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655 川瀬建設株式会社 長野県松本市奈川2327 http://kawase-kensetsu.co.jp/wp/ 05建設業

656 株式会社シーエナジー　長野支社 長野県松本市中央２－１－３４ http://www.cenergy.co.jp/
08電気・ガス・熱供給・水
道業

657 株式会社降幡建築設計事務所 長野県松本市島立1095-1 http://www.furihata.co.jp
14学術研究、専門・技術
サービス業

658 日穀製粉株式会社 長野県長野市南千歳一丁目１６番地２ https://nikkoku.co.jp/ 06製造業（食品）

659 株式会社オオトリ 長野県上伊那郡飯島町飯島2169-178 https://otori-bousai.jp/ 05建設業

660 平沢電機株式会社 長野県伊那市西春近2900番地 https://www.hirasawadenki.com 07製造業（非食品）

661 株式会社成進社印刷 長野県松本市深志2-8-13 https://www.seisin.cc/ 07製造業（非食品）

662
東急リゾーツ＆ステイ株式会社　斑尾東
急リゾート

長野県上水内郡信濃町古海3575-8 https://www.tangram.jp/
15宿泊業、飲食サービス
業

663 株式会社サンポー 長野県駒ヶ根市赤穂1298-2 https://www.sanpoo.co.jp/ 13不動産業、物品賃貸業

664 山和製本株式会社 長野県長野市南高田1-2-1 作成中 07製造業（非食品）

665 有限会社　北原土木 長野県飯田市丸山町4-5583-2 http://www13.plala.or.jp/kitachan/index.html 02林業

666 株式会社アースワーク 長野県長野市柳原2361-12 http://earthwork.client.jp/ 05建設業

667 中澤木材株式会社 長野県中野市新井360-5 https://www.nakazawa-mokuzai.com/ 07製造業（非食品）

668
株式会社泰誠エンジニアリング　長野工
場

長野県上田市長瀬1040-1 作成中 07製造業（非食品）

669 株式会社　有賀電気工事 長野県安曇野市穂高北穂高２８１１－１ https://arugadenki.jp/ 05建設業

670 株式会社アスペック 長野県長野市大橋南2-15 作成中 05建設業

671 信州松代みやざき農園 長野県長野市松代町東寺尾４０２５－１ https://www.miyazakifarm.com/ 01農業

672 株式会社ユニマート信越 長野県長野市南高田2-5-10 http://www.avis.ne.jp/~apparel/ 11卸売業・小売業

673 株式会社興和自動車興業 長野県諏訪市杉菜池１９１８－３ https://www.kowa-group.co.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

674 株式会社デザイン計画 長野県松本市波田1528-2 https://d-plan.cc/
14学術研究、専門・技術
サービス業

675 東京法令出版株式会社 長野県長野市南千歳町1005 https://www.tokyo-horei.co.jp/ 09情報通信業

676 株式会社興和クリエイト 長野県諏訪市杉菜池１９１８－３ https://www.kowa-group.co.jp/ 13不動産業、物品賃貸業

677 株式会社　司建設 長野県茅野市仲町16-30 https://www.tukasa-cons.co.jp/ 05建設業

678 株式会社　関口建設 長野県埴科郡坂城町大字南条４７３０－１ 作成中 05建設業

679 株式会社プラルト 長野県松本市笹賀5985 https://www.prart.co.jp/ 07製造業（非食品）
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680 有限会社ヒラサワ 長野県飯田市下久堅下虎岩1772番地1 作成中 05建設業

681 株式会社大野建設 長野県松本市安曇2619 https://www.ohnokensetsu.net/ 05建設業

682 株式会社小平建設 長野県駒ヶ根市赤穂4583-1 www.kodairac.co.jp 05建設業

683 浅麓工業企業組合 長野県小諸市甲1843-3 https://senroku-komoro.nagano.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

684 株式会社那須屋興産 長野県伊那市西町6612番地2 http://nasuya-kousan.co.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

685 株式会社イズミ 長野県諏訪市中洲４６００番地 http://www.izumi-dc.com 07製造業（非食品）

686 村松建設株式会社 長野県上水内郡飯綱町芋川1098 作成中 05建設業

687 株式会社　あい介護センター 長野県駒ヶ根市赤穂1131-1 http://ai-iikaigo.com/index.html 18医療、福祉

688 アルファライフ株式会社　上田本社 長野県上田市常磐城3-4-12 https://www.alphalife.jp
16生活産業サービス業、
娯楽業

689 アルファライフ株式会社　長野本社 長野県長野市川中島町原471-1 https://www.alphalife.jp
16生活産業サービス業、
娯楽業

690 株式会社信州さがみ典礼 長野県上田市常磐城3-2236-2 https://www.alphalife.jp
16生活産業サービス業、
娯楽業

691 ベルヴィ信州株式会社 長野県上田市常磐城3-6-35 https://www.alphalife.jp
16生活産業サービス業、
娯楽業

692 松井自動車工業株式会社 長野県駒ヶ根市北町２４－13 http://www.ma-cs.jp
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

693 株式会社　ミドリ樹脂 長野県千曲市上徳間733 https://www.midori-jushi.jp/ 07製造業（非食品）

694 株式会社グレイト・ワーク 長野県埴科郡坂城町中之条2441-2 作成中 05建設業

695 原建設株式会社 長野県飯田市錦町１－２－１ http://harakensetsu.com/ 05建設業

696 石田建設株式会社 長野県駒ヶ根市飯坂二丁目9番14号 https://www.ishidacs.co.jp/ 05建設業

697 株式会社　ウェルサイクル 長野県上田市天神3丁目11-40 http://www.wellcycle.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

698 美し信州建設株式会社 長野県上田市中之条1268-1 https://www.sinshuu.co.jp/ 05建設業

699 泉建設株式会社 長野県茅野市泉野1617 https://izumikensetsu-nagano.jp 05建設業

700 有限会社テヅカ精機 長野県木曽郡木曽町日義226 https://tezuka-seiki.com 07製造業（非食品）

701 税理士法人あおば会計 長野県伊那市山寺284-1 https://aobakaikei.tkcnf.com/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

702 姫川建設株式会社 長野県北安曇郡白馬村神城6848-5 https://www.himeken.info/ 05建設業

703 株式会社丸勇青果 長野県松本市笹賀7600-41 http://maruyuseika.com/ 11卸売業・小売業

704 株式会社炭平本店 長野県長野市大字北長池１６６７ http://www.sumihei.co.jp/index.php 12金融業・保険業

705 株式会社　上原産業 長野県長野市信州新町牧田中2041 作成中 05建設業
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706 株式会社メイクワン 長野県東御市御牧原2747
https://acrylic-m1.jp/
https://www.makeone.co.jp/
https://www.kinenhin-m1.jp/

07製造業（非食品）

707 株式会社　鋼商 長野県長野市川合新田1148-2 https://www.kou-syou.jp/ 05建設業

708 株式会社本木建設 長野県飯山市南町23-10 www.moto-ken.biz/ 05建設業

709 株式会社アイネット 長野県松本市征矢野１－５－４６ https://wp.inett.co.jp/ 05建設業

710 岡谷精密工業株式会社 長野県岡谷市神明町4-18-36 作成中 07製造業（非食品）

711 日之出建工株式会社 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8737番地1 http://hinode7000.jp/ 05建設業

712 株式会社輝山 長野県東御市滋野乙3288-1 作成中
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

713 株式会社　岡谷組 長野県岡谷市幸町6番6号 http://www.okayagumi.co.jp 05建設業

714 株式会社 信防エディックス 長野県長野市アークス13-5 http://www.sinbou.co.jp/ 11卸売業・小売業

715 山共建設株式会社 長野県安曇野市三郷温3350 http://www.yamakyo-k.com 05建設業

716 ミヤマ精工株式会社 長野県千曲市大字雨宮2358-1 http://www.miyamask.co.jp/ 07製造業（非食品）

717 帝国通信工業株式会社　赤穂工場 長野県駒ヶ根市飯坂２－４－１ https://www.noble-j.co.jp/ 07製造業（非食品）

718 スワテック建設株式会社 長野県諏訪市城南二丁目2353 https://www.swatec.co.jp/ 05建設業

719 株式会社カナエ 長野県長野市東和田892-11 https://kanae-nagano.jp/ 07製造業（非食品）

720 株式会社ARC東京堂 長野県東筑摩郡朝日村西洗馬1131-3 https://www.e-tokyodo.com/ 11卸売業・小売業

721 株式会社　長野技研 長野県松本市新村２３２６ https://www.naganogiken.co.jp/ 05建設業

722 株式会社北栄産業 長野県上高井郡高山村大字高井5015番地3 http://hokuei-sangyo.jp 05建設業

723 株式会社ヒューマンインデックス 長野県上田市常田2-13-4 https://www.h-index.co.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

724 株式会社大原建設 長野県松本市岡田町627 http://www.oo-ken.net 05建設業

725 株式会社　小石興業 長野県松本市波田10068-3 https://www.koishi-group.jp/ 05建設業

726 協和設備有限会社 長野県飯田市上郷飯沼3401番地 www.kyowasetsubi.jp
08電気・ガス・熱供給・水
道業

727 常盤産業株式会社　東日本営業所 長野県茅野市ちの2813-3 https://www.tokiwa-group.co.jp/ 19複合サービス事業

728 西電設工事株式会社 長野県松本市岡田松岡139 https://nishidensetsu.com/ 05建設業

729 協同組合長野アークス 長野県長野市アークス１番３２号 http://www.nagano-arcs.jp 19複合サービス事業

730 三協精密株式会社 長野県安曇野市明科光582 http://www.sankyoseimitsu.co.jp/ 07製造業（非食品）

731 南信州菓子工房株式会社 長野県下伊那郡阿智村春日3291-1 https://www.373shinshu.com/ 06製造業（食品）
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732 株式会社宮下商店 長野県千曲市大字磯部577番地1 https://miyashita-syouten.co.jp/ 11卸売業・小売業

733 株式会社ダイワテック 長野県岡谷市赤羽3-12-25 http://www.daiwa-tech.co.jp 05建設業

734 アステック株式会社 長野県松本市大手1ｰ3ｰ26 http://www.nag-astec.co.jp/ 09情報通信業

735 株式会社しるしイノベーション 長野県諏訪市湖岸通り4-5-19 https://www.facebook.com.kozue.ohkura.3
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

736 株式会社　小山田組 長野県長野市篠ノ井山布施7918番地 http://www.oyamada.co.jp 05建設業

737
株式会社YCC・JAPAN　MANABI外語学
院

長野県上田市大手2-3-1 YCC第二ビル
https://www.yccjapan.jp/
https://www.manabi.co.jp/

17教育、学習支援業

738 大進建設株式会社 長野県佐久市中込3089-2 https://www.mymydaishin.co.jp/ 05建設業

739 味ロッジ株式会社 長野県埴科郡坂城町大字網掛2020 https://aji-lodge.com 06製造業（食品）

740 更埴建設株式会社 長野県千曲市粟佐1578 https://koshoku-ken.co.jp/company-profile/ 05建設業

741 株式会社山の瀧澤建設 長野県千曲市鋳物師屋219-3 https://www.e-house.co.jp/y-takizawa/ 05建設業

742 株式会社沢屋 長野県北佐久郡軽井沢町長倉702 https://sawaya-jam.com/ 06製造業（食品）

743 株式会社ウェルケアビューティー 長野県長野市中越1丁目10番48号 http://wellcarebeauty.com/
16生活産業サービス業、
娯楽業

744 株式会社　シンセイ 長野県塩尻市宗賀5683番地 http://www.k-shinsei.co.jp 07製造業（非食品）

745 有限会社大賀 長野県長野市篠ノ井塩崎６７７７-5 http://www.taiga-u.com 05建設業

746 マルコ自動車株式会社 長野県諏訪市大字四賀46 作成中
04鉱業、採石業、砂利採
取業

747 株式会社　堀内組 長野県佐久市臼田80 https://www.horiuchigumi.co.jp/ 05建設業

748 株式会社信州市田酪農 長野県下伊那郡高森町出原162-2 http://4gle.co/ 06製造業（食品）

749 株式会社カネト 長野県南佐久郡小海町千代里2959-2 https://www.kaneto.jp 11卸売業・小売業

750 中央水道設備　株式会社 長野県佐久市中込3679-10 作成中 05建設業

751 株式会社富屋 長野県長野市大豆島3893-9 http://www.p-tomiya.com/ 11卸売業・小売業

752 千曲建設工業株式会社 長野県上田市諏訪形973-1 http://www.chikumakk.co.jp 05建設業

753 信濃電気工業株式会社 長野県松本市庄内2-6-30 作成中 05建設業

754 株式会社須澤電気商会 長野県松本市旭２丁目１１番８０号 作成中 05建設業

755 株式会社　小池組 長野県松本市渚３－６－１７ https://koikegumi-matsumoto.jp 05建設業

756 株式会社ワクイ 長野県須坂市大字小河原3954-32 https://kkwakui.co.jp 05建設業

757 株式会社 公害技術センター 長野県長野市若里4-17-20 http://www.kotec.jp/
14学術研究、専門・技術
サービス業
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758 株式会社　昌栄土建興業 長野県諏訪郡原村8923番地1 http://www.shoeidoken.co.jp/ 05建設業

759 株式会社建築工房正心 長野県安曇野市豊科南穂高1753‐1 作成中 05建設業

760 ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社 長野県下伊那郡阿智村智里3731-4 https://mt-heavens.com/
16生活産業サービス業、
娯楽業

761 株式会社ハイライト 長野県茅野市豊平1528 http://www.highlight.co.jp/ 07製造業（非食品）

762 株式会社日広 長野県上田市住吉67-1 http://www.nicco-kk.co.jp
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

763 勝間田建設株式会社 長野県飯田市松尾町3丁目19番地 http://katsumata.biz/ 05建設業

764 勝山整骨院 長野県須坂市本上町1387勝山整骨院 作成中 18医療、福祉

765 カゴメ株式会社　富士見工場 長野県諏訪郡富士見町富士見２１５０ 作成中 06製造業（食品）

766 有限会社　小松 長野県木曽郡木曽町福島５１２９－１ http://komatsu.naganoblog.jp/ 11卸売業・小売業

767 株式会社仙仁温泉岩の湯 長野県須坂市大字仁礼３１５９ 作成中
15宿泊業、飲食サービス
業

768 株式会社　アサヒエージェンシー 長野県長野市問御所1306-1 www.asahi-agency.com
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

769 株式会社ミナミサワ 長野県長野市中越1-2-22 http://minamisawa.co.jp/ 07製造業（非食品）

770
ダイドードリンコ株式会社　中部営業部
松本オフィス

長野県松本市双葉10番22号　双葉町ビルB
棟2F

作成中 06製造業（食品）

771 山二発條株式会社 長野県岡谷市天竜町2-1-8 http://www.yamani-spring.co.jp/ 07製造業（非食品）

772 株式会社上野石材商会 長野県上田市福田10-1 http://ueno-sekizai.co.jp/ 05建設業

773 株式会社ズイカインターナショナル 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-6 https://www.hotelgrandphenix.co.jp/
15宿泊業、飲食サービス
業

774 パルコスモ株式会社 長野県長野市松岡1丁目35番5号 https://www.palcosmo.co.jp/
08電気・ガス・熱供給・水
道業

775 信越放送株式会社 長野県長野市鶴賀問御所町1200-３ https://sbc21.co.jp/ 09情報通信業

776 株式会社クリエイティブ 長野県上伊那郡中川村片桐5158 作成中 05建設業

777 高島産業株式会社 長野県茅野市金沢5695-6 https://www.takashima.co.jp/ 07製造業（非食品）

778 有限会社山岸自動車工業 長野県東御市本海野1650 https://www.yamagishi-jk.com/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

779
学校法人聖リゴリオ学園　すわせいぼ幼
稚園

長野県諏訪市湖岸通り４ー１ー３６ https://www.liguorio-gakuen.ac.jp/suwa/ 17教育、学習支援業

780 マルヤス機械株式会社 長野県岡谷市成田町 ２丁目１１－６ http://www.maruyasukikai.co.jp/ 07製造業（非食品）

781 有限会社宮城商店 長野県千曲市中355 https://www.konohanaya.co.jp 06製造業（食品）

782 株式会社 井上 長野県松本市深志2-3-1 www.inouedp.co.jp 11卸売業・小売業

783 株式会社セピア 長野県下伊那郡松川町生田567-1 作成中 05建設業
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登録
Ｎｏ 企業・団体名 住所 ＨＰ等のＵＲＬ 業種区分

784 株式会社シーテック　長野支社 長野県長野市吉田１丁目８番１５号 作成中 05建設業

785 株式会社アイ・コーポレーション 長野県岡谷市神明町4-10-1 https://www.aiclean.com 19複合サービス事業

786 長野造形株式会社 長野県上田市住吉263 作成中 05建設業

787 株式会社あんしん保険相談 長野県上田市中之条323-6　ＮＦビル102 作成中 12金融業・保険業

788 株式会社ミリオンズ 長野県長野市三輪6-17-27-5 https://millions.company/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

789 (株)ケーアンドケー 長野県諏訪市豊田文出456-2 http://www.j-kandk.co.jp/business/csr/ 11卸売業・小売業

790 株式会社ホンダパーツ日商　松本営業所 長野県松本市笹賀6010-3 作成中 11卸売業・小売業

791 株式会社ホンダパーツ日商　長野営業所 長野県長野市若穂綿内字東山1136-12 作成中 11卸売業・小売業

792 株式会社　小池組 長野県長野市信州新町里穂刈4-1 https://www.koikegumi-nagano.com 05建設業

793 株式会社　西澤製作所 長野県長野市大橋南1丁目20番地1号 http://2438.jp 07製造業（非食品）

794 株式会社平成 長野県茅野市宮川6650-14 https://heisei-nagano.com/company/ 05建設業

795 谷建設株式会社 長野県小諸市大字諸272-1 https://www.taniken-komoro.com 05建設業

796 エヌ・エス・エス株式会社 長野県飯田市北方123番地5 https://www.nss-iida.com/ 07製造業（非食品）

797 諏訪事務機販売株式会社 長野県岡谷市本町三丁目８番４５号 http://www.suwajimuki.co.jp 11卸売業・小売業
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