
所属単会名  諏訪                〒393-0033 

岩村建設(株)                   諏訪郡下諏訪町西髙木 10616-233 

会長 岩村 清司                   

                   ☎：0266-27-8312  FAX：0266-27-8357 

業種：建設業                     Mail：boss@iwamurakensethu.co.jp 

事業内容：住宅建築                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪                〒394-0021 

岡谷造形（株）                 岡谷市郷田１－５－２１ 

代表取締役 荒井 豊明                   

                   ☎：0266-22-0784  FAX：0266-23-6397 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：広告看板企画制作           自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  諏訪                〒392-0015 

（株）江島積算                 諏訪市中洲４００５ 

代表取締役社長 江島 伸二                   

                   ☎：0266-53-2881  FAX：0266-53-9085 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：建築積算、見積り           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪                〒392-0007 

（有）大坂屋常太郎商店             諏訪市清水二丁目 7番 22号 

代表取締役 藤森 和良                   

                   ☎：0266-52-0309  FAX： 

業種：                     Mail： 

事業内容：                   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪                〒392-0015 

（株）太田屋                   諏訪市中洲５７２３－３ 

代表取締役社長 太田 博久                   

                   ☎：0266-54-3555  FAX：0266-54-3553 

業種：サービス業、小売業            Mail： 

事業内容：冠婚葬祭総合サービス業        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪                〒392-0015 

（株）オノウエ印刷               諏訪市中洲５８６ 

代表取締役社長 尾上 武                   

                   ☎：0266-52-8024  FAX：0266-57-3456 

業種：印刷業                     Mail：ask@op-onoue.co.jp 

事業内容：生活情報誌、月刊ぷらざ発行・総合印刷           自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  諏訪             〒390-1701 

上嶋ウエブコンサルティング         松本市梓川倭 11番地 1 

代表 上嶋 悟                   

                 ☎：080-7023-5071  FAX： 

業種：インターネットコンサルタント     Mail：sa08070235071@gmail.com 

事業内容：インターネットのプロモーション  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  諏訪             〒393-0001 

（株）クリーンウェイスト          諏訪郡下諏訪町樋橋２２８６－１ 

代表取締役社長 長谷 誠                   

                 ☎：0266-28-7328  FAX：0266-28-2807 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：産業廃棄物の収集運搬処理     自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  諏訪             〒392-0009 

（株）興和自動車興業            諏訪市杉菜池１９１８－３ 

代表取締役会長 飯田 兼光                   

                 ☎：0266-52-4004  FAX：0266-53-8897 

業種：サービス業              Mail：iida@kowa-group.co.jp 

事業内容：自動車整備            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪             〒392-0002 

（株）興和自動車興業 諏訪営業所      諏訪市杉菜池１９１８－３ 

代表取締役会長 飯田 兼光                   

                 ☎：0266-52-4004  FAX：0266-53-8897 

業種：サービス業              Mail：iida@kowa-group.co.jp 

事業内容：自動車整備            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪             〒392-0021 

後藤茂之事務所               諏訪市諏訪市上川 3-2212-1 

衆議院議員 後藤 茂之                   

                 ☎：0266-57-3370  FAX：0266-57-3380 

業種：特別職国家公務員           Mail：goto@510.to 

事業内容：衆議院議員            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪             〒393-0075 

（株）五味工業               諏訪郡下諏訪町中央通り２４５ 

代表取締役 五味 威                   

                 ☎：0266-27-7123  FAX：0266-27-7723 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：精密電子機器、各種精密自動機器製造                      自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  諏訪                〒392-0022 

（株）サンティア                諏訪市高島２－１２００－３ 

代表取締役社長 井口 恒雄                   

                   ☎：0266-54-0555  FAX：0266-54-0777 

業種：飲食店，宿泊業              Mail： 

事業内容：ホテル                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪                〒392-0015 

（株）信濃屋                   諏訪市大字中洲字三ツ俣５７０９－３３ 

代表取締役 奥原 賢一                   

                   ☎：0266-52-4708  FAX：0266-57-0952 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：酒類販売業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪                〒392-0012 

（株）諏訪貸家アパートセンター         諏訪市大字四賀８２２ 

代表取締役 矢崎 隆也                   

                   ☎：0266-53-7000  FAX：0266-53-5818 

業種：                           Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪                〒392-0012 

（株）諏訪リフォームセンター          諏訪市四賀 757 

代表取締役 矢﨑 隆也                   

                   ☎：0266-57-5551  FAX：0266-53-5818 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：アパート・貸家のリフォーム      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪             〒391-0013 

たんぽぽ歯科クリニック           茅野市宮川４５３５ー４ 

院長 小塚 一芳                   

                 ☎：0266-82-4618  FAX：0266-82-4617 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：予防歯科             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪             〒393-0075 

（株）土田商店               諏訪郡下諏訪町中央通２４２－１ 

代表取締役 土田 耕嗣                   

                 ☎：0266-28-3232  FAX：0266-28-3235 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：工業薬品の製造・販売       自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  諏訪             〒392-0015 

（株）テンホウ               諏訪市中洲５３１４－１ 

代表取締役 大石 壮太郎                   

                 ☎：0266-58-1100  FAX：0266-58-5845 

業種：不動産管理業             Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  諏訪             〒392-0015 

（株）テンホウ・フーズ           諏訪市中洲５３１４－１ 

代表取締役 大石 壮太郎                   

                  ☎：0266-58-1100  FAX：0266-58-5845 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：ギョウザ・ラーメン等製造・販売  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪                〒392-0015 

（株）フジプラン                諏訪市中洲４４６４－１ 

代表取締役 藤森 常昭                   

                   ☎：0266-54-7050  FAX：0266-54-7260 

業種：                           Mail：nakasu@fuji-plan.com 

事業内容：マグネット吹矢、販売         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪                〒392-0026 

（有）二葉薬局                 諏訪市大手１－３－２ 

代表取締役 井上 幸彦                   

                   ☎：0266-52-1242  FAX：0266-52-3460 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：薬局化粧品販売            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪                〒399-0702 

（株）丸眞テック                塩尻市広丘野村１００４－１ 

代表取締役 髙木 克彦                   

                   ☎：0263-52-2447  FAX：0263-54-3629 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  諏訪                〒392-0016 

（株）丸安精機製作所             諏訪市豊田２４４３－２ 

代表取締役 笠原 昇                   

                   ☎：0266-52-3756  FAX：0266-54-7260 

業種：製造業                  info@ｍaruyasu-seiki.co.jp 

事業内容：金属プラスチックの旋盤加工､マシニング加工、    自社ＨＰ：有 

     複合加工及び試作                                       



所属単会名  諏訪             〒392-0006 

（医）宮坂医院                諏訪市元町４－１０ 

理事長 宮坂 圭一                   

                 ☎：0266-52-1711  FAX：0266-52-5099 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：医療                 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪             〒392-0002 

免疫ｕｐ整体ＮｉＺｉ 諏訪店        諏訪市湯の脇一丁目１７－１１ 

代表 山本 志乃舞                   

                 ☎：090-4721-7425  FAX： 

業種：整体                 Mail：kuririn.ren0327@gmail.com 

事業内容：整体                 自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  諏訪             〒392-0027 

（株）ヤマト                諏訪市湖岸通り １－１９－７ 

代表取締役 渡邊 高志                   

                 ☎：0266-58-1112  FAX：0266-52-4314 

業種：製造業                  Mail：info@yamato.cc 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  諏訪             〒392-0015 

（株）ライト光機製作所           諏訪市大字中洲３６３７ 

代表取締役 岩波 雅富                   

                 ☎：0266-52-3600  FAX：0266-58-5858 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：光学機器製造           自社ＨＰ：有 

                                             


