
所属単会名  上田市               〒386-0025 

あいおいニッセイ同和損害保険（株）        上田市天神１－８－１ 

上田支社長 松崎 則雄                上田駅前ビル・パレオ６Ｆ 

                    ☎：0268-27-6307  FAX：0268-25-1648 

業種：金融・保険業                Mail： 

事業内容：保険販売                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒389-0514 

ＩＰＤロジスティクス（株）           東御市加沢 88番地 12 

代表取締役 岩下 貴                   

                   ☎：0268-63-1151  FAX：0268-63-1152 

業種：運輸業・倉庫業              Mail： 

事業内容：運送業                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0407 

一口腔単位技工館                上田市長瀬２７６６ー５ 

代表 横山 清春                   

                   ☎：0268-42-0882  FAX：0268-75-2055 

業種：歯科技工                 Mail：op-gikoukan@opal.plala.or.jp 

事業内容：歯科技工全般             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0025 

（株）ウェルサイクル            上田市天神３－１１－４０ 

代表取締役 佐藤 昭秀                   

                 ☎：0268-26-1820  FAX：0268-26-1840 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：廃棄物収集運搬・処分業      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0012 

上田情報ビジネス専門学校          上田市中央三丁目７－５ 

理事長 比田井 美恵                   

                 ☎：0268-22-0255  FAX：0268-23-5459 

業種：教育，学習支援業           Mail：uibc@ued.janis.or.jp 

事業内容：ビジネス専門学校         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒389-0514 

上田第三木材（資）             東御市加沢２０１－５ 

代表取締役 島田 直政                   

                 ☎：0268-62-1202  FAX：0268-62-1203 

業種：卸売・小売業             Mail：wood@dai3wood.co.jp 

事業内容：木材、建材住器販売、木構造建設  自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  上田市            〒386-2201 

（株）ウッドテック秋富           上田市真田町長５５８９ 

代表取締役社長 太田 幸雄                   

                 ☎：0268-72-2003  FAX：0268-72-3888 

業種：製造業                Mail：info@akifu.com 

事業内容：木製建具・家具・サッシ製造    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0018 

オオタ自動車販売（有）             上田市常田１－８－２２ 

代表取締役 太田 和幸                   

                   ☎：0268-22-2243  FAX：0268-27-3707 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売・修理、レンタカー     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0321 

（有）河野商会                 上田市平井６６９－１ 

代表取締役 河野 正美                   

                   ☎：0268-44-2444  FAX：0268-44-2464 

業種：医療，福祉                Mail： 

事業内容：廃棄物処理業、浄化槽保守点検業    自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  上田市              〒389-0514 

木楽ホーム（株）                東御市加沢 201-5 

代表取締役 島田 直政                   

                   ☎：0268-64-7511  FAX：0268-62-1204 

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

事業内容：一般受託建築設計・請負・店舗建築設計・請負        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0005 

行政書士 小林事務所              上田市古里 27番地 11 

代表 中塚 千夏                   

                   ☎：0268-24-2340  FAX：0268-26-5445 

業種：サービス業                Mail：gyouseishoshi.kobayashi@gmail.com 

事業内容：行政書士業務             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-1105 

（株）沓掛工業               上田市吉田２８９－１ 

代表取締役 沓掛 恵介                   

                 ☎：0268-27-8151  FAX：0268-25-2445 

業種：製造業                Mail： 

事業内容：精密板金加工業          自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  上田市            〒386-1213 

窪田建設（株）               上田市古安曽１１１６ 

代表取締役 窪田 秀徳                   

                 ☎：0268-38-3050  FAX：0268-38-8099 

業種：建設業                Mail： 

事業内容：建設業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-1212 

クロサワメタル（株）            上田市大字富士山４０３９－１ 

代表取締役会長 黒澤 忠                   

                 ☎：0268-38-8505  FAX：0268-38-9259 

業種：製造業                Mail： 

事業内容：一般建築金物 化粧幕板 外壁 金属製金物           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0403 

グリーンヒットジャパン（株）        上田市腰越２７３７－２４０ 

代表取締役 多湖 勲                   

                 ☎：0268-42-5153  FAX： 

業種：不動産業               Mail：ghit@hotmail.co.jp 

事業内容：不動産販売及び別荘管理業     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0027 

（福）敬老園 法人本部           上田市常磐城２２５６－１ 

理事長 斎藤 俊明                   

                 ☎：0268-28-1170  FAX：0268-28-1172 

業種：社会福祉事業             Mail：honbu@keiroen.or.jp 

事業内容：介護、医療、保育他        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0014 

小池管理会計税務事務所           上田市材木町 1丁目 4番 9号 

所長・税理士 小池 功二                   

                 ☎：0268-23-7688  FAX：0268-23-7655 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：税務会計業務           自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0017 

（株）コイズミ                 上田市踏入２－１８－４０ 

代表取締役 佐藤 昭秀                   

                   ☎：0268-23-1234  FAX：0268-23-1235 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：金属スクラップ業           自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  上田市              〒386-0018 

社会保険労務士法人 コーチジャパン       上田市常田 2-1-7 

代表社員 山崎 隆延                   

                   ☎：0268-24-1234  FAX：0268-27-2213 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：社会保険労務士事務所         自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0016 

（株）三協産業 本社              上田市国分 1781 

代表取締役社長 山辺 正重                   

                   ☎：0268-22-8616  FAX：0268-22-8606 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：鋼構造物製造業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0412 

（株）サンクロン                上田市御嶽堂８８４ 

代表取締役社長 調 了堂                   

                   ☎：0268-42-2585  FAX：0265-42-7058 

業種：医療，福祉                Mail： 

事業内容：医薬品製造              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-1325 

（医）共和会 塩田病院           上田市大字中野２９－２ 

理事長 堀内 健                   

                 ☎：0268-38-2221  FAX：0268-38-7510 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：病院               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-1544 

有限会社 新工               上田市仁古田１２２２－１ 

代表取締役 池田 茂三                   

                 ☎：0268-31-3900  FAX：0268-31-3901 

業種：製造業                Mail： 

事業内容：製缶業・機械加工業・機械組立業  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0018 

（有）シンコーポレーション         上田市常田３－１５－５２ 

代表取締役 平山 仁哲                   

                 ☎：0268-42-7333  FAX：0268-42-7158 

業種：飲食業                Mail： 

事業内容：飲食店経営            自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  上田市            〒386-1436 

（株）深山                 上田市大字前山７１０－２ 

代表取締役 宮澤 明                   

                 ☎：0268-38-9595  FAX：0268-38-9596 

業種：飲食店・ドライブイン         Mail： 

事業内容：きのこむら深山（きのこ料理レストラン）           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0043 

信州ハム（株）               上田市下塩尻９５０ 

代表取締役社長 堀川 善弘                   

                 ☎：0268-26-8686  FAX：0268-26-8611 

業種：製造業                Mail： 

事業内容：食肉加工業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0016 

（有）伸和印刷                 上田市国分１－７－１２ 

代表取締役 中澤 信敏                   

                   ☎：0268-22-7710  FAX：0268-22-7718 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：印刷物全般、Web サイト制作、看板、他           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0032 

（株）水工技建                 上田市大字諏訪形５－１ 

代表取締役 高橋 裕                   

                   ☎：0268-22-0302  FAX：0268-27-9765 

業種：建設業                  Mail：y.takahashi@suikoh.co.jp 

事業内容：管工事業               自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0024 

（株）ずくだせ農場               上田市大手１－１－４８ 

代表 永山 一男                   

                   ☎：0268-71-7729  FAX：0268-39-2939 

業種：農業                   Mail： 

事業内容：六次産業化農業            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0041 

税理士法人 長野合同経理センター        上田市秋和２９５－１ 

代表社員 長井 哲朗                   

                   ☎：0268-22-6101  FAX：0268-24-7610 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：税務経理事務所            自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  上田市              〒386-0005 

税理士法人 小山会計              上田市古里６９２－２ 

代表社員 小山 秀喜                   

                   ☎：0268-22-7615  FAX：0268-22-7617 

業種：サービス業                Mail： 

事業内容：会計事務所              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0412 

太陽ゴム工材（株）             上田市御嶽堂２５１５ー１０ 

代表取締役 田村 卓也                   

                 ☎：0268-42-5656  FAX：0268-42-6468 

業種：製造業                Mail：tamurat@taiyogomu.co.jp 

事業内容：プラスチック・ゴム等の機械部品加工           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒389-0515 

太陽リビング（株）             東御市常田４４４－２７ 

取締役会長 吉澤 広喜                   

                 ☎：0268-64-2126  FAX：0268-64-2317 

業種：住宅リフォーム業           Mail：info@taiyou-living.co.jp 

事業内容：住宅設備機器販売施工・住宅リフォーム           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0027 

（有）竹内商店               上田市常磐城２－７－８ 

代表取締役社長 竹内 浩之                   

                 ☎：0268-22-0930  FAX：0268-22-8754 

業種：卸売・小売業             Mail：take30639231@docomo.ne.jp 

事業内容：小売業・コンビニエンスストア   自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0011 

土屋陽一事務所               上田市中央北１－１－５ 

 土屋 陽一                   

                 ☎：0268-22-9461  FAX：0268-25-7663 

業種：                   Mail：info@yochan41.com 

事業内容：                 自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  上田市            〒382-0045 

ディーアイシージャパン（株）        須坂市井上 1830-18 

代表取締役社長 松縄 眞                   

                 ☎：026-242-5520  FAX：026-242-5525 

業種：サービス業              Mail：matsunawa@dicjapan.co.jp 

事業内容：コンピュータシステム開発・販売  自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  上田市              〒384-2307 

東信日軽（株）                 北佐久郡立科町山部１５１８ 

代表取締役 竹花 信明                   

                   ☎：0267-56-3333  FAX：0267-56-1184 

業種：設備工事業                Mail：almi1518@sas.janis.or.jp 

事業内容：自動ドア工事・エクステリア工事・各種健在卸販売      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0012 

（有）中澤ホール                上田市中央６－３－２６ 

 中澤 宗幸                   

業種：サービス業                ☎：0268-24-7657  FAX：0268-24-0123 

事業内容：企業の周年ｲﾍﾞﾝﾄ等のｺﾝｻｰﾄの運営、   Mail：info@nakazawahall.com 

ｱｰﾃｨｽﾄのﾌﾞｯｷﾝｸﾞ、ｲﾍﾞﾝﾄの企画・製作       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0012 

中島康貴公認会計士税理士事務所         上田市中央二丁目 8番 10号 

 中島 康貴                  アルプス水野ビル 3F 

                   ☎：0268-75-5961  FAX：0268-75-5962 

業種：サービス業                Mail：nakajima@yachankaikei.com 

事業内容：会計事務所              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒178-0064 

（株）永井プロジェクト             練馬区南大泉 6-10-27 

代表取締役 永井 正夫                   

                   ☎：03-3924-5565  FAX：03-3924-5565 

業種：サービス業                Mail：masao-n@ta3.so-net.ne.jp 

事業内容：映像制作、映画プロデューサー     自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-1102 

（有）長野工商               上田市上田原 1909 

代表取締役 野口 智裕                   

                 ☎：0268-24-6551  FAX：0268-23-7326 

業種：建設業                Mail： 

事業内容：                 自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0002 

（株）日広                 上田市住吉 67-1 

代表取締役 金子 幸裕                   

                 ☎：0268-24-1211  FAX：0268-24-1250 

業種：サービス業              Mail：soumu@nicco-kk.co.jp 

事業内容：広告会社             自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  上田市            〒386-0016 

日信サービス（株）             上田市国分一丁目 1番 9 号 

代表取締役社長 宮下 直也                   

業種：サービス業              ☎：0268-26-3611  FAX：0268-23-8883 

事業内容：運送業、輸出梱包、燃料油卸売、  Mail： 

二輪及び用品販売、社員食堂請負       自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0018 

日本部品工業（株）             上田市常田 2-4-6 

代表取締役 水野 賢一                   

                 ☎：0268-22-6226  FAX：0268-22-6229 

業種：卸売・小売業             Mail：nbko@coast.ocn.ne.jp 

事業内容：自動車部品販売          自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0014 

羽田事務所                 上田市材木町１－１－１３ 

羽田 次郎                   

                 ☎：0268-22-0321  FAX：0268-27-8107 

業種：                   Mail： 

事業内容：                 自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-1213 

（株）林工務店                 上田市大字古安曽２６７５－１ 

代表取締役 林 正道                   

                   ☎：0268-38-1230  FAX：0268-38-7317 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：住宅建築・古民家再生・リフォーム   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0014 

（株）フジカーランド上田            上田市材木町２－１１－６ 

代表取締役社長 羽田 憲史                   

                   ☎：0268-22-8000  FAX：0268-22-8087 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0014 

（株）フジカーランド上田営業部         上田市材木町２－１１－６ 

代表取締役 羽田 直巳                   

                   ☎：0268-22-8000  FAX：0268-22-8087 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：自動車販売              自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  上田市              〒384-2308 

（株）藤友建設工業               北佐久郡立科町牛鹿１２３４ 

代表取締役 佐藤 一行                   

                   ☎：0267-56-2299  FAX：0267-56-3311 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：建設業                  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-1212 

（株）藤博建設                 上田市大字富士山２３０８－２ 

代表取締役 藤森 正博                   

                   ☎：0268-38-7833  FAX：0268-38-7918 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：建設業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0406 

（有）丸子自動車工場            上田市下丸子２９０－１ 

代表取締役 北澤 信明                   

                 ☎：0268-42-4613  FAX：0268-42-6758 

業種：卸売・小売業             Mail：maruko-j@janis.or.jp 

事業内容：自動車販売・整備・リース・保険・板金           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0406 

（株）丸子総合保険センター         上田市下丸子４５３－５ 

代表取締役 小平 正廣                   

                 ☎：0268-43-8200  FAX：0268-43-8215 

業種：保険代理業              Mail： 

事業内容：損害保険、生命保険、金融商品取り扱い           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0413 

（株）マルバン               上田市東内１４７６－２ 

取締役会長 丸山 康雄                   

                 ☎：0268-42-3352  FAX：0268-42-3301 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：建築板金             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0012 

（株）丸陽                  上田市中央２－５－１０ 

代表取締役 小林 直文                   

                 ☎：0268-22-2400  FAX：0268-27-8787 

業種：卸売・小売業             Mail：fumi@maruyoh.com 

事業内容：OA・ＩＴ・文具サプライ・家具・工事           自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  上田市            〒386-1102 

（株）みすず綜合コンサルタント       上田市上田原１０７３－４ 

代表取締役 増澤 延男                   

                 ☎：0268-24-8230  FAX：0268-24-8353 

業種：建設業                  Mail：n-masuzawa@ueda.ne.jp 

事業内容：測量設計業            自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  上田市              〒389-0516 

（有）三井金属                 東御市田中６５６－１ 

代表取締役社長 高藤 鐘一                   

                   ☎：0268-62-0235  FAX：0268-62-0259 

業種：医療，福祉                 Mail：antaka54@aq.wakwak.com 

事業内容：廃棄物処理業              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0017 

（株）宮下組                   上田市踏入２－１－１７ 

代表取締役社長 石塚 博敏                   

                   ☎：0268-22-0271  FAX：0268-25-6123 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0508 

（株）宮下製作所                上田市上武石９５５ 

代表取締役社長 宮下 正明                   

                   ☎：0268-85-2007  FAX：0268-85-2008 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：製造業                  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市              〒386-0023 

明治安田生命 磯川               上田市中央西 1-15-30 

支部マネージャー 磯川 絵美                   

                   ☎：0268-22-0388  FAX：0268-23-9621 

業種：金融・保険業               Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0013 

（医）友愛会                上田市中央東４－６１ 

理事長 遠藤 謙二                   

                 ☎：0268-22-6611  FAX：0268-22-6612 

業種：医療，福祉              Mail： 

事業内容：医療機関             自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  上田市            〒386-0014 

横澤化学（株）               上田市材木町２－９－４ 

代表取締役会長 横沢 泰男                   

                 ☎：0268-22-3350  FAX：0268-72-0207 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：化学工業薬品販売          自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0012 

（株）ライズコーポレーション        上田市中央二丁目２０番１３号 

代表取締役 島田 直政                   

                 ☎：0268-75-7207  FAX：0268-71-3533 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：介護施設             自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0018 

（株）ラビット長野             上田市常田３－１５－６１ 

代表取締役 羽田 憲史                   

                 ☎：0268-22-5959  FAX：0268-22-8087 

業種：卸売・小売業             Mail： 

事業内容：自動車の買取・販売        自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-0005 

（株）ワイズ・クルー            上田市古里１５７６－５ 

代表取締役 仁科 剛                  

                 ☎：0268-23-8733  FAX：0268-23-6342 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：総合ビルメンテナンス       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  上田市            〒386-1106 

（株）ワールド重機開発           上田市小泉９１１－３ 

代表取締役社長 平林 十一                   

                 ☎：0268-24-2448  FAX：0268-24-2866 

業種：医療，福祉              Mail：world@po9.ueda.ne.jp 

事業内容：産業廃棄物処理業         自社ＨＰ：有 

                                             


