
所属単会名  伊那・木曽            〒399-4511 

（有）アイクローバー             上伊那郡南箕輪村９４３４ 

代表取締役社長 久保田 礼子                  

                   ☎：0265-73-4830  FAX：0265-73-6621 

業種：販売                    Mail：nanken8686@gmail.com 

事業内容：自動車販売               自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-4601 

（株）愛光典礼社                伊那市箕輪町大字中箕輪８４３９－２ 

代表取締役社長 久保田 礼子                  

                   ☎：0265-71-3201  FAX：0265-70-6609 

業種：葬祭業                   Mail：aikoh-1230@bz04.plala.or.jp 

事業内容：葬祭・法事業務            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒396-0006 

（有）アイ・プラス               伊那市上牧 6643-3 

専務取締役 山﨑 秀亮                   

                   ☎：0265-76-0392  FAX：0265-76-7377 

業種：サービス業                 Mail：i_plusc@agate.plala.or.jp 

事業内容：保険、カー用品販売          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒396-0022 

（資）青山                     伊那市御園１３２－２ 

専務 唐木 拓                   

                   ☎：0265-73-8875  FAX： 

業種：不動産業                   Mail：takukaraki@gmail.com 

事業内容：不動産賃貸と管理           自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-0421 

（株）赤坂ホンダ                上伊那郡辰野町辰野１７２６ 

代表取締役 赤坂 修一                   

                   ☎：0266-44-1551  FAX：0266-41-4720 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車修理販売            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒396-0021 

（有）赤玉                     伊那市伊那５１７９ 

代表取締役 冨田 伸                   

                   ☎：0265-72-9455  FAX：0265-76-1039 

業種：飲食店，宿泊業              Mail： 

事業内容：ホテル業                自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  伊那・木曽            〒399-4511 

（株）あっとホーム               上伊那郡南箕輪村南箕輪村８９９８－１ 

代表取締役 畑 宏晃                   

                   ☎：0265-73-1323  FAX：0265-73-0323 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：建設                    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒396-0015 

アメックスホーム伊那（有）           伊那市中央５１３０ 

代表取締役 秋山 悟                   

                   ☎：0265-71-6208  FAX：0265-71-6207 

業種：建築工事業                 Mail：info@amex-ina.com 

事業内容：新築・リフォーム・外構工事      社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-4431 

（株）アルプスメディカル            伊市西春近２５３２ 

代表取締役 深津 博行                   

                   ☎：0265-76-5452  FAX：0265-76-5625 

業種：医療、福祉                 Mail： 

事業内容：医薬品配置販売業           自社ＨＰ：有 

 

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0014 

アリマックス（株）             伊那市狐島３８０５ 

代表取締役 伊澤 芳夫                   

                 ☎：0265-72-3558  FAX：0265-72-3591 

業種：製造業                  Mail：y.isawa@arimax.co.jp 

事業内容：印刷紙器、段ボール函、包装資材等製造販売        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0025 

アルプス中央信用金庫            伊那市荒井３４３８－１ 

理事長 大澤 一郎                   

                 ☎：0265-72-4171  FAX：0265-72-4433 

業種：金融・保険業             Mail：honbu@alushin.co.jp 

事業内容：金融業（預金、融資、為替業務）  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0025 

（有）石川                 伊那市荒井１１ 

代表取締役 石川 信頼              

                 ☎：0265-72-2013  FAX：0265-72-2136 

業種：食品製造               Mail：ishi@almond.ocn.ne.jp 

事業内容：菓子製造販売              自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊那・木曽          〒396-0026 

伊那ケーブルビジョン（株）いなﾃﾚｼｮｯﾌﾟ    伊那市西町４９８３番地 1 

代表取締役 向山 賢悟                   

                 ☎：0265-73-2020  FAX：0265-76-3934 

業種：通信業                Mail：info@inacatv.co.jp 

事業内容：格安スマホ販売          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0111 

（株）伊那自動車教習所 総務        伊那市美篶９６２３－２ 

代表取締役 伊藤 哲雄                   

                 ☎：0265-72-6191  FAX：0265-73-2127 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：自動車学校            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0011 

（株）伊那中央石油             伊那市伊那部４５９６ 

代表取締役 中村 公則                   

                 ☎：0265-72-5231  FAX：0265-73-6822 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：石油製品販売           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0015 

伊那燃料（株）               伊那市中央 5014番地 1 

代表取締役 唐澤 幸利                   

                 ☎：0265-72-4131  FAX：0265-72-4430 

業種：電気・ガス・熱供給・水道業       Mail：inanen@nifty.com 

事業内容：石油製品の販売          自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0014 

伊那美装（株）               伊那市狐島３８３６－１ 

代表取締役 菅 靖世                   

                 ☎：0265-98-8883  FAX：0265-98-5564 

業種：ビル管理                Mail：y-suga@c-sourcing.co.jp 

事業内容：ビル管理・メンテナンス      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0025 

伊那林業（株）               伊那市荒井４７３２－２ 

代表取締役 藤井 堅司                   

                 ☎：0265-78-8157  FAX：0265-98-0057 

業種：林業                  Mail：inaringyo@yahoo.co.jp 

事業内容：素材生産             自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊那・木曽           〒399-4431 

ＮＣＣ（株）                伊那市西春近上島２４３１ 

代表取締役 原田 学                   

                 ☎：0265-72-7161  FAX：0265-78-2796 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：塗料等の販売           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒396-0026 

ＮＣＣトーヨー住器（株）            伊那市西町４９８３ 

部長 酒井 敬一                   

                   ☎：0265-73-7600  FAX：0265-76-2222 

業種：建設業                     Mail：sakai@ncc-gp.co.jp 

事業内容：住宅建材・設備            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-5603 

（株）エマ商会                 木曽郡上松町駅前通り２－６ 

代表取締役 依馬 邦夫                   

                   ☎：0264-52-2385  FAX：0264-52-2386 

業種：卸売・小売業               Mail：ema.k@ag.kiso.ne.jp 

事業内容：住宅設備工事、リフォーム、不動産業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-4511 

縁結                           上伊那郡南箕輪村南箕輪村久保 

取締役 橋爪 洋治                   

                   ☎：0265-72-5332  FAX： 

業種：飲食店，宿泊業              Mail： 

事業内容：焼肉店                  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒396-0026 

オオシマ                        伊那市西町５４８３－１ 

代表 伊藤 巻廣                   

                   ☎：0265-73-4407  FAX： 

業種：運送業                     Mail： 

事業内容：軽貨物運送業             自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒396-0011 

（株）オザワ建装                伊那市大字伊那部６９１６ 

代表取締役 下井 達典                   

                   ☎：0265-78-5551  FAX：0265-73-6543 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：建物の内外塗装、防水工事       自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊那・木曽          〒396-0026 

（株）折勝                  伊那市西町５１６０－１ 

代表取締役 伊東 裕介                   

                  ☎：0265-74-6666  FAX：0265-74-6660 

業種：卸売業                  Mail： 

事業内容：業務用品全般           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽           〒399-4602 

（福）平成会 介護老人保健施設わかな    上伊那郡箕輪町東箕輪 3296-1 

管理者 花岡 直人                   

                 ☎：0265-70-1818  FAX：0265-70-8820 

業種：医療，福祉              Mail：rouken-wakana＠heisei-kai.jp 

事業内容：会議老人保健施設         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-4603 

（株）カスガ                上伊那郡箕輪町三日町１５７１－２ 

代表取締役会長 春日 包男                   

                 ☎：0265-79-3382  FAX：0265-79-0251 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：管工事・土木工事、給排水・下水道工事一式        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-4511 

（有）加藤設備工業             上伊那郡南箕輪村８３７６ 

代表取締役 加藤 章嗣                    

                 ☎：0265-78-3088  FAX：0265-78-3004 

業種：給排水設備工事            Mail：katou-setsubi@inacatv.ne.jp 

事業内容：住宅水周りの施工・メンテナンス  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-4511 

（有）唐木電設               上伊那郡南箕輪村南箕輪村 5906-2 

専務取締役 宮澤 豊和                    

                 ☎：0265-78-1485  FAX：0265-78-1444 

業種：建設業                  Mail：info@karaki-d.co.jp 

事業内容：電気設備工事、消防設備工事    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-0421 

（有）共和堂                上伊那郡辰野町中央５８ 

代表取締役 相談役 伊藤 優                    

                 ☎：0266-41-0065  FAX：0266-41-4818 

業種：                        Mail：fsp-1216@citrus.ocn.ne.jp 

事業内容：新聞販売業・旅館業・まちづくり事業  自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊那・木曽          〒399-4602 

久保畑                   上伊那郡箕輪町東箕輪１６５６ 

責任者 金澤 博                    

                 ☎：0265-79-5428  FAX：0265-79-5428 

業種：農業                     Mail：kanazawa797@gmail.com 

事業内容：農業               自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0012 

（株）黒河内                伊那市上新田２３６５ 

代表取締役社長 黒河内 淳                    

                 ☎：0265-73-5995  FAX：0265-78-7142 

業種：宅配                        Mail： 

事業内容：飲食業              自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0024 

（株）玉扇グローバル            伊那市坂下３２９５ 

代表取締役 中村 修哉                    

                 ☎：0265-71-5120  FAX：0265-71-5125 

業種：サービス業                 Mail：shuya-n@gyokusen.co.jp 

事業内容：飲食・フィットネス        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0022 

（株）小松商会                伊那市御国１２９８－２ 

専務取締役 小林 国雄                    

                 ☎：0265-98-8931  FAX：0265-98-8932 

業種：不動産業                  Mail：kunio@i-komatsu.biz 

事業内容：土地建物の売買、賃貸及び仲介   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-4501 

サン工業（株）               伊那市西箕輪 2148-186 

代表取締役 川上 健夫                   

                 ☎：0265-78-2511  FAX：0265-98-7983 

業種：製造業                  Mail：n.sakai@sun-kk.co.jp 

事業内容：金属表面処理加工業        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0217 

（株）仙醸                 伊那市高遠町上山田２４３２ 

 代表取締役 黒河内 貴                   

                 ☎：0265-94-2250  FAX：0265-94-2025 

業種：酒造業                Mail：kurot@senjyo.co.jp 

事業内容：酒造業              自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊那・木曽          〒399-7101 

ソニー生命（株）              安曇野市明科東川手３２８－５ 

ライフプランナー 小林 雄矢                   

                 ☎：090-1998-8568  FAX： 

業種：保険業                Mail： 

事業内容：生命保険             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0025 

Tale hair design             伊那市荒井通り町１－３３－１ 

 松﨑 貴彦                   

                 ☎：090-7174-9167  FAX： 

業種：サービス業              Mail：qualia0320@gmail.com 

事業内容：美容・飲食            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-4431 

（有）辰野建築計画             伊那市西春近３２８２－１５３ 

 取締役 辰野 一夫                   

                 ☎：0265-71-5206  FAX：0265-71-5276 

業種：建設業               Mail： 

事業内容：建築設計、施工         自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-4601 

ビジネス旅館 ふきはら           上伊那郡箕輪町中箕輪９９７７－１ 

専務 寺平 秀行                  

                 ☎：0265-79-2426  FAX： 

業種：旅館業                Mail：shukowave@yahoo.co.jp 

事業内容：旅館業             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0012 

（有）フラワーピース南信州サンスイ     伊那市上新田２６２６－１ 

 小池 忍                   

                 ☎：0265-78-8783  FAX：0265-71-8783 

業種：卸売・小売業             Mail：sansui@poplar.ocn.ne.jp 

事業内容：生花販売             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-4501 

三洋グラビア（株）               伊那市西箕輪２４１５ 

代表取締役 原 敬明                   

                   ☎：0265-72-1511  FAX：0265-73-3352 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：包装用フィルムパッケージの企画製造販売          自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊那・木曽            〒399-4511 

（有）志賀野シーケンス             上伊那郡南箕輪村字中の原９７９０－２ 

代表取締役 井出 勝彦                   

                   ☎：0265-78-1144  FAX：0265-78-6311 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：自動制御装置設計・製作        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒396-0014 

社会保険労務士法人 田畑事務所         伊那市狐島４０７５－１ 

所長 田畑 和輝                   

                   ☎：0265-78-3658  FAX：0265-78-8377 

業種：社会保険労務士業             Mail：sr.tabata@nagano.email.ne.jp 

事業内容：総合保険代理業、人事労務コンサルティング業         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-4431 

（株）信州ウェイスト              伊那市西春近 5806 

代表取締役 小林 源吾                   

                   ☎：0265-73-9533  FAX：0265-73-9577 

業種：サービス業                 Mail：gengo2@shinshu-waste.co.jp 

事業内容：廃棄物処理              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-4602 

新橋屋建設（株）                上伊那郡箕輪町大字東箕輪５１８３ 

代表取締役 丸山 昇                   

                   ☎：0265-79-4130  FAX：0265-79-9964 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：総合建設業              自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-4601 

諏訪湖の森 四季亭               上伊那郡箕輪町中箕輪 11299-1 

代表者 赤沼 晋輔                   

                   ☎：0265-98-6752  FAX：0265-98-6753 

業種：飲食店，宿泊業              Mail：felice@waltz.ocn.ne.jp 

事業内容：宿泊業、ブライダル業、レストラン業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-5504 

田口建材工業（株）             木曽郡大桑村野尻１０７７ 

会長 田口 直幸                   

                 ☎：0264-55-2211  FAX：0264-55-3559 

業種：卸売・小売業             Mail：nao@kiso-taguchi.co.jp 

事業内容：骨材砕石の製造販売・貨物自動車運送事業        自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  伊那・木曽          〒396-0011 

（株）中央鈑金               伊那市大字伊那部６４６１－３ 

代表取締役 宮下 光一                   

                 ☎：0265-72-3582  FAX：0265-72-4109 

業種：板金工事                Mail： 

事業内容：社寺一般屋根萱工事        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽           〒399-5302 

床浪観光開発（株）ホテル富貴の森      木曽郡南木曽町吾妻４６４４ー７ 

代表取締役 志水 弘樹                   

                 ☎：0264-58-2288  FAX：0264-58-2228 

業種：飲食店，宿泊業            Mail：h.shimizu@fukinomori.com 

事業内容：ホテル               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-4511 

（税）登内会計               上伊那郡南箕輪村５９２５－１ 

代表社員 登内 豊明                   

                 ☎：0265-96-7791  FAX：0265-96-7792 

業種：税理士法人              Mail：t.tonouchi@tkent.or.jp 

事業内容：会計・税務申告          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0011 

（有）トモエ自動車商会           伊那市伊那部４５０９ー１ 

代表取締役 宮澤 友浩                   

                 ☎：0265-78-2468  FAX：0265-73-8749 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：自動車整備、販売         自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0621 

中村園芸                  伊那市伊那市富県８３４９ 

代表 中村 一                   

                 ☎：0265-72-8662  FAX：0265-72-8662 

業種：農業                 Mail： 

事業内容：野菜園芸             自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-4511 

                  伊那市南箕輪村８０１４－２ 

店主 中村 和也              グランデＢ棟 ２０２号室 

                 ☎：080-5141-8407  FAX： 

業種：                   Mail：hassun0601@gmail.com 

事業内容：料理人（個人店開設準備中）    自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  伊那・木曽          〒399-4431 

南信工営（株）               伊那市西春近２５４７ 

代表取締役社長 市川 修次                   

                 ☎：0265-72-1212  FAX：0265-73-6834 

業種：建設業                  Mail：eco1-take@nanshinkohei.co.jp 

事業内容：建築資材・専門工事業       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0015 

日商開発（株）               伊那市中央４８４６ 

代表取締役 工藤 陽介                  

                 ☎：0265-72-9000  FAX：0265-72-9024 

業種:不動産業                Mail：info@nissyoukaihatsu.com 

事業内容：仲介、分譲、賃貸         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-4601 

野澤司法書士事務所             上伊那郡箕輪町大字中箕輪８３４０ 

司法書士 野澤 賢一                   

                 ☎：0265-79-6384  FAX：0265-79-6360 

業種：司法書士               Mail：nozawash@aqua.plala.or.jp 

事業内容：司法書士             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-4601 

（株）ハヤシテクノ               上伊那郡箕輪町大字中箕輪 10800－119 

代表取締役 林 史章                   

                   ☎：0265-79-8701  FAX：0265-79-9031 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：プラマグ成形加工、プラマグ金型製作  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒396-0006 

（有）原塗装工業                伊那市上牧６４４７－７ 

代表取締役 原 広典                   

                   ☎：0265-72-2774  FAX：0265-76-2067 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：建築塗装                自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒396-0014 

馬場測量設計（株）              伊那市狐島４０１２番地 

代表取締役 馬場 規生                   

                   ☎：0265-78-8111  FAX：0265-78-8112 

業種：建設業                     Mail：babasoku@valley.ne.jp 

事業内容：測量、コンサルタント         自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  伊那・木曽            〒399-5603 

ひのき精香（株）                木曽郡上松町駅前通り 2-8 

代表取締役 吉川 正樹                   

                   ☎：0264-52-1020  FAX：0264-52-1027 

業種：林業                       Mail： 

事業内容：ひのき製品の製造販売         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-0428 

（株）ピーアンドシー上島          上伊那郡辰野町大字伊那富４５９０ 

代表取締役 橋爪 直哉                   

                 ☎：0266-41-0479  FAX：0266-43-1979 

業種：製造業                  Mail：pandckam@valley.ne.jp 

事業内容：精密                 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0023 

（有）フランセ板屋             伊那市山寺１９８２ 

代表取締役 福澤 豊                   

                 ☎：0265-72-2686  FAX：0265-72-0742 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：菓子製造及び販売         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒380-0823 

プルデンシャル生命保険（株）        長野市南千歳１－１２－７ 

 前田 憲人                新昭和ビル３Ｆ 

                 ☎：026-291-4571  FAX： 

業種：保険業                Mail：nrhto0721@gmail.com 

事業内容：生命保険業            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0012 

ＨＡＩＲ ＣＲＡＦＴ ａｒｋ        伊那市上新田２１５１－１ 

代表 竹松 正弘                   

                 ☎：0265-98-9394  FAX：0265-98-9394 

業種：サービス業              Mail：ark@orion.ocn.ne.jp 

事業内容：美容業               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-4601 

（有）松島美容室                上伊那郡箕輪町大字中箕輪８５０４－６ 

代表取締役 関 茂喜                   

                   ☎：0265-79-3273  FAX：0265-79-0503 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：美容室                  自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊那・木曽            〒399-4601 

（株）マルエー                 上伊那郡箕輪町中箕輪１４４２－１ 

代表取締役 有賀 大輔                   

                   ☎：0265-79-2079  FAX：0265-79-2082 

業種：乳類販売業                 Mail：daisuke.aruga@maru-a.co.jp 

事業内容：乳製品の宅配             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-6201 

マルオカ工業（株）               木曽郡木祖村薮原２３２－７ 

常務取締役 湯川 寛人                   

                   ☎：0264-36-2137  FAX：0264-36-2025 

業種：                           Mail：info@maruoka.co.jp 

事業内容：木工業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-4511 

マルタ工業（株）                上伊那郡南箕輪村南箕輪村神子柴７５３４ 

代表取締役 田中 秀明                   

                   ☎：0265-72-3175  FAX：0265-78-2355 

業種：鉱業                       Mail： 

事業内容：生コン製造販売            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-4601 

（株）三笠電化                 上伊那郡箕輪町中箕輪６２３ 

代表取締役 大槻 眞之                   

                   ☎：0265-79-2456  FAX：0265-79-0724 

業種：製造業                     Mail：mikasa-00@crux.ocn.ne.jp 

事業内容：電気メッキ（小さい部品など）     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒396-0114 

みすず接骨院                   伊那市仙美 7869-1 

院長 渡邊 尋                   

                   ☎：0265-73-8765  FAX：0265-73-8765 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：接骨院                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽            〒399-4511 

（株）宮坂組                  上伊那郡南箕輪村４０－１ 

代表取締役 宮坂 義広                   

                   ☎：0265-73-7222  FAX：0265-73-7223 

業種：建設業                     Mail：main_office@miyasakagumi.com 

事業内容：建設業                自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  伊那・木曽            〒396-0006 

宮下建設（株）                 伊那市上牧６４７４ 

代表取締役 宮下 金俊                   

                   ☎：0265-72-3191  FAX：0265-73-5067 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：総合工事業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒399-5603 

山田印刷（株）               木曽郡上松町駅前通り２－１９ 

代表取締役社長 山田 弘                   

                 ☎：0264-52-2320  FAX：0264-52-1050 

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

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  伊那・木曽          〒396-0026 

（株）ワイド                伊那市西町５８４５－１ 

企画調査部長 松澤 清和                   

                 ☎：0265-78-7533  FAX：0265-78-6742 

業種：サービス業              Mail：K-matsuzawa@cc-wide.co.jp 

事業内容：測量、設計            自社ＨＰ：有 

                                             

 


