
.所属単会名  飯田市              〒395-0155 

（有）愛光電子                 飯田市三日市場１０９９－１ 

代表取締役社長 熊谷 明男                   

                   ☎：0265-25-3222  FAX：0265-28-1160 

業種：電子機器                   Mail：info@aiko-elc.jp 

事業内容：航空、宇宙、防衛用基板        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0033 

アクサ生命保険（株）飯田営業所         飯田市常盤町 41 

営業所長 佐藤 忠士                    飯田商工会館２階 

                   ☎：0265-24-9896  FAX：0265-24-9887 

業種：金融・保険業               Mail：tadashi.sato@axa.co.jp 

事業内容：生命保険業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0153 

アップルキャブ南信州広域タクシー（有）     飯田市上殿岡７１７－４ 

代表取締役社長 鈴木 佳史                   

                   ☎：0265-28-2800  FAX：0265-25-2155 

業種：運輸業                     Mail：apple.cab@topaz.ocn.ne.jp 

事業内容：バス、タクシー事業          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0152 

アビーム                       飯田市育良町１－２１－１ 

代表取締役 小池 啓一                   

                   ☎：0265-25-5344  FAX：0265-25-5344 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0152 

（有）ﾊﾞﾊﾃｨ―                  飯田市育良町１－２０－３ 

イーカンジ 小池 俊史                   

                   ☎：0265-25-5189  FAX：0265-25-5179 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：衣料販売                自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0823 

（株）飯田ケーブルテレビ            飯田市松尾明７５９０番地１ 

代表取締役社長 原 勉                   

                   ☎：0265-52-5406  FAX：0265-52-3996 

業種：情報通信業                 Mail： 

事業内容：有線テレビジョン放送事業       自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  飯田市            〒395-0153 

伊賀良建設（株）               飯田市上殿岡５－１ 

代表取締役社長 小室 一平                   

                 ☎：0265-25-7320  FAX：0265-25-5022 

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

事業内容：建設業               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0155 

（有）伊賀良設備              飯田市三日市場１４１８ 

代表取締役 社長 平田 富久夫                   

                 ☎：0265-25-7940  FAX：0265-25-6036 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：一般建設業（管工事業・給排水・衛生設備）       自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0151 

（福）一陽会                飯田市北方３３６９－１ 

理事長 熊谷 嘉隆                   

業種：医療，福祉               ☎：0265-48-0115  FAX：0265-25-8550 

事業内容：特養・通所介護・訪問介護          Mail：ichiyokai@ia4.itkeeper.ne.jp 

小規多機能型居宅介護・サ高住・認定こども園 自社ＨＰ：有 

                                            

所属単会名  飯田市              〒395-0151 

（株）栄和                     飯田市北方３３３０ 

代表取締役社長 新井 信一郎                   

                   ☎：0265-25-7819  FAX：0265-25-8001 

業種：建設業                     Mail：eiwa@mis.janis.or.jp 

事業内容：建設業                  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0151 

ＳＩＥ協同組合                 飯田市北方１６９番地 

代表理事 矢島 進               

                   ☎：0265-52-0065  FAX：0265-49-4475 

業種：職業紹介                     Mail：kanai@sie-jp.com 

事業内容：外国人技能実習生受け入れ           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0155 

（株）エナ重機                 飯田市三日市場１４０８－１ 

所長 戸田 義勝                   

                   ☎：0265-48-0441  FAX：0265-48-0442 

業種：運輸業                     Mail：toda.y-enajyuki@ba.wakwak.com 

事業内容：クレーン揚重作業           自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  飯田市              〒399-2601 

尾曽建設（有）                 飯田市虎岩７６０ー２ 

代表取締役 三石 高亜樹                   

                   ☎：0265-29-7847  FAX：0265-29-8797 

業種：建設業                     Mail：osoken@clio.ne.jp 

事業内容：土木建設業              自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0151 

（有）かふね                   飯田市北方２４５６－３ 

代表取締役 熊谷 仁志                   

                   ☎：0265-25-7738  FAX：0265-25-7744 

業種：福祉・介護                 Mail：kafune@mis.janis.or.jp 

事業内容：福祉関係                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0157 

（有）かふね大瀬木サービス付き高齢者住宅    飯田市大瀬木６４７－１ 

代表取締役 熊谷 仁志                   

                   ☎：0265-25-7738  FAX：0265-25-7744 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：サービス付き高齢者アパート運営    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0157 

木下司法書士事務所               飯田市大瀬木４０５６－１ 

所長 木下 伸二                   

                   ☎：0265-25-1525  FAX：0265-25-1220 

業種：司法書士・行政書士            Mail：shinji.kinoshita@mifty.com 

事業内容：司法書士・行政書士          自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0081 

ＮＰＯ法人 くれよん            飯田市宮ノ上３９２３－１ 

理事長 前島 光明                   

                 ☎：0265-24-0904  FAX：0265-24-0905 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：福祉サービス           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒399-2602 

小池建設（株）               飯田市下久堅下虎岩３０８９－２ 

代表取締役 鶯巣 宏臣                   

                 ☎：0265-28-8100  FAX：0265-28-8101 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建設業               自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  飯田市            〒399-2221 

（有）黄鶴園                飯田市龍江６３４４ 

代表取締役 木下 健示                   

                 ☎：0265-53-3111  FAX：0265-53-3220 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：外溝工事、緑花木販売       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0244 

（株）伍福園                飯田市山本６７２２－７２ 

代表取締役 小田切 通利                   

                 ☎：0265-25-2135  FAX：0265-25-4128 

業種：造園建設業              Mail：gofukuen2@nifty.com 

事業内容：造園・木工・緑化工事       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0803 

（有）佐々木金物店             飯田市鼎下山１０９５ 

代表取締役社長 佐々木 勇夫                   

                 ☎：0265-24-2318  FAX：0265-23-8250 

業種：卸売・小売業             Mail：sa2318@mis.janis.or.jp 

事業内容：建築金物・電動工具        自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0151 

幸森企画                    飯田市北方２４５６－３ 

代表 幸森 信良                   

                 ☎：080-5147-3190  FAX：0265-25-7744 

業種：                        Mail： 

事業内容：セミナー講師派遣         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0803 

（有）佐藤種菓子店               飯田市鼎下山１５０７ 

代表取締役 佐藤 実                   

                   ☎：0265-22-4480  FAX：0265-22-4485 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：最中・種菓子製造           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0823 

（株）セレモニーホール飯田         飯田市松尾明４９７５－５ 

代表取締役 伊藤 佳代子                   

                 ☎：0265-24-0365  FAX：0265-24-9087 

業種：サービス業              Mail：info@ceremo-iida.jp 

事業内容：葬祭業               自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  飯田市            〒395-0823 

（有）タカハ                飯田市松尾明７７１４－１ 

営業部長取締役 山村 岳央                   

                 ☎：0265-23-8283  FAX：0265-23-8270 

業種：サービス業              Mail：takaha@sepia.ocn.ne.jp 

事業内容：サービス業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0817 

（有）滝自動車               飯田市鼎東鼎５５－１ 

代表取締役社長 滝 嘉秀                   

                 ☎：0265-22-6131  FAX：0265-22-6130 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：自動車販売・修理         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0806 

（株）藤測                  飯田市鼎上山４０４０－１ 

取締役会長 松村 政計                   

                 ☎：0265-23-1522  FAX：0265-23-4810 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：測量、土木コンサル、補償コンサル         自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0811 

（株）外松                     飯田市松尾上溝３０１４－２ 

代表取締役社長 外松 健太郎                   

                   ☎：0265-22-2750  FAX：0265-23-0030 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：菓子食品卸              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0154 

（株）中村                     飯田市下殿岡４５４－１０ 

代表取締役社長 中村 洋次朗                   

                   ☎：0265-28-1234  FAX：0265-28-1238 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：紙・包装材料の卸           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0808 

夏目光学（株）                 飯田市鼎上茶屋３４６１ 

代表取締役 夏目 佳春                   

                   ☎：0265-22-2434  FAX：0265-24-6869 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：光学レンズ製造及び販売        自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  飯田市              〒395-0823 

南信漬物（株）                 飯田市松尾明７６６０－１ 

代表取締役 林 好伸                   

                   ☎：0265-22-3221  FAX：0265-24-6865 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：漬物製造業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒399-2565 

（有）野中製作所                飯田市桐林 2660-1 

代表取締役 小倉 覚                   

                   ☎：0265-26-1077  FAX：0265-26-1066 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0151 

原田オフィス                   飯田市北方２４５２－８ 

代表 原田 久巳                   

                   ☎：0265-25-7137  FAX：0265-25-7137 

業種：サービス業                 Mail：hharada22s@gmail.com 

事業内容：中小企業診断士            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0817 

（株）原ホンダ               飯田市鼎東鼎９４－５ 

代表取締役 原 義博                   

                 ☎：0265-22-2096  FAX：0265-24-2096 

業種：                        Mail：harahonda@apple-nagano.net 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒399-2602 

（有）ヒラサワ               飯田市下久堅下虎岩１７７２－１ 

代表取締役 平澤 一人                   

                 ☎：0265-29-8652  FAX：0265-29-7964 

業種：建設業                  Mail：info@hi-liner.net 

事業内容：建設業               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0824 

（有）福島木工               飯田市松尾清水４５３８ 

代表取締役社長 福島 秀治                   

                 ☎：0265-21-2940  FAX：0265-23-2940 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：家具全般、新築取付家具、付帯工事家具         自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  飯田市            〒395-0002 

（医）フルタ眼科医院            飯田市上郷飯沼 1909-19 

理事長 古田 仁志                   

                 ☎：0265-53-7123  FAX：0265-53-7122 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：眼科                 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市            〒395-0151 

文吾林造園（株）              飯田市北方３８８３－３ 

代表取締役 原 孝昭                   

                 ☎：0265-25-3928  FAX：0265-25-7238 

業種：                        Mail：honbu@bungobayashi.com 

事業内容：造園業               自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  飯田市             〒395-0153 

細井敏通司法書士事務所           飯田市上殿岡１９－１３ 

所長 細井 敏通                   

                 ☎：0265-25-1155  FAX：0265-25-1199 

業種：司法書士・社会保険労務士・行政書士  Mail：tosimich@carrot.ocn.ne.jp 

事業内容：不動産、法人登録、社会・労働保険手続         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市              〒399-2101 

（有）ホテル三宜 浪漫の舘 月下美人      下伊那郡下條村睦沢４２８６－１ 

代表取締役 児島 博司                   

                   ☎：0260-27-1008  FAX：0260-27-1007 

業種：飲食店，宿泊業              Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0803 

（有）牧野工業                 飯田市鼎下山８１４－３ 

代表取締役 牧野 一成                   

                   ☎：0265-23-7077  FAX：0265-23-7007 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：土木・建築・舗装工事         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  飯田市              〒395-0823 

丸西産業（株）                 飯田市松尾明 7581-1 

代表取締役 山下 大輔                   

                   ☎：0265-22-3085  FAX：0265-52-0439 

業種：卸売業                     Mail： 

事業内容：青果物卸、農業資材卸、カットフルーツ製造       自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  飯田市              〒395-0152 

（株）南信州新聞社               飯田市育良町２－２－５ 

代表取締役 関谷 邦彦                   

                   ☎：0265-22-3734  FAX：0265-24-0537 

業種：情報通信業                 Mail： 

事業内容：新聞発行・印刷            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市             〒395-0152 

（有）メガテン               飯田市育良町１－２２－４ 

代表取締役 熊谷 仁志                   

                 ☎：0265-25-1212  FAX：0265-25-1222 

業種：卸売・小売業             Mail：kumamega3@gmail.com 

事業内容：酒販売               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  飯田市             〒395-0825 

（有）メンテナンス矢澤           飯田市松尾城４３４４ 

社長 矢澤 誠一                   

                 ☎：0265-52-0129  FAX：0265-52-0229 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：清掃業               自社ＨＰ：無 

                                             

 


