
所属単会名  しなの             〒383-0025 

（株）アーム                 中野市壁田１０００－１８ 

代表取締役 倉田 勝彦            土居ビル ２Ｆ－１ 

                   ☎：0269-38-1374  FAX：0269-38-1384 

業種：サービス業                Mail：kurata@arm-info.jp 

事業内容：労働者派遣業             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-0000 

（株）遠藤酒造場                須坂市大字須坂２９番地 

代表取締役 遠藤 秀三郎                   

                   ☎：026-245-0117  FAX：026-245-1477 

業種：製造業                  Mail：support@keiryu.jp 

事業内容：清酒製造業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒381-0201 

（株）小布施 鈴花               上高井郡小布施町小布施１０２－１ 

代表取締役 鈴木 徳一                   

                   ☎：026-247-6487  FAX：026-247-6987 

業種：飲食店                  Mail：無 

事業内容：日本料理店              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒389-1105 

回想プロジェクト                長野市豊野町豊野 902-3 

 清水 学                  

                   ☎：026-257-2577  FAX：026-257-2577 

業種：                     Mail： 

事業内容：                   自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-0098 

（株）環境クリエイション            須坂市墨坂南１－２０－３ 

代表取締役会長 相原 範六                   

                   ☎：026-245-9400  FAX：026-248-1078 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：                   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒383-0043 

（株）協栄テクノス               中野市三ツ和４６２ー１ 

代表取締役 樋口 健吾             ☎：0269-26-2015  FAX：0269-26-2423      

業種：サービス業                                 Mail：    

事業内容：ﾃﾞｻﾞｲﾝから多種多様印刷まで、ｼｰﾙ･ﾗﾍﾞﾙ                  自社ＨＰ： 

広告、宣伝、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、紙箱印刷、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷、ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾌｨﾙﾑなどのｸﾞﾗﾋﾞｱ印刷、大判ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄなど。                

                                             



所属単会名  しなの            〒381-0201 

（株）信州さがみ典礼（きりはら心斎館）   上高井郡小布施町小布施 895 

取締役社長 桐原 雅幸                   

                 ☎：026-247-2261  FAX：026-247-6400 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：                 自社ＨＰ：有 

                                             

属単会名  しなの            〒381-0202 

栗が丘クリニック              上高井郡小布施町福原字久保１３４－６ 

院長 荒井 恵子                   

                 ☎：090-3339-3115  FAX：026-247-2262 

業種：医療，福祉              Mail：chu-arai@ianis.or.jp 

事業内容：内科医院             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-0097 

黒岩文雄税理士事務所            須坂市南横町１６３７ 

 黒岩 文雄                    ツインエースビル２階１０号 

                 ☎：026-246-6200  FAX：026-246-6201 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：税理士事務所           自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-0043 

県議会議員 村石正郎            須坂市下八町２２４９ 

 村石 正郎                   

                 ☎：026-245-0807  FAX：026-245-3807 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：                 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの            〒388-8006 

広栄商事（株）               長野市篠ノ井御幣川字行之橋８７７－５ 

代表取締役 岩田 浩子                   

                 ☎：026-293-0031  FAX：026-293-0056 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：化粧板・各種建材         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-0000 

（株）光臨閣                須坂市大字須坂３４４番地１ 

代表取締役 永井 淳                   

                 ☎：026-248-5550  FAX：026-248-1533 

業種：貸会場                Mail： 

事業内容：貸会場              自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  しなの            〒381-0034 

コスモサークル（株）アルカンシエル     長野市高田９２－１６ 

オーナー 塚田 美保                   

                 ☎：026-243-5697   

業種：小売業                Mail：888arcenciel888@au.com 

事業内容：食品、健康食品販売、美容ﾋｰﾘﾝｸﾞ等 自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  しなの            〒383-0064 

（有）コスモ電子              中野市新井６１４ー３ 

取締役 阿部 秀夫                   

                 ☎：0269-26-2274  FAX：0269-26-4842 

業種：製造業                Mail： 

事業内容：                 自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  しなの              〒381-0298 

（株）桜井甘精堂                上高井郡小布施町小布施２４６０－１ 

代表取締役 平山 豪晴                   

                   ☎：026-247-2132  FAX：026-247-5142 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：栗菓子製造販売            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-0077 

佐藤印刷（株）                 須坂市大字須坂１３２１ 

代表取締役社長 佐藤 潔英                   

                   ☎：026-245-0112  FAX：026-248-4174 

業種：印刷                   Mail：so-print@mx1.avis.ne.jp 

事業内容：印刷業                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒383-0064 

（株）サンエ－                 中野市新井３６７－４ 

代表取締役 羽生田 輝彦                   

                   ☎：0269-26-2461  FAX：0269-26-0136 

業種：食品加工                 Mail：info@mirokuan-sonei.com 

事業内容：山菜やきのこを主とする惣菜加工    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-8533 

（株）サンジュニア               須坂市須坂１５９５－１ 

代表取締役 西原 弘樹                   

                   ☎：026-215-2600  FAX：026-215-2601 

業種：建設業                  Mail：hirokinisihara@sunjunior.co.jp 

事業内容：太陽エネルギー利用機器の開発製造  自社ＨＰ：有 

     及びアフターサービス 



所属単会名  しなの              〒382-0048 

（株）塩崎貞夫建築設計事務所          須坂市九反田町２０５ 

代表取締役 塩﨑 貞夫                   

                   ☎：026-246-3200  FAX：026-246-2453 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：設計事務所              自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-0033 

（株）シンエイ                 須坂市亀倉町２５－４ 

代表取締役 社長 橋本 義德                   

                   ☎：026-245-8102  FAX：026-248-3394 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：電子部品デバイス製造、金属部品製造、労働者派遣業   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-0098 

（特非）信州能力開発ネットワーク      須坂市墨坂南１－２０－３ 

理事長 相原 健作                   

                 ☎：026-246-9400  FAX： 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：社会福祉業            自社ＨＰ：無 

                                             

所所属単会名  しなの           〒382-0024 

信商機工（株）               須坂市大字塩野字御林跡１１１９－３ 

代表取締役 宮川 岳洋                   

                 ☎：026-246-8899  FAX：026-246-2535 

業種：製造業                Mail：t-miyagawa@sinsyo-kk.co.jp 

事業内容：精密板金加工           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-8511 

須坂市役所                 須坂市大字須坂東横町 1528-1 

副市長 中澤 正直                   

                 ☎：026-245-1400  FAX： 

業種：                    Mail：masanao.nakazawa@city.suzaka.nagano.jp 

事業内容：                  自社ＨＰ： 

 

所属単会名  しなの            〒382-0081 

須坂新聞（株）               須坂市横町１５９１－８ 

代表取締役 北澤 正                   

                 ☎：026-245-5320  FAX：026-248-0270 

業種：情報通信業              Mail： 

事業内容：新聞発行             自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  しなの            〒382-0071 

ＮＰＯ法人生活支援センター オアシス    須坂市小河原町１５６４－１ 

理事長 浅井 洋子                   

                 ☎：026-245-8882  FAX：026-245-2308 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：介護保険事業            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  しなの            〒381-2205 

関建設工業（株）              長野市青木島町大塚１４９０ 

代表取締役 関 茂正                   

                 ☎：026-285-3525  FAX：026-285-4017 

業種：建設業                Mail：seki3505@blue.ocn.ne.jp 

事業内容：建設業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-0044 

関野農園                  須坂市上八町１７９２ 

代表取締役 関野 芳秀                   

                 ☎：026-245-5148  FAX：026-248-4823 

業種：農業                 Mail： 

事業内容：農業               自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-0044 

（株）関木工所               須坂市上八町字花田北１９０３－１ 

代表取締役 関 裕朗                   

                 ☎：026-245-1096  FAX：026-248-4393 

業種：建築内装木工事            Mail：sekimoku@stvmet.home.ne.jp 

事業内容：造作・木製建具、工事、造作木工事、木製複合サッシ他    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-0098 

セントラル自動車販売（株）         長野県須坂市墨坂南 3丁目 9番 4号 

代表取締役 川中 一豊                   

                 ☎：026-245-0263  FAX：026-248-4680 

業種：自動車                Mail：k-kawanaka@jikyou.nagano.jp 

事業内容：自動車整備、販売業        自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-0047 

竹前板金塗装                  須坂市幸高町１９１－２２６－２９ 

代表 竹前 一記                   

                   ☎：026-248-2558  FAX：026-248-3403 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：自動車板金塗装            自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  しなの              〒380-8503 

（株）たちばな                長野市鶴賀緑町２２１４ 

代表取締役社長 松本 亮治                   

                   ☎：026-238-0242  FAX：026-238-4466 

業種：                     Mail：shatyou-i@tachibana-group.co.jp 

事業内容：                   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-0085 

（公財）田中本家博物館             須坂市穀町４７６ 

田中本家十二第当主 田中 宏和                   

                   ☎：026-248-8008  FAX：026-245-4780 

業種：                     Mail：tanakam-ht@stvnet.home.ne.jp 

事業内容：博物館                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-0017 

（株）大福食品工業               須坂市大字日滝２２４７－１ 

代表取締役 門脇 一郎                   

                   ☎：026-245-8561  FAX：026-245-6585 

業種：製造業                  Mail：daifuku@korokkeland.com 

事業内容：冷凍食品製造業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-0041 

（株）ＴＨＩＳ                 須坂市米持町２３６－２ 

代表取締役 篠塚 芳久                   

                   ☎：026-246-5946  FAX：026-214-3885 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：レジンコンクリート製造業       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-0037 

（株）地域総合計画               須坂市大字野辺１３５４－１ 

代表取締役 野平芳一                   

                   ☎：026-248-1384  FAX：026-248-1305 

業種：建設コンサルタント            Mail： 

事業内容：都市計画ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄｳｴｱ開発  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-0071 

（株）中條製缶                 須坂市小河原町３９５４ー６ 

代表取締役 中條 英幸                   

                   ☎：026-245-9304  FAX：026-246-8438 

業種：製造業                  Mail：s-nakajyo.can@ca.wakwak.com 

事業内容：製缶業                自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  しなの            〒383-0013 

（有）中野セメント製品工場         中野市中野２１１６ 

代表取締役 宮崎 博文                   

                 ☎：0269-22-3226  FAX：0269-22-4646 

業種：建設業                Mail： 

事業内容：                 自社ＨＰ：無 

                                            

所属単会名  しなの            〒382-0087 

（株）長野銀行 須坂支店         須坂市末広町１２６８ 

支店長 宮城 謙一                   

                 ☎：026-245-3300  FAX：026-245-4991 

業種：金融・保険業             Mail： 

事業内容：銀行業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの            〒381-0038 

長野自動車部品（株）            長野市東和田８９８－２ 

代表取締役 久保田 大輔                   

                 ☎：026-243-2264  FAX：026-243-0833 

業種：卸販売業               Mail： 

事業内容：自動車部品卸販売業        自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-0053 

（株）長原電設               須坂市五閑町１３４ 

代表取締役 長原 康俊                   

                 ☎：026-245-7006  FAX：026-248-5805 

業種：建設業                Mail：nagahara-densetu@stvnet.home.ne.jp 

事業内容：電気設備周辺保守電気工事業・とび土木工事      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-0087 

廣田産業（株）               須坂市東横町１４１６－１ 

代表取締役社長 廣田 光彦                   

                 ☎：026-245-1885  FAX：026-248-1012 

業種：製造業                Mail：soumu@hirota-sangyo.con 

事業内容：プラスチック成形         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-0071 

（株）ヒーテック              須坂市小河原町３９５４－２１ 

代表取締役社長 滝澤 秀樹                   

                 ☎：026-248-5711  FAX：026-248-5757 

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

事業内容：                 自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  しなの             〒382-0047 

藤沢電気工業（株）              須坂市大字幸高９７ 

代表取締役 藤澤 一彦                   

                   ☎：026-248-4303 FAX：026-248-4467 

業種：電気工事                 Mail： 

事業内容：電気工事業              自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  しなの              〒399-0038 

ブリヂストンタイヤ長野販売（株）       松本市小屋南２－１８－２０ 

代表取締役社長 林 正邦                   

                   ☎：0263-88-3355  FAX：0263-88-3759 

業種：卸売業                  Mail：m-takahashi@nagano.bseire.jp 

事業内容：タイヤ､自動車用品､工業用品等の販売 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒381-0034 

（有）プレステージ通信サービス         長野市高田６９２－４ 

代表取締役 松田 重一                   

                   ☎：026-225-8682  FAX：026-225-8990 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：電気通信工事             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-0054 

ヘアーサロン パルコ 須坂店          須坂市大字小山２５２１－４３ 

オーナー 東福寺 勝子                   

                   ☎：026-213-6478  FAX：026-213-6478 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：美容院                自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  しなの              〒381-2225 

（株）ベーステック               長野市篠ノ井岡田 3241-486 

代表取締役会長 小山 憲彦                   

                   ☎：026-292-7516  FAX：026-293-3728 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建設業                自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  しなの              〒381-0011 

（株）北條組                  長野市大字村山３４８－１ 

代表取締役社長 北條 將隆                   

                   ☎：026-244-4347  FAX：026-244-1314 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建設業                自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  しなの              〒382-0054 

マツダオートザムスザカ             須坂市高梨町２５３５ 

 酒井 志郎                   

                   ☎：026-248-3770  FAX：026-245-2931 

業種：サービス業                Mail：info@sakai1910.co.jp 

事業内容：自動車販売・整備・自動車保険     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの              〒382-0000 

松本電器(株)                  須坂市大字須坂１４４４番地 

代表取締役 松本 恵治                   

                   ☎：026-245-2767  FAX：026-245-2723 

業種：小売業                  Mail：kgdenki@gmail.plala.or.jp 

事業内容：家電販売、建築業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの            〒381-0025 

（株）木商                 長野市北長池字山王沖１８６２ 

代表取締役 会長 太田 日出男                   

                 ☎：026-243-0433  FAX：026-243-0434 

業種：卸売・小売業             Mail：mokushou@ce.wakwak.com 

事業内容：木材卸売・建築大工工事請負・設計施工管理     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-0098 

（有）堀内建材               須坂市墨坂南１－１４ー１７ 

代表取締役 堀内 一好                   

                 ☎：026-246-1660  FAX：026-248-2653 

業種：                   Mail：horiuchikenzai@lime-plala.or.jp 

事業内容：                 自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  しなの            〒381-0201 

（株）見海造園               上高井郡小布施町大字小布施９３０番地１７ 

代表取締役 見海 勝利                   

                  ☎：026-247-2887  FAX：026-247-5633 

業種：造園                 Mail：niwahana2887@gmail.com 

事業内容：造園業              自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  しなの            〒382-0024 

（有）山岸製作所               須坂市大字塩野字御林跡１１１９－２ 

代表取締役 山岸 秀樹                   

                  ☎：026-245-1909  FAX：026-248-7287 

業種：製造業                 Mail：yamahide@yamagishi-ss.jp 

事業内容：金属プレス加工           自社ＨＰ：有 

                                             



 


