険（株）      長野市中御所岡田５３－７ 

支店長 廣松 さゆり                   

                  ☎：026-227-1173  FAX：026-228-4795 

業種：金融・保険業              Mail： 

事業内容：                  自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  千曲              〒387-0023 

（株）アスター                千曲市八幡１５８０－１ 

代表取締役 宮川 隆幸                   

                  ☎：026-273-2610  FAX：026-273-2096 

業種：医療，福祉               Mail： 

事業内容：一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物収集運搬      自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0804 

荒井武志事務所                 千曲市戸倉１９７９－１ 

県議会 環境産業観光委員長 荒井 武志                   

                   ☎：026-276-6229  FAX：026-276-6229 

業種：公務                      Mail：spyf3ym9@cocoa.ocn.ne.jp 

事業内容：長野県議会議員            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  千曲               〒381-2411 

アルプス計器（株）              長野市信州新町竹房 285 

本部長 岩田 貴司                   

                  ☎：026-262-2111  FAX：026-262-2627 

業種：製造業                    Mail：iwata@alpskeiki.co.jp 

事業内容：バッテリー関連機器・設計・製造・販売           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒387-0007 

有）あんずの里アグリパーク           千曲市屋代５１５－１ 

代表取締役 小林 隆春                   

                  ☎：026-273-4346  FAX：026-274-1321 

業種：                          Mail：anzunosato@agate.piaia.or.jp 

事業内容：観光農園               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0803 

石井瓦工業（株）                千曲市千本柳８６７－２ 

代表取締役 石井 治郎                   

                   ☎：026-275-5138  FAX：026-275-5139 

業種：建設業                    Mail：jiro-ishii@zb.wakwak.com 

事業内容：建設業                 自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  千曲             〒389-0806 

（株）エスネッツ              千曲市磯部１１９６ 

代表取締役 祢津 聖一                   

                 ☎：026-275-2633  FAX：026-275-0990 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：食品製造販売           自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  千曲             〒389-0805 

（株）エムピー               千曲市上徳間７３９－１ 

代表取締役社長 水井 一夫                   

                 ☎：026-276-4080  FAX：026-276-4033 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：パッケージの製造・及び包装設計  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  千曲             〒388-8005 

児童養護施設 円福寺 愛育園        長野市篠ノ井横田 798-1 

理事長 藤本 光世                   

                 ☎：026-292-5022  FAX：026-293-0077 

業種：                        Mail： 

事業内容：社会福祉             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲             〒389-0821 

（株）荻原館                千曲市上山田温泉１－３１－３ 

代表取締役 荻原 光太郎                   

                  ☎：026-275-1018  FAX：026-276-1018 

業種：飲食店，宿泊業             Mail：ogiwarakan@biscuit.ocn.ne.jp 

事業内容：旅館                 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲              〒389-0812 

（有）金丸物産 金井きのこ園        千曲市羽尾７１０－１ 

専務取締役 金井 秀子                   

                 ☎：026-273-2590  FAX：026-273-5451 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：えのき茸・ぶなしめじ・椎茸栽培・販売・加工       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0821 

（株）上山田ホテル              千曲市上山田温泉１－６９－３ 

代表取締役社長 若林 正樹                   

                  ☎：026-275-1005  FAX：026-276-1005 

業種：飲食店，宿泊業             Mail： 

事業内容：日本旅館・レストラン        自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  千曲               〒389-0821 

亀清旅館                   千曲市上山田温泉２－１５－１ 

社長 タイラー リンチ                   

                  ☎：026-275-1032  FAX：026-276-1032 

業種：宿泊業                     Mail：omotenashi@kamesei.jp 

事業内容：戸倉上山田の純和風の小さな温泉宿    自社ＨＰ：有 

     話題の「青い目のおもてなし」                                         

所属単会名  千曲               〒389-0802 

カントリーフーズ（株）             千曲市内川１２７３ー２ 

代表取締役 池上 佐登巳                   

                   ☎：026-261-0170  FAX：026-261-0171 

業種：卸売・小売業               Mail：country-foods.cf@bd.wakwak.com 

事業内容：                       自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0806 

杵淵建設（有）                千曲市磯部３９５ 

代表取締役 杵淵 由利子                   

                  ☎：026-275-0638  FAX：026-275-3948 

業種：建設業                    Mail： 

事業内容：                       自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  千曲               〒387-0007 

更埴造園（株）                千曲市屋代１８７７ 

 小林 龍太郎                   

                  ☎：026-272-1098  FAX：026-273-4920 

業種：農業                      Mail： 

事業内容：造園業                 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0601 

交和食品販売（有）              埴科郡坂城町坂城中川原１０１１４ 

代表取締役 西澤 秀一                   

                  ☎：0268-82-6635  FAX：0268-82-8078 

業種：卸売・小売業              Mail： 

事業内容：食品販売業             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0603 

交和物産（株）                 埴科郡坂城町南条５１８１－３ 

代表取締役 西澤 秀一                   

                  ☎：0268-82-2533  FAX：0268-82-7904 

業種：製造業                    Mail： 

事業内容：きのこ・山菜の調理食品製造     自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  千曲              〒389-0603 

（株）コンドー               埴科郡坂城町南条５１２７－１３ 

社長 清水 澄夫                   

                 ☎：0268-82-3420  FAX：0268-82-7679 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  千曲              〒389-0802 

五加郵便局                  千曲市内川６０９－１ 

局長 児玉 武志                   

                  ☎：026-275-1910  FAX：026-275-3215 

業種：金融・保険業              Mail： 

事業内容：郵便局               自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  千曲              〒380-0913 

（有）彩光                  長野市川合新田３７０ー３５０ 

代表取締役 英比 幾未                   

                 ☎：026-221-0880  FAX：026-221-4414 

業種：フレキソ製版業            Mail：saiko@avis.ne.jp 

事業内容：フレキソ製版製造業、フレキソ印刷に使用する印版製造   自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  千曲              〒389-0603 

サポートオフィス アン           埴科郡坂城町南条 4861-35 

代表 竹内 正美                         坂城テクノセンター内 

                 ☎：050-3736-0112  FAX：0268-75-5868 

業種：サービス業               Mail： 

事業内容：研修講師、カウンセラー      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲              〒389-0893 

産直市場ヤマサン              千曲市大字磯部８６４ー１ 

店長 市川 恒                   

                 ☎：026-273-8755  FAX：026-273-8766 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：地産地消の産直市場        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲              〒389-0822 

信濃自動車工業（株）            千曲市上山田３００１ 

代表取締役 鎌原 茂夫                   

                 ☎：026-275-0821  FAX：026-275-1638 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：自動車修理販売業         自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  千曲               〒389-0605 

（株）シンコー化成               埴科郡坂城町大字上平１５２７番地 1 

代取締役 野村 秀雄                   

                   ☎：026-82-7089  FAX：0268-82-8107 

業種：製造業                  Mail：shinkohkasei@juno.ocn.ne.jp 

事業内容：プラスチック成形           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0804 

（株）信州さがみ典礼 戸倉法事センター     千曲市戸倉６１０ 

支店長 宮下 勇一                   

                   ☎：026-275-4449  FAX： 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：冠婚葬祭・冠婚葬祭互助会       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒388-8014 

（株）信州物産                 長野市篠ノ井塩崎３２７－１ 

代表取締役社長 寺沢 光治                   

                   ☎：026-293-5015  FAX：026-293-4120 

業種：製造業                    Mail： 

事業内容：食品全般製造卸販売          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0802 

（株）ジェーエムシー              千曲市内川６３３－１ 

代表取締役 返町 峯伸                   

                   ☎：026-275-3805  FAX：026-275-5527 

業種：製造業                    Mail： 

事業内容：工作機械販売製造           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0806 

万葉超音波温泉                 千曲市磯部１１２５ 

代表取締役 利根川 昭彦                   

                   ☎：026-276-0414  FAX：026-276-0414 

業種：サービス業                Mail：tonemany@gaea.ocn.ne.jp 

事業内容：温泉浴場               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒387-0012 

スズキオート販売（株）             千曲市桜堂 252-2 

 平林 孝雄                   

                   ☎：026-272-5702  FAX：026-273-5623 

業種：卸売・小売業               Mail：suzuki-sb@ww2.ne.jp 

事業内容：自動車販売、修理業          自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  千曲               〒387-0021 

有限会社 炭新商店               千曲市稲荷山７３５－１ 

代表取締役 小林 孝                   

                   ☎：026-272-1266  FAX：026-272-3201 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：上下水道工事・ガス工事・燃料販売・住宅リフォーム      自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  千曲              〒387-0006 

（株）大輝                  千曲市粟佐 1192-2 

代表取締役 清水 直治                   

                  ☎：026-214-5595  FAX：026-214-5596 

業種：卸売・小売業               Mail：kabu.taiki@gmail.com 

事業内容：墓石販売              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲              〒381-2241 

宝資源開発（株）               長野市青木島町青木島乙６６１ 

代表取締役 杉山 由香梨                   

                 ☎：026-284-6673  FAX：026-284-6944 

業種：医療，福祉              Mail：soumu@takara-sk.co.jp 

事業内容：一般産業廃棄物処理業        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲              〒388-8007 

（株）田中光男商会               長野市篠ノ井布施高田３６４－３ 

代表取締役 田中 秀幸                   

                 ☎：026-292-0510  FAX：026-292-0225 

業種：建設業                Mail：marumei-hidezi@oce,ocn.ne.jp 

事業内容:土木･解体工事･砂利､砂再生砕石販売 自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  千曲              〒387-8511 

千曲市役所                   千曲市大字杭瀬下 84 

市長 岡田 昭雄                   

                 ☎：026-273-1000  FAX：026-273-1001 

業種：公務                    Mail： 

事業内容：市役所               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0805 

千曲パッケージ（株）            千曲市上徳間２２２１ 

代表取締役社長 高田 恭次                   

                 ☎：026-276-1809  FAX：026-276-1339 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：段ボール製造・販売        自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  千曲              〒387-0007 

（株）東京損害生命保険サービスオフィス   千曲市大字屋代２３６８ 

代表取締役 荒井 英和                   

                 ☎：026-273-0066  FAX：026-273-3372 

業種：金融・保険業             Mail： 

事業内容：保険代理業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲              〒389-0822 

（株）戸上リネンサプライ          千曲市上山田 3813-95 

代表取締役 瀧澤 良                   

                 ☎：026-276-1151  FAX：026-275-4336 

業種：サービス業               Mail： 

事業内容：リネンサプライ          自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  千曲              〒389-0804 

富岡写真館                 千曲市戸倉 1938-1 

代表 富岡 勝俊                   

                 ☎：026-247-8705  FAX：026-247-8715 

業種：サービス業               Mail：tomi_pps@yahoo.co.jp 

事業内容：写真撮影・ドローン空撮      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0802 

中村眞一事務所                 千曲市内川 484-1 

代表（千曲市議会議員） 中村 眞一                   

                   ☎：026-275-0671  FAX：026-275-0671 

業種：サービス業                Mail：45ba-sie@gmail.com 

事業内容：地域活性化              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0821 

（有）鍋太金物店                千曲市上山田温泉１－６６－１ 

代表取締役 今井 広人                   

                   ☎：026-275-2900  FAX：026-275-1705 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：金物販売               自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0806 

畑野商店（手づくり工房旬な菜）         千曲市磯部５４５ 

代表 畑野 武子                   

                   ☎：026-275-0059  FAX：026-275-1390 

業種：小売業                    Mail：info@kayan1130.cpm 

事業内容：製造卸販売              自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  千曲               〒387-0005 

（株）林 不動産                千曲市森 2536－8 

代表取締役 林 愛一郎                   

                   ☎：026-272-0809  FAX：026-273-1801 

業種：不動産業                  Mail：ai1hayashi@yahoo.co.jp 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒388-8007 

（株）日の出電気                長野市篠ノ井布施高田３０５－１ 

代表取締役 山崎 建二                   

                   ☎：026-292-1683  FAX：026-293-4388 

業種：卸売・小売業               Mail：hinode@mx2.avis.ne.jp 

事業内容：家電販売業              自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0806 

信州／戸倉上山田温泉 湯の宿 福寿草      千曲市磯部１０８９ 

代表取締役 林 幸彦                   

                   ☎：026-275-0171  FAX：026-275-0645 

業種：飲食店，宿泊業              Mail：fukujusou@po1.asama.ne.jp 

事業内容：旅館業                 自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  千曲              〒381-2225 

（有）藤屋モータース            長野市篠ノ井岡田 511-7 

店長 近藤 秀樹                   

                 ☎：026-293-4800  FAX：026-293-4823 

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  千曲              〒387-8601 

フレックスジャパン（株）          千曲市屋代２４５１ 

代表取締役社長 矢島 隆生                   

                 ☎：026-261-3010  FAX：026-272-5930 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：ﾒﾝｽﾞｼｬﾂ､ﾚﾃﾞｨｰｽｼｬﾂ、ｼｬﾂｼﾞｬｹｯﾄ、ﾍﾞｽﾄ等の企画、製造販売   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲              〒387-0012 

（株）へんみ                 千曲市桜堂４２５ 

代表 辺見 英也                   

                 ☎：026-272-0681  FAX：026-273-3790 

業種：サービス業               Mail： 

事業内容：美容室               自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  千曲               〒389-0822 

ホロン精工（株）               千曲市上山田３８１３－１９１ 

代表取締役 山崎 純生                   

                  ☎：026-276-0323  FAX：026-275-6284 

業種：製造業                  Mail：info@folon-seiko.co.jp 

事業内容：産業機械・製造販売        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲              〒389-0801 

ポーラ戸上ショップ              千曲市小船山３０９ー１ 

オーナー 大日野 春代                   

                 ☎：026-276-1849  FAX：026-276-1849 

業種：卸売・小売業             Mail：mm13301@mail.pola.co.jp 

事業内容：化粧品等販売・エステティック    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲             〒387-0011 

（株）丸金金井商店             千曲市杭瀬下１２１ 

代表取締役 金井 文彦                   

                 ☎：026-272-0434  FAX：026-273-4858 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：青果物卸業            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  千曲               〒387-0017 

（有）宮城商店                 千曲市大字中３５５ 

代表取締役 宮城 俊木                   

                   ☎：026-272-0428  FAX：026-272-5954 

業種：製造業                    Mail： 

事業内容：食品製造業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒387-0018 

宮下カーランド（株）              千曲市新田２１０１－１ 

代表取締役 宮下 豊史                   

                   ☎：026-273-4347  FAX：026-272-5581 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車修理・販売           自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0806 

（株）宮下商店                 千曲市磯部５７７番地１ 

代表取締役 宮下 繁明                   

                   ☎：026-275-2131  FAX：026-275-0625 

業種：卸売・小売業(産直市場）         Mail：info@miyashita-shouten.co.jp 

事業内容：食品原材料・濃縮果汁・飼料・養魚飼料          自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  千曲               〒389-0802 

（株）モキ製作所               千曲市大字内川９６ 

代表取締役 唐木田 国彦                   

                   ☎：026-275-2116  FAX：026-275-2169 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：機械製造業             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  千曲               〒387-0005 

森温泉（株）                  千曲市森３１０９ 

社長 北澤 博志                   

                   ☎：026-273-0033  FAX：026-273-1069 

業種：スポーツクラブ              Mail：h.kitajima@seavas.com 

事業内容：ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ、介護予防事業       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒387-0012 

（有）屋代西沢書店              千曲市桜堂５２１ 

代表取締役 柳澤 純                   

                   ☎：026-272-2174  FAX：026-272-4797 

業種：販売・飲食                Mail：nissho@net1.s-net21.ne.jp 

事業内容：書籍販売・飲食業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒389-0802 

（有）ヤマギシ                 千曲市内川１２８８ 

代表取締役 山岸 克法                   

                   ☎：026-275-2879  FAX：026-276-7117 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：                       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲               〒388-8007 

（有）ルックス                 長野市篠ノ井布施高田８４４－１ 

代表 田中 孝和                   

                   ☎：026-293-2573  FAX：026-293-2417 

業種：サービス業                Mail：looxtanaka@gmail.com 

事業内容：映像製作               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  千曲             〒387-0011 

（有）ワイケー長野              千曲市杭瀬下１０６５－６ 

代表取締役 近藤 豊                   

                 ☎：026-273-4646  FAX：026-273-4607 

業種：サービス業               Mail： 

事業内容：清掃用レンタル、ダスキンレンタル   自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  千曲              〒389-0802 

（有）ワタリ車体整備工業          千曲市内川１３２０－２ 

代表取締役 亘 直彦                   

                 ☎：026-275-2043  FAX：026-276-6211 

業種：サービス業               Mail：watari-shatai@cameo.plala.or.jp 

事業内容：自動車整備・板金・塗装      自社ＨＰ：無 

                                             

 


