
所属単会名  松本中央             〒390-0848 

（株）あづさ総合保険              松本市両島６－３ 

代表取締役 月岡 信                   

                   ☎：0263-31-3565  FAX：0263-31-3566 

業種：金融・保険業               Mail：adusa401888@nifty.com 

事業内容：保険代理店業             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒399-8101 

安保塗装（株）                 安曇野市三郷明盛３９６４－１ 

代表取締役社長 安保 充彦                   

                   ☎：0263-77-8899  FAX：0263-77-8822 

業種：建設業                     Mail：info@abo-p.com 

事業内容：塗装業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒390-0842 

（有）池田ラジエーター工業所          松本市征矢野２丁目１０－２ 

代表取締役 池田 勝彦                   

                   ☎：0263-26-1310  FAX：0263-26-9020 

業種：サービス業                 Mail：ikeraji@sky.plala.or.jp 

事業内容：自動車部品修理            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒390-0874 

居酒屋 一歩                   松本市大手４－１０－１７ 

代表 志賀 丈師                   

                   ☎：0263-36-8484  FAX：0263-36-8484 

業種：飲食店，宿泊業              Mail： 

事業内容：飲食店                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央           〒390-0813 

（株）石井味噌               松本市埋橋１－８－１ 

代表取締役 石井 康介                   

                 ☎：0263-32-0534  FAX：0263-32-3130 

業種：製造業                  Mail：somu@ishiimiso.com 

事業内容：味噌製造販売           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央           〒390-0874 

（有）植田鰹節店              松本市大手３－２－１８ 

代表取締役社長 植田 嘉音子                   

                 ☎：0263-32-2994  FAX：0263-34-2822 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：乾物全般・卸・小売り       自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  松本中央           〒390-0813 

内田繊維（株）               松本市埋橋 1-2-5 

取締役 内田 優                   

                 ☎：0263-32-4404  FAX：0263-32-4329 

業種：卸売・小売業             Mail：info@uchida-seni.com 

事業内容：繊維製品の卸・小売、作業服・ユニフォーム販売          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央           〒390-0874 

（株）燕山荘                松本市大手２－３－１０ 

代表取締役 赤沼 健至                   

                  ☎：0263-32-1535  FAX：0263-32-0898 

業種：飲食店，宿泊業             Mail：tsubakuro@enzanso.co.jp 

事業内容：山岳旅館             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本中央             〒399-0011 

オアビス（株）                 松本市寿北６－４－６ 

代表取締役 工藤 博史                   ローズコート・Ｋ Ａ号室 

                   ☎：0263-85-5587  FAX：0263-85-5587 

業種：卸売・小売業               Mail：oavis-ec@yahoo.co.jp 

事業内容：コーヒーの販売            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本中央             〒399-0033 

（株）王滝                     松本市笹賀７６００－５１ 

代表取締役 永瀬 完治                   

                    ☎：0263-85-0080  FAX：0263-85-0084 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：サービス業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒390-0814 

加藤会計事務所                 松本市本庄１－１４－７ 

税理士 加藤 敏夫                   

                   ☎：0263-33-3602  FAX：0263-33-9478 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：税理士                  自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本中央             〒390-0303 

（有）ガレージモータース            松本市浅間温泉１－１７－２３ 

代表取締役 久保村 明弘                   

                   ☎：0263-46-7891  FAX：0263-46-6411 

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  松本中央             〒390-0827 

木村流大正琴総本部               松本市出川 2-11-1 

宗家 木村 峰与                   

                   ☎：0263-27-7710  FAX：0263-27-7750 

業種：教育，学習支援業             Mail：kimuraryu.koto@aw.wakwak.com 

事業内容：大正琴指導、運営、管理、音楽教室   自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本中央             〒390-0846 

（有）クシマ商事                松本市南原１－２－３ 

代表取締役 久島 輝行                   

                   ☎：0263-27-6175  FAX：0263-27-6174 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：弁当製造販売             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央           〒399-0005 

（株）倉橋建築計画事務所          松本市野溝木工１－１－３０号 

代表取締役所長 小宮山 吉登                   

                 ☎：0263-26-6765  FAX：0263-28-6765 

業種：サービス業              Mail：kura@kurahashi-a.co.jp 

事業内容：建築設計・監理・まちづくり企画  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央           〒390-0823 

（株）さつき                松本市中山１１７６－２ 

代表取締役 上條 啓子              

                  ☎：0263-26-6825  FAX：0263-26-6826 

業種：サービス業              Mail：lymph.satsuki@gmail.com 

事業内容：エステサロン           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央           〒399-0011 

（株）サンテックシステム          松本市寿北 6-1-15 

代表取締役社長 宮沢 昇                   

                 ☎：0263-58-7575  FAX：0263-58-7599 

業種：                        Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本中央           〒399-0703 

（株）塩尻電気工業             塩尻市大字広丘高出１８４７－８ 

代表取締役 小松 幸紀                   

                 ☎：0263-52-7544  FAX：0263-74-3077 

業種：建設業                  Mail：info@shiojiri-e.co.jp 

事業内容：電気工事業            自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  松本中央           〒390-1702 

（医）梓誠会 梓川診療所          松本市梓川梓２３４４－１ 

常務 畑山 善純                   

                 ☎：0263-78-2058  FAX：0263-78-4736 

業種：医療，福祉              Mail：drkimie@avis.ne.jp 

事業内容：医療・介護            自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本中央             〒399-0033 

（株）信栄物産                 松本市笹賀７６００－４１ 

代表取締役 春日 秀明                   

                   ☎：0263-57-9056  FAX：0263-57-5026 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：青果物仲卸              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒399-0704 

（株）新秀                   塩尻市広丘郷原６４１ 

代表取締役 髙山 秀樹                   

                   ☎：0263-52-0523  FAX： 

業種：卸業                   Mail： 

事業内容：農産物卸売業             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒399-0033 

（有）縄文自動車                松本市笹賀６０１６－２ 

工場長 青沼 智弘                   

                   ☎：0263-26-5504  FAX：0263-26-5578 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売・修理車検点検板金     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒399-0015 

（株）スペースウェアハウス           松本市平田西 1丁目 2-16 

代表取締役 小島 正則                   

                   ☎：0263-29-1890  FAX：0263-29-1899 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：建築業、建装業、不動産業       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒399-0039 

(株)仙嶺                       松本市小屋北 1－19－6 

代表取締役 林 靖稔                   

                   ☎：0263-58-3188  FAX：0263-58-5586 

業種：防水工事業                 Mail：senrei@kk-senrei.com 

事業内容：防水工事施工             自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  松本中央             〒390-0852 

代行本舗                       松本市島立５６８－１ 

代表 荒木 一彦                   

                   ☎：0263-31-5191  FAX：0263-31-5344 

業種：サービス業                 Mail：daikouhonpo.araki@gmail.com 

事業内容：代行、運転代行             自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本中央             〒399-0701 

ミニミニ FC・(株)チンタイバンク         塩尻市広丘吉田１０４４－２ 

代表取締役 小松 稔                   

                   ☎：0263-85-7171  FAX：0263-85-7117 

業種：不動産業                   Mail：shiojiri@minimininagano.co.jp 

事業内容：不動産仲介・管理           自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本中央           〒390-0821 

電算印刷（株）               松本市筑摩１－１１－３０ 

代表取締役 宮澤 徹                   

                 ☎：0263-25-4329  FAX：0263-25-9849 

業種：情報通信業              Mail： 

事業内容：印刷                 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央           〒390-0303 

とどろき歯科医院              松本市浅間温泉１-10-25 

院長 轟 紀五                   

                 ☎：0263-45-1181  FAX：0263-45-1183 

業種：医療，福祉              Mail：t-dental@sb4.so-net.jp 

事業内容：歯科医療             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央           〒399-0014 

（株）巴屋                  松本市平田東２－６－１ 

代表取締役社長 武田 善彦                   

                 ☎：0263-58-1940  FAX：0263-58-1941 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：クリーニング業          自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本中央           〒399-0033 

ｔｏｒｉｃｏｗｏｒｋｓ           松本市笹賀５７４７－８ 

代表 片山 鉄太郎                   

                 ☎：090-4153-0538 

業種：サービス業              Mail：fe.ktym@icloud.com 

事業内容：ＩＴ・経営コンサルティング    自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  松本中央           〒390-0835 

（株）中島塗装店              松本市高宮東３－１３ 

代表取締役 中島 敬夫                   

                 ☎：0263-25-1915  FAX：0263-25-0520 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：塗装工事業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒399-0011 

（株）中島屋降簱米穀              松本市寿北 9丁目 7番 17号 

代表取締役社長 降簱 一路                   

                   ☎：0263-86-5811  FAX：0263-86-0558 

業種：卸売・小売業               Mail：kazumiti@nakajimaya.co.jp 

事業内容：米穀卸                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒390-0872 

税理士法人 西川会計              松本市北深志３－１０－３０ 

代表社員 西川 禎人                   

                   ☎：0263-32-3992  FAX：0263-33-0231 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：税理士業                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央              〒390-0312 

（有）英設計                   松本市岡田松岡２６６ー８ 

代表取締役 天津 滋                   

                   ☎：0263-35-8062  FAX：0263-35-8135 

業種：建設業                     Mail：info@hanabusa-sekkei.jp 

事業内容：建設業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央            〒399-6461 

（株）林 農園                塩尻市宗賀１２９８－１７０ 

代表取締役 林 幹雄                   

                  ☎：0263-52-0059  FAX：0263-52-9751 

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

事業内容：ワイン製造            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央           〒390-0851 

（株）パナホーム長野中央          松本市島内４３７０－７ 

代表取締役 岡澤 信一                   

                 ☎：0263-47-8766  FAX：0263-47-8543 

業種：不動産業                Mail： 

事業内容：住宅の販売・設計・施工      自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  松本中央           〒390-1131 

TIP composite（株）今井工場         松本市今井２３２７－１０ 

代表取締役 二ノ宮 啓                   

                 ☎：0263-59-2211  FAX：0263-50-3303 

業種：製造業                  Mail：tip-composite.com 

事業内容：ＦＲＰ製品製造販売        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央            〒390-1242 

TIP composite（株）臨空工場         松本市和田南西原 3967-19 

代表取締役 二ノ宮 啓                   

                 ☎：0263-47-8861  FAX：0263-47-8860 

業種：製造業                  Mail：tip-composite.com 

事業内容：ＦＲＰ製品製造販売        自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本中央           〒390-0871 

ベンリー松本信大前店            松本市桐 1-2-27 

店長 斉藤 弘之                   

                 ☎：0263-39-7680  FAX：0263-39-7681 

業種：サービス業              Mail：m-agata@benry.com 

事業内容：便利業                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒390-0303 

（株）ホテル 玉の湯              松本市浅間温泉１－２８－１６ 

代表取締役社長 山﨑 広太                   

                   ☎：0263-46-0573  FAX：0263-46-5178 

業種：旅館・宿泊業               Mail：y.y.tamanoyu@nifty.com 

事業内容：旅館業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒390-0817 

（株）ホテルモンターニュ松本          松本市巾上 3-2 

代表取締役社長 加留部 隆士                   

                   ☎：0263-35-6480  FAX：0263-35-1236 

業種：飲食店，宿泊業              Mail： 

事業内容：ビジネスホテル            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央             〒390-0834 

（株）松本総合保険               松本市野溝西３－５－８ 

代表取締役 八木 弘雄                   

                   ☎：0263-26-2020  FAX：0263-26-2022 

業種：金融・保険業               Mail：yagi@m-t-i.jp 

事業内容：保険業                  自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  松本中央             〒399-0014 

（株）松本マツダオート             松本市平田東 3-15-3 

代表取締役 林 勇次                   

                   ☎：0263-58-4373  FAX：0263-58-5660 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本中央           〒390-0851 

（株）ミュージックプラザオグチ       松本市島内５０４０ 

代表取締役 小口 恭弘                   

                 ☎：0263-48-4311  FAX：0263-48-4343 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：楽器小売・音楽・英語教室運営   自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本中央           〒390-0863 

務台俊介事務所               松本市白板 2-3-30 

衆議院議員 務台 俊介                   大永第三ビル 

                 ☎：0263-33-0518  FAX：0263-33-0519 

業種：公務                 Mail：office@mutai.shunsuke.jp 

事業内容：衆議院議員            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  松本中央           〒399-0034 

（有）モアモス               松本市野溝東１－１－３６ 

代表取締役 牧田 圭司                   

                 ☎：0263-25-3655  FAX：0263-26-6352 

業種：建設業                Mail： 

事業内容：住設機器、販売施工         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本中央           〒390-0303 

（有）茂住商店               松本市浅間温泉３－４－１９ 

専務取締役 茂住 純                   

                 ☎：0263-46-1101  FAX：0263-46-3536 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：青果・食品卸・小売り       自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  松本中央             〒390-0847 

（株）守谷商会 松本支店            松本市笹部 2-1-57 

執行役員支店長 中村 一郎                   

                   ☎：0263-25-3505  FAX：0263-26-0223 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建設工事（建築・土木）設計及び施工他          自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  松本中央             〒390-0803 

（有）山﨑精一商店               松本市元町１－８－１７ 

代表取締役 山﨑 修一                   

                   ☎：0263-32-0020  FAX：0263-33-5730 

業種：小売業                  Mail：y_s0020@lapis.plala.or.jp 

事業内容：酒類販売店              自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  松本中央             〒390-0221 

（有）リカーズ・モモセ             松本市里山辺４１２４－２ 

代表取締役 百瀬 寿英                   

                   ☎：0263-35-0507  FAX：0263-36-7764 

業種：小売業                     Mail：momose-sakaya@be.wakwak.com 

事業内容：酒類販売業              自社ＨＰ：有 

                                             


