
所属単会名  茅野                〒391-0001 

（株）アイプラザイトウ             茅野市ちの横内２６１２ 

代表取締役 伊藤 達成                   

                   ☎：0266-82-4000  FAX：0266-82-4100 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：葬祭一式・生花販売          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0011 

（有）アスク                   茅野市玉川４１９０－１ 

代表取締役 古瀬 智恵美                   

                   ☎：0266-82-7220  FAX：0266-82-7225 

業種：金融・保険業               Mail： 

事業内容：保険代理店              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0107 

（株）イツミ                   諏訪郡原村１１８６５ 

取締役会長 五味 光亮                   

                   ☎：0266-79-2331  FAX：0266-79-2721 

業種：製造業                     Mail：info@itsumi.jp 

事業内容：クリーニング機械・縫製用仕上機械製造他           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0013 

（同）インクリースオフィス           茅野市宮川 5844-2 

代表 有賀 郁子                          全日本旅行ビル１０１ 

                   ☎：090-1825-9534  FAX：0266-75-2044 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：コンサルティング業          自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0005 

牛山会計事務所                 茅野市仲町１８－６ 

所長 牛山 浩一                   

                   ☎：0266-72-5311  FAX：0266-72-2543 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：税理士業務              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0002 

永明社印刷所                   茅野市塚原２－１２－３０ 

代表 西田 武治                   

                   ☎：0266-72-2202  FAX：0266-72-2262 

業種：情報通信業                 Mail：ei-press@po30.lcv.ne.jp 

事業内容：印刷業                  自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  茅野                〒183-0011 

（株）縁（えにし）               東京都府中市白糸台５－２５－１ 車返団地 

代表取締役社長 佐々木 美智子             ２街区１５号棟１０６ 

                   ☎：042-306-9855  FAX：042-306-9855 

業種：サービス業                 Mail：sasaki@gap.ne.jp 

事業内容：デザイン制作             自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  茅野             〒391-0002 

（有）甲信代理店              茅野市塚原２－１７－３６ 

代表取締役 樋口 健太郎                   

                 ☎：0266-72-8989  FAX：0266-72-7291 

業種：金融・保険業              Mail： 

 

事業内容：保険代理店            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野             〒391-0013 

（株）オレンジゼリー本舗          茅野市宮川４１７３ 

代表取締役 濵 整之介                   

                 ☎：0266-72-6603  FAX：0266-72-5532 

業種：食品製造業              Mail：orange@orange-jelly.co.jp 

事業内容：菓子、餅、ゼリー、飲料      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野             〒391-0301 

柿澤オーガニックファーム          茅野市北山６６８８ 

代表 北澤宏仁                   

                 ☎：0266-53-2537  FAX： 

業種：農業                 Mail：kakiorga@po25.lcv.ne.jp 

事業内容：有機農産物の生産・販売      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野             〒391-0216 

梶原画廊                  茅野市米沢５６２３－３ 

梶原 勇                   

                 ☎：0266-82-2204  FAX： 

業種：画家                 Mail： 

事業内容：絵画制作             自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  茅野             〒391-0106 

かたりべ工房                諏訪郡原村１００９７－７ 

代表 半田 みゆり                   

業種：語り部                 ☎：0266-79-4249  FAX：0266-79-4249 

事業内容：語り芝居ミユリとして昔話、        Mail： 

創作民話、ｵﾘｼﾞﾅﾙなどの語り部活動、公演     自社ＨＰ：無                                             



所属単会名  茅野             〒391-0013 

北原産業（株）               茅野市宮川４０００ 

代表取締役 林 善博                   

                 ☎：0266-72-2397  FAX：0266-72-0588 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：寒天製造販売           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野             〒399-0214 

小池久長                    諏訪郡富士見町落合９９８４－１０６２ 

県議会議員 小池 久長                                Ａ２０７    

                 ☎：0266-61-0501  FAX：0266-61-0502 

業種：公務                 Mail：hisanaga@koikehisanaga.com 

事業内容：県議会議員            自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0011 

（株）ココロス                 茅野市玉川９８０１－１ 

 熊谷 きよ子                   

                   ☎：0266-79-5005  FAX：0266-79-6137 

業種：医療，福祉                 Mail：a.hama@kokoros.jp 

事業内容：清掃業・産業廃棄物収集運搬業     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野                〒392-0021 

自由民主党長野県第四選挙区支部        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  茅野                〒391-0013 

（株）サンヨー                 茅野市宮川字棚田５９４２－２ 

代表取締役 藤井 哲雄                   

                   ☎：0266-72-1154  FAX：0266-73-5192 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：精密業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0013 

ハーツアートジュエリー            茅野市宮川５７５４－１ 

代表 伊藤 正博                   

                   ☎：0266-72-9846  FAX：0266-72-6992 

業種：製造・販売                 Mail： 

事業内容：ジュエリー製造・販売         自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  茅野                〒391-0001 

（有）ハートフルブレッド            茅野市ちの２８１２－１ 

代表取締役 茅野 光輝                   

                   ☎：0266-73-8090  FAX：0266-73-8081 

業種：製造業                     Mail：spwe7c99@jewel.ocn.ne.jp 

事業内容：パン・サンドイッチの製造販売     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0394 

（株）蓼科グリーンバレー            茅野市茅野市北山 5522 

代表取締役社長 篠原 きよみ                   

                   ☎：0266-67-2600  FAX：0266-67-3162 

業種：飲食店，宿泊業              Mail： 

事業内容：ホテル業                自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  茅野             〒391-8580 

（株）ツチハシ               茅野市本町西４番地２５号 

代表取締役 土橋 英一                   

業種：卸売・小売業             ☎：0266-72-7221  FAX：0266-72-8790 

事業内容：総合日用品・ホテル用品            Mail：tutihasix@yacht.ocn.ne.jp 

業務用厨房用品・避難防災用品        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野             〒391-0013 

東洋精機工業（株）             茅野市宮川２７１５ 

業務部次長 青柳 政彦                   

業種：製造業                ☎：0266-72-4135  FAX：0266-73-2872 

事業内容：工作機械の設計・製造・販売        Mail：aoyagi.masahiko@toyosk.com 

半導体製造装置の設計・製造・販売・自動車関連部品等の製造販売    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野             〒391-0002 

南新電気工業（株）             茅野市塚原２－４－３ 

代表取締役社長 金子 好成         ☎：0266-72-4158  FAX：0266-73-5881 

業種：電気設備業              Mail：info@nanshin-denki.co.jp 

事業内容：電気設備、電気通信設備、消防設備、太陽光発電ｼｽﾃﾑ床暖房 

蓄熱暖房、寒気空調設備、交通信号機工事、電気設備設計        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野             〒391-0301 

（株）野沢                  茅野市北山北大塩道 6891 

取締役会長 野沢 明夫                   

                 ☎：0266-77-2058  FAX：0266-77-2052 

業種：建設業                  Mail：akky4241@po30.lcv.ne.jp 

事業内容：建築塗装業・設計・建築      自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  茅野             〒391-0001 

野村ユニソン（株）             茅野市ちの上原６５０ 

代表取締役社長 野村 稔                   ☎：0266-72-6151  FAX：0266-73-6559                  

業種：製造業                Mail：  

事業内容：FA関連装置設計・製造・産業用ロボット開発 

製造金型設計・製作・精密中空鍛造・ダイカスト・洋酒他       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0001 

八幡商事（株）                 茅野市ちの１０６１ 

代表取締役社長 横関 隆                   

                   ☎：0266-72-4131  FAX：0266-72-4132 

業種：自動車整備業               Mail：hachiman-shoji@bh.wakwak.com 

事業内容：車検・自動車整備・新車・中古車販売・各種保険取扱い     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0216 

（有）深井製作所                 茅野市米沢２１０８－１ 

代表取締役 深井 孝彦                   

                   ☎：0266-73-5243  FAX：0266-73-5231 

業種：製造業                     Mail：fukai@po.lcv.ne.jp 

事業内容：製造業                  自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0013 

（有）フジモリ薬局               茅野市宮川４５３２ 

代表取締役 藤森 憲司                   

                   ☎：0266-72-2200  FAX：0266-72-2190 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：医薬品販売・処方箋調剤        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0011 

ほんわか健康村                 茅野市玉川８４８５－６ 

代表 田中 博                   

                   ☎：0266-79-7083  FAX：0266-79-7083 

業種：サービス業                 Mail：himamiri@kc4.so-net.ne.jp 

事業内容：医療関連のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ､施術、ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ販売   自社ＨＰ：有 

                                            

所属単会名  茅野                〒391-0012 

魔法の呼吸カフェ                茅野市金沢 1845の 1 

代表 住吉 克明                   

                   ☎：080-5198-3692  FAX： 

業種：子育て・夫婦問題相談           Mail： 

事業内容：作家、文章教室・講演         自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  茅野             〒391-0108 

（株）宮坂建設               諏訪郡原村中新田１２６７０－１ 

代表取締役 宮坂 源三郎                   

                 ☎：0266-79-2536  FAX：0266-79-2576 

業種：建設業                   Mail： 

事業内容：総合建設業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野             〒391-0011 

（株）メカ・エンジ             茅野市玉川２４８３ 

代表取締役 眞道 洋一                   

                 ☎：0266-82-0887  FAX：0266-72-8274 

業種：情報通信業              Mail：info@mekaenji.co.jp 

事業内容：電気式床暖房           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野             〒391-0011 

（株）両角佛壇               茅野市玉川７５１６ 

代表取締役 両角 匠一                   

                 ☎：0266-79-3014  FAX：0266-79-3028 

業種：葬祭業                  Mail： 

事業内容：仏壇仏具販売・墓石販売施工    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野             〒391-0213 

八ケ根工業（株）              茅野市豊平６５５８ 

代表取締役 永由 陽平                   

                 ☎：0266-72-3780  FAX： 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：各種ゲージの製造・販売      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0213 

やつがね歯科医院                茅野市豊平３３１１－１ 

院長 中村 達弥                   

                   ☎：0266-71-5454  FAX：0266-71-5455 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：歯科医                  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  茅野                〒391-0216 

（有）ヤマモト                  茅野市米沢 3905-1 

代表取締役 山本 活夫                   

                   ☎：0266-75-5510  FAX：0266-75-5516 

業種：卸売・小売業               Mail：manager@tateshinatree.co.jp 

事業内容：青果物直売              自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  茅野                〒391-0111 

れんげ草                       諏訪郡原村上里１７２１７－５９２ 

 日達 あけみ                   

                   ☎：0266-75-3857  FAX：0266-75-3857 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：切絵師                  自社ＨＰ：有 

                                             

 


