
所属単会名  浅間               〒384-2106 

浅間ピストン（株）               佐久市八幡２３８ 

代表取締役 橋詰 春彦                   

                   ☎：0267-58-2011  FAX：0267-58-2010 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：自動車用ピストン製造         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間               〒385-0022 

（株）アドバンス                佐久市岩村田 3773-5 

代表取締役 白井 博隆                   

                   ☎：0267-68-8228  FAX：0267-68-5990 

業種：卸売・小売業               Mail：info@advance-web.co.jp 

事業内容：輸入卸売業、田七人参製品卸売     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間               〒389-0406 

アートサービス（株）八重原工場         東御市八重原３４８０－１ 

取締役工場長 原 優一                   

                   ☎：0268-61-6611  FAX：0268-61-6612 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：自動車の整備及び販売         自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  浅間               〒386-1433 

上田煌桜学園 さくら国際高等学校        上田市手塚１０６５ 

理事長 荒井 裕司                   

                   ☎：0268-39-7707  FAX：0268-38-8718 

業種：教育，学習支援業             Mail： 

事業内容：私立高等学校運営           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間             〒224-0061 

（株）内堀製作所 １            横浜市都筑区大丸２４ 

代表取締役 内堀 貴光                   

                 ☎：045-941-6818  FAX：045-941-6759 

業種：製造業                  Mail：t-uchibori@uchibori-yokohama.co.jp 

事業内容：自動車部品製造業          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間             〒384-0044 

（株）エヌシーエス             小諸市西原３３９－１４ 

代表取締役 中野 信之                   

                  ☎：0267-25-2134  FAX：0267-25-2178 

業種：サービス業              Mail：ncs@d-ncs.com 

事業内容：建物メンテナンスサービス     自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  浅間             〒384-0808 

（有）オールサポート            小諸市御影新田２５１７－１ 

代表取締役 加藤 欽也                   

                 ☎：0267-23-0909  FAX：0267-23-2201 

業種：小売業                  Mail： 

事業内容：重機販売・レンタカー事業     自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間             〒384-0808 

（有）加藤自動車板金工業          小諸市大字御影新田２５１7－1 

代表取締役 加藤 輝男                   

                 ☎：0267-23-2222  FAX：0267-23-2555 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：自動車板金整備          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間             〒384-0808 

（有）加藤自動車板金工業 カトーオート   小諸市大字和田北原 971-50 

代表取締役 加藤 輝男                   

                 ☎：0267-25-1111  FAX：0267-24-0111 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：自動車販売            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間             〒389-0207 

（株）カネト軽井沢店            北佐久郡御代田町馬瀬口 1747-1 

 戸塚 巧                   

                  ☎：0267-32-8001  FAX：0267-32-8002 

業種：卸売・小売業              Mail：kanetokaruizawa@kaneto-nagano.co.jp 

事業内容：建築資材・新建材他販売       自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間             〒389-0207 

北佐久園芸生産組合             北佐久郡御代田町大字馬瀬口９４－４ 

代表 山本 富士雄                   

                  ☎：0267-23-2212  FAX：0267-32-2943 

業種：農業                  Mail： 

事業内容：野菜生産              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間               〒384-0083 

（株）コトブキ                 小諸市市７９０－１５ 

代表取締役 持田 勉                   

                   ☎：0267-23-1510  FAX：0267-22-3662 

業種：医療，福祉                 Mail： 

事業内容：介護福祉                自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  浅間               〒385-0031 

小林事務所 work section            佐久市内山５５８３－１ 

 小林 剛晴                   

                   ☎：0267-63-8335  FAX： 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：社会保険労事務            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  浅間               〒384-0051 

佐藤新聞店                     小諸市八満 2414-60 

専務 佐藤 康弘                   

                   ☎：0267-22-0639  FAX：0267-25-8505 

業種：サービス業                 Mail：sikatick2010@yahoo.co.jp 

事業内容：新聞販売                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間             〒384-0005 

信濃ガス（株）               小諸市大字御幸町１－１２－１２ 

代表取締役 清水 文雄                   

                 ☎：0267-22-1553  FAX：0267-22-1560 

業種：卸売・小売業             Mail：info@shinano-ponpoko.com 

事業内容：LPガス小売り・住宅リフォーム   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間             〒384-2204 

信州鉄平石（株）              佐久市協和 3450-7 

代表取締役 清水 朋聡                   

                 ☎：0267-53-5456  FAX：0267-53-5458 

業種：製造業                  Mail：malu@janis.or.jp 

事業内容：石工事、鉄平石採掘、販売、石材加工                   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間             〒384-2202 

信州電機（株）               佐久市望月１３３ 

代表取締役 黒柳 貞夫                   

                 ☎：0267-53-2077  FAX：0267-53-5774 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：電気工事業            自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  浅間             〒389-0406 

(有)信州ファーム荻原            東御市八重原７２３ 

代表取締役 荻原 昌真                   

                 ☎：0268-71-0081  FAX：0268-61-6112 

業種：農業                  Mail：info@shinshu-farm.com 

事業内容：農産物の生産、加工。販売     自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  浅間             〒384-2309 

信州リゾートサービス（株）         北佐久郡立科町芦田八ヶ野２１０ 

常務取締役 吾妻 新治                   

                 ☎：0267-55-7777  FAX：0267-55-6018 

業種：不動産業                Mail：info@sresort.jp 

事業内容：不動産管理業           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間             〒384-0808 

（株）セルコ                 小諸市御影新田 ２１３０－１ 

代表取締役 小林 延行                   

                 ☎：0267-23-3322  FAX：0267-23-2233 

業種：製造業                  Mail：n.kobayashi@selco.coil.com 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                            

所属単会名  浅間             〒384-0015 

楚山伸二事務所                 小諸市紺屋町２－６－１７ 

代表 楚山 伸二                   

                 ☎：090-4242-7737  FAX： 

業種：議会議員                Mail：ssbizplan@gmail.com 

事業内容：小諸市議会議員          自社ＨＰ： 

                                            

所属単会名  浅間               〒386-0155 

大廣建設（株）                 上田市蒼久保３６２－２ 

取締役 丸山 秀明                   

                   ☎：0268-35-1300  FAX：0268-35-1301 

業種：建設業                     Mail：h-maruyama@taikou-k.co.jp 

事業内容：建設業・環境事業・アグリ事業・中間処理業          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間               〒384-0801 

（株）ダスキン小諸               小諸市甲１５５７ー１ 

代表取締役 臼田 加代子                   

                   ☎：0267-22-1894  FAX：0267-22-8966 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：ダスキン総合レンタル業        自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  浅間               〒408-0044 

ＴＳメリクロン（株）              北杜市小淵沢町８０９８ 

代表取締役 進藤 俊英                   

                   ☎：0551-36-4131  FAX：0551-36-4323 

業種：                           Mail：t-shindo@e-tsmc.com 

事業内容：種苗生産                自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  浅間               〒384-2106 

（株）中澤                     佐久市八幡２２２－１ 

代表取締役 中澤 通裕                   

                   ☎：0267-58-0222  FAX：0267-58-0333 

業種：介護事業・不動産業            Mail： 

事業内容：グループホーム・有料老人ホーム・デイサービス         自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間               〒509-9132 

（株）ナチュラルプランツ           岐阜県中津川市茄子川２００７－２６５ 

代表取締役 土屋 守                   

                   ☎：0573-67-8780  FAX：0573-67-8781 

業種：農業                   Mail：natural.p@bird.ocn.ne.jp 

事業内容：きのこ生産販売、販売         自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  浅間               〒352-0024 

廣木商事（有）                 新座市道場１－７－１２ 

代表取締役 廣木 慶薫                   

                   ☎：048-484-9013  FAX： 

業種：運輸業                     Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  浅間             〒389-0406 

ファーム光                  東御市八重原 2294-4 

代表 武田 文雄                   

                 ☎：0268-67-2195  FAX：0268-67-2195 

業種：農業                    Mail： 

事業内容：農産物の生産販売・原木椎茸・カボチャ・八重原米・マキ  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  浅間             〒386-0005 

（株）フジカーランド上田          上田市古里 150-1 

代表取締役 羽田 憲史                   

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

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：自動車販売・修理・保険      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間              〒385-0034 

Hair&riraxation Antenna           佐久市平賀１９５１－１ 

内藤 亜弥乃                 リバーサイドリブ２ 

                   ☎：0267-63-2750  FAX： 

業種：美容業                       Mail： 

事業内容：                          自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  浅間              〒386-0027 

碧流                      上田市常磐城６６７－１２ 

代表 松永 徳之                    

                   ☎：090-4128-7021  FAX： 

業種：セラピスト                     Mail：hekiru2021@gmail.com 

事業内容：カラーセラピスト           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間               〒389-0207 

（株）ベジアーツ                北佐久郡御代田町大字馬瀬口９４－４ 

代表取締役社長 山本 裕之                    

                   ☎：0267-32-2212  FAX：0267-32-2943 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：野菜の生産・卸売           自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  浅間             〒384-0093 

マルイ産業（株）              小諸市和田４８３－５ 

代表取締役 社長 伊藤 辰治                   

                 ☎：0267-22-3111  FAX：0267-22-3112 

業種：製造業                  Mail： 

事業内容：畜産用サプリメント・養魚用飼料製造      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  浅間             〒384-2305 

三矢工業（株）               北佐久郡立科町芦田２０００－１ 

代表取締役 橋詰 正清                   

                 ☎：0267-56-2233  FAX：0267-56-2234 

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

事業内容：土木・一般建築・住宅・リフォーム 自社ＨＰ：有 

                                                                                        

所属単会名  浅間               〒384-0808 

（有）レッカーサービス１１０          小諸市御影新田２５１７ー１ 

代表取締役 加藤 幸之助                   

                   ☎：0267-24-0110  FAX：0267-31-6110 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：ロードサービス            自社ＨＰ：有 

                                             


