
所属単会名  佐久平              〒384-0061 

（有）アイエムエム               小諸市加増１００５－４３ 

代表取締役 伊藤 三剛                   

                   ☎：0267-24-3244  FAX：0267-24-3245 

業種：建設、清掃                Mail： 

事業内容：建設、エクステリア、清掃・ビルメンテナンス         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0021 

アプト相続対策(株)               佐久市長土呂４２７－２７－２０２ 

代表取締役 三浦 繁                   

                   ☎：0267-78-3388  FAX：0267-78-3330 

業種：                     Mail： 

事業内容：                   自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  佐久平              〒384-0015 

そやま伸二事務所                小諸市紺屋町 2-6-17 

代表 楚山 伸二                   

                   ☎：090-4242-7737  FAX： 

業種：                     Mail：ssbizplan1192@gmail.com 

事業内容：市議会議員              自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0011 

秋山電工                    佐久市猿久保 423 

代表 秋山 郁夫                   

                   ☎：090-2234-2981  FAX：0267-68-6191 

業種：電気・ガス・熱供給・水道業        Mail：akiyamadenko@toriton.ocn.jp 

事業内容：電気工事               自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0022 

（株）アドバンス                佐久市岩村田８４８ 

 高橋 順子                   

                   ☎：0267-68-8228  FAX：0267-68-5990 

業種：卸売業                  Mail:info@advance-web.co.jp 

事業内容：食品卸業（田七人参.水.ｸﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ）  自社ＨＰ：有 

                                             

 

所属単会名  佐久平              〒385-0031 

アフラック募集代理店              佐久市内山５６９３ 

 高橋 順子                   

                   ☎：0267-62-6518  FAX：0267-62-6546 

業種：金融・保険業               Mail： 

事業内容：保険代理店              自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  佐久平              〒389-0111 

（株）市川保工務店               長野県北佐久郡軽井沢町長倉２９１３－５ 

支配人 市川 将明                   

                   ☎：0267-46-3130  FAX：0267-46-3188 

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

事業内容：建築、不動産、建築設計        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0028 

（株）池の平ホテル 佐久平プラザ２１      佐久市佐久平駅東２－６ 

支配人 小山 和秀                   

                   ☎：0267-65-8811  FAX：0267-65-8842 

業種：飲食店，宿泊業              Mail： 

事業内容：ホテル健康ランド           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0022 

磯すき亭 市                佐久市岩村田 3162-12 

代表 加藤 小百合                   

                 ☎：0267-65-9009  FAX： 

業種：飲食店，宿泊業            Mail： 

事業内容：飲食店               自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0011 

市川モ－タ－ス（株）・オートフィールド佐久  佐久市猿久保３４２－１３ 

常務取締役 市川 英治                   

                 ☎：0267-68-1105  FAX：0267-68-7394 

業種：卸売・小売業             Mail：eijield@valley.ne.jp 

事業内容：自動車販売修理工場        自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0022 

井出ようせい事務所             佐久市岩村田６３８ 

衆議院議員 井出 庸生                   

                 ☎：0267-78-5515  FAX：0267-78-5515 

業種：公務                    Mail：office@yousei-ide.com 

事業内容：衆議院議員            自社ＨＰ：有 

                                             

 

所属単会名  佐久平            〒384-2305 

今井正子事務所               北佐久郡立科町芦田 1896-14 

県議会議員 今井 正子                   

                 ☎：0267-56-0032  FAX：0267-56-1077 

業種：公務                    Mail：masako@imai-masako.com 

事業内容：県議会議員            自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  佐久平            〒389-0111 

（株）インテック              北佐久郡軽井沢町長倉９５７－２ 

代表取締役 尾沼 好博                   

                 ☎：0267-45-0772  FAX：0267-45-2668 

業種：                        Mail：onuma@kes-grp.com 

事業内容：環境事業             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒224-0061 

（株）内堀製作所 ２              横浜市都筑区大丸２４ 

代表取締役 内堀 貴光                   

                   ☎：045-941-6818  FAX：045-941-6759 

業種：製造業                  Mail：t-uchibori@uchibori-yokohama.co.jp 

事業内容：自動車部品製造業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒285-0054 

（株）槍木産業                 佐倉市上勝田 34-4 

代表取締役 大島 誠                   

                   ☎：043-498-2551  FAX：043-498-2817 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：農園芸省力資材製造メーカー      自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0013 

（有）絵光プロ                 佐久市横和４７０－１ 

代表取締役 木内 藤人                   

                   ☎：0267-68-2250  FAX：0267-68-2256 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：ﾃﾞｻﾞｲﾝ、屋内外広告物企画制作・ﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ設計・施工     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒389-0207 

（株）エスピーエス               北佐久郡御代田町馬瀬口２１００－１ 

代表取締役 佐藤 恒一                   

                   ☎：0267-32-6793  FAX：0267-32-6775 

業種：建設業・リース業             Mail：honsya@spsusvi-m.com 

事業内容：コンクリート圧送、レンタカー     自社ＨＰ：有 

                                             

 

所属単会名  佐久平              〒389-0207 

（株）エスピーエス               北佐久郡御代田町馬瀬口２１００－１ 

代表取締役 佐藤 恒一                   

                   ☎：0267-32-6793  FAX：0267-32-6775 

業種：建設業・リース業             Mail：honsya@spsusvi-m.com 

事業内容：コンクリート圧送、レンタカー     自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  佐久平              〒385-0022 

（株）エフエム佐久平             佐久市佐久平駅東１番地 10月 

代表取締役 井上 隆                   

                   ☎：        FAX：0267-65-8880 

業種：放送業                  Mail：fmsaku@valley.ne.jp 

事業内容：ラジオ放送              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0051 

大井岳夫事務所                 佐久市中込２９６９－１ 

長野県議会議員 大井 岳夫                   

                   ☎：0267-77-7639  FAX：0267-77-7669 

業種：                     Mail： 

事業内容：長野県議会議員            自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0025 

岡野真生税理士事務所              佐久市塚原 315番地 1 

所長 岡野 真生                   

                   ☎：090-1949-7250  FAX：0267-88-6066 

業種：サービス業                Mail：m-okano@tkｃnf.or.jp 

事業内容：税理士事務所、経営コンサルティング  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久平            〒389-0207 

（株）カネト軽井沢店            北佐久郡御代田町馬瀬口１７４７－１ 

課長 高見沢 和孝                   

                 ☎：0267-32-8001  FAX：0267-32-8002 

業種：卸売・小売業             Mail：k.takamizawa@kaneto-nagano.co.jp 

事業内容：建築資材卸            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平            〒389-0207 

（有）叶屋商店               北佐久郡御代田町馬瀬口 

代表取締役 尾台 紀男                   

                 ☎：0267-32-2258  FAX：0267-32-7687 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：食品・酒類小売          自社ＨＰ：無 

                                             

 

所属単会名  佐久平            〒385-0021 

（株）木内工務店              佐久市長土呂９１１－１１ 

代表取締役 木内 晋治                   

                 ☎：0267-67-3888  FAX：0267-67-3902 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建設業               自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  佐久平            〒384-0045 

木内醸造（株）               佐久市大沢９８５ 

代表取締役 木内 浩太                   

                 ☎：0267-62-0005  FAX：0267-62-2652 

業種：酒類製造業                 Mail：nakagomisiten@gmail.com 

事業内容：清酒・焼酎の製造           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平             〒385-0006 

木内均 事務所               佐久市四賀 5664-2 

前衆議院議員 木内 均                   

                 ☎：0267-78-5890  FAX：0267-78-5891 

業種：                        Mail：mangetsu@ualley.ne.jp 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平             〒385-0051 

（有）工藤住設工業             佐久市中込 2321-2 

代表取締役 工藤 久茂                   

                 ☎：0267-62-4514  FAX：0267-62-4618 

業種：建設業                  Mail：hisasige@kudo-ltd.co.jp 

事業内容：管工事業、給排水・衛生・ 

冷暖房設備工事/設計施工     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平            〒389-0207 

（株）くるまや               北佐久郡御代田町馬瀬口 876 

代表取締役 古越 三幸                   

                 ☎：0267-32-4468  FAX：0267-32-5555 

業種：製造業                  Mail：mfuru@umeena.co.jp 

事業内容：つけもの製造業          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒384-1105 

（株）黒澤組                   南佐久郡小海町千代里 3162 

代表取締役 黒澤 和彦                    

                   ☎：0267-92-2158  FAX：0267-92-4314 

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

事業内容：土木、建築工事の請負         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0062 

（株）コックス                 佐久市根岸４０５１－１１ 

代表取締役 小平 博                   

                   ☎：0267-62-0403  FAX：0267-62-2333 

業種：                           Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  佐久平              〒385-0022 

小林呉服店                     佐久市岩村田３１６２ー１１ 

代表 小林 真言                   

                   ☎：0267-67-2740  FAX：0267-67-3999 

業種：卸売・小売業               Mail：makotok@valley.ne.jp 

事業内容：呉服販売・寝具・ギフト・宝石・ 

婦人服・紳士服オーダー              自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0056 

（株）佐久協同                 佐久市桜井３ 

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： 

事業内容：農業資材全般、鉄骨ハウス販売     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0051 

佐久ケーブルテレビ（株）            佐久市中込 2336-1 

代表取締役社長 井上 隆                   

                   ☎：0267-63-4500  FAX：0267-63-4550 

業種：情報通信業                Mail： 

事業内容：ケーブルテレビ業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0025 

（協組）佐久車検センター            佐久市篠原９７０番地２ 

代表理事 森下 茂                   

                   ☎：0267-68-0170  FAX：0267-68-0198 

業種：自動車整備                Mail： 

事業内容：自動車整備              自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0026 

社会福祉法人 山栄会            佐久市常田字東池下 77-1 

理事長 山崎 俊比古                   

                 ☎：0267-67-7654  FAX：0267-66-1199 

業種：サービス業              Mail：saneikai@ap.wakwak.com 

事業内容：社会福祉事業           自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久平            〒384-0808 

総合建設 ショウケン            小諸市御影新田 2281-3 

代表 甘利 尚志                 

                 ☎：0267-24-2454  FAX：0267-24-2454 

業種：建設業                 Mail：sowken.a-naoshi@car.ocn.ne.jp 

事業内容：                    自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  佐久平            〒385-0051 

全国人材支援事業協同組合          佐久市中込３０８３－１ 

代表理事 菊地 博文                  ワークプラザビル２Ｆ 

                 ☎：0267-64-6406  FAX：0267-64-6417 

業種：サービス業               Mail：nishizawa@jinzai.coop 

事業内容：人材支援事業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0051 

大進建設（株）               佐久市中込３０８９－２ 

代表取締役 黒澤 和之                   

                 ☎：0267-62-1050  FAX：0267-62-6300 

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

事業内容：総合建設業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平             〒385-0053 

（株）タカサワ マテリアル          佐久市野沢９４－１ 

担当者 管理部 川手                   

                 ☎：0267-62-2345  FAX：0267-62-2042 

業種：建設業                Mail： 

事業内容：建設資材の卸売・各種工事     自社ＨＰ：有 

                                             

 

所属単会名  佐久平              〒385-0054 

（株）タク技研                 佐久市跡部 453 

代表取締役 茂原 睦男                   

                   ☎：0267-62-8898  FAX：0267-63-8519 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：                   自社ＨＰ：有 

                                             

 

所属単会名  佐久平              〒384-2202 

（株）竹花組                  佐久市望月３０－１ 

代表取締役 矢野 健太郎                   

                   ☎：0267-53-2345  FAX：0267-53-6000 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：総合建設業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒384-2107 

（有）チクマ                  佐久市蓬田１２６－１ 

代表取締役 依田 光展                   

                   ☎：0267-58-2502  FAX：0267-58-2326 

業種：製造業                  Mail：chikuma@jeans.ocn.ne.jp 

事業内容：ランドセル製造            自社ＨＰ：有 



                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0052 

（株）司硝子                  佐久市原２６９－４ 

代表取締役 黛 彰也                   

                   ☎：0267-62-6491  FAX：0267-62-6969 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：ガラス工事・建具工事         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0022 

デンタルフォレスト なかむら歯科        佐久市岩村田１９２９ー１ 

次世代リーダー育成担当大臣 中村 八惠子                   

                   ☎：0267-68-2118  FAX：0267-68-7387 

業種：医療，福祉                Mail：yaemaria518@gmail.com 

事業内容：歯科医院               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0022 

デンタルフォレスト なかむら歯科        佐久市岩村田 1929-1 

院長 中村 通                   

                   ☎：0267-68-2118  FAX：0267-68-2118 

業種：医療，福祉                Mail：ndnaka@gmail.com 

事業内容：歯科医院               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0011 

イエローハット（株）デーシーシー佐久    佐久市猿久保７－１０ 

店長 磯部 浩幸                   

                 ☎：0268-63-1680  FAX：0268-63-1682 

業種：サービス業              Mail：yhglo1140@g.yellowhat.co.jp 

事業内容：カー用品の取付・販売       自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0009 

（株）トラックス              佐久市小田井 55-1 

代表取締役 早川 多津男                   

                 ☎：0267-66-1092  FAX：0267-64-1095 

業種：運輸業                Mail：hayakawa@kym.biglobe.ne.jp 

事業内容：貨物運送事業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0051 

（有）中込自動車部品商会          佐久市中込２４７２－３ 

代表取締役 大工原 信幸                   

                 ☎：0267-62-0632  FAX：0267-62-2315 

業種：卸売・小売業             Mail：nakagomi@cronos.ocn.ne.jp 

事業内容：自動車部品販売・卸        自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  佐久平            〒385-0009 

（株）中澤精密               佐久市小田井１０７７－２０ 

代表取締役 中澤 義捷                   

                 ☎：0267-68-7115  FAX：0267-68-7116 

業種：製造業                Mail：eigyou@nakazawa-mld.com 

事業内容：プラスチック金型製作・プラスチック成形           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0007 

中島木材（株）               佐久市新子田１８５４ 

代表取締役 中島 豪                   

                 ☎：0267-67-4038  FAX：0267-67-3307 

業種：建設業                Mail：info@nakajima-sc.com 

事業内容：住宅請負・リフォーム工事     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0022 

（株）なかむら               佐久市岩村田７６３ 

代表取締役 社長 中村 芳生                   

                 ☎：0267-67-2285  FAX：0267-67-2224 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：呉服・寝具小売業         自社ＨＰ：有 

                                             

 

所属単会名  佐久平              〒385-0011 

長野スーパー（株）               佐久市猿久保２３２－１２ 

代表取締役 倉島 悟                   

                   ☎：0267-67-0611  FAX：0267-67-1408 

業種：建設業                  Mail：info@naganosuper.com 

事業内容：管工事業               自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久平              〒384-0033 

長野日石ガス（株）               小諸市市町 4-2-25 

代表取締役 神津 一也                   

                   ☎：0267-22-1300  FAX：0267-22-1408 

業種：卸売・小売業               Mail：info@nagano-nissekigas.com 

事業内容：燃料小売業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒389-0207 

（株）西軽井沢自動車              北佐久郡御代田町馬瀬口２１３５ 

代表取締役社長 尾台 和彦                   

                   ☎：0267-32-2500  FAX：0267-32-2302 

業種：サービス業                Mail：car-nk@luck.ocn.ne.jp 

事業内容：自動車販売・整備           自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  佐久平              〒141-0032 

（株）ネオコーポレーション           東京都品川区大崎１－６－４ 

営業課長 樋浦 大治                新大崎勧業ビルディング９Ｆ 

                   ☎：03-6757-1020  FAX：03-6757-1030 

業種：製造販売                 Mail：sun_hi21@me.com 

事業内容：電子ブレーカー製造販売       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0028 

（株）八風                   佐久市佐久平駅東３－１ 

代表取締役 中里 光男                   

                   ☎：0267-66-7809  FAX：0267-66-7807 

業種：飲食店，宿泊業              Mail： 

事業内容：卸売業・小売業・飲食店業       自社ＨＰ： 

                                             

 

所属単会名  佐久平              〒385-0011 

（株）パスカル                 佐久市猿久保 881-8 

代表取締役社長 井上 隆                   

                   ☎：0267-66-1991  FAX：0267-66-1994 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：ソフトウエア・アプリ開発       自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  佐久平              〒108-0073 

（株）パスカル 東京支店            港区三田３－１－７ 

代表取締役社長 井上 隆                  三田東宝ビル 5Ｆ 

                   ☎：03-5730-4966  FAX：03-5730-4967 

業種：情報通信業                Mail： 

事業内容：情報システムサービス業        自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0051 

パソコンサポート              佐久市中込 2983-5 

代表 高畑 孝典                   

                 ☎：0267-88-5320  FAX：050-3730-5865 

業種：サービス業              Mail：takanori-takahata@pascal.ne.jp 

事業内容：                 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平            〒389-0111 

平島自動車鈑金塗装工場           北佐久郡軽井沢町長倉４５７０－１ 

 平島 昭二                   

                 ☎：0267-45-8160  FAX：0267-45-0021 

業種：自動車                Mail： 

事業内容：自動車修理業           自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  佐久平            〒384-0301 

（株）平元商店               佐久市臼田１０９４－１ 

代表取締役 平元 鐘哲                   

                 ☎：0267-82-2262  FAX：0267-82-7356 

業種：廃棄物処理業・再生資源卸売業     Mail： 

事業内容：製鋼製紙原料・非鉄・廃棄物全般  自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0051 

（有）ピータース              佐久市中込１－１４－８ 

代表取締役 中村 元計                   

                 ☎：0267-62-8641  FAX：0267-62-8254 

業種：製造業                Mail： 

事業内容：洋菓子製造販売          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0011 

（有）フェイス               佐久市猿久保４５７－１ 

代表取締役 小泉 信義                   

                 ☎：0267-68-5992  FAX：0267-68-5993 

業種：医療，福祉              Mail：faith929@ec3.technowave.ne.jp 

事業内容：清掃業.害虫駆除          自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久平            〒386-0005 

（株）フジカーランド上田          上田市古里 150-1 

代表取締役 羽田 憲史                   

                 ☎：0268-22-5959  FAX：0268-22-8087 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：自動車、販売整備         自社ＨＰ：有 

                                             

 

所属単会名  佐久平            〒385-0035 

（株）不動                 佐久市瀬戸５５３ー１ 

代表取締役 志摩 一雄                    佐久リサーチパーク 

                 ☎：0267-63-3551  FAX：0267-63-3552 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：浄化槽工事業、浄化槽維持管理、廃棄物処理          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0023 

（株）平和不動産                佐久市岩村田北１－２３－２ 

代表取締役 篠澤 一平                   

                   ☎：0267-67-0003  FAX：0267-68-2511 

業種：不動産業                 Mail： 

事業内容：不動産業               自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  佐久平              〒385-0022 

（株）ホンダカーズ長野中央 佐久店       佐久市岩村田１７６１－１ 

 井出 健之                   

                   ☎：0267-68-8808  FAX：0267-68-8860 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売業             自社ＨＰ：有 

                                              

 

所属単会名  佐久平              〒385-0051 

マスタカスポーツ                佐久市中込１９０４－１ 

代表取締役 大工原 章介                   

                   ☎：0267-62-0707  FAX：0267-63-2169 

業種：小売業                  Mail： 

事業内容：スポーツ用品販売、保険福祉用品、理科備品用品         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0021 

（株）ますや食品                佐久市長土呂８１９ 

代表取締役 栁澤 治                   

                   ☎：0267-67-5767  FAX：0267-67-6315 

業種：卸売・小売業               Mail：y-o@masuya-s.co.jp 

事業内容：和生菓子製造             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0021 

マルゼン建鉄（株）               佐久市長土呂８００－９ 

代表取締役社長 竹花 道之                   

                   ☎：0267-67-3680  FAX：0267-68-5546 

業種：鉄筋工事                 Mail： 

事業内容：鉄筋工事               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒389-0202 

マルニ工業（有）                北佐久郡御代田町草越 1208-10 

代表取締役 荻原 和彦                   

                   ☎：0267-32-4403  FAX：0267-32-7844 

業種：製造業                  Mail：maruni-k@r5.dion.ne.jp 

事業内容：工作機械組立配線請負・ケーブル加工・電装製作         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0025 

水野商工（株）               佐久市塚原９７０－２ 

取締役社長 水野 真紀                  （佐久営業所） 

                 ☎：0268-22-4477  FAX：0268-22-9200 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：自動車部品・用品卸販売      自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  佐久平            〒385-0003 

恵企画                   佐久市下平尾１４９２ー８ 

代表 中沢 朝幸                   

                 ☎：0267-68-5433  FAX：0267-67-6900 

業種：情報通信業              Mail： 

事業内容：企画・印刷・熱気球運行      自社ＨＰ：無 

                                             

 

所属単会名  佐久平            〒385-0053 

（株）やなぎだ               佐久市野沢４１ 

代表取締役専務 柳田 茂大                   

                 ☎：0267-62-0017  FAX：0267-62-4397 

業種：卸売・小売業             Mail：seagull@valley.ne.jp 

事業内容：呉服小売業            自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0053 

佐久市長 栁田清二事務所          佐久市野沢４１ 

佐久市長 栁田 清二                   

                 ☎：0267-63-6900  FAX：0267-63-6903 

業種：                   Mail：yuusei@avis_ne.jp 

事業内容：                 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平            〒385-0051 

学校法人 吉沢学園             佐久市中込 2923 

理事長 吉沢 信也                   

                 ☎：0267-63-1411  FAX：0267-63-1401 

業種：教育，学習支援業           Mail：info@earth.ac.jp 

事業内容：                 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒385-0061 

緑治園                     佐久市伴野 801-1 

代表 小松 治義                   

                   ☎：0267-62-3409  FAX：0267-63-2131 

業種：分類不能の産業              Mail：ryokuchientop@mist.ocn.ne.jp 

事業内容：造園業、外部空間設計施工、管理    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒387-0207 

ランドシップ(株)                北佐久郡御代田町馬瀬口１５８１－１０ 

代表取締役 本部 雅之                   

                   ☎：0267-41-6619  FAX：0267-41-6619 

業種：製造販売業                Mail：ryokuchientop@mist.ocn.ne.jp 

事業内容：トレーラーハウス、ミニログハウス、  自社ＨＰ：有 

ﾀｲﾆｰﾄﾚｰﾗｰﾊｳｽの製造販売設置     



                                             

所属単会名  佐久平              〒386-0023 

(株)リンケージ                 上田市中央西２－４－３ 

代表取締役 黒須 聡              ニッケンビル２－Ｂ 

                   ☎：0268-71-5841  FAX：0268-71-5842 

業種：派遣                   Mail：linkage@haken.hope.cx 

事業内容：人材派遣、請負、業務委託、総合コンサルタント  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久平              〒 

ルーラルファーム                

代表 内堀 里江子               

                   ☎：        FAX： 

業種：                     Mail： 

事業内容：                   自社ＨＰ： 

                                             


