
事業所名 所在地 電話番号 生産品目 URL

㈱ア－デン 小諸市大字森山６６－１ 22-1456 レトルト食品の製造販売

㈱アイ・エス・イ－
御代田町御代田４１０８－３３
７

32-5255 各種制御計測器設計、製作

浅科二チム㈱ 佐久市御馬寄479 58-2110 無線通信機器製造

浅間エンジニアリング㈱
小諸市大字市916
（和田工業団地）

23-5151 自動省力化機械の設計・製造 http://www.asama-eng.com/

浅間技研工業㈱ 小諸市丙600 22-8111 自動車鋳物部品の鋳造および加工 http://www.asamagiken.co.jp

㈱浅間鋼機 小諸市耳取５６－１ 23-2518 製造業

(有)浅間精機 小諸市八満６９０－８ 24-0444 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用金型及びﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形・製造 http://www.asamaseiki.co.jp

浅間ピストン㈱ 佐久市八幡２３８ 58-2011 自動車用ピストンの製造・販売

イッシン工業㈱立科工場 立科町塩沢１８８４－１ 56-3285 工業用ウレタンゴム製品の製造（ﾊﾟｯｷﾝ、Oﾘﾝｸﾞ、ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ、ｽﾗｲﾄﾞｼｰﾙ） http://www.isshin-kogyo.co.jp

㈱OKIハイテック 小諸市耳取９６５－３ 22-1865 基板装置の製造、電気機械器具製造業

㈱キザキ
小諸市大字加増上の平５６１
－２

22-1354 ｽｷｰﾎﾟｰﾙ・金属ﾊﾞｯﾄ・ﾄﾚｯｷﾝｸﾞﾎﾟｰﾙ・ｽﾃｯｷ・ｳｫｰｷﾝｸﾞﾎﾟｰﾙ製造・販売

(有)共進製作所 小諸市南町３－５－８ 23-2515 圧力センサーツギテ、圧力計付属品組立

ＫＹＢ－ＹＳ㈱ 埴科群坂城町坂城９１６５ 0268-82-9311 自動車用部品の加工、組立

㈱小林スプリング製作所 小諸市大字滋野甲3942-1 22-1599 携帯電話部品等の製造

㈱コミヤマ 小諸市大字市950 22-2311
鍛工品製造業。建設機械部品・産業車輌部品・産業機械部品・農業機械部
品等

http://www.e-komiyama.co.jp

㈱小諸製作所 小諸市西原６４７－１５ 22-1180
建設機械・産業車輌・船舶用ディーゼルエンジン部品（ロッカーアームAss'y
他）の加工・組立 http://komoro.driven.jp/info/com.html

㈱小諸村田製作所 小諸市柏木１９０ 22-4111 高周波モジュールの開発・設計・製造
http://www.murata.co.jp/komoromurata/index.html

㈱三映電器製作所 小諸市大字柏木14 22-5555
メカトロ機器、医療機器、移動体無線機器、各種コイル等の企画、開発、設
計、製造

http://www.san-ei-denki-ss.co.jp

三映電子工業㈱ 小諸市和田971 22-2390
各種マグネットワイヤーの開発、製造。電子機器、情報関連機器の開発、製
造。コンピュータ関連機器、システムの開発、製造

http://www.san-ei-elt.co.jp

シチズンファインデバイス㈱ 御代田町大字御代田4107-5 31-1102
水晶振動子、水晶発振器、水晶振動子片、映像用電子機器、液晶表示機
器、光学デバイス部品、光通信用部品、その他電子デバイス部品、産業用機
械装置、腕時計用部品、他

http://cfm.citizen.co.jp/

シチズンマシナリー㈱ 御代田町御代田４１０７－６ 32-5900 工作機械（CNC施盤）の開発・製造・販売・サービス http://cmj.citizen.co.jp/

㈱シリコンテクノロジ－ 佐久市協和８９７－２０ 53-6440 半導体用ｼﾘｺﾝｳｪｰﾊの製造及び販売 http://www.s-tc.co.jp

信州ほしの㈱ 小諸市大字西原５２０－１ 25-6633 乾麺(そば)製造

スミダ電機㈱長野技術セン
ター

小諸市甲上郷土４１２７－３ 23-2501 電気機器部品の製造(小型ﾄﾗﾝｽ・各種ｺｲﾙ・基盤ASSY等)

㈱セルコ
小諸市大字御影新田２１３０
－１

23-3322 コイル巻線・コイル成形 http://www.selco-coil.com

㈱大栄製作所 小諸市大字加増８６８－１ 22-7137
印刷ﾛｰﾙ、ｻｸｼｮﾝﾛｰﾙ等の各種ﾛｰﾙ、糸で開封封筒と省力機械機器等の設
計・制作

http://www.daieiss.co.jp

蓼北金属㈱ 佐久市蓬田４０５ 58-2236 内燃機用ピストン加工製造

立科金属㈱ 立科町芦田３４０８ 56-2228 各種内燃機用ピストン製造 http://www.tateshinametal.co.jp/

㈱ナガオカ製作所 立科町大字芦田1829 56-1259

ﾌﾟﾘﾝﾄ基板Assy搬送システムの開発、設計、製造、販売
※製造品目　ローダ、アンローダ、レーザーマーキング装置、基板クリーニン
グ装置、局部ハンダ付装置、基板搬送装置全般
※その他自動・省力機器の開発、設計、製造

http://www.nagaokass.co.jp

長野沖電気㈱ 小諸市耳取965 22-1881 ﾌﾟﾘﾝﾄ配線基板を中心とした電子機器の開発、設計、製造 http://www.naganooki.co.jp

(有)中松井製作所 小諸市甲４１７７ 22-5448 配電盤等の設計及び製造

日精エ―・エス・ビ－機械㈱ 小諸市甲４５８６－３ 23-1560
PETボトルをはじめとした、プラスチックボトルをつくる産業用機械「ストレッチ
ブロー成形機」、および付属金型の研究開発・設計・生産・販売・アフターサー

http://www.nisseiasb.co.jp

㈱日本金属化工所 佐久市塩名田1068 58-4331 各種メッキ加工並びに表面処理 http://www.nikkin-nagano.co.jp

平和産業㈱  軽井沢ピ－ス
ロン

御代田町西軽井沢４１０８－
４００

32-6200 オイルレス、ベアリング製造・販売

㈱ミクロ 小諸市丙５３３ 22-3315 自動化機械・省力化機械設計製作、治具等の設計製作、金属加工全般 http://www.mikuro.com/

㈱ミクロ立科工場 立科町大字山部１５１９－１ 56-2222 各種専用機、省力機械、治工具等設計製作

みすず精工㈱信州工場 小諸市滋野甲９０６ 22-0278 金属製品製造業・ストレーナ等 http://misuzu-seiko.co.jp

ミネベアミツミ㈱軽井沢工場
御代田町大字御代田4106-
73

32-2200 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ等の機械加工事業、回転機器等の電子機器事業等 http://www.minebea.co.jp/

ヤマト化工㈱ 小諸市与良町３-９-１５ 22-1530 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製食器類製造 http://www.yamatokako.co.jp

㈱やまへい 小諸市小原甲１１９９ 23-2255 各種漬物製造・食堂

㈱ユウワ 小諸市西原７００－１ 25-8001 小型精密ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ金型設計・製作及びﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形加工 http://www.yuwa-net.co.jp

吉田工業㈱ 佐久市春日２７０７ 53-2151
自動車・二輪車の重要保安部品の製造、建設機械、環境、医療、くらし分野
の製造・提案

http://www.yoshidanet.com

立信電子㈱ 小諸市大字市871-8 22-8881 電子部品製造 http://www.janis.or.jp/users/rec23/

レ－マン製菓㈱軽井沢工場
御代田町大字御代田４１０８
－８

32-3156 チョコレート菓子製造

小諸職業安定協会会員名簿(五十音)
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㈱アイク 小諸市御幸町２－１２－１ 23-4474 地域情報メディア発行及び総合広告業 http://www.sakudaira.com

㈱アサマリゾート 小諸市滝原1101 23-9583 ゴルフ場、スキー場、リゾートホテル、ビジネスホテルの運営 http://komoro-kogen.com

㈱アメニティ-ズ 東御市本海野１５２４ 0268-62-4500 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設の経営（遊技場、ｼﾈﾏ､ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ、ﾚｽﾄﾗﾝ、ｶﾗｵｹ等） http://www.amenities.co.jp

㈱あんで－くっく
小諸市御影新田香久保２６０
８

22-3821 食品製造販売

㈱池の平ホテル
立科町大字芦田字八ヶ野
1596

0267-55-6111 ホテル業 http://www.ikenotaira-hotel.co.jp/

㈱伊藤園ホテルズ 小諸市古城１－１－５ 22-8000 ﾎﾃﾙ及び飲食業 http://www.komoro-gch.co.jp

上田信用金庫 上田市材木町１－１７－１２ 0268-22-6260 信用金庫法に基づく地域金融機関 http://www.ueda-shinkin.jp/

㈱エ－ルシステム 小諸市大字市665-9 25-5990 ｿﾌﾄｳｪｱ開発、販売。ホームページ、webシステム作成、メンテナンス http://www.ailesys.co.jp

㈱カネト
御代田町大字馬瀬口１７４７
－１

32-8001 建設資材販売

㈱カ－メルウォンツ 軽井沢町追分１６１２－３ 44-1500 生活雑貨品の企画、輸入、販売 http://www.carmelwants.com

社会福祉法人軽井沢会　き
らく苑

御代田町御代田４１０８－１３
７４

32-2525 特別養護老人ホーム

軽井沢ゴルフ倶楽部 軽井沢町南ヶ丘３０００ 42-2220 ゴルフ場の営業

旧軽井沢ゴルフクラブ
軽井沢町大字軽井沢１３７
２ー３

42-2080 ゴルフ場の営業

草軽交通㈱ 軽井沢町軽井沢東8-1 42-2041
一般乗合自動車、一般貸切自動車、自動車整備、有料自動車道、土産品小
売、不動産事業、旅行業

http://www.kkkg.co.jp

㈱ケー・アイ・エス 佐久市茂田井２９８７ー８ 53-8840 太陽電池モジュール製造・太陽光発電システム販売 http://www.kis-sorar.co.jp

社会福祉法人　敬老園 上田市常磐城2256-1 0268-28-1170 福祉・介護事業 http://www.keiroen.or.jp

㈱ココネット 東御市常田５８８ 0268-64-5050 飲食店・遊技場の経営
http://www.coconet.jp/

（福）小諸青葉福祉会やまびこ園 小諸市大字柏木１３２８ 23-9515 福祉サービス

(有)小諸自動車教習所 小諸市大字森山８５ 22-1500 運転者教育

佐久小諸観光㈱ 小諸市大手2-2-11 22-2475 一般乗用旅客自動車運送業（ﾀｸｼｰ）　　国内旅行代理店

佐久通運㈱ 小諸市大字森山６３－９ 22-0705
食料品、肥料、飼料、農産物、工業製品、たばこ配送等　　　　　駐車場テナン
ト、不動産業、保険代理業

(医）山月会 小諸病院 小諸市荒町２－１－１ 22-0250 医療業

㈱信濃公害研究所 立科町大字芦田１８３５－１ 56-2189
水質分析（工場排水、地下水、河川水、浴槽水）。土壌、農薬、食品衛生分
析。大気、騒音、振動、シックハウス、ダイオキシン、アスベスト、ＰＣＢ分析。
保菌検査、その他特殊分析

http://www.eco-skk.com

㈱酢徳 小諸市市町５－４－１８ 22-1280 酒類・食料品・冷凍食品の業務用卸

西武高原バス㈱
埼玉県所沢市くすのき台1-
11-2

04-2926-3502 旅客自動車運送事業 http://www.seibu-group.co.jp/bus/

㈱西武プロパティーズ軽井
沢営業所

軽井沢町大字長倉２１３９ 46-2221 不動産業、別荘管理業務 http://www.seibupros.jp/

㈱タテシナ　(立科ｺﾞﾙﾌ倶楽
部)

立科町大字茂田井２１１ 56-3111 ゴルフ場経営 http://www.tateshinagolf.com

千曲バス㈱小諸営業所 小諸市加増上の平５８１－１ 22-2100 道路旅客運送業

㈱ツルヤ 小諸市御幸町２－１－２０ 22-3311 スーパーマーケット http://www.tsuruya-corp.co.jp

㈱TJKリゾート　アルペンドル
フ白樺

立科町大字芦田八ヶ野
2018-1

55-7578 宿泊サービス

東信観光開発㈱
（望月ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ）

佐久市協和４１９４－６ 53-2468 ゴルフ場(望月カントリークラブ)

東信日軽㈱ 立科町大字山部１５１８ 56-3333
自動ドア、エクステリア、アルミ樹脂サッシ、防犯機器、太陽光発システム、
オール電化製品、住設機器、リフォーム工事、各種建材、硝子、シャッター

http://toushinnikkei.net/

㈲トップリバー 御代田町御代田3986-1 32-2511 野菜（レタス・キャベツ）の生産、販売。大規模経営農家育成支援 http://www.topriver.jp

トヨタ　ユ－・グル－プ 長野市南石堂町１３２６－１ 026-264-5060
トヨタ車、レクサス車、フォルクスワーゲン車、各種中古車の販売。自動車の
点検、整備全般、携帯電話、各種通信機器の販売。損害保険、生命保険の
代理店業務等。 http://toyota-ugroup.com

長野県パトロ―ル㈱ 小諸市大字柏木１５－５ 25-5363 警備保障・総合防災・ｿﾌﾄｳｪｱ開発

㈱長野セキノ興産 小諸店
小諸市大字西原字深沢反７
００－１０

23-5577
金属製屋根壁材の加工販売、住宅機器・各種建材の販売、太陽光発電シス
テムの販売

http://www.sekino.co.jp

長野日石ガス㈱ 小諸市市町5-1-4 22-1300 LPガス・石油製品、住設機器販売

長野日野自動車㈱  小諸支
店

小諸市大字加増字下原３６９
－１

22-3510
大型、中型、小型車の新車・中古車の販売及び部品販売、車輌整備、保険代
理店業務

㈱プリンスホテル 軽井沢町軽井沢１０１６ 42-1111
国内、海外におけるホテル、ゴルフ場、スキー場などの観光施設の経営と不
動産事業。

www.princehotels.co.jp/

㈱松屋 軽井沢町大字長倉３０５８ 45-7086 総合燃料、米穀販売

㈱万平ホテル 軽井沢町大字軽井沢９２５ 42-1234 宿泊業 http://mampei.co.jp

やまいし㈱
御代田町大字御代田１７７７
－７

32-2022
ガソリンスタンド、ＬＰＧ販売、住宅設備機器、家電、販売、修理、信州そば他
乾麵類、製造、販売、卸、米穀類他食品、宅配水、販売

yamaishi.co.jp

山屋物産㈱ 小諸市紺屋町２－３－６ 22-0091
燃料販売（ガス、灯油）、管工事(上下水道、ガス）、リフォーム、住宅設備機
器、太陽光発電システム、ヤマヤホーム（新築住宅）

http://www.yamayabussan.com

ヨダ印刷サービス㈱ 小諸市本町２－１－４ 22-3330 印刷及び付随サービス

(医)柳泉会
(柳橋脳神経外科内)

小諸市大字諸３５０ 23-6131
・有床診療所・介護老人保健施設・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・訪問看護ｽ
ﾃｰｼｮﾝ・宅幼老所・居宅介護支援事業所

http://www.yanagibashi.or.jp

㈱渡辺作意商店 小諸市与良町2-3-9 22-3290
農業機械販売、修理。肥料、農薬販売。米集荷販売、その他農業関連品販
売 http://www.watasaku.com
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http://www.komoro-gch.co.jp/#
http://www.ueda-shinkin.jp/#
http://www.ailesys.co.jp/#
http://www.carmelwants.com/#
http://www.kkkg.co.jp/#
http://www.kis-sorar.co.jp/#
http://www.keiroen.or.jp/#
http://www.coconet.jp/#
http://www.eco-skk.com/#
http://www.seibu-group.co.jp/bus/#
http://www.seibupros.jp/#
http://www.tateshinagolf.com/#
http://www.tsuruya-corp.co.jp/#
http://toushinnikkei.net/#
http://www.topriver.jp/#
http://toyota-ugroup.com/#
http://www.sekino.co.jp/#
http://www.princehotels.co.jp/#
http://mampei.co.jp/#
http://www.yamayabussan.com/#
http://www.yanagibashi.or.jp/#
http://www.watasaku.com/#


事業所名 所在地 電話番号 生産品目 URL

アサマ通信㈱ 小諸市乙５５７ 22-3305
電気通信工事業・電気工事業（電気通信外線工事、交通信号機設置工事、
建築電気工事）

大井建設工業㈱
御代田町大字馬瀬口１６７０
－７４

32-3333 建築工事、土木工事、リフォーム工事
http://www.ooi-kensetsu.co.jp

㈱香坂建設 小諸市甲９２ 22-1184 総合建設業（土木一式工事・建築一式工事・設計業務）

㈱小宮山土木 立科町大字牛鹿１６１６－１ 56-1299 総合建設業 http://www.komiyama.jp/

信州電機㈱ 佐久市望月１３３ 53-2077 電気工事

㈱竹花組 佐久市望月30-1 53-2345
土木・建築工事の請負施工
建設関連資材（生コン、アスファルト合材、砕石骨材、石油製品）の製造販売

http://www.takehanagumi.co.jp

竹花工業㈱ 小諸市南町2-6-10 22-1750 土木、建築工事、生コン製造販売、総合建設業 http://www.takehanakogyo.co.jp

三矢工業㈱ 立科町大字芦田2000-1 56-2233
木造住宅建築、リフォーム、別荘建築、一般建築工事、一般土木工事、外
構、造園エクステリア工事、太陽光発電設置事業

http://www.mitsuyakogyo.co.jp

建設業

http://www.ooi-kensetsu.co.jp/#
http://www.komiyama.jp/#
http://www.takehanagumi.co.jp/#
http://www.takehanakogyo.co.jp/#
http://www.mitsuyakogyo.co.jp/#

