
所属単会名  長野市                〒391-0002 

（株）アイキューブ               茅野市塚原１－３－２１ 

代表取締役 矢崎 勇人                    いずみビル２F 

                   ☎：0266-75-1150  FAX：0266-82-5590 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：民間教育サービス業          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-0921 

（株）アイザック                長野市栗田 61-1 

代表取締役 青木 茂人                   

                   ☎：026-267-5720  FAX：026-276-5723 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：警備保障・建設業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0037 

（株）アスク                   長野市西和田１－４－１３ 

代表取締役 小山 秀一                   

                   ☎：026-244-1931  FAX：026-259-7115 

業種：情報通信業                 Mail：info@asc-hotpal.co.jp 

事業内容：情報通信業・サキベジ推進業      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0023 

アスク工業（株）                長野市風間２０３４－２５ 

代表取締役 高橋 聡                   

                   ☎：026-221-2211  FAX：026-221-1155 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：工業用品販売             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-0803 

アタゴ学園（株）                長野市三輪１０－４－１８ 

社長 西村 英治                   

                   ☎：026-241-4371  FAX：026-244-4862 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：老人ホーム              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-0825 

（株）アブラヤ                 長野市末広町１３５５－５ 

代表取締役社長 北村 文男                   

                   ☎：026-226-6761  FAX：026-226-6762 

業種：飲食店，宿泊業              Mail： 

事業内容：飲食業                  自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市            〒389-1102 

（株）いしかわ               長野市豊野町大倉１９７７－イ－２ 

代表取締役 石川 章司                   

                 ☎：026-257-3067  FAX：026-257-4589 

業種：建設業                  Mail：kousho@ruby.ocn.ne.jp 

事業内容：建設業               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市            〒381-0004 

（株）一城北部営業所             長野市大町７３８番地１２ 

専務取締役 小林 孝夫                   

                 ☎：026-295-6789  FAX：026-296-6661 

業種：運輸業                  Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市            〒381-0025 

（有）イトウ自動車ガラス          長野市北長池５８４－１ 

代表取締役 伊藤 直樹                   

                 ☎：026-244-2206  FAX：026-259-3036 

業種：製造業                  Mail：icg@ito-carglass.co.jp 

事業内容：自動車ガラスの販売修理      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市            〒381-0022 

（株)ヴァルト               長野市大豆島５２１５－１ 

代表取締役 伊藤 直樹                   

                 ☎：026-268-4355  FAX： 

業種：建設工事業               Mail：ono@wald-inc.jp 

事業内容：建設工事業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市            〒380-0918 

（株）エイエフシー             長野市アークス９－１４ 

専務取締役 大江 彰洋                   

                 ☎：026-264-5566  FAX：026-264-5577 

業種：卸売・小売業             Mail：a-ooe@afcnet.jp 

事業内容：情報通信機器販売         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-0812 

（株）エナジー内山               長野市早苗町７２－４ 

代表取締役 内山 剛                   

                   ☎：026-234-2655  FAX：026-235-5774 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：燃料及び住宅設備機器販売       自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  長野市              〒381-2204 

（株）開渡                     長野市真島町真島１２２１－２４ 

取締役専務 北澤 裕樹                   

                   ☎：026-217-1570  FAX：026-217-1571 

業種：建設業                     Mail：y-kaito5@valley.ne.jp 

事業内容：解体工事・土木工事・中間処分業    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-0803 

かたぎり薬品（株）               長野市三輪１－２３－８ 

代表取締役 片桐 栄一                   

                   ☎：026-241-2960  FAX：026-241-2122 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：薬局                    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0045 

（株）木島屋                   長野市桐原 1-2-15 

代表取締役 小林 真矢                   

                   ☎：026-219-2818  FAX：026-241-9538 

業種：サービス業                 Mail：shinya@apple-kijimaya.com 

事業内容：クリーニング             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0026 

ＫＩ－ＹＯ－ＲＡ（株）             長野市松岡１丁目７番６号 

代表取締役 中村 なつえ                   

                   ☎：026-222-5600  FAX：026-221-1404 

業種：サービス業                 Mail：nakamura@oh.mbn.or.jp 

事業内容：遺品整理、終活コーディネーター   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0014 

共進建設（株）                 長野市大字北尾張部字北３－７７２－６ 

代表取締役 宮腰 信司                   

                   ☎：026-263-7300  FAX：026-263-6170 

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              〒381-0041 

共進住設（株）                 長野市徳間 633-1 

代表取締役 田中 正徳                   

                   ☎：026-213-4681  FAX：026-213-4682 

業種：建設業                     Mail：kyousinjuusetu@gmail.com 

事業内容：管工事                  自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  長野市            〒381-0026 

（株）小出工務店              長野市松岡 1-7-1 

代表取締役社長 小出 隆                   

                 ☎：026-221-7457  FAX：026-221-0087 

業種：建設業                  Mail：koide@avis.ne.jp 

事業内容：建設業               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市            〒380-0918 

（株）コウサカ               長野市アークス２番８号 

代表取締役 高坂 昭光                   

                 ☎：026-228-3432  FAX：026-228-3755 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：防災用品の販売及びメンテナンス  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市            〒381-0004 

サンコー特機（株）           長野市大字南長池字村東４５５－５ 

 代表取締役 宮下 知子                   

                 ☎：026-244-2004  FAX：026-244-7498 

業種：消防施設工事業            Mail： 

事業内容：消防用設備等、設計施工保守、管理 自社ＨＰ：  

                                              

所属単会名  長野市            〒381-0101 

（株）サンコーレンタル           長野市若穂綿内１１１４－６ 

 小橋 喜三郎                   

                 ☎：026-282-1060  FAX：026-282-1075 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：建設機械レンタル業        自社ＨＰ：  

                                              

属単会名  長野市            〒381-0025                  

信越商事（株）               長野市北長池 438-5 

代表取締役 柴本 謙三                   

                 ☎：026-241-2606  FAX：026-241-2607 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：消防用設備点検・工事       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0034 

信越ビル美装（株）               長野市高田６５４－１ 

代表取締役社長 山口 傑                   

                   ☎：026-227-3727  FAX：026-226-9246 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：ビルメンテナンス業          自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市               〒381-0012 

信越ビー・アイ・ビー（株）           長野市柳原２５５０－１５ 

代表取締役 小林 義孝                   

                   ☎：026-295-6155  FAX：026-295-6122 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：断熱工事業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-0826 

（株）一真堂                   長野市北石堂町 1427 

代表取締役 岩間 栄次郎                   

                   ☎：026-217－8898  FAX：026-217-9007 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：ブライダルジュエリー・舶来時計    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-0813 

関屋税理士事務所                長野市緑町１６０５－１４ 

税理士 関屋 光雄               高見澤ダイヤモンドビル 302号 

                   ☎：026-226-2145  FAX：026-226-2140 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：会計事務所              自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市               〒381-1231 

善光産業（株）                 長野市松代町松代１０２３－６ 

代表取締役 樽田 国昭                   

                   ☎：026-278-2215  FAX：026-278-8586 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：製造業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市               〒381-0034 

（株）全日警サービス長野           長野市大字高田１３１１－１ 

代表取締役 浅妻 豊                   

                   ☎：026-225-5918  FAX：026-225-5919 

業種：サービス業                   Mail：honsya-soumu@tuba.ocn.ne.jp 

事業内容：警備、保険代理店           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市            〒380-0823 

高沢産業（株）               長野市南千歳 1-15-3 

代表取締役 高澤 曜宏                   

                 ☎：026-228-0777  FAX：026-228-8649 

業種：卸売・小売業             Mail：kikaku@takasawa.co.jp 

事業内容：卸売業               自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市              〒388-8003 

タカチ工業（株）                長野市篠ノ井小森字西原７８７－１ 

代表取締役 高橋 儀隆                   

                   ☎：026-292-4902  FAX：026-292-4634 

業種：建設業                  Mail：takahashi@takachi-kogyo.jp 

事業内容：管工事業                  自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市            〒381-2241 

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

代表取締役 杉山 由香梨                   

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

業種：サービス業              Mail：soumu@takara-sk.co.jp 

事業内容：廃棄物処理            自社ＨＰ： 

                                            

所属単会名  長野市            〒381-0022 

大和施設（株）               長野市大字大豆島３０５９－１１ 

代表取締役 宮下 俊明                   

                 ☎：026-221-3210  FAX：026-221-2110 

業種：建設業                  Mail：aqua@daiwashisetsu.com 

事業内容：管工事               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市            〒380-0912 

（株）塚傳・（株）ハリカ長野         長野市稲葉日詰沖１７３１ 

代表取締役 塚田 壮一                   

                 ☎：026-221-3043  FAX：026-221-2939 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：贈答品販売            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-0812 

（有）トクヒデ自動車              長野市早苗町３７ 

代表取締役 徳永 洋一                   

                   ☎：026-234-3663  FAX：026-233-4231 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売修理業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-8570 

長野県議会議員                 長野市大字南長野字幅下６９２－２ 

髙島 陽子                   

                   ☎：026-219-0857  FAX：026-221-4039 

業種：地方議員                  Mail：youko-supportclub@ninus.ocn.ne.jp 

事業内容：県議会議員              自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  長野市              〒381-0022 

（株）長野こまち                長野市大豆島５１８８－５ 

代表取締役社長 清野 博貴                   

                   ☎：026-222-6331  FAX：026-219-6332 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：出版業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-0913 

長野紙工（株）                 長野市川合新田５９１ 

代表取締役社長 村山 博美                   

                   ☎：026-221-2411  FAX：026-221-2412 

業種：卸売・小売業               Mail：n-shiko@mx.avis.ne.jp 

事業内容：紙容器製造業             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0037 

一般財団法人長野県自動車標板協会        長野市西和田１－３５－５ 

理事長 山口 戈止夫                   

                   ☎：026-243-0843  FAX：026-263-1028 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：国の代行                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0034 

長野ハウジング塗装               長野市大字高田 1112番地４ 

代表 小松 泰彦                   

                   ☎：026-228-9637  FAX：026-228-9637 

業種：塗装業                     Mail： 

事業内容：一派住宅の塗替え、元請工事業からの  自社ＨＰ：無 

     塗装工事 

所属単会名  長野市            〒381-0026 

（株）日美印刷               長野市松岡２－６－３６ 

代表取締役社長 今村 康富                   

                 ☎：026-222-6900  FAX：026-222-6903 

業種：情報通信業              Mail： 

事業内容：印刷製本             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市            〒381-0022 

（株）日新電機製作所            長野市大豆島芹土２７７ 

代表取締役 平塚 恵一                   

                 ☎：026-221-3535  FAX：026-221-5094 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市            〒381-0038 

（株）博善社                長野市東和田２４５－１ 

代表取締役 中村 英二                   

                 ☎：026-243-8510  FAX：026-243-8811 

業種：サービス業              Mail：soumu02@kokoronokai.co.jp 

事業内容：葬祭業               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0044 

（株）八光自動車                長野市中越１－１０－３ 

代表取締役 早津 勝人                   

                   ☎：026-243-1839  FAX：026-243-1899 

業種：サービス業                 Mail：webmaster@8kko.co.jp 

事業内容：自動車整備・販売           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0025 

（有）早澤木型研究所              長野市大字北長池１９０１－４ 

代表取締役 早澤 正供                   

                   ☎：026-243-4851  FAX：026-243-5644 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：鋳造用木型金型製作・板型製作     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-2234 

（株）一橋商事                 長野市川中島町今里１０３４－２ 

代表取締役 高橋 成昭                   

                   ☎：026-284-7537  FAX：026-284-7276 

業種：運送業                     Mail： 

事業内容：運送業                自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-2224 

フジファミーユ（株）              長野市川中島８２５番地５ 

代表取締役社長 遠藤 萬里子                   

                   ☎：026-299-5883  FAX：026-299-5884 

業種：販売業                     Mail：sanders.mariko.333.-.@docomo,ne,jp 

事業内容：化粧品、健康食品 販売        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-0838 

ホテル国際２１（株）              長野市県町５７６ 

代表取締役 加藤 章                   

                   ☎：026-234-1111  FAX：026-234-2365 

業種：飲食店，宿泊業              Mail： 

事業内容：ホテル、飲食業            自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市              〒380-0803 

真岸税務会計事務所               長野市三輪３－１－１８ 

所長 真岸 昭雄                   

                   ☎：026-243-6922  FAX：026-243-6923 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：税理士業務              自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市            〒381-0025 

（株）松山工務店              長野市大字北長池６１２－３ 

代表取締役社長 松山 晃伸                   

                 ☎：026-243-5157  FAX：026-243-5993 

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            〒381-0043 

（株）マルオカ               長野市吉田５－２５－７ 

代表取締役 岡 健一郎                   

                 ☎：026-243-1218  FAX：026-243-1251 

業種：卸売・小売業             Mail：oka@maru-oka.jp 

事業内容：住宅資材卸            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市            〒380-0935 

（株）マルスジャパン            長野市中御所４－８－２ 

代表取締役 水島 慎一                   

業種：情報通信業              ☎：026-228-4476  FAX：026-264-5997 

事業内容：コンピュータシステムの開発販売    Mail： 

無農薬、無化学肥料での果樹栽培・販売）     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市            〒381-0037 

（有）丸富自工               長野市西和田１－３４－１ 

代表取締役会長 中村 廣富                   

                 ☎：026-263-0077  FAX：026-263-7077 

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  長野市            〒381-0034 

（株）丸和商店               長野市大字高田北条６６－５ 

代表取締役 綿貫 将貴                   

                 ☎：026-244-8811  FAX：026-243-8617 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：印刷インキ及び材料等卸販売    自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市            〒381-0042 

ミツヤジーホーム（株）           長野市稲田２ー１１ー６ 

代表取締役 安江 高治                   

                 ☎：026-263-0263  FAX：026-263-0262 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：住宅建設業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-2222 

（株）宮坂総合寝装               長野市金井田３２－２ 

専務 宮坂 彰男                   

                   ☎：026-292-8484  FAX：026-293-1116 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：寝具・インテリア小売り        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0024 

宮澤歯科クリニック              長野市南長池４６－３ 

院長 宮澤 敏男                   

                   ☎：026-221-0465  FAX：026-221-0465 

業種：歯科                   Mail：njtxp365@yahoo.co.jp 

事業内容：歯科医院               自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0022 

（有）宮澤保険                 長野市大豆島１６８２ 

代表取締役 宮澤 和夫                   

                   ☎：026-221-1246  FAX：026-221-1246 

業種：金融・保険業               Mail： 

事業内容：保険代理業              自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市              〒381-0034 

宮下鋼機（株）                 長野市高田 1340-1 

代表取締役 宮下 健吾                   

                   ☎：026-227-2392  FAX：026-227-2347 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：管工機材卸売業            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-8584 

メルパルク長野                 長野市鶴賀高畑７５２－８ 

総支配人 半田 可生                   

                   ☎：026-255-7826  FAX：026-255-7827 

業種：飲食店，宿泊業              Mail： 

事業内容：ホテル業                自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市              〒381-0038 

友盛興業（同）                 長野市大字東和田 766番地 37 

代表社員 野上 伸広                   

                   ☎：090-5347-9673  FAX： 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建設業                 自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市              〒380-0921 

若林健太事務所                 長野市栗田８－１ 

衆議院議員 若林 健太                   

                   ☎：026-269-0330  FAX：026-269-0333 

業種：公務                    Mail： 

事業内容：衆議院議員              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市            〒381-0022 

（株）若穂鐡筋工業 木戸智幸        長野市大豆島３３９７－１２ 

取締役常務 木戸 智幸                   

                 ☎：026-221-4858  FAX：026-221-0157 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：鉄筋工事業            自社ＨＰ：有 

                                             


