
所属単会名  佐久南              〒384-0701 

浅間化学企業組合                南佐久郡佐久穂町大字畑６９－３ 

代表理事 依田 守                   

                   ☎：0267-88-2251  FAX：0267-88-3540 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：プラスチック成形加工・組立ライン３  自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南              〒384-0304 

（株）アサマダンボール             佐久市北川５３０－３ 

代表取締役社長 由井 朋晃                   

                   ☎：0267-82-9510  FAX：0267-82-5583 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：ダンボール箱製造・紙加工業・包装資材販売          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南              〒384-0412 

（株）アルファトーヨー住器           佐久市田口６０２８ 

代表取締役 伊藤 秀敏                   

                   ☎：0267-82-0001  FAX：0267-82-0005 

業種：卸売・小売業               Mail： 

事業内容：住宅資材卸売り            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南              〒384-0301 

（株）井出光久税理士事務所           佐久市臼田 45番地５ 

 井出 光久                   

                   ☎：0267-82-1357  FAX：0267-82-0246 

業種：税理士                     Mail：idet-idekaikei@song.ocn.ne.jp 

事業内容：税務、会計              自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久南              〒384-0701 

（株）井出商店                 南佐久郡佐久穂町大字畑５５ 

 井出 俊一                   

                   ☎：0267-88-2044  FAX：0267-88-3791 

業種：建設業                     Mail： 

事業内容：ガソリンスタンド、水道工事一式他   自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南            〒385-0022 

井出ようせい事務所              佐久市岩村田 638 

衆議院議員 井出 ようせい                   

                 ☎：0267-78-5515  FAX：0267-78-5515 

業種：                        Mail： 

事業内容：                     自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  佐久南            〒384-0703 

小椋板金                    南佐久郡佐久穂町千代里３６６７－７ 

 小椋 安弘                   

                 ☎：0267-88-2165  FAX：0267-88-4530 

業種：建設業                  Mail： 

事業内容：建築板金業            自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久南            〒384-1403 

（有）カクニ                南佐久郡川上村秋山９１２－１ 

代表取締役 林 克比古                   

                 ☎：0120-319-540  FAX：0267-99-2498 

業種：サービス業               Mail：kaku2.8845.kawkami@docomo.ne.jp 

事業内容：建物解体・一般産廃物収集運搬・一般貨物運送     自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  佐久南            〒384-0414 

加藤事務所                 佐久市下超１－６９ 

市議会議員 加藤 夕紀子                   

                 ☎：090-4668-4782  FAX： 

業種：市議会議員               Mail：yukikokatokouennkai@gmail.com 

事業内容：                 自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久南            〒384-0414 

（株）金山                  佐久市下越６３９－１ 

代表取締役 浅野 博一                   

                 ☎：0267-82-2506  FAX：0267-82-9843 

業種：建設業                  Mail：gold@ar.wakwak.com 

事業内容：土木・家屋解体工事一搬      自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南             〒384-1105 

（株）カネト                 南佐久郡小海町千代里２９５９－２ 

代表取締役 高見澤 正孝                   

                  ☎：0267-92-2501  FAX：0267-92-2509 

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

事業内容：建設資材販売            自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南             〒384-1405 

川上村 村長                 南佐久郡川上村大深山 969 

川上村村長 藤原 忠彦                   

                 ☎：0267-97-2406  FAX：0267-97-2125 

業種：公務                    Mail： 

事業内容：村長                 自社ＨＰ： 

                                             



所属単会名  佐久南              〒384-0503 

（株）菊池金型                 南佐久郡佐久穂町大字海瀬 800-1 

代表取締役会長 菊池 修                   

                   ☎：0267-86-4512  FAX：0267-86-4476 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：ダイカスト金型製造          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南              〒384-0301 

（有）Ｋ＆Ｋメディカル             佐久市臼田１９３５ 

代表取締役 市川 伊知郎                   

                   ☎：0267-82-0239  FAX：0267-82-0026 

業種：サービス業                 Mail： 

事業内容：福祉用具レンタル           自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南              〒384-0612 

小池瓦工業（株）                南佐久郡佐久穂町宿岩８４ 

代表取締役 小池 寛雄                   

                   ☎：0267-86-2372  FAX： 

業種：屋根瓦工事                 Mail： 

事業内容：屋根瓦工事              自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久南              〒384-1102 

小海町役場 町長                南佐久郡小海町大字豊里 57-1 

 黒澤 弘                   

                   ☎：0267-92-2525  FAX：0267-92-4335 

業種：                        Mail：mayor@koumi-town.jp 

事業内容：                   自社ＨＰ： 

                                             

所属単会名  佐久南              〒384-1103 

（有）高原のパンやさん             南佐久郡小海町豊里２０９８－１ 

代表取締役 品田 宗久                   

                   ☎：0267-92-2121  FAX：0267-92-2937 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：パン洋菓子製造販売          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南              〒384-1303 

信州森のファーム                南佐久郡南牧村広瀬 1958-3 

代表 菊池 千春                   

                   ☎：0267-91-0551  FAX：0267-91-0552 

業種：農業                       Mail：chirorin2@outlook.jp 

事業内容：野菜の生産・販売           自社ＨＰ：無 

                                             



所属単会名  佐久南            〒385-0051 

企業組合ワークプラザ             佐久市中込 2826-3 

会長/ＣＥＯ 西澤 敏彦             佐久シティーハイツ 102 

                 ☎：0267-64-6406  FAX：0267-63-1036 

業種：サービス業              Mail： 

事業内容：外国人人材支援          自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南            〒384-0702 

（有）大栄環境開発             南佐久郡佐久穂町穂積１３２６ 

代表取締役 三石 博明                   

                 ☎：0267-88-3417  FAX：0267-88-3923 

業種：不動産業                Mail： 

事業内容：土地・建物の売買・仲介・賃貸業  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久南            〒384-0702 

大栄建設（株）               南佐久郡佐久穂町大字穂積１３２６ 

代表取締役社長 三石 博明                   

                 ☎：0267-88-3417  FAX：0267-88-3923 

業種：建設業                  Mail：hiroaki@daiei-ken.co.jp 

事業内容：建設業                自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南              〒385-0022 

（有）中島タタミ                佐久市岩村田４４９６－５ 

代表取締役 中島 公彦                   

                   ☎：0267-67-5565  FAX：0267-67-5539 

業種：製造業                     Mail： 

事業内容：畳屋                    自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南              〒384-0502 

ひなたでＩＣＴ支援オフィス          南佐久郡佐久穂町大字大日向６０１－３ 

代表 岩﨑 丈                   

                   ☎：070-5572-2117  FAX： 

業種：コンサルティング             Mail：joiwasaki@sakuho-ict,com 

事業内容：ITを活用した経営に関するアドバイス及び支援  自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久南              〒384-0301 

（株）堀内組 堀内文雄             佐久市臼田８０ 

代表取締役 堀内 文雄                   

                   ☎：0267-82-2257  FAX：0267-82-9639 

業種：総合建設業・不動産取引業         Mail： 

事業内容：                        自社ＨＰ：有 

                                             



所属単会名  佐久南            〒384-0612 

ホルモン焼き しらかば           南佐久郡佐久穂町宿岩５６７－２ 

代表 渡辺 利幸                   

                 ☎：0267-88-7897  FAX： 

業種：                     Mail： 

事業内容：飲食店              自社ＨＰ：有 

                                             

所属単会名  佐久南            〒384-0613 

ヘア＆エステティック リリー美容院     南佐久郡佐久穂町高野町 709 

経営者 佐藤 早苗                   

                 ☎：0267-86-2251  FAX：0267-88-5025 

業種：サービス業              Mail：lily26@abeam.ocn.ne.jp 

事業内容：美容一般・化粧品販売       自社ＨＰ：無 

                                             

所属単会名  佐久南            〒384-0503 

(有)丸五鉄平                南佐久郡佐久穂町海瀬４６１－３ 

代表取締役 友野 博文            

                 ☎：0267-86-5953  FAX：0267-86-4928 

業種：                   Mail： 

事業内容：                 自社ＨＰ：有 

                                             

 


