
事業所名 所在地 電話番号 生産（営業）品目 ＵＲＬ

〒３８４－０７０１南佐久郡 （０267）
佐久穂町大字畑６９ ８８－２２５１ プラスチック製品製造 http://www.alps.or.jp/asama-ce/

〒３８５－００５１ （０267） 半導体製造装置・検査装置・医療機器・工

佐久市中込３６７１ ６３－０００５ 作機械・専用機などのベース及び重要部品 http://www.arata-ss.co.jp/

〒３８５－００１１ （０267）
佐久市猿久保１５０ ６７－２５２３ 手押運搬車 http://www.ik-carry.co.jp/

〒３８５－００２２ （０２６７）
佐久市岩村田７４９ ６８－５０００ 和洋菓子製造販売 http://www.izumiya-saku.co.jp/

〒３８５－０００９ （０267） プラスチック新素材の研究開発

佐久市小田井１０７７ ６８－７１２２ 各種プラスチック部品、成形金型の製造及び販売 http://www.wtmkg.ｃｏ.ｊｐ/

〒３８４－０３０１ （０267）
佐久市臼田２０１６ ８２－２１０９ 印刷物全般 http://usudakappan.com/

〒３８５－００２１ （０267） 工業用部品（直線運動ベアリング）並びに

佐久市長土呂８０３ ６８－３３４１ その周辺装置の製造、販売、及び輸出入 http://www.askltd.co.jp/

㈱AOB慧央グループ 〒３８５－００３５ （０２６７）
アルソア佐久ファクトリィ 佐久市瀬戸５５３－７ ６３－８０００ 化粧品、健康食品、浄活水器製造 http://www.aob-keioh-group.co.jp/

〒３８５－０００９ （０267）
佐久市小田井１１１９ ６６－７７８５ http://www.mkg.co.jp/global/jp/

〒３８５－００１２ （０267） 精密プラスチック成形・加工・組立

佐久市根々井１５－５ ６７－２３７１ プラスチック金型設計・製作 http://www.enpura.co.jp/

〒３８５－００５２ （０267）
佐久市原５７８ ６３－６６６６ 精密機械製造・販売 http://www.okenseiko.com/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３３００ ６７－４１１３ 継電器製造

〒３８５－００２１ （０267）
佐久市長土呂１７３９－１ ６７－１５１１ http://www.cowbell.co.jp/

〒３８５－８５１１ （０267） ドライ真空ポンプ、真空応用機器、スノーマシン、

佐久市根々井１－１ ６７－３３１１ リフトの開発・製造・販売 http://www.kashiyama.com/

〒３８４－０３０２ （０267）
佐久市勝間１８０ ８２－２１３１ 電気機械器具・自動車部品製造

〒３８５－００４５ （０267） 清酒（初鴬）・焼酎（天雪）

佐久市大沢９８５ ６２－０００５ 清酒・焼酎製造販売 https://sites.google.com/view/hatuuguisu

〒３８４－０５０３南佐久郡 （０267） 精密部品用ﾀﾞｲｶｽﾄ金型の設計・製作・販売

佐久穂町大字海瀬８００－１ ８６－４５１２ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ周辺機器を中心に、金型の製作 http://www.kikuchi-kanagata.co.jp/

〒３８４－０３０１ （０267）
佐久市臼田６５３－２ ８２－２００６ 酒類製造販売 http://www.kitsukura.co.jp/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３６７１ ６３－０００３ http://www.alps.or.jp/sakucs/kyouei/

〒３８４－０４１４ （０267）
佐久市下越２７３－１ ８２－５０６６ 基盤製造

〒３８４－０７０２南佐久郡 （０267）
佐久穂町大字穂積１４００ ８８－２００２ 清酒、リキュール、焼酎の製造販売 http://www.kurosawa.biz/

〒３８４－０５０３南佐久郡 （０267） 金属成型（ダイカスト）部品の製造

佐久穂町大字海瀬４４８－１ ８６－２５３８ 金属成型金型（ダイカスト）製作 http://www.keishin-net.co.jp/

〒３８５－００５１ （０267） 自動車部品加工、精密機械部品加工、産業

佐久市中込３３６８－３ ６７－５７１５ 用機械部品加工、各種部品加工および組立 http://www.alps.or.jp/sakucs/kozec/
〒３８５－００３５ （０267） 蛍光灯インバータ、アンテナ製品、

佐久市瀬戸１６１５ ６２－２４１９ 温湿度計、タコアワーメーターの製造 http://nagano-koden.co.jp/

〒３８５－００５２ （０267）
佐久市原１３８ ６２－５１２１ ワイシャツ製造業 http://www.kouyamachoya.com/

〒３８５－０００９ （０267） 精密樹脂金型・プレス金型・部品加工・

佐久市小田井１１１９ ６８－０５０５ 成形品の設計及び製作 http://www.mkg.co.jp/kanagata/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３６７１ ６３－２３９３ 印刷機械組立 http://www.alps.or.jp/sakucs/sakigake/

〒３８５－００５２ （０267）
佐久市原４８７ ６２－００７４ 各種印刷物の企画から制作・印刷・製本 http://www.sakuinsatsu.jp/

〒３８４－０４１４ （０267） エレベーター部品の製缶板金、切削加工

佐久市下越１５０ ８２－２５７１ トランス・リアクトル製造、誘導加熱装置製造 http://www.saku-denki.co.jp/

〒３８５－００３５ （０267）
佐久市瀬戸５５３－８ ６２－５１５１ キャンデー類製造（いちごみるく、サクマドロップス等） http://www.sakumaseika.com/corporate/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３３６８ ６７－１８２０ 精密板金加工、プレス加工　他 http://www.sasaki-k.co.jp/

〒３８５－０００９ （０267）
佐久市小田井１０７７－６ ６７－２２５１ http://www.sawainet.co.jp/

〒３８４－００９３ （０267） 各種マグネットワイヤー・情報関連機器

小諸市和田９７１ ２２－２３９０ 精密小型モーター・縦形コイルの製造　他 http://www.san-ei-elt.co.jp/

㈱佐々木工業

㈱サワイ
産業用機械部品、建設用機械部品、発電
機、工作機械等の部品加工、研磨加工

三映電子工業㈱

高電工業㈱

高山CHOYAソーイング㈱信州工
場

㈱さきがけ

㈱佐久印刷所

咲電機㈱

サクマ製菓㈱浅間工場

㈱共栄製作所 農業機械器具、自動車部品、電気機器、印刷機、建設機
械器具、ガソリンスタンド機械器具、その他製造業

㈲協立電子工業

黒澤酒造㈱

㈱京信

㈱コウゼック

応研精工㈱

大井通信㈱

㈱カウベルエンジニアリング 電子機器等の開発（ソフトウェア設計、ハードウェア設
計）　電子機器等の製造、販売

㈱コガネイモールド

樫山工業㈱

㈱カワムラ精器

木内醸造㈱

㈱菊池金型

橘倉酒造㈱

ウインテック㈱

臼田活版㈱

㈱エイエスケイ信州工場

エムケーカシヤマ㈱
自動車及び各種産業車両用ブレーキシューアッセンブリー、ディ
スクブレーキパッド、ディスクローターの製造、販売
省力機械設計、製作　　　摩擦材の研究・開発

㈱エンプラ

佐久職業安定協会会員名簿（五十音順）

製　造　業

浅間化学企業組合

㈱新製作所

㈱石川製作所

㈲和泉屋菓子店
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〒３８４－０６１２南佐久郡 （０267） 精密板金加工、工作機械や商業機械

佐久穂町大字宿岩１４５ ８６－３３４０ などの筐体、カバー、部分品の製造

〒３８５－００１２ （０267）
佐久市根々井３８－１ ６７－５８５１ 印刷業 http://www.sankosangyo.co.jp/

〒３８５－０００４ （０267） 太陽電池モジュールの製造

佐久市安原８２５－１ ６７－１６９１ 太陽光発電システムの販売 http://www.suntech-power.co.jp/

〒３８５－００４５ （０267）
佐久市大沢３６３ ６２－３５５５ 各種パン・洋菓子製造、小売、卸

〒３８５－０００９ （０267） 航空宇宙関連機器の設計、製造

佐久市小田井１２０８－１ ６８－６８２０ 試験装置、検査・評価装置、制御装置の設計・製造 http://www.sys-one.co.jp/

〒３８５－００１２ （０267）
佐久市根々井１１３－１ ８８－８６８６ 各種時計類及びその部品の製造 http://cwmj.citizen.co.jp/

〒３８５－００２２ （０267） スキーポール、トレッキングポール、

佐久市岩村田１１０４－１ ６７－３３２１ ウォーキングポール、歩行補助杖の製造・販売 http://www.sinano.co.jp/

〒３８４－０４１３ （０267）
佐久市三分３１７－１ ８２－２２４３ 各種機械部品の加工製造

〒３８４－０４１２ （０267）
佐久市田口５１３１ ８２－２５１１ http://www.shinko-m.co.jp/

〒３８４－０５０３南佐久郡 （０267）
佐久穂町大字海瀬２７６６－１０９ ８６－２４３５ プレス業

〒３８５－００５１ （０267） クラフト紙袋の設計・製造・販売、金属製品(鋳物・金型)の

佐久市中込１－１０－１ ６２－１１１１ 委託製造・販売、太陽光発電システムの設計・施工・販売 http://www.newest.ne.jp/

〒３８５－００５１ （０２６７）
佐久市中込３６７１ ６７－５７２０ 印刷機械及び一般産業機械 http://www.alps.or.jp/sakucs/stec/

〒３８５－００３５ （０267）
佐久市瀬戸５５３－１２ ６２－１３３３ ラップ盤・ポリシュ盤の設計・製造 http://www.speedfam.com/jp/

〒３８５－００１６ （０267）
佐久市鳴瀬２７６８ ６８－２２２１ 舶用・防災ポンプ及び同部品の製造

〒３８５－００２１ （０267）
佐久市長土呂８００－３８ ６７－４１３１ www.soshin.co.jp/

〒３８５－０００９ （０267）
佐久市小田井１０７７-２６ ６８－７１１０ プラスチック金型設計製作 http://www.dai-r.co.jp/

〒３８４－０４１２ （０267）
佐久市田口５６６２ ８２－７３３１ http://www.tacy.co.jp/

〒３８４－０３０４ （０267）
佐久市北川６４０ ８２－４６６３ 工業用バルブ製造

〒３８５－００５４ （０２６７） メタルマスク各種・SMT関連治具・電子部品用

佐久市跡部４５３ ６２－８８９８ 印材・時を刻む彫刻の設計、製造 http://www.takugiken.co.jp/

〒３８４－０３０１ （０267）
佐久市臼田２１５ ８２－８３００ 和洋菓子製造・販売 http://www.kashi-tamaya.co.jp/

〒３８４－０７０１南佐久郡 （０267）

佐久穂町大字畑５０５－１ ８８－３１７３ アルミ鋳物金型、設計、製作 http://www.chikumagiken.co.jp/

〒３８５－００３５ （０267）
佐久市瀬戸１１１１－１ ６４－１２３０ リレー(電子)部品の製造（車載・通信・民生用） http://www.fujitsu.com/jp/group/fcl/

〒３８５－００２１ （０267）
佐久市長土呂１１１０ ６７－３７３１ 日本酒・焼酎・リキュールの製造・販売 http://www.chikumanishiki.com/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込１９１４－２ ６２－０１１３ 清酒、焼酎　製造及び販売 http://www.kamenoumi.sakura.ne.jp/

〒３８５－８５５５ （０267）
佐久市小田井５４３ ６８－５１１１ 電子部品の開発・製造 http://www.tdk.co.jp/

〒３８５－００５２ （０267）
佐久市原２８１ ６２－１４２３ http://www.t-micro.co.jp/

〒３８５－０００１ （０267）
佐久市横根７９ ６８－２５３６ ガロン容器のプリフォーム・リール・ケース http://www.janis.or.jp/users/naito-info/index.html

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３３６８－３ ６７－１８００ http://www.alps.or.jp/sakucs/naitou/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３１５６ ６２－０９１０
〒３８５－００５１ （０267） 化粧品容器、食品・トイレタリー容器等

佐久市中込３４２１ ６２－７７７１ プラスチック容器の製造・販売 http://www.naganoyoshida.co.jp/

〒３８５－０００７ （０267）
佐久市新子田１９２５－７ ６６－３５５３ 試作部品加工、電極作成 http://www.niizuma.co.jp/group/niizuma.html

〒３８５－００１２ （０267）
佐久市根々井１５－７ ６７－２５４６ 小型モーター製造、販売 http://www.nissei-motor.co.jp/

〒３８５－００１４ （０267） セキュリティゲート、ETCゲート、安全管理ゲート、

佐久市三河田４０３－５ ６３－１１５１ 入場管理ゲートの開発・設計・製造・販売・保守 https://n-halcon.co.jp/

〒３８４－０６２１ （０267）
佐久市入沢３４５ ８２－２４８２ OA機器製造 https://www.kkhinata.co.jp/

〒３８５－００２１ （０267）
佐久市長土呂９７０－１ ６８－４６６６ http://www.fujita-dev.co.jp/front/bin/home.phtml

〒３８５－００３４ （０267）
佐久市平賀５３７１ ６２－０３４０ 清酒、焼酎製造 http://www.valley.ne.jp/~fuyou/

日本ハルコン㈱

藤田デバイス㈱佐久工場
ＢＧ、ダイシング及び外観検査、プリント基板・設計・
製作、省力化装置開発・製作、画像処理検査システ
ム、キャンＰＫＧ組立

芙蓉酒造（協）

㈱中川電機製作所
高圧受電ヒュービクル・高圧配電盤・低圧配電盤・低圧分電盤・各
種制御盤・板金加工・金属塗装　　電気設備各種盤類の、設計・
板金加工・塗装加工・汎用電機機器組付け～試験

長野吉田工業㈱

㈱ニイズマ

日精電機㈱

㈱日向製作所

㈱土屋酒造店

TDK㈱浅間テクノ工場

㈱東京マイクロ ミラーレスカメラ、一眼レフカメラ、ビデオカメラ等に使
用される超小型精密モーターの開発・製造・販売

内藤工業㈱

㈲内藤工業所
産業機械・工作機械・建設機械等各種機械のフレー
ム・架台の制作及び大型NC機械・マシニングセン
ターによる金属の機械加工

㈱高見澤製作所

㈱タク技研

㈱玉屋

千曲技研㈱

千曲通信工業㈱

千曲錦酒造㈱

浅南工業㈱

双信電機㈱
各種フィルタ、各種コンデンサ等、電子部品の開発、
設計、製造、販売　電磁波ノイズの測定、診断および
対策部品の製造販売

㈱ダイロク精工金型

㈱高見沢サイバネティックス
駅務自動化システム・情報・電子・計測機器類及びＦ
Ａ・ＯＡ機器の製造販売
コンピュータ応用機器システムの企画・開発・設計

㈱新興製作所
消防用真空ポンプ、水ポンプ、冷凍機軸受、塗装用
C・C・V、ウォームギヤー、船舶用セグメントの鋳造・
加工・組立・研磨・LP一貫生産

㈱信和

鈴与マタイ㈱

㈱ステック

スピードファム長野㈱

サンテックパワージャパン㈱

㈱塩川ベーカリー

㈱システム・ワン

シチズン時計マニュファクチャリン
グ㈱ミヨタ佐久工場

㈱シナノ

㈱清水製作所

三光工業㈲

三光産業㈱千曲川工場

http://www.sankosangyo.co.jp/
http://www.suntech-power.co.jp/#
http://www.sys-one.co.jp/#
http://cwmj.citizen.co.jp/#
http://www.sinano.co.jp/#
http://www.shinko-m.co.jp/#
http://www.newest.ne.jp/#
http://www.alps.or.jp/sakucs/stec/#
http://www.speedfam.com/jp/#
http://www.soshin.co.jp/#
http://www.dai-r.co.jp/#
http://www.tacy.co.jp/#
http://www.takugiken.co.jp/#
http://www.kashi-tamaya.co.jp/#
http://www.chikumagiken.co.jp/#
http://www.chikumanishiki.com/#
http://www.kamenoumi.sakura.ne.jp/#
http://www.tdk.co.jp/#
http://www.t-micro.co.jp/#
http://www.janis.or.jp/users/naito-info/index.html#
http://www.alps.or.jp/sakucs/naitou/#
http://www.naganoyoshida.co.jp/#
http://www.niizuma.co.jp/group/niizuma.html#
http://www.nissei-motor.co.jp/#
http://www.fujita-dev.co.jp/front/bin/home.phtml#
http://www.valley.ne.jp/~fuyou/


〒３８５－００５２ （０267）
佐久市原５８２－２ ６２－２２２２ 光学機器製造業 http://www.phaseone.com/

〒３８５－００６１ （０267） 空圧機器製造

佐久市伴野１４３８－８ ６２－１２９３ エアーブラシ、スプレーガン、自動スプレーガン

〒３８５－００３４ （０267）
佐久市平賀４８０１－２ ６２－４６２０ 食品製造 http://hosogaya-foods.jp/

〒３８５－００５４ （０267） 工業印・ゴム印・金属印・電子部品用金型

佐久市跡部１０－１０ ６２－４６９３ S.M.T用メタルマスク・シルクマスクの製造販売 http://www.bon-mark.com/index2.html

〒３８５－０００７ （０267） 医療・健康・自動車装置用のモーションセンサ、センシングシステム

佐久市新子田１９３４ ６６－０３８８ 及び光るウチワ等のファンタジー商品の企画、開発、製造、販売 http://www.microstone.co.jp/

〒３８５－００２１ （０２６７）

佐久市長土呂７７４ ６８－５５３０ 食品機械の開発・製造 http://www.mayekawa.co.jp/

〒３８５－００６２ （０267） 各種自動車部品製造・販売

佐久市根岸３５６１ ６２－５１１１ 産業機械、建設車輌、油圧機器部品製造他 http://www.sakums.co.jp/

〒３８５－００１２ （０267）
佐久市根々井１６４－１ ６７－５６７２ 精密機械部品の製造

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３３６８－３ ６７－１８１３ 工作機械部品等、精密部品加工 http://www.alps.or.jp/sakucs/mitsuishi/

〒３８５－００３５ （０267） プラスチック製 半導体・電子部品包装容器

佐久市瀬戸５５３－３ ８８－８８２６ の製造・販売 http://www.minellon.co.jp/

〒３８５－００３４ （０267）
佐久市平賀２０８２ ６３－５２６６ 乳製品製造業 http://www.meiji.co.jp/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込２４３８ ６２－０４６３ パン、菓子製造

〒３８４－０４１４ （０267）
佐久市下越１６９－１ ８２－２３５９ 各種トランスの設計、製造、販売 https://www.yodadenki.net/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３３６６ ６８－５２８７ http://www.risshin.co.jp/

㈱ミネロン信州工場

㈱明治軽井沢工場

㈱モンドウル田村屋

依田電機産業㈱

立信精機㈱
無線機器、高周波機器、LED関連機器の製
造

㈱ボンマーク

マイクロストーン㈱

㈱前川製作所佐久工場

㈱丸信製作所

ミスズ工業㈱

㈲三石製作所

Phase One　Ｊａｐａｎ㈱

㈱北伸精器

㈱細萱食品

http://www.phaseone.com/#
http://hosogaya-foods.jp/#
http://www.microstone.co.jp/#
http://www.mayekawa.co.jp/#
http://www.sakums.co.jp/#
http://www.alps.or.jp/sakucs/mitsuishi/#
http://www.minellon.co.jp/#
http://www.meiji.co.jp/#
http://www.risshin.co.jp/#


事業所名 所在地 電話番号 生産（営業）品目 ＵＲＬ

〒３８５－００２２ （０２６７）
佐久市岩村田７３７ ６７－４１０６ LPG及びLPG機器販売 http://www.asahiom.co.jp/index.html

〒３８９－０５１８ （0268）
東御市本海野１５２４ ６２－４５００ 総合レジャ－産業 http://www.amenities.co.jp/

〒３８５－００１３ （０267）
佐久市横和４４９－８ ６８－６３６２ 出版印刷業

〒３８５－００２２ （０267）
佐久市岩村田８１０－５ ６７－３３４５ 金融 http://www.ueda-shinkin.jp/

〒３８５－００５２ （０267）
佐久市原６７－１ ６２－２８６５ 情報処理と経理の人材教育 http://www.avis.ne.jp/~uac/

〒３８４－０３０１ （０267）
佐久市臼田２２０７－１ ８２－２１５４ 商工会 https://usudamachi.jimdo.com/

〒３９０－０８５２ （０263）
松本市島立３０１－２ ４４－５５１１ http://www.eneos-wing.co.jp/

〒３８５－００２１ （０267）
佐久市長土呂１５９－２ ８８－８１８８ http://www.ｆｂ-ｋａｉｇｏ.co.jp/

〒０４７－０１５２ （０134） 携帯ショップの運営

北海道小樽市新光１－１１－１ ５４－００８８ 各種モバイルソリューションズの販売・サービス http://www.m-digi.co.jp/

〒３８５－００２２ （０267）
佐久市岩村田８０４ ６７－２０４８ 医療業、介護サービス http://www.avis.ne.jp/~kanaza/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込１－２８－１６ ６２－４５２３ 石油製品販売 http://www.kiuchisekiyu.co.jp/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込１－１７－８ ６４－１７００ 医療、福祉、保健事業 http://www.keijinnet.or.jp/

〒３８５－００２１ （０２６７）
佐久市長土呂２２－4 ６７－７６６９ 半導体・電子部品の販売 http://www.corestaff.co.jp/

〒３８４－１１０３南佐久郡 （０267）
小海町大字豊里５７－１ ９２－２３９７ 商工会 https://koumimati-syoko.jimdo.com/

〒３８５－００６２ （０267） 総合印刷業、企画・デザイン・印刷全般

佐久市根岸４０５１－１１ ６２－０４０３ サイン業務（車両マーキング・看板他）、webデザイン http://www.coxltd.co.jp/

〒３８５－００５６ （０267）
佐久市桜井３ ６２－０７１４ 農業資材卸販売 http://www.sakukyodo.jp/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３－１９－６ ６２－００３１ 宿泊、宴会、婚礼、レストラン http://breezbay-group.com/saku-gh/

〒３８５－００４３ （０267）
佐久市取出町１８３ ６２－０２１４ http://www.shinkou-saku.or.jp/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込２９７６－４ ６２－２５２０ 実業団体 http://www.sakucci.or.jp/

〒３８５－００２１ （０267）
佐久市長土呂１５９－２ ６６－７０１０ http://skdf.jp

〒３８４－０６１３南佐久郡 （０267）
佐久穂町大字高野町５６１－１ ８６－２２７５ 商工会、経営改善普及事業 http://www.sakuho.or.jp/

〒３８６－０００５ （０268） 産業機器、工作機械、自動化機器、

上田市古里８６－２２ ２４－５５１１ 物流機器、環境関連機器等の販売 http://www.sanada-net.co.jp/

〒３８４－０３０３ （０267） 高齢者介護施設、障害者福祉施設等

佐久市下小田切５３０ ８２－１１２２ 入所利用者の介護全般、生活支援 http://www.ja-naganokai.or.jp/

〒３８５－００２２ （０267） 一般労働者派遣事業

佐久市岩村田１３０７－１ NTビル1F ６６－７８７７ 有料職業紹介事業 http://www.j-style77.com/

〒３８４－０３０１ （０267）
佐久市臼田２２２３－１ ８２－２５８６ 税理士事務所 http://www.tkcnf.com/shinohara

〒３８４－０３０１ （０267）
佐久市臼田１７０６－３ ８２－３１７１ 野菜・花・種子及び農業資材 http://www.shimaya-seed.co.jp/

〒３８５－００１１ （０267）
佐久市猿久保７７６－５ ６８－６１６１ 情報処理サービス http://www.jimcomputer.com/index.html

〒３８４－１１０３南佐久郡 （０267） 複合リゾート

小海町大字豊里５９０７ ９３－２１０１ ゴルフ場、スキー場、リゾートホテル http://www.chateraiseresort.co.jp/

〒３８５－００２２ （０26） 電設資材、産業機器、空調システム、

佐久市岩村田中八日町３０９３－１ ２４３－０１４６ 情報通信機器の総合卸売販売 http://www.showadenkikk.co.jp/

〒３８５－００３４ （０267） 家屋害虫駆除防除、食品衛生・環境衛生の

佐久市平賀５０４６－３ ６２－８１００ 機器設置保守管理、建築物環境衛生管理業務 http://www.jnsgp.co.jp/

〒３８５－００５１ （０267） 警備保障業（機械警備・ホームセキュリティ・輸

佐久市中込３－２－１３橋場ビル３Ｆ ６３－２９１７ 送警備・保安警備・巡回警備・交通誘導警備） http://www.shinnihonkeibi.com/

〒３８５－００５３ （０267） 石油製品・建材・農薬の販売、ドラッグストア、調剤

佐久市野沢１ ６２－１１４５ 薬局、フィットネスクラブ、介護予防デイサービス http://www.somashoji.co.jp/

〒３８５－００５２ （０267）
佐久市原４９１ ６２－０００１ ガソリン・石油製品 http://www.daishing.co.jp/

〒３８６－００１８ （０268） 石油製品・プロパンガス・関連機器の販売、

上田市常田二丁目２０－２６ ２２－６１１１ 自動車鈑金・塗装、自動車販売、外食店他 http://www.net-take.co.jp/index.html

〒３８５－００５３ （０267） 運輸事業（一般乗合自動車運送業、一般貸

佐久市野沢２０ ６２－００８１ 切旅客自動車運送業、路線バス、貸切バス） http://www.chikuma-bus.co.jp/

㈱エムデジ

信州消毒㈱

相馬商事㈱

㈱大進

㈱武重商会

千曲バス㈱

佐久穂町商工会

新日本警備保障㈱佐久営業所

㈱真田

（福）ジェイエー長野会
さく地域事業本部

㈲Ｊ－ＳＴＹＬＥ

篠原会計事務所

嶋屋種苗㈱

㈱ジムコンピュータシステム

㈱シャトレーゼリゾート八ヶ岳

昭和電機産業㈱佐久営業所

㈱佐久グランドホテル

（一社）佐久市振興公社
駐車場賃貸・土地賃貸・別荘管理・霊園分譲管理・
公共施設管理（山荘あらふね、駒場公園、プラザ佐
久ほか）

佐久商工会議所

（福）佐久平福祉会
高齢者介護施設（介護老人保健施設、特別養
護老人ホーム、グループホーム）の運営

㈱木内石油

社会医療法人恵仁会

コアスタッフ㈱長野営業所

小海町商工会

㈱コックス

㈱佐久協同

臼田町商工会

㈱ＥＮＥＯＳウイング信越支店
石油製品・自動車部品・保険の販売
オートリース・車検整備

エフビー介護サービス㈱
福祉用具のレンタル、販売・有料老人ホーム・小規模多機
能・デイサービス・グループホーム・居宅介護支援・訪問介
護・訪問看護・介護タクシー・海外事業

（医）三世会　金澤病院

サービス・その他

朝日オーム㈱

㈱アメニティーズ

㈱インクス

上田信用金庫岩村田支店

臼田経理専門学校

http://www.amenities.co.jp/#
http://www.ueda-shinkin.jp/#
http://www.avis.ne.jp/~uac/#
https://usudamachi.jimdo.com/#
http://www.eneos-wing.co.jp/#
http://www.fb-kaigo.co.jp/#
http://www.avis.ne.jp/~kanaza/#
http://www.kiuchisekiyu.co.jp/#
http://www.keijinnet.or.jp/#
http://www.corestaff.co.jp/#
https://koumimati-syoko.jimdo.com/#
http://www.coxltd.co.jp/#
http://www.sakukyodo.jp/#
http://breezbay-group.com/saku-gh/
http://www.shinkou-saku.or.jp/#
http://www.sakucci.or.jp/
http://skdf.jp/#
http://www.sakuho.or.jp/#
http://www.sanada-net.co.jp/#
http://www.ja-naganokai.or.jp/#
http://www.j-style77.com/#
http://www.tkcnf.com/shinohara#
http://www.shimaya-seed.co.jp/#
http://www.jimcomputer.com/index.html
http://www.chateraiseresort.co.jp/#
http://www.showadenkikk.co.jp/#
http://www.jnsgp.co.jp/#
http://www.somashoji.co.jp/#
http://www.daishing.co.jp/#
http://www.net-take.co.jp/index.html#
http://www.chikuma-bus.co.jp/#


〒３８５－００２１ （０267）
佐久市長土呂６４－５ ６７－６６６６ 青果物卸売市場 http://www.chojirushi.co.jp/

〒３８５－００２２ （０267）
佐久市岩村田３１６２－９２ ６８－０２７０ 社会保険労働保険

〒３８５－００５３ （０267）
佐久市野沢１２９－１ ６２－５５１１ スーパーマーケット http://www.tsuruya-corp.co.jp/

㈱帝産ロッヂ 〒３８４－１３０４南佐久郡 （０267） 弓道・アイススケートを中心とした合宿

帝産アイススケ－トトレ－ニングセンタ－ 南牧村大字板橋１００３ ９８－２８６１ 小・中・高校生の林間学校 http://www.teisanlodge.com/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込２－１４－２３ ６２－０４５７ 飲食業 http://nakagomi.jp/douteisyun/

〒３８５－００４３ （0267)
佐久市取出町４４７－２ ６２－０４０５ 一級貨物自動車運送事業

〒３８５－００１１ （０267）
佐久市猿久保７９３－１ ６７－５５４１ 車販売・修理、損保代理店 https://www.toyota-ugroup.com/ugroup/

〒３８０－８５０９ （０２６）
長野市南石堂町１３２６－１ ２６４－５０６０ https://www.toyota-ugroup.com/ugroup/

〒３９０―０８７３ （０263）
松本市丸の内８－１ ３８－０４１１ 医療機器、医療材料の卸販売 http://www.jmlink.co.jp/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込１－１６－１１ ６２－０２１０ 普通銀行業 http://www.naganobank.co.jp/

〒３８５－００２１ （０267）
佐久市長土呂９３－８ ６６－１３００ 青果物卸売業 http://www.rengo-seika.jp/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３１２３－２ ６２－４５００ 金融業 http://www.nagano-rokin.co.jp/

〒３８５－００１１ （０267）
佐久市猿久保２６－１ ２４－０６６０ http://www.cosmo-gr.co.jp/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込２４６９－１ ６２－８３１１ 自動車販売整備 https://www.toyota-ugroup.com/ugroup/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３２２６－１ ６７－４５００ 自動車販売及び修理業 https://www.toyota-ugroup.com/ugroup/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３５０６－１６ ６２－５１２８ 自動車の販売・修理 https://www.toyota-ugroup.com/ugroup/

〒３８５－００１１ （０267）
佐久市猿久保８８１－８ ６６－１９９１ https://www.pascal.ne.jp/

〒３８５－００５３ （０267）
佐久市野沢１７０－３ ６２－０８２０ 銀行業 https://www.82bank.co.jp/

〒３８５－００２８ （０267）
佐久市佐久平駅東３－１ ６６－７８０９ 水産卸業、飲食店

〒３８５－００２２ （０267） ホームページ・

佐久市岩村田３１６２－４３ ６８－５１６９ マルチメディアコンテンツ制作 http://www.webharuta.com/

〒３８４－１１０５南佐久郡 （０267）
小海町大字千代里２３９２－１ ９２－３１３１ 食品加工 http://foodservice-shinwa.com/

〒３８５－００１１ （０267）
佐久市猿久保７８５－１０ ６７－６６８６ 薬局・薬品小売業 http://www.hoshiman.co.jp/

〒３８５－００５１ （０267） 宿泊、宴会、会議、婚礼、葬祭、温泉浴場

佐久市中込３１５０－１ ６３－３３５５ の営業 http://www.ichimanri.co.jp/

〒３８５－００１１ （０267）
佐久市猿久保７７９－２ ６７－４３２１ ハイヤー・タクシー http://www.matsuba-taxi.com/

〒３８５－００２１ （０267）
佐久市長土呂１３１－６ ６７－６７０１ 総合食品卸売業 http://www.maruichi.com/

〒３８５－００２１ （０267）
佐久市長土呂９３－９ ６７－６８３０ 総合食品卸売 http://www.marusui-21.com/

〒３８５－００２２ （０267）
佐久市岩村田３１１３ ６８－０００１ 建築資材・住設機器の販売　他 http://miyamori-g.jp/

〒３９２－００１２ （０266） メガネ・補聴器・コンタクトレンズ・宝飾品等

諏訪市大字四賀２３２３ ５８－１８００ の販売 http://www.oo-nagata.co.jp/

〒３８５－００３４ （０267）
佐久市平賀２１８６－３ ６２－５７１９ 自動車整備

〒３８５－００５３ （０267）
佐久市野沢４１ ６２－００１７ http://www.yanagida.com/

〒３８５－００５２ （０267）
佐久市原５８ ６２－０１３８ 自動車整備

ミヤモリ㈱

㈱メガネのナガタ

柳川自動車整備工場㈲

㈱やなぎだ
呉服・和装品・宝飾品の小売り、アパレル、写真
館、振袖レンタル、企画営業スタイリスト

渡辺自動車商会

㈱フードサービスシンワ

㈱ほしまん

ホテル一萬里(株)

松葉タクシー㈲

㈱マルイチ産商佐久営業所

㈱丸水長野県水

長野コスモ物流㈱
一般区域自動車運送、貨物運送取扱、包装・梱包等
加工事業、製造業務請負、物流に関するコンサル
ティング

長野トヨタ自動車㈱佐久店

㈱八十二銀行野沢支店

㈱八風

㈲ハルタ

土屋労務管理事務所

㈱ツルヤ野沢店

洞庭春

㈱長野銀行佐久支店

長野県連合青果㈱佐久支社

長野県労働金庫佐久支店

東城運輸㈱

トヨタカローラ長野㈱佐久店

トヨタUグループ
トヨタ車、レクサス車、フォルクスワーゲン車の販売
各種中古車の販売
自動車の点検、整備全般　ほか

中日本メディカルリンク㈱

対企業向けソフトウェア開発、連絡網システム「オクレ
ンジャー」、農業クラウドシステム「アグレンジャー」

長野トヨペット㈱佐久店

ネッツトヨタ長野㈱佐久中央店

㈱パスカル

㈱長印佐久支社
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事業所名 所在地 電話番号 生産（営業）品目 ＵＲＬ

〒３８５－００５２ （０２６７） 建設コンサルタント・測量業・建築コンサルタント・

佐久市原１３８－１２ ６４－８５５０ 地質調査業・補償コンサルタント・森林整備・建設業

〒３８５－００５１ （０２６７）
佐久市中込３７６４－１ ６２－８２６１ 測量、建設コンサルタント、補償コンサルタント

〒３８５－００２２ （０267）
佐久市岩村田３２４６ ６７－２２００ 墓石・建築石工事 http://www.iidasekizai.com/

〒３８５－００１３ （０２６７）
佐久市横和２７４－１ ６８－１３５０ 総合建設業 http://www.ikedak.co.jp/

〒３８５－００６１ （０267）
佐久市伴野９７２－８ ６２－８０００ 総合建設業 http://www.isaka-group.co.jp/isakakaishagaiyou.html

〒３８５－００３３ （０267）
佐久市太田部３１２ ６２－０３３６ 屋根工事業 http://www.iwatsuki-kawara.jp/

〒３８４－０３０４ （０267）
佐久市北川５１４－１ ８２－４５３４ 土木工事請負 http://www3.8peaks.jp/ozawa/

〒３８４－１１０５南佐久郡 （０267）
小海町大字千代里２９５９－２ ９２－２５０１ http://www.kaneto-nagano.co.jp/

〒３８５－００５３ （０267）
佐久市野沢３３２－１ ６２－８７８７ 建設業、造園、外構 http://www.kantex.co.jp/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３０８－５ ６２－０３４３ 総合建設業 http://www.kinositagumi.co.jp/

〒３８４－０３０１ （０267）
佐久市臼田６２３－１ ８２－２２１３ http://www.k-kenkou.co.jp/

〒３８５－００５１ （０２６７）
佐久市中込２５９８ ６２－１４９４ 総合建設業 http://www.kouwa-ltd.co.jp/

〒３８４－０７０２南佐久郡 （０267）
佐久穂町大字穂積１８８８ ８８－２１２４ 土木工事一式施工

〒３８５－００２２ （０267）
佐久市岩村田１２９６－３ ６７－４０６３ 総合建設業 http://www.kobayashi-kk.com/

〒３８５－００２１ （０267） 建築一般塗装・橋梁塗装・各種防水

佐久市長土呂７９３－２０ ６８－０７３４ プール塗装工事 http://www.sakutosou.co.jp/

〒３８５－００５１ （０267） 冷凍冷蔵、厨房、空調、設計、施工

佐久市中込１８９７－３ ６２－１２２２ 上下水道配管工事、給排水衛生設備の施工

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３０８９－２ ６２－１０５０ 総合建設業 http://www.mymydaishin.co.jp/

〒３８５－００５３ （０267） 各種建設資材の卸売、製造および建設工事

佐久市野沢９４－１ ６２－２３４５ 商業施設の運営 http://www.tmaterial.jp/

〒３８５－００１１ （０267）
佐久市猿久保２６５－１ ６８－１１４１ 総合建設業

〒３８５－００２１ （０267） 総合建設業

佐久市長土呂８１９－２ ６７－４７３６ 建築一式、土木一式、水車　他 http://www.tanakajyuken.co.jp/

〒３８５－００５１ （０267） 電気工事業、電気通信工事業

佐久市中込３１４６ ６２－０３５７ 電気設備施工

〒３８４－１２１１南佐久郡 （０267） 総合建設業、土木・建築工事の設計施工

南相木村３６２３－４ ７８－２１３１ 宅地建物取引業 http://www.nakajimagumi.co.jp/

〒３８５－００１３ （０267） 総合建築、建設業

佐久市横和２５３－１ ６５－７７７７ 住宅・店舗・工場（ＦＡ・ＯＡ） http://www.nagano-koei.com/

〒３８５－００１１ （０267）
佐久市猿久保２３２－１２ ６７－０６１１
〒３８４－１１０２南佐久郡 （０267） 総合建設業、不動産売買、ミサワホーム、ＯＭソーラー

小海町大字小海４３９９－１ ９２－２３２３ ハウス、ＳＥ構法住宅、各種リフォーム工事 http://www.niitsu-gumi.co.jp/

〒３８４－０７０１南佐久郡 （０267）
佐久穂町大字畑３２９ ８８－２５０１ http://www.hatayanet.co.jp/

〒３８５－００４２ （０267）
佐久市高柳２８－２ ６２－３７６５ 建設業（土木・建築・設備） http://www.hirabayashi-gumi.co.jp/

〒３８４－０３０５ （０267）
佐久市中小田切１６２－８ ８２－２６６９ 電話工事一式 http://www.planet-shinetsu.jp/

〒３８４－０３０１ （０267）
佐久市臼田８０ ８２－２２５７ http://www.horiuchigumi.co.jp/

〒３８５－００５１ （０267） 測量、土木設計、補償コンサル、

佐久市中込３４２１－５０ ６２－７７０１ 環境調査、特殊土木工事 http://www.k-moteki.com/

〒３８５－００５１ （０267）
佐久市中込３４００－７ ６２－１１５２ 建築鉄骨加工、設計

〒３８５－００５２ （０267） 電気設備、消防設備、省エネ設備工事

佐久市原４００－２４ ６２－０６１６ 発電・変電設備工事の設計、施工業務 http://www.yanagisawadensetu.com/default.aspx
柳沢電設工業㈱

㈱平林組

㈱プラネット信越

㈱堀内組

信越冷凍機工業㈱

大進建設㈱

㈱タカサワマテリアル

㈱モテキ

建設工事業、土木工事業、民家再生事業、不動産
業、建築設計業、エースホーム代理店

総合建設業、アスファルト合材の製造・販売、産業廃
棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業、宅地建物取
引業

㈱柳澤鐡工所

㈱中島組

長野コーエイ㈱

長野スーパー㈱ 給排水衛生設備工事・空調換気設備工事・本管工
事・消火設備工事・下水道工事・浄化槽工事

㈱新津組

畑八開発㈱

㈱田中住建

中川電気工業㈱

木下建工㈱ コンクリート構造物の長寿命化施工、土木工事、建築リ
フォーム工事、測量、建築設計事務所、宅地建物取引業

㈱光和建設

㈱興和建設

小林建設工業㈱

サク塗装㈱

岩月瓦工業㈱

小澤工業㈱

㈱カネト

㈱カンテック

㈱木下組

㈱高仲コーポレーション

建　設　業

㈱アクロス

㈱浅間エンジニアリング

㈲飯田石材店

池田建設㈱

伊坂建設㈱

建築資材・プレカット・サッシ・住宅設備機器・自然素
材商品の販売、太陽光発電システム、内外装工事請
負、宅地建物取引業
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