
令和２年度　赤い羽根共同募金にご協力いただいた企業・法人一覧

飯田市共同募金委員会
（順不同）

【橋北地区】 桜町商店街振興組合 千代田企画㈲

㈲ヘアーサロンウララ ㈲中山酒店

㈱ホンダカーズ松本東江戸浜店 宗教法人　正永寺 ㈲あわや

ブライダルサロンみや美 合資会社　大和屋 ㈲長野屋玩具店

関島煙火製作所 ㈲春日屋 ㈲いとうや

まきうち歯科 明和工業㈱

税理士法人西尾会計 【橋南地区】 信濃毎日新聞社㈱飯田支社

藤本建築設計事務所 下伊那日通プロパン販売㈱

(株)マルエー　飯田営業所 ㈲カインド ㈲長寿堂

エグゼ ㈲本間電気商会 正直屋酒舗

吉川歯科医院 長野県労働金庫飯田支店 西澤病院

矢高眼科医院 ㈲大嘉 ㈱三六組

㈲飯田給食センター ㈲梅村紳士服 医療法人　上松歯科医院

オールドウエスト ㈲丸山食品 ㈲ミツワ印刷

協同合資会社 ㈱オリエントトラベル ㈱正木

KURANO ㈲蜂屋商店 ㈲松沢カメラ

おひさま進歩エネルギー(株) ㈲すみれ 朝日交通㈱

㈲長姫モータース ㈲ムラセフーズ ㈲京美堂人形センター

㈲みすゞ設計 伊藤歯科医院 久田小児科医院

藤井電設工事㈲ ㈲タウンホテルなかや ㈲太陽米穀

（資）金田建具店 ㈲信濃屋食堂 ㈲丸井亭料理店

㈲小西製あん所 ㈲かつや呉服店 ㈲丸井亭料理店

中電不動産㈱ 長野支社 飯田営業所 ㈱サワヤ本店 ㈲島菊花堂

㈱天龍茶園 ㈲山水楼 よしわ産業㈱

野原実税理事務所 ㈲中山薬局 福助製パン㈲

㈲田月 ㈲北原電気商会 ㈱後藤酒店

宗教法人 龍翔寺 ㈲タイホーパン ㈲家庭風呂センター松村

㈲睡眠ハウスもりたけ 木下建設（株） 大橋丹治㈱

㈲クラチスポーツ 吉川建設㈱ ㈲中村屋製あん

㈲村田屋酒店 ㈱冨士電機 信州ガス㈱

㈲丸現 ㈱ヒロタヤ 浦野耳鼻咽喉科医院

㈲大栄部品 新井電気工事㈱ ㈲扇屋本店

㈲タキザワ 勝間田建設㈱ ㈱高田ビル

波多野医院 ㈲協立電気商会 ㈲三吉野

㈲ささき イタクニ㈱ ㈱仙寿

合名会社　滝川新聞店 ㈲中島企画 ㈲千登勢

白子建築設計事務所 ㈲オギソ看板 松島産業㈱

堀口薬品商会 ㈲陽明 ㈱春月

太田歯科医院 ささき医院 ㈱ホテルオオハシ

小池ふとん店 コセ電機㈲ 良かん

㈱片桐美容商事 紅谷洋菓子店㈲ 丸登電業㈱飯田支店

株式会社 原鉄 宮沢医院 ㈲山一

松本日産自動車㈱飯田大門店 飯田印刷㈲ ㈲メガネマルヤ

高本建設株式会社 いちよし証券㈱飯田支店 タケウチ酒店

医療法人　加藤歯科医院 ㈲大野商店 ㈲精琴堂楽器店

㈲信濃屋 南信火薬販売㈱ ㈲ツノダ　銀座本店

㈱桂建築設計事務所 ㈲飯田タクシー ㈲長沼薬局

㈲タケイ贈答品店 片桐屋呉服店 常盤興業㈲

㈱ダイマル ㈱秀文社 ㈲みどり寿司

㈱長野銀行飯田支店 長野県信用組合飯田支店 ㈲キング堂

飯田クリーン㈲ 飯田米穀㈱ ㈲伊賀屋人形店
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㈲かぢや呉服店 アビックまるい 下島酒店㈲

柴田薬局 居酒屋ゆう ㈱小池寝具店

㈲和泉庄 片桐自動車板金工業 加藤医院

飯田土地建物㈱ はばのサンピヨ薬局 ㈲ホテル吉村

飯信商事㈱ ㈲丸徳小林商店 すきがら医院

(社)長野県建設業協会飯田支部 上杉社会保険労務士事務所 太田建設㈱

㈲三宜亭本館 ㈱桔梗精機 ジャーナル商事㈱

㈲舞鶴 多摩川精機㈱ ㈲熊谷紙器製作所

㈱藤測 ㈲馬場田石材店 小林商事㈱

㈱おさひめコーポレーション 医療法人栗山会　飯田病院 ㈲木下左官所

㈲上海楼 中部公衆医学研究所

㈱松楽 【丸山地区】 ㈱エージェンシー広宣

伊那産業㈱ 中島耳鼻咽喉科医院

飯田信用金庫 ㈲森脇精機 ㈲飯田リフォームセンター

東陽興業株式会社 信州建装㈱ ㈱叶矢あんせん

㈲横田商店 後田寿久法律事務所

【羽場地区】 風越印刷㈱ ふくしま会計　福嶋恭則税理士事務所

飯田風越タクシー(有) 洋食SOLA

信南交通㈱ ㈲堤産業 源田内科医院

ネッツトヨタ長野㈱飯田店 医療法人社団北杜会 森山医院 寝具金山

マルマン㈱ まるやまのサンピヨ薬局 かなえ歯科医院　佐々木伸一

輸入石油㈱ ㈱シノダ おおみやのサンピヨ薬局

㈱飯田洋紙店 ㈲丸木屋商店 篠田健税理士事務所

㈲山長長沼商店 ㈲伊藤工務店

平沢電気工事㈱飯田営業所 丸三精肉店 【座光寺地区】
㈲田口工務店 国風水引工芸㈱

中田モーター 武井歯科医院 信濃建材㈱

藤綱俊夫税理士事務所 医療法人　渡辺医院 平安堂座光寺店

㈲サトウ たけむらファミリー歯科 ㈱下伊那ＬＰガスセンター

飯田長生館 ダイワ設備㈱ 天恵製菓㈱

㈲信陽精機製作所 パン工房　ゆめのや 三岐通運㈱飯田営業所

イナバボデー ㈱シノダ設備 陽富園

飯田機工㈱ ㈲大栄 FIT・EASYフィットイージー飯田店

㈱矢崎製作所 マキノ洋品店 ㈱大前

伊藤電機 飯田木工㈱ 富士コーヒー㈱南信営業所

㈲共進精機 ㈲松岡屋醸造 (有)桜井自動車工場

㈲白山精機 今宮半平 (株)ヰセキ関東甲信越

ベル美容室 ㈲愛建工業

㈱ニシキ自動車 【東野地区】 太陽建機レンタル㈱飯田支店

㈲蔦屋 ㈱サンリエ

飯田工業㈱ ㈲新星商事 棚田養魚場

山田電気設備工事㈱ ㈲矢島建築 ヤマキチ木材㈱

㈱日産サティオ松本 羽場店 柚木元 ㈱丸三建設

中部プレハブダクト㈱ ㈲勢力屋商店 ㈱日幸電気

安静公認会計士税理士事務所 代田耳鼻咽喉科医院 ㈲ふたはし

㈲エクステリア建創 朝倉木材㈱ 徳武達生司法書士事務所

㈱マイ保険 ㈱旅プランナー　飯田駅前店 ㈱ヨシケイ信州

伊那縫製㈱ ㈱光電社 ㈱お菓子のシアワセドー

㈲小作商会 シルクホテル　中田製絲株式会社 サンリン㈱飯田支店

㈱サンフード 原建設㈱ 東設㈱

セブンイレブン飯田羽場町店 ホテル弥生 ㈱マナテック　

宮下歯科医院 ㈲上田屋のし店 ㈲加藤ポンプ店

ごうど眼科 北沢建設㈱ ㈲幸建

クリーンセルフ飯田羽場SSニイミ産業㈱ ㈱東洋 ㈲今村精工

ヘアスタジオM’ｓ ㈱喜久優 ザップ㈲

㈲アイワ ㈱中電オートリース飯田店 ルネッサンスプラザ・写真・座光寺店
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一真堂貴金属座光寺店 ㈲井川洋品店 ㈱はたの

ツノダ座光寺店 ㈲まる井 （株）ＳＡＤＯ

鳶 久保田組 （資）小林薬局 下伊那漁業協同組合

あめ屋 ㈲松寿堂 ㈱オリエントオール

イマムラ理容室 ドッラグ村沢 ㈲泰聖精機

高岡亭酒店 永井仏壇店 ㈱ミヤコー

㈲伸栄建興 飯田光学㈱ ニチレキ㈱

小坂クリニック ㈲庭芳園 ㈱信濃雪

片桐良平行政書士事務所 ㈱飯田コンサルタント ㈱アコーデックス

片桐左官所 ㈱スタンレー伊那製作所飯田工場 多摩川パーツマニュファクチャリング㈱

㈱U建築 トヨタＬ＆Ｆ長野㈱ 丸西産業㈱

城歯科クリニック ㈲小林工業 ㈱マイナック

㈱サンゴーパッケージ㈱堀口紙器製作所 セブンイレブン飯田松尾寺所店 多摩川マイクロテップ㈱

豆田屋醸造㈱ ㈲トランスパック

【松尾地区】 ナビックジャパン㈱ 三菱電機㈱中津川製作所飯田工場

税理士法人イツボ

㈱今泉 ㈲池田製作所 【下久堅地区】
㈱スガヌマ ㈱トライネット

ハリカ飯田店 ㈲ナカタ商事 ㈲ヒラサワ

㈲ミチヤ ㈲まつおのサンピヨ薬局 田中工業㈲

㈱平田商会 平栗薬店 ㈲タナカ光学

㈱戸田屋 松尾医院 ㈲高橋建築所

㈱マルケイ ㈲澤柳重機 小池建設㈱

飯田卸売商業協同組合 ふくろう薬局 飯田メッキ工業㈱

五冷飯田冷蔵㈱ 杏林歯科医院 アサヒ建材㈲

㈱トマツ本店 ㈱ミナミ 二吉建設㈱

(有)サーチャー 小澤歯科クリニック 尾曽建設㈲

別所製菓㈲ ㈲ササキ保温工業 三建建設㈲

㈲中島建築所 ㈱吉川商工 飯田観光ホテルよし乃亭

㈱飯田青果 滝ホンダ販売 木下建設㈱砕石工場

㈲トキワ製作所 小澤木材㈱ 斉藤農園

㈱外松 第一公害プラント㈱ 下久堅診療所

㈱マルイチ産商飯田支社 飯田砂利㈱ 長野木材チップ工業㈲

㈱丸水長野県水飯田支社 飯田生コン㈱ ㈲山下鉄工所

㈲山勝 アザーレミックス㈱ 太陽農場

㈲ヤマス ㈱髙田精機 イセヤデンキ

㈱キラヤ ㈱セキノ興産 浜井場園芸

クロサワ㈱ マルト木材㈱ ㈲久保田製函工場

松野歯科医院 ㈱ケーアイフーズ Ｃａｆｅ　Ｆｕｋｕｕｍｅ

鈴木商事㈱ 天竜舟下り㈱ ㈱ナカヤマ木工

㈱マエダ 後藤製材建設㈱ ディーエイチビー

ケーヨーデイツー飯田松尾店 皮革運送㈲

マルス信濃物産㈱ ㈲今村工務所 【上久堅地区】
㈲丸青 ㈱光和

南信ヤクルト販売㈱ ㈱石の晃和 ㈱下平組

㈲鈴木工務店 ㈲今村精密 ㈱内山組

㈱丸三玉木屋永代橋工場 ㈲パイミート若松屋 ㈲小笠原鋼業

㈱豊島屋飯田営業所 アイターフ（有） ㈲岡沼モータース

㈲ミヤシタ 宮内産業㈱ ㈲カスミ

㈲吉清 南信漬物㈱ ㈱マルヒ

㈲飯田食鮮市場 飯田化成㈱ ㈲ヒサカタ自動車

康野整形外科リウマチクリニック ㈱ミヤウチ ㈲北沢

三陽商事㈲ ㈱飯田ケーブルテレビ ㈲藤平工業

㐂代志 TDK庄内㈱

㈲杉山カメラ まつした歯科 【千代地区】
㈲丸形屋印刷 ㈲松枝工務店

㈲福島屋食肉店 ㈱セレモニーホール飯田 千栄工業㈲
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㈲辻商店 信洲マルト販売㈱ 【山本地区】
野池愛林農業協同組合 ㈲加藤商店

興亜エレクトロニクス㈱ 堀田歯科医院 ㈲二ツ山酒店

法山森林農業協同組合 ㈲藤屋 ホテル　ロイヤル

㈱カリス ファッションスクエア　オリヤマ ㈱竹村左官店

㈲阿南電気商会 宮崎商事㈱

【龍江地区】 ㈲シャディギフトはら ㈱石田電気工事

㈲今村左官所 ㈲佐藤重機

丸山の湯 ㈲進和運送 ビューティーショップフルタ

市場屋プロパン 飯田重車輌㈱ ㈲船橋屋

前沢商店 得々うどん飯田桐林店 ㈱伍福園

竜峡レミコン㈱ ㈲システムリサーチ ㈲庭彦

信濃ブロック㈲ ㈲松村電気 ㈲亀井製作所

天竜技研 ㈲油屋 ㈲浜島製作所

ヤマギシズム生活飯田実顕地 ㈲シナノ精密 ㈲竹村工務所

㈲ピー・エー・ピー アライ トミーズ ㈱浜島精機

㈲龍江自動車商会 アース・グリーン・マネジメント㈱飯田工場 ㈱アルファーシステム

㈱アサヒ ㈱マルヒ 天竜丸澤㈱

天竜ライン遊舟㈲ 野中製作所㈲ ㈲梅田鉄工

エルコンパスイプサ みかさクリニック ㈱I.K.G

丸西石油㈱ セブンイレブン上川路店 ㈲コスモ建設

大和グラビヤ㈱ ㈲信濃食品 久米川温泉

㈱丸久 ㈲大門自動車 かまや工業㈱

㈲丸総製材所 名糖乳業㈱ 飯田アスコン㈱

㈱ＬＡＤＶＩＫ ㈲金子製作所 オートガレージあち㈱

アスザック㈱ 橋本自動車工業㈱ （株）江口技研

㈲環境システム 松村薬局

【竜丘地区】 ㈲明石建工 ㈱アイパックス

龍峡アスコン㈱ 信菱電機株式会社

㈲関島鉄筋 ㈱ミドノトランス

㈲尾野モータース ㈱吉川　嶋ロジスティックセンター 【伊賀良地区】
代田新聞店 吉川工業株式会社

㈲玉置石材店 旭松食品株式会社 ㈱ウスイ

㈱スズキ販売南部 ㈱オキミョウ

㈲龍光電気工業 【川路地区】 ㈱リンクス

三笠設備㈱ ㈱鮎活

テレネット㈱ ㈲ホームクリーニング ㈱栄和

㈱飯田ハマネツ ㈲稲橋ホンダ商会 ㈱南信州新聞社

ローソン飯田駄科店 ㈲シミズ ㈱木下工務所

㈲松村金物店 ソーマ化粧品くちなし販売 酒のメガテン

スズオカフェニックスゴルフ 平岩ウイメンズクリニック ㈲栄和運送

医療法人　羽場医院 ㈲藤本銃砲火薬店 ㈲金谷

医療法人　片桐歯科クリニック ｋａｗａｊｉキッチン ㈲高山精機

山京インテック㈱ 竜峡酪農業協同組合 ㈲秀建

ＪＡサービス㈱ 柴田科学㈱ 肉のいちのせ

㈱天竜 三和ロボティクス㈱ 杉浦整形外科

ミナト光学工業㈱ COCORO FARM  VILLAGE ㈲飯田セラミック

㈲マルキチ伊原酒店 医療法人　今村歯科医院 ㈱オートパルいいだ

㈱沖田石材 市瀬整形外科 NTPトヨタ信州㈱飯田インター店

飯田帝通㈱ ジーンズショップ赤石

㈱アプル 【三穂地区】 みのちセメント工業㈱

若木屋製菓㈲ 介護のかふね

㈱島津デバイス製造　カルニュー飯田事業所 飯田エポック㈱ 熊沢建設㈲

㈲大倉彫刻所 イナテック㈱伊豆木工場 見晴

㈲八幡冷機設備 ㈲畑中工務所 小林製袋産業㈱

㈲木下製作所 アルプス煙火工業㈱ 赤帽矢沢運送

吉川ミート 代田モーター 土屋電気工事㈱
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島井商店 ㈲伊賀良設備 ㈱西広

飯田インター㈱ 三星ダイヤモンド工業㈱飯田工場 長野県信用組合鼎支店

(有）飯田スクリーン工業 北陸コカ・コーラボトリング㈱飯田支店 ㈲山田商会

飯田整骨院 清水医院 ㈲戸崎鉄工所

文吾林造園㈱ ㈱マルダイフーズ

木下工業㈱ 【鼎地区】 ㈲五十君商店　モンマートいぎみ

きのした美容室 尾澤商店

矢木ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱飯田支店 ㈲エーワン 戸崎製作所

㈲ともえ薬局　ともえ伊賀良薬局 ㈲石原電気工事商会 ㈲小池建築

山岡整形外科 ㈲佐藤種菓子店 ㈲味の万世

江戸一 ㈲佐々木金物店 夏目光学㈱

黒川建設工業㈲ 大雅飯店 ㈱西村工業

横田医院 ニューメルヘン ハナワ補聴器センター

まるやまファミリークリニック パーフェクトゲージ工業㈱ ㈲池田屋製菓

エヌティーツール㈱ ㈲牧野工業 喜久水酒造㈱

大瀬木薬局 一般財団法人中部電気保安協会 ㈱花はん

㈲アスカ 北陽建設㈱ 長野県酒類販売㈱飯田支店

㈱光進 ㈱ナガイ ㈲雄長組

美容室あすか ㈱谷口醸造 ㈱昭和精機

㈱清信建設興業 関口接骨院 ㈲村沢製材

三枝塗料㈱飯田営業所 割烹　天月 ㈲矢沢建設

㈱ハード技研工業 楽食居酒屋　ちまた ㈱飯田総合木材センター

伊東理容室 カンパーニュ ㈱大萬

㈱グランド広告 Ｆｉｚ ㈲杉山モーター

ミズホ石油㈲ ㈲飯田電装 南信三菱自動車販売㈱

アップルキャブ アルプス精工㈱ 松川光学㈲

エスパス ㈲原ホンダ ㈲塚平鉄工所

伊賀良建設㈱ ㈲木下工務店 飯伊綿半生コン㈱

木下水引㈱ 大鹿歯科医院 （社）長野県自動車整備振興会 飯田支部

エイテックデザイン 曽我医院 （財）飯田地区交通安全教育センター

㈱ｼﾞｮｲﾌﾙﾃﾝ　ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ飯田店 みなみ信州農業協同組合　本所 ㈲元島塗装所

鍋林㈱ 片桐博道税理士事務所 ㈲大蔵製作所

㈱NEXAS バンビ美容室 医療法人　西尾歯科医院

㈲協和電設 飯田橋クリニック 北澤薬局

㈱長姫 ㈲近藤種苗店 カフェテラス　りんごの樹

㈲祥吉 ㈱アイスク 三陽精機㈱

㈱中村 昭和電機産業㈱飯田営業所 ㈲宅建設店

アルプス精工㈱ ㈲関口鉄工 菅沼酒店

ハナブサ精機㈱ ㈱飯田ガス 森本ひとみ税理士事務所

オートワークヤザワ 宮入皮膚科医院 関島水引店

矢沢産業㈱ ㈲ともえ薬局 健和会デイサービスセンター

㈱松原商店 村松眼科医院 安達建築所

奥田興業㈲ 川上精肉店 くるま鮨

㈲沢村屋商店 チキンハウス　かしわ ㈲川田設備

加登屋商店 幸焼肉店 パティスリー　ＰＯＬＫＡ

かやの木診療所 ヨシザワ印刷㈱ 池本建設㈲

㈱タニガワ 社会医療法人健和会　健和会病院 ㈲塩沢重機建設

伊賀良技研 菅沼薬局 ㈱丸宝計器

ウラノ理容室 かなえひまわり薬局 羽生循環器科内科医院

岡田整骨院 カナエ整骨院 ㈲サン・コーポレーション

㈲セントラル工業 さとう歯科医院 ㈲はと錦

久保田精機 ビーラクスマツカワ ㈲北沢水道設備

三宅歯科クリニック ㈱いとう かなえ茶屋

㈱キンポーメルテック ㈱丸中　中根園 ㈱一真堂

くま鍼灸院 五本木整骨院 ㈱スヤマ

㈲愛光電子 菅沼病院 いずみ歯科クリニック

サニクリーン甲信越㈱飯田営業所 ㈱アイ・ディー・ケー ローカリズム
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㈱平安堂飯田店 ㈲ダスキン飯田 ウィズハウス ミルキーウェイ

㈲奥宮工業 ㈲ＡＲＣ ヘアーブース ブルーム

西工業 ㈲原塗料店 のむら内科医院

飯田中央眼科 ㈲アートハウス リヴィエラ

㈲ベルスター ㈱タカマツ いいぬま サンピヨ薬局

㈱神明堂 ㈲桜商事 グッド ライフ カフェ

向井歯科医院 富起接骨院 タケダ塗装

ミサワホーム甲信㈱飯田営業所 高陵歯科 カフェ・トロピコ

㈱飯田マツブツ ㈲雨宮印刷 松沢歯科医院

㈱カラサワ 高松製パン㈲ はら宿

㈱鼎建設 ㈲今井商会 ヘアー・スタジアムみやま

㈲関島新聞店 ㈲櫛原板金工業 アルフレッサ㈱飯田支店

㈲山﨑製作所 エードでんき 近藤マテリアル㈱

㈱飯田清掃 ㈲ダスト ㈲ナガノプロセス

板倉電設㈲ エコトピア飯田（株） （株）中央住設

㈲備前屋本店　八幡ヶ丘薬局 瀬口脳神経外科病院 日進工業㈲

久保田製菓㈲ 北原商事 ㈱シーテック飯田支店

田畑茶舗 飯田共同印刷㈱ Nail Salon Honey-Nail

㈱サンキュー人形工房飯田店 ㈲宮沢自動車工業 矢野こどもクリニック

メガネのナガタ　飯田鼎店 （医）松村歯科医院 こばやしクリニック

アップルロード・デンタルクリニック 今泉明洋税理士事務所 フルタ眼科医院

NTPトヨタ信州㈱飯田店 龍共印刷㈱ 安達整形外科医院

㈳飯田下伊那薬剤師会 会営やまなみ薬局 杉本印刷㈲ ㈲古川

稲丘鍼灸接骨院 丸井工業㈱ ㈲マルエー企画

なごくま接骨院 ㈲映輝 東京庵別館

いいだ動物病院　かなえ 高松薬局 嘉山建工㈲

清水獣医科医院 トロッコ動物病院 ㈱いと忠

NTPトヨタ信州㈱飯田上郷店 長野日野自動車㈱飯田支店

【上郷地区】 ㈲サンピヨ薬局 協和設備㈲

ヨコタインターナショナル㈱ 米山商会 上郷店

㈲リーダースカーセンター ㈲飯田扇屋塗料 長野トヨペット㈱飯田店

㈲ノボリ工事店 ㈱越前屋飯田営業所 ㈱コクサイ産業

丸昌稲垣㈱ セブンイレブン上郷飯沼店 飯田車両整備協同組合

信州特産㈲ 三和シャッター工業㈱ 居酒屋　吉勝

白子木工所 下伊那生コン（協） ㈲タイヤショップ日栄上郷店

ファミリーマート飯田上郷黒田店 ㈲竹原運送店 いけだ理容室

愛和建物㈱ ヘアーステージ・ヒーローズ 中六産業㈲

岩崎製作所 HondaCars信州　飯田中央店 ㈱TOSYS

岩崎産業 早野組㈱中部支店 ㈲久保田工務所

エテルナ いすゞ自動車中部㈱ ㈱嶺水

㈲直貴 環境プランニング 丸武鉄工㈱

北原電子㈱ トラスト 日油㈱

藤井興業㈱ イイダサービス㈱ POLA WH スピカ

田平自動車板金塗装 チャンピオン飯田店 尚伯堂はり灸院

居酒屋割烹山本 イヅミキハン㈱ 川楽屋

上郷木材㈱ 飯田石油販売㈱ アンジェリーク飯田店

西尾醸造㈱ ㈱ヨコハマタイヤジャパン飯田営業所 福沢自動車

㈱トーエネック なか卯 南信スバル㈱

㈲井坪工務店 デイジー・キュー 柴田税務会計事務所

㈱東徳 筒井捺染工場 野々村製畳

㈲信州金属工芸 ㈱平安 原図書教材

㈲イワサキエクスプレス ㈲フェザーエレクトロン 原建具工芸

㈲竹林堂製菓 ㈲大東電機 ㈲永井家具

㈲森金属工芸 ㈲板倉空調 ㈱丸富

にいみ歯科医院 イオンリテール㈱飯田店 理容美容　カワテ

高木整骨院 聚鑫楼 ㈱ナガキュウ飯田営業所
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㈲南信カークリーンセンター 【南信濃地区】
セイコーアドバンス㈱飯田店

㈱コクサイリーシング 東亜産業㈱

志なのや ㈲林モータース

㈲菅沼建築事務所 合資会社　丸五商店

㈱サンライズ ㈲綿治硝子店　和田給油所

京城園 肉のスズキヤ

平沢商店 小澤歯科医院

㈲小池自動車板金 ヨシマルヤストアー

㈱ニュー京楽

一般社団法人 中部地域づくり協会 飯田支所

サザンクロスイン飯田

井坪設備工業㈲

昭和運送㈱

飯田部品販売㈱

㈲大蔵自動車

長野トヨタ自動車㈱飯田店

㈲南井工務店

㈱マスト

㈱日産サティオ松本　飯田店

牧野内功税理士事務所

原久税理士事務所

前田産業㈱

飯田自動車㈱

㈱ダイシン

㈱土屋

㈲飯田写真印刷

千葉畳店城東工場

岡野薬品㈱飯田営業所

風越製菓㈱

㈲福与自動車工業

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾂｸｲふれあい

㈲城東自動車

飯伊砂利採取販売協同組合

飯伊自動車㈲

㈱あずさ

㈲塩沢電機工業所

㈱偕栄社

回生堂皮膚科クリニック

コンテックナガイ㈱

(有)ネクスファー　アサヒ薬局

山田鉄工

今村建具製作所

くつろぎ９２６木

三菱電機住環境ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱

㈱飯田ボイラー

下伊那自動車㈱

㈱池田自動車

㈲広田屋プロパン

㈲里見看板店

㈱双葉 飯田営業所

慶友整形外科

メガテン上郷店

㈲増田シート店
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