
所属単会名  長野市中央            〒380-0935 

あいおいニッセイ同和損害保険(株)       長野市中御所岡田５３－７ 

長野支社長 神山 貴彦              

                   ☎：050-3462-7402  FAX： 

業種：保険業                  Mail：kamiyama@aioinissaydowa.co.jp 

事業内容：損害保険業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-0038 

アイソニック税理士法人 長野東事務所     長野市東和田８５７－１ 

代表社員 鈴木 秀一             信州名鉄長野ビル５Ｆ 

                   ☎：026-263-3336  FAX：026-263-3335 

業種：サービス業                Mail：tax110@janis.or.jp 

事業内容：会計事務所              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央              〒381-0012 

（株）アップネット               長野市柳原 2090-10 102号 

代表取締役 三俣 史博                   

                   ☎：026-219-3673  FAX：026-219-3674 

業種：サービス業                Mail：info@up-net.info 

事業内容：ソフトウエア開発等          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央              〒381-2207 

（株）アスペック                 長野市大橋南二丁目 15 番地 

代表取締役社長 楠 茂夫                   

                    ☎：026-283-2051  FAX：026-284-8699 

業種：建設業                     Mail：aspec@ec5.technowave.ne.jp 

事業内容：舗装工事を中心とした土木関連事業    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央              〒381-2207 

（株）アスペック 土木部            長野市大橋南二丁目 15 番地 

代表取締役社長 楠 茂夫                   

                    ☎：026-283-2051  FAX：026-284-8699 

業種：建設業                     Mail：aspec@ec5.technowave.ne.jp 

事業内容：舗装工事、土木工事を中心とした建設関連事業    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒383-0013 

アズビル太信（株）               中野市中野２００－７ 

代表取締役 小林 勇生                   

                   ☎：0269-26-3320  FAX：0269-26-2451 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：電子部品製造              自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央             〒380-0823 

（株）アーキプラン               長野市南千歳１－７－１２ 

代表取締役 竹内 邦雄                    フロムワン３Ｆ 

                   ☎：026-227-4831  FAX：026-227-4719 

業種：建設業                     Mail：info@archiplan.jp 

事業内容：建築設計・監理             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央             〒388-8006 

アンバーラボ                   長野市御幣川２８７－２ 

久保田 飛鳥                   

                   ☎：026-266-0193   FAX：026-266-0193 

業種：                     Mail：amberlabkubota@gmail.com 

事業内容：レシピ開発              自社 HP: 

                                             

所属単会名  長野市中央             〒380-0826 

（株）いつもこころは太陽と           長野市北石堂町１１７５番地６ 

代表取締役 弓田 望              八雲ビル８０１号室 

                   ☎：090-6150-5587  FAX： 

業種：                     Mail：info@itsukoko.com 

事業内容：みそ汁製品開発            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央             〒381-0024 

（株）いとう                   長野市南長池４９８－１ 

代表取締役 高村 和則                   

                   ☎：026-221-4101  FAX：026-221-5313 

業種：卸売・小売業               Mail：takamura@itoh.co.jp 

事業内容：ＯＡ機器等販売サービス        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒388-8001 

内山興産（有）                 長野市東犀南１３４９ー７０ 

代表取締役 内山 義隆                   

                   ☎：026-292-4182  FAX：026-292-4182 

業種：販売・卸・小売業             Mail：uchiyama@helen.ocn.ne.jp 

事業内容：生体エネルギー応用商品・健康食品   自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒388-8007 

（株）Ｈ・Ｂ                   長野市篠ノ井布施高田２８１ 

代表取締役 神林 隆光                   

                   ☎：026-247-5473  FAX：026-247-5474 

業種：ハウスクリーニング            Mail：kanbayashi.t@hb-sumainokotonara.com 

事業内容：総合リフォーム、ハウスクリーニング  自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央            〒381-0209 

（福）えがお                   上高井郡小布施町中松７０１－１ 

理事長 長瀬 健一                   

                   ☎：026-247-6781  FAX：026-247-6783 

業種：介護事業                   Mail：zoirosu@zc.wakwak.com 

事業内容：介護事業                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒389-1305 

（株）エンジェル                上水内郡信濃町柏原２５９８－７ 

取締役 𠮷澤 明子                   

                   ☎：026-254-8283  FAX：026-254-8284 

業種：                       Mail： 

事業内容：下着販売               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0913 

（有）オートショップ アカシオ       長野市川合新田字村西１１２３ 

代表取締役 船田 信                   

                 ☎：026-221-6078  FAX：026-221-6135 

業種：                        Mail：funada@kurumayahizume.co.jp 

事業内容：自動車鈑金塗装          自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-1225 

（株）小田切車体              長野市松代町東寺尾３１７８－１ 

代表取締役 小田切 健                   

                 ☎：026-278-6508  FAX：026-278-6558 

業種：                        Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央           〒399-0033 

オフィス 円                松本市笹賀１８９９ 

代表 上條 仁                   

                 ☎：0263-58-0173  FAX：0263-58-0173 

業種：サービス業              Mail：officemaru-a100@cup.ocn.ne.jp 

事業内容：代理店業             自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央           〒389-0812 

オフィスＤｒｅａｍ             長野市千曲羽尾 1999 

代表 島谷 昇志                   

                 ☎：090-2531-5906  FAX： 

業種：カウンセラー              Mail：office.dream350＠gmail.com 

事業内容：カウンセリング           自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  長野市中央           〒381-2211 

（株）カワネン               長野市稲里町下氷飽４９９－３ 

専務取締役 北澤 雅博                   

                 ☎：026-284-3200  FAX：026-284-3616 

業種：小売業                Mail：m.kitazawa@kawanen.co.jp 

事業内容：プロパンガス販売、コンビニ、ガソリンスタンド    自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央           〒380-0912 

（株）車屋 Hizume             長野市稲葉１７７２ 

代表取締役 日詰 文弘                   

                 ☎：026-221-6680  FAX：026-221-1538 

業種：自動車整備、修理業          Mail：hzm-ccc@avis.ne.jp 

事業内容：自動車の整備、修理、車検     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0823 

（株）銀河ホールディングス         長野市南千歳 1-8-13 

代表取締役 熊井 久隆                   

                 ☎：026-262-1696  FAX：026-262-1697 

業種：サービス業              Mail：hisashi-suzuki@ginga.info 

事業内容：ＩＴ、ソフトウェア開発、システム開発全般          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0888 

（株）クリエイション            長野市上ケ屋 ２４７１－２６６６ 

代表取締役 神田 米次                   

                 ☎：026-239-2565  FAX：026-239-2443 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：土木・上下水工事・損害保険    自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒389-1305 

（株）黒姫和漢薬研究所            上水内郡信濃町柏原４３８２ 

代表取締役社長 狩野 土                   

                  ☎：026-255-3125  FAX：026-255-6112 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：健康茶の製造、販売         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-2206 

（有）ＫＢＴ                   長野市青木島町綱島 421-2 

代表取締役 久保田 俊行                   

                   ☎：026-214-9081  FAX：026-214-9082 

業種：小売業                     Mail： 

事業内容：タイヤ販売              自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央            〒387-0007 

（株）コック・フーズ              千曲市大字屋代１２６９番地 

取締役工場長 林 康男                   

                   ☎：026-272-3342  FAX：026-273-2538 

業種：製造業                     Mail：yasuo_hayashi@sihinshuham.co.jp 

事業内容：食肉加工品製造業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒380-0816 

米屋のおにぎりぷくぷく亭 (有)こめや東町   長野市三輪田町１３３２－１ 

社長 羽田 和弘                   

                   ☎：026-232-2538  FAX：026-219-2120 

業種：食品                      Mail：vw3348＠gmail.com 

事業内容：米糧、おにぎり            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央             〒389-2234 

（株）サン タキザワ              飯山市木島１１４４ 

代表取締役 福原 初                   

                   ☎：0269-62-4128  FAX：0269-63-2450 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央             〒386-0002 

三共テック（株）                上田市住吉３７０－１ 

取締役社長 柳澤 政幸                   

                   ☎：0268-23-1842  FAX：0268-27-0909 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：舗装工事                自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-2225 

サンケン工業（株）本社             長野市篠ノ井岡田５３８－１ 

代表取締役 竪岩 惠行                   

                   ☎：026-292-7007  FAX：026-292-6150 

業種：製造業                     Mail：sankenkogyo@sankenk.jp 

事業内容：機械金属加工             自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-2225 

サンケン工業（株）総務部            長野市篠ノ井岡田５３８－１ 

代表取締役 竪岩 惠行                   

                   ☎：026-292-7007  FAX：026-292-6150 

業種：製造業                     Mail：sankenkoryo@sankenk.jp 

事業内容：機械金属加工             自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  長野市中央          〒381-2222 

社会保険労務士法人ＳＲＫ          長野市金井田 110番地 1 

代表社員 濵 民恵                   

                 ☎：026-285-0239  FAX：026-285-0241 

業種：サービス業              Mail：staroushi-houjin@srk-jimusyo.com 

事業内容：社会保険労務士業          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒388-8006 

（株）信州ツーリストサービス        長野市篠ノ井御幣川七六六ノ四 

代表取締役 伊藤 義德                   

                 ☎：026-274-5836  FAX：026-274-5837 

業種：旅行業・保険代理店業         Mail：info@sts-tour.jp 

事業内容：旅行業全般、損害保険・生命保険全般       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0803 

（有）信大開発               長野市三輪９－１０－９ 

専務取締役 小林 貞子                   

                 ☎：026-263-1288  FAX：026-263-1277 

業種：不動産業               Mail：sindai@avis.ne.jp 

事業内容：不動産業             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-2224 

額縁のタカハシ(株）            長野市川中島町原１３９２－１０ 

代表取締役 高橋 淳                   

                 ☎：026-284-7055  FAX：026-284-5792 

業種：製造販売               Mail：apollo@gakubuti.net 

事業内容：額縁の製造、小売         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒389-1313 

（株）十一屋                上水内郡信濃町古間６２４ 

取締役会長 小林 貞雄                   

                 ☎：026-255-2011  FAX：026-255-2145 

業種：卸売・小売業             Mail：shop@11-ya.com 

事業内容：金物・建材・機械         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-0042 

上伸建機(株）                  長野市稲田３－４８－４３ 

代表取締役 阿部 勇一                   

                   ☎：026-244-3360  FAX：026-244-3361 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：建設機械の修理、販売、自動車車検等  自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  長野市中央            〒381-2212 

（有）サクセス                 長野市小島田町２２８－１ 

代表取締役 水口 英徹                   

                   ☎：026-286-3133  FAX：026-286-3656 

業種：IT関連                  Mail：hideyuki.mizuguchi@sakusesu.co.jp 

事業内容：印刷業・ＷＥＢ制作          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-4101 

（有）そばの実                 長野市戸隠３５１０－２５ 

代表取締役 徳武 洋友                   

                   ☎：026-254-2102  FAX：026-254-3880 

業種：飲食店                  Mail：sobanomi@feel.ocn.ne.jp 

事業内容：そば屋                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒389-2253 

大栄開発（株）                 飯山市飯山５１６４－１ 

代表取締役 大熊 孝博                   

                   ☎：0269-62-4664  FAX：0269-62-1441 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建設業                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0918 

台東食品（株）               長野市アークス５－６ 

代表取締役 武井 則人                   

                 ☎：026-228-4848  FAX：026-228-4897 

業種：卸売・小売業             Mail：tatei@daitousyokuhin.com 

事業内容：食品卸・小売           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-2247 

(資)タイムズ                長野市青木島１－６－１２ 

代表 小椋 真道                   

                 ☎：026-254-6657  FAX：026-283-6639 

業種：印刷                 Mail：printime@lime.ocn.ne.jp 

事業内容：印刷               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-0033 

テクノ・フードシステム（株）        長野市南高田 ２－１１－１ 

代表取締役 大前 辰憲                   

                 ☎：026-244-8540  FAX：026-244-9578 

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

事業内容：厨房設備設計施工         自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央          〒381-0057 

寺沢さゆり後援会事務所           長野市浅川西条４０６－３８ 

市議会議員 寺沢 さゆり                   

                 ☎：026-295-0585  FAX： 

業種：公務                 Mail：iki-iki@mbr.nifty.com 

事業内容：市議会議員            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-0022 

直富商事（株）               長野市大豆島３３９７－６ 

代表取締役 木下 繁夫                   

                 ☎：026-222-1880  FAX：026-222-1881 

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

事業内容：資源リサイクル          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-1221 

中澤勝一建築（株）             長野市松代町東条 1697-1 

代表取締役 中澤 毅                   

                 ☎：026-278-3763  FAX：026-278-3718 

業種：建設業                Mail：sumai@ne-arch.jp 

事業内容：建築業              自社ＨＰ：有 

                                                                                         

所属単会名  長野市中央            〒381-2204 

長野機材（株）                 長野市真島町真島 2300-1 

代表取締役 塚田 秀男                   

                   ☎：026-285-1818  FAX：026-285-1806 

業種：建設業                  Mail：into@naganokizai.co.jp 

事業内容：建設業                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒381-2221 

長野住宅環境（有）                長野市川中島町御厨１３８７－３ 

代表取締役 相阪 国広                   

                   ☎：026-214-9002  FAX：026-214-9024 

業種：                     Mail：njk@amber.plala.or.jp 

事業内容：消毒施工業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒388-8006 

長野県生薬（株）                長野市篠ノ井御幣川８７９ー２ 

代表取締役 内山 好子                   

                   ☎：026-293-6671  FAX：026-293-6672 

業種：卸売                   Mail： 

事業内容：                   自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  長野市中央            〒381-3203 

(株)長野地域福祉サービス            長野市中条２２９４番地７ 

代表取締役 小林 俊之                   

                   ☎：026-268-3577  FAX：026-268-3870 

業種：介護                    Mail:tikifuku-nagano@ngn.janis.or.jp 

事業内容：介護保険による居宅介護支援      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒380-0948 

(株)長野和田部品                長野市差出南１－９－２６ 

代表取締役 和田 一昭                   

                   ☎：026-217-2933  FAX：026-225-9797 

業種：卸・小売業                Mail:wadabuhin.1911@gmail.com 

事業内容：自動車部品、用品、工具等の販売    自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒380-0802 

西沢まさたか事務所               長野市上松４－２３－１５ 

県議会議員 西沢 正隆                   

                   ☎：026-239-7830  FAX：026-239-7738 

業種：                     Mail：24@nishimasa.net 

事業内容：県議会議員              自社ＨＰ：有 

                                             

所所属単会名  長野市中央          〒381-0006 

(株)西隆建設                  長野市大字富竹１６８７ 

代表取締役 山田 宏一                   

                   ☎：026-462-1159  FAX：026-462-2384 

業種：建設業                  Mail：k-y@jt4.so-net,ne.jp 

事業内容：総合建設業              自社ＨＰ：有 

                                             

属単会名  長野市中央            〒381-0036 

（株）日豊開発                 長野市平林１－４１－１２ 

代表取締役 長峯 一雄                   

                   ☎：026-215-1915  FAX：026-215-1955 

業種：不動産業                 Mail： 

事業内容：不動産                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒380-0834 

（有）ネクストップ               長野市鶴賀問御所 1293 

代表取締役会長 土屋 龍一郎                  土屋ビル 

                   ☎：026-234-1777  FAX：026-234-1380 

業種：教育                   Mail： 

事業内容：外国語教室、翻訳、通訳派遣      自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央          〒054-0211 

能源（有）                 勇払郡むかわ町穂別 456-4 

代表取締役 中澤 由幸                   

                 ☎：0145-45-2899  FAX：0145-45-2811 

業種：農業                 Mail：info@nogenweb.com 

事業内容：農業と生体エネルギー商品販売   自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒388-8016 

（特非）のぞみ               長野市篠ノ井有旅２３３７－１ 

代表理事 伝田 景光                   

                 ☎：026-292-2243  FAX：026-293-9946 

業種：介護                 Mail：nozomi@ca.wakwak.com 

事業内容：デイサービス           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-2205 

ハイブリッド・ジャパン（株）        長野市青木島町大塚１１３６－１ 

代表取締役 山浦 悦子                   

                 ☎：026-284-4953  FAX：026-284-5332 

業種：製造業                Mail： 

事業内容：ＯＡ機器製造販売、システム設計  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒399-9211 

（特非）白馬の風              北安曇郡白馬村神城 24199-77 

理事長 吉羽 一成                   

                 ☎：0261-85-5850  FAX：0261-85-2971 

業種：介護・福祉業             Mail：oranchihakuba@yahoo.co.jp 

事業内容：地域密着型のデイサービス     自社ＨＰ：有 

       を運営しております。 

所属単会名  長野市中央          〒381-2212 

(有)ビーナス                長野市小島田町１６７－４ 

代表取締役 江尻 仲二                   

                 ☎：026-291-1155  FAX：026-291-1212 

業種：サービス業              Mail：info3@venas3.co.jp 

事業内容：自動車販売、整備         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒380-0872 

ブライト信州（株）             長野市妻科 962番地 

代表取締役社長 有吉 眞                   

                 ☎：026-234-4188  FAX：026-234-6655 

業種：サービス業              Mail：soumu@ns-gojyokai.co.jp 

事業内容：冠婚葬祭業            自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央            〒381-0023 

（株）北信帆布                 長野市風間下河原２０３４－１９ 

代表取締役 福島 一明                   

                   ☎：026-221-3500  FAX：026-221-2348 

業種：卸売・小売業               Mail：hanpu@cocoa.ocn.ne.jp 

事業内容：ﾃﾝﾄ製造・ﾃﾝﾄ倉庫・ﾃﾝﾄ式冷蔵庫・断熱間仕切り     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒383-0053 

（有）丸山自動車興業              中野市草間１７５７ 

代表取締役 丸山 佳三                   

                   ☎：0269-26-3800  FAX：0269-22-5463 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売・修理・車検・鈑金塗装   自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央            〒389-1211 

（有）牟礼自動車整備工場            上水内郡飯綱町牟礼６３９ 

代表取締役 松村 尚                   

                   ☎：026-253-3311  FAX：026-253-3311 

業種：自動車整備                Mail：mure-car@jasmine.ocn.ne.jp 

事業内容：自動車販売、整備                    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-0043 

（株）フェイスリーディングアカデミー    長野市吉田３－２２－４１ 

専務取締役 大野 透            ノルテ長野１００１ 

                 ☎：090-8794-0363  FAX： 

業種：                   Mail：wvs.nuru.106@gmail.com 

事業内容：ピラティススタジオ経営、5S.BCPコンサル業務  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-3203 

Ｗｈｉｔｅ Ｃａｎｖａｓ           長野市中条２６７９ 

代表 庄子 卓真              ライヴリィなかじょう C-101 

                 ☎：026-267-1287  FAX： 

業種：サービス               Mail：shoji.takuma@inc-catu.jp 

事業内容：経営コンサルティング       自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-8588 

（株）本久ホールディングス         長野市桐原１－３－５ 

取締役会長 加藤 良雄                   

                 ☎：026-241-1151  FAX：026-244-6970 

業種：                   Mail： 

事業内容：グループ管理部門         自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  長野市中央          〒380-8533 

（株）守谷商会 品質技術本部        長野市南千歳町 878番地 

取締役常務執行役員品質技術本部長 山﨑 潤一                   

                 ☎：026-223-8196  FAX：026-223-8194 

業種：建設業                Mail：j.tamazaki@moriya-s.co.jp 

事業内容：総業建設業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-0016 

（株）山口電気               長野市南堀２４－１ 

代表取締役 山口 忠幸                   

                 ☎：026-243-5219  FAX：026-244-5809 

業種：建設業                Mail：yama-den@mx1.avis.ne.jp 

事業内容：電気工事業            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  長野市中央          〒381-0000 

（株）ロゴス                長野市鶴賀河原３０２ー２ 

代表取締役 若林 秀幸                   信光社ビル３Ｆ 

                 ☎：026-291-8587  FAX：026-291-8589 

業種：情報通信業              Mail： 

事業内容：業務系システムの設計・開発・ロボットアプリ開発        自社ＨＰ：有 

                                             


