
所属単会名  長野市中央              〒381-0012 

（株）アップネット               長野市柳原 2090-10 102号 

代表取締役 三俣 史博                   

                   ☎：026-219-3673  FAX：026-219-3674 

業種：サービス業                Mail：info@up-net.info 

事業内容：ソフトウエア開発等          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央              〒381-2207 

（株）アスペック                 長野市大橋南二丁目 15 番地 

代表取締役社長 楠 茂夫                   

                    ☎：026-283-2051  FAX：026-284-8699 

業種：建設業                     Mail：aspec@ec5.technowave.ne.jp 

事業内容：舗装工事を中心とした土木関連事業    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央              〒381-2207 

（株）アスペック 土木部            長野市大橋南二丁目 15 番地 

代表取締役社長 楠 茂夫                   

                    ☎：026-283-2051  FAX：026-284-8699 

業種：建設業                     Mail：aspec@ec5.technowave.ne.jp 

事業内容：舗装工事、土木工事を中心とした建設関連事業    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒383-0013 

アズビル太信（株）               中野市中野２００－７ 

代表取締役 小林 勇生                   

                   ☎：0269-26-3320  FAX：0269-26-2451 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：電子部品製造              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央             〒380-0823 

（株）アーキプラン               長野市南千歳１－７－１２ 

代表取締役 竹内 邦雄                    フロムワン３Ｆ 

                   ☎：026-227-4831  FAX：026-227-4719 

業種：建設業                     Mail：info@archiplan.jp 

事業内容：建築設計・監理             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央             〒381-0024 

（株）いとう                   長野市南長池４９８－１ 

代表取締役 高村 和則                   

                   ☎：026-221-4101  FAX：026-221-5313 

業種：卸売・小売業               Mail：takamura@itoh.co.jp 

事業内容：ＯＡ機器等販売サービス        自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央            〒388-8001 

内山興産（有）                 長野市東犀南１３４９ー７０ 

代表取締役 内山 義隆                   

                   ☎：026-292-4182  FAX：026-292-4182 

業種：販売・卸・小売業             Mail：uchiyama@helen.ocn.ne.jp 

事業内容：生体エネルギー応用商品・健康食品   自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-0209 

（福）えがお                   上高井郡小布施町中松７０１－１ 

理事長 長瀬 健一                   

                   ☎：026-247-6781  FAX：026-247-6783 

業種：介護事業                   Mail：zoirosu@zc.wakwak.com 

事業内容：介護事業                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-1225 

（株）小田切車体              長野市松代町東寺尾３１７８－１ 

代表取締役 小田切 健                   

                 ☎：026-278-6508  FAX：026-278-6558 

業種：                        Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央           〒399-0033 

オフィス 円                松本市笹賀１８９９ 

代表 上條 仁                   

                 ☎：0263-58-0173  FAX：0263-58-0173 

業種：サービス業              Mail：officemaru-a100@cup.ocn.ne.jp 

事業内容：代理店業             自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央           〒389-0812 

オフィスＤｒｅａｍ             長野市千曲羽尾 1999 

代表 島谷 昇志                   

                 ☎：090-2531-5906  FAX： 

業種：カウンセラー              Mail：office.dream350＠gmail.com 

事業内容：カウンセリング           自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央           〒380-0912 

（株）車屋 Hizume             長野市稲葉１７７２ 

代表取締役 日詰 文弘                   

                 ☎：026-221-6680  FAX：026-221-1538 

業種：自動車整備、修理業          Mail：hzm-ccc@avis.ne.jp 

事業内容：自動車の整備、修理、車検     自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央           〒381-0003 

（株）杏花印刷               長野市穂保字夫婦池 436 番地 12 

代表取締役社長 赤地 精                   

                 ☎：026-296-8373  FAX：026-296-8378 

業種：印刷業                  Mail：kyoka@oregano.ocn.ne.jp 

事業内容：印刷業               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0823 

（株）銀河ホールディングス         長野市南千歳 1-8-13 

代表取締役 熊井 久隆                   

                 ☎：026-262-1696  FAX：026-262-1697 

業種：サービス業              Mail：hisashi-suzuki@ginga.info 

事業内容：ＩＴ、ソフトウェア開発、システム開発全般          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0888 

（株）クリエイション            長野市上ケ屋 ２４７１－２６６６ 

代表取締役 神田 米次                   

                 ☎：026-239-2565  FAX：026-239-2443 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：土木・上下水工事・損害保険    自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒389-1305 

（株）黒姫和漢薬研究所            上水内郡信濃町柏原４３８２ 

代表取締役社長 狩野 土                   

                  ☎：026-255-3125  FAX：026-255-6112 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：健康茶の製造、販売         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-2206 

（有）ＫＢＴ                   長野市青木島町綱島 421-2 

代表取締役 久保田 俊行                   

                   ☎：026-214-9081  FAX：026-214-9082 

業種：小売業                     Mail： 

事業内容：タイヤ販売              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒387-0007 

（株）コック・フーズ              千曲市大字屋代１２６９番地 

取締役工場長 林 康男                   

                   ☎：026-272-3342  FAX：026-273-2538 

業種：製造業                     Mail：yasuo_hayashi@sihinshuham.co.jp 

事業内容：食肉加工品製造業           自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央            〒381-0051 

（有）健康生活舎                長野市若槻田団地１丁目２８６ 

代表取締役 狩野 万葉                   

                   ☎：026-219-1906  FAX：026-219-1938 

業種：出版                      Mail：mayo@hohoemidokuhon.co.jp 

事業内容：出版企画 文筆業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央             〒389-2234 

（株）サン タキザワ              飯山市木島１１４４ 

代表取締役 福原 初                   

                   ☎：0269-62-4128  FAX：0269-63-2450 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央             〒380-0935 

スタジオ ベスト                長野市中御所１－２８－２６ 

代表 田中 真弓               ☎：090-8723-5700  FAX：  

                   Mail：studio.best.m@gmail.com 

業種：自営業                     自社ＨＰ：無 

事業内容：イメージコンサルティング (ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ、ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ、ﾒｲｸ、ｳｫｰｷﾝｸﾞ) 

     企業研修(接遇ﾏﾅｰ、新人研修など)                                        

所属単会名  長野市中央             〒386-0002 

三共テック（株）                上田市住吉３７０－１ 

取締役社長 柳澤 政幸                   

                   ☎：0268-23-1842  FAX：0268-27-0909 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：舗装工事                自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-2225 

サンケン工業（株）本社             長野市篠ノ井岡田５３８－１ 

代表取締役 竪岩 惠行                   

                   ☎：026-292-7007  FAX：026-292-6150 

業種：製造業                     Mail：sankenkogyo@sankenk.jp 

事業内容：機械金属加工             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-2225 

サンケン工業（株）総務部            長野市篠ノ井岡田５３８－１ 

代表取締役 竪岩 惠行                   

                   ☎：026-292-7007  FAX：026-292-6150 

業種：製造業                     Mail：sankenkoryo@sankenk.jp 

事業内容：機械金属加工             自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  長野市中央          〒381-2222 

社会保険労務士法人ＳＲＫ          長野市金井田 110番地 1 

代表社員 濵 民恵                   

                 ☎：026-285-0239  FAX：026-285-0241 

業種：サービス業              Mail：staroushi-houjin@srk-jimusyo.com 

事業内容：社会保険労務士業          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央           〒381-0033 

白樺事務機（株）              長野市南高田 2-7-8 

代表取締役 村上 義徳                   

                 ☎：026-244-8816  FAX：026-244-8393 

業種：卸売・小売業             Mail：kizuna@shirakaba-j.com 

事業内容：OA機器、卸、販売          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒388-8006 

（株）信州ツーリストサービス        長野市篠ノ井御幣川七六六ノ四 

代表取締役 伊藤 義德                   

                 ☎：026-274-5836  FAX：026-274-5837 

業種：旅行業・保険代理店業         Mail：info@sts-tour.jp 

事業内容：旅行業全般、損害保険・生命保険全般       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0803 

（有）信大開発               長野市三輪９－１０－９ 

専務取締役 小林 貞子                   

                 ☎：026-263-1288  FAX：026-263-1277 

業種：不動産業               Mail：sindai@avis.ne.jp 

事業内容：不動産業             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒389-1313 

（株）十一屋                上水内郡信濃町古間６２４ 

取締役会長 小林 貞雄                   

                 ☎：026-255-2011  FAX：026-255-2145 

業種：卸売・小売業             Mail：shop@11-ya.com 

事業内容：金物・建材・機械         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-0042 

上伸建機(株）                  長野市稲田３－４８－４３ 

代表取締役 阿部 勇一                   

                   ☎：026-244-3360  FAX：026-244-3361 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：建設機械の修理、販売、自動車車検等  自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  長野市中央            〒381-0038 

アイソニック税理士法人 長野東事務所     長野市東和田８５７－１ 

代表社員 鈴木 秀一             信州名鉄長野ビル５Ｆ 

                   ☎：026-263-3336  FAX：026-263-3335 

業種：サービス業                Mail：tax110@janis.or.jp 

事業内容：会計事務所              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-4101 

（有）そばの実                 長野市戸隠３５１０－２５ 

代表取締役 徳武 洋友                   

                   ☎：026-254-2102  FAX：026-254-3880 

業種：飲食店                  Mail：sobanomi@feel.ocn.ne.jp 

事業内容：そば屋                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒389-2253 

大栄開発（株）                 飯山市飯山５１６４－１ 

代表取締役 大熊 孝博                   

                   ☎：0269-62-4664  FAX：0269-62-1441 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建設業                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0918 

台東食品（株）               長野市アークス５－６ 

代表取締役 武井 則人                   

                 ☎：026-228-4848  FAX：026-228-4897 

業種：卸売・小売業             Mail：tatei@daitousyokuhin.com 

事業内容：食品卸・小売           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0928 

社会福祉法人 暖家             長野市若里２－１０－１ 

理事長 山田 幸恵                   

                 ☎：026-226-9485  FAX：026-267-7377 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：総合福祉事業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-0033 

テクノ・フードシステム（株）        長野市南高田 ２－１１－１ 

代表取締役社長 大前 憲治                   

                 ☎：026-244-8540  FAX：026-244-9578 

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

事業内容：厨房設備設計施工         自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央          〒381-0057 

寺沢さゆり後援会事務所           長野市浅川西条４０６－３８ 

市議会議員 寺沢 さゆり                   

                 ☎：026-295-0585  FAX： 

業種：公務                 Mail：iki-iki@mbr.nifty.com 

事業内容：市議会議員            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-0022 

直富商事（株）               長野市大豆島３３９７－６ 

代表取締役 木下 繁夫                   

                 ☎：026-222-1880  FAX：026-222-1881 

業種：サービス業              Mail：info@naotomi.co.jp 

事業内容：資源リサイクル          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-1221 

中澤勝一建築（株）             長野市松代町東条 1697-1 

代表取締役 中澤 毅                   

                 ☎：026-278-3763  FAX：026-278-3718 

業種：建設業                Mail：sumai@ne-arch.jp 

事業内容：建築業              自社ＨＰ：有 

                                                                                         

所属単会名  長野市中央            〒380-0834 

（有）長野外国語センター            長野市鶴賀問御所 1293 

代表取締役社長 土屋 龍一郎                  土屋ビル 

                   ☎：026-234-1777  FAX：026-234-1380 

業種：教育                   Mail： 

事業内容：外国語教室、翻訳、通訳派遣      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-2204 

長野機材（株）                 長野市真島町真島 2300-1 

代表取締役 塚田 秀男                   

                   ☎：026-285-1818  FAX：026-285-1806 

業種：建設業                  Mail：into@naganokizai.co.jp 

事業内容：建設業                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒388-8006 

長野県生薬（株）                長野市篠ノ井御幣川８７９ー２ 

代表取締役 内山 好子                   

                   ☎：026-293-6671  FAX：026-293-6672 

業種：卸売                   Mail： 

事業内容：                   自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  長野市中央            〒380-0802 

西沢まさたか事務所               長野市上松４－２３－１５ 

県議会議員 西沢 正隆                   

                   ☎：026-239-7830  FAX：026-239-7738 

業種：                     Mail：24@nishimasa.net 

事業内容：県議会議員              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-0036 

（株）日豊開発                 長野市平林１－４１－１２ 

代表取締役 長峯 一雄                   

                   ☎：026-215-1915  FAX：026-215-1955 

業種：不動産業                 Mail： 

事業内容：不動産                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒054-0211 

能源（有）                 勇払郡むかわ町穂別 456-4 

代表取締役 中澤 由幸                   

                 ☎：0145-45-2899  FAX：0145-45-2811 

業種：農業                 Mail：info@nogenweb.com 

事業内容：農業と生体エネルギー商品販売   自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒388-8016 

（特非）のぞみ               長野市篠ノ井有旅２３３７－１ 

代表理事 伝田 景光                   

                 ☎：026-292-2243  FAX：026-293-9946 

業種：介護                 Mail：nozomi@ca.wakwak.com 

事業内容：デイサービス           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-2205 

ハイブリッド・ジャパン（株）        長野市青木島町大塚１１３６－１ 

代表取締役 山浦 悦子                   

                 ☎：026-284-4953  FAX：026-284-5332 

業種：製造業                Mail： 

事業内容：ＯＡ機器製造販売、システム設計  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-2205 

はせがわ不動産（株）            長野市青木島町大塚１８６－４ 

代表取締役 長谷川 圭輔                   

                 ☎：026-285-0567  FAX：026-403-4867 

業種：不動産業               Mail：0topix0@bnail.com 

事業内容：不動産業（賃貸・売買仲介）    自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央          〒399-9211 

（特非）白馬の風              北安曇郡白馬村神城 24199-77 

理事長 吉羽 一成                   

                 ☎：0261-85-5850  FAX：0261-85-2971 

業種：介護・福祉業             Mail：oranchihakuba@yahoo.co.jp 

事業内容：地域密着型のデイサービス     自社ＨＰ：有 

       を運営しております。 

所属単会名  長野市中央          〒380-0872 

ブライト信州（株）             長野市妻科 962番地 

代表取締役社長 有吉 眞                   

                 ☎：026-234-4188  FAX：026-234-6655 

業種：サービス業              Mail：soumu@ns-gojyokai.co.jp 

事業内容：冠婚葬祭業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-0103 

（株）ベスト                長野市若穂川田３２０１－５ 

代表取締役 中澤 大輔                   

                 ☎：026-282-5650  FAX：026-282-5660 

業種：金融・保険業             Mail：best@dream.ocn.ne.jp 

事業内容：                 自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-0024 

北信商建（株）               長野市大字南長池２２８－５ 

代表取締役社長 相澤 晴行                   

                 ☎：026-224-3386  FAX：026-224-3387 

業種：建設業                Mail： 

事業内容：建築業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-0023 

（株）北信帆布                 長野市風間下河原２０３４－１９ 

代表取締役 福島 一明                   

                   ☎：026-221-3500  FAX：026-221-2348 

業種：卸売・小売業               Mail：hanpu@cocoa.ocn.ne.jp 

事業内容：ﾃﾝﾄ製造・ﾃﾝﾄ倉庫・ﾃﾝﾄ式冷蔵庫・断熱間仕切り     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-0034 

（株）ホンダカーズ長野中央           長野市上高田１２９６ 

代表取締役社長 東澤 勝俊                   

                   ☎：026-226-2101  FAX：026-226-2158 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売              自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央            〒381-2222 

（株）ホンダカーズ長野中央 南長野店      長野市金井田１６８ 

店長 金木 祥紀                   

                   ☎：026-299-8000  FAX： 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売整備業           自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-1234 

（有）まつしろ自販               長野市松代町岩野 244-5 

 前澤 秀紀                   

                   ☎：026-278-3646  FAX：026-278-4363 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：自動車整備業             自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-2235 

（株）丸金                   長野市篠ノ井小松原字前河原２３６７－１ 

代表取締役 金子 満                   

                   ☎：026-293-2177  FAX：026-293-2248 

業種：                     Mail： 

事業内容：キノコ栽培              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒383-0053 

（有）丸山自動車興業              中野市草間１７５７ 

代表取締役 丸山 佳三                   

                   ☎：0269-26-3800  FAX：0269-22-5463 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売・修理・車検・鈑金塗装   自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0824 

メットライフ生命保険（株）         長野市南石堂町１２９３ 長栄南石堂ビル 4Ｆ 

取締役会長 加藤 良雄                   

                 ☎：026-268-1011  FAX：026-223-0031 

業種：保険                   Mail：AG.yamada.junpei@metlife.co.jp 

事業内容：生命保険             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-8588 

（株）本久ホールディングス         長野市桐原１－３－５ 

取締役会長 加藤 良雄                   

                 ☎：026-241-1151  FAX：026-244-6970 

業種：                   Mail： 

事業内容：グループ管理部門         自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央          〒380-8533 

（株）守谷商会 品質技術本部        長野市南千歳町 878番地 

取締役常務執行役員品質技術本部長 山﨑 潤一                   

                 ☎：026-223-8196  FAX：026-223-8194 

業種：建設業                Mail：j.tamazaki@moriya-s.co.jp 

事業内容：総業建設業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0834 

（株）やま                 長野市問御所１３１５ 

代表取締役 赤池 健                   

                 ☎：026-232-1492  FAX：026-237-6930 

業種：飲食店，宿泊業            Mail：info@yama39.com 

事業内容：飲食業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-0016 

（株）山口電気               長野市南堀２４－１ 

代表取締役 山口 忠幸                   

                 ☎：026-243-5219  FAX：026-244-5809 

業種：建設業                Mail：yama-den@mx1.avis.ne.jp 

事業内容：電気工事業            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-0000 

（株）ロゴス                長野市鶴賀河原３０２ー２ 

代表取締役 若林 秀幸                   信光社ビル３Ｆ 

                 ☎：026-291-8587  FAX：026-291-8589 

業種：情報通信業              Mail： 

事業内容：業務系システムの設計・開発・ロボットアプリ開発        自社ＨＰ：有 

                                             


