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549 株式会社ＩＣＳ
長野県諏訪市大手1丁目14番5号　諏訪シ
ティホテル成田屋2F

https://www.ics-rm.co.jp/ 12金融業・保険業

550 株式会社高和製作所
長野県長野市篠ノ井岡田字岡田裏１１８６－
６

http://www.kowa-foundry.jp/ 07製造業（非食品）

551 信越冷凍機工業株式会社 長野県佐久市中込1897-13 作成中 05建設業

552 株式会社　ビジニナル・サービスセンター 長野県駒ヶ根市赤穂1019-2 http://www.bijininal.com/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

553 サンエスシステムズ株式会社 長野県長野市吉田三丁目６番２２号 https://www.san-sss.com/ 09情報通信業

554 株式会社　倭技術研究所 長野県須坂市臥竜１丁目４－１０ http://www.yamatogi.co.jp 07製造業（非食品）

555 信光工業株式会社 長野県長野市風間2034-37 http://www.n-sinko.co.jp/ 07製造業（非食品）

556 カンリウ工業株式会社 長野県塩尻市広丘野村1526-1 http://www.kanryu.com 07製造業（非食品）

557 株式会社　石井工務所 長野県千曲市杭瀬下175番地 作成中 05建設業

558
コンチネンタルホーム株式会社
長野支店

長野県長野市大豆島452-1 https://www.contihome.com/sdgs.html 05建設業

559 株式会社システムアプリケーション 長野県上高井郡小布施町大字都住３８番地 http://www.asystem.jp/ 07製造業（非食品）

560 エルシーブイ株式会社 長野県諏訪市大字四賀８２１番地 https://www.lcv.jp/ 09情報通信業

561 株式会社夏目 長野県長野市アークス12番12号 http://www.natsume-net.co.jp/ 11卸売業・小売業

562 直富商事株式会社 長野県長野市大豆島3397-6 https://www.naotomi.co.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

563 株式会社ダイヤ精機製作所 長野県岡谷市長地片間町1-4-20 https://daiya.co.jp/ 07製造業（非食品）

564 三矢工業株式会社 長野県北佐久郡立科町芦田2000-1 https://mitsuyakogyo.co.jp/ 05建設業

565 プラトーン株式会社 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪16160-15 http://www.genkibiz.net/member/218/ 07製造業（非食品）

566 依田電機産業株式会社 長野県佐久市下越169-1 https://www.yodadenki.net/ 07製造業（非食品）

567 株式会社　松本組 長野県北佐久郡立科町芦田2820-1 www.matsumoto-gumi.jp 05建設業

568 株式会社共栄建設 長野県東御市県５２９番地１ https://kaguyahime15.amebaownd.com 05建設業

569 丸山製本工業株式会社 長野県長野市西和田1－26－23 https://maruyamaseihon.co.jp/ 07製造業（非食品）

570 株式会社ジョブズ・エル 長野県上田市中央6丁目15-46 http://jobs-ls.com/ 19複合サービス事業

571 協同組合ハイコープ 長野県岡谷市川岸上1－16－1Mコート101 http://www.hi-coop.or.jp/ 19複合サービス事業

572 株式会社　サマデイ 長野県諏訪郡下諏訪町湖浜6182-1 http://www.samadi.co.jp 05建設業

573 あったか子育て応援住宅株式会社 長野県松本市大手四丁目8-17 https://www.attaka-kosodate.co.jp/ 05建設業

574 アルプス運輸建設株式会社 長野県松本市神林3864-7 http://www.alps-roadline.co.jp/index.html 10運輸業、郵便業
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575 青木建設工業株式会社 長野県上田市上丸子1706 http://aoki-s33.co.jp/ 05建設業

576 株式会社　北原工務店 長野県伊那市中央4774-6 kitaharakomuten.com 05建設業

577 株式会社ヴェルデ 長野県松本市筑摩1丁目11-9 作成中 19複合サービス事業

578 カイシン工業株式会社 長野県長野市大字下駒沢800番地10 http://kaisin-g.com/ 07製造業（非食品）

579 株式会社ナディック 長野県須坂市春木町1030-1 https://www.nadec.co.jp/ 07製造業（非食品）

580 日本クリーンアセス　株式会社 長野県長野市下氷鉋1-15-1 http://www.nihon-cleanases.co.jp
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

581 日本電設サービス　株式会社 長野県小諸市己字高峯96-5 作成中 05建設業

582 コニファープラン株式会社 長野県松本市寿北6-11-1 http://www.conifer-plan.com/
15宿泊業、飲食サービス
業

583 カトー株式会社 長野県上伊那郡宮田村6458番地 http://www.kato-co.co.jp/ 05建設業

584 有限会社　わが家 長野県上伊那郡宮田村7577-5 https://www.wagaya-miyada.com/ 18医療、福祉

585 松山株式会社 長野県上田市塩川5155 https://www.niplo.co.jp/ 07製造業（非食品）

586 有限会社武田鈑金製作所 長野県長野市川合新田370-18 http://taked-b.com 07製造業（非食品）

587 協栄電気興業株式会社 長野県長野市川合新田3525 http://www.nagkyoei.co.jp/ 05建設業

588 藤森土木建設株式会社 長野県諏訪市上川２－２１９０－１ http://www.fujimori-construction.co.jp/ 05建設業

589 株式会社テヅカ 長野県松本市深志2-1-4 http://tezukamatsumoto.naganoblog.jp/ 11卸売業・小売業

590 化成工業株式会社 長野県下伊那郡阿智村春日1533-1 http://www.kasei.co.jp/ 07製造業（非食品）

591 三協電気工業 株式会社 長野県松本市女鳥羽1-8-5 https://www.sankyodenki.co.jp/ 05建設業

592 長野県中小企業団体中央会 長野県長野市大字中御所字岡田131-10 http://www.alps.or.jp
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

593 富士ケミカル株式会社 長野県佐久市長土呂64-32 http://www.f-chemical.co.jp 07製造業（非食品）

594 長野三菱電機機器販売株式会社 長野県松本市白板１丁目７番５号 http://www.naganomelco.co.jp/ 11卸売業・小売業

595 浅間技研工業株式会社 長野県小諸市大字耳取字牛原450番地 https://www.asamagiken.co.jp 07製造業（非食品）

596 株式会社U-NEXUS 長野県長野市中御所3-11-5 http://www.u-nexus.com 09情報通信業

597 株式会社　長姫 長野県飯田市下殿岡206 http://kc-osahime.co.jp 05建設業

598 ＭＭＫ株式会社 長野県飯田市鼎下山856-5 作成中 12金融業・保険業

599 株式会社湯浅産業 長野県大町市常盤山神下7085-4 https://www.erc-co.jp/ts-yuasa
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

600 株式会社マルスジャパン 長野県長野市中御所4-8-2 作成中 09情報通信業

601 株式会社　木族の家 長野県松本市大手2-8-6 https://kizokunoie.com/ 05建設業
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602 株式会社本久ホールディングス 長野県長野市桐原一丁目3番5号 http://www.motoq.co.jp
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

603 株式会社幸和建設 長野県上田市芳田468-6 http://www.kowa-kensetsu.jp/ 05建設業

604 有限会社　吉岡製作所 長野県千曲市屋代3040-5 http://ea21.jp/list/pdfn/0012768.pdf 07製造業（非食品）

605 みずほ銀行　長野支店 長野県長野市問御所町1260 作成中 12金融業・保険業

606 飯伊森林組合 長野県飯田市常盤町30 https://hanishinrin.or.jp/ 02林業

607 松本倉庫株式会社 長野県東筑摩郡山形村8228 http://www.matsumoto-souko.co.jp 10運輸業、郵便業

608 有限会社信州大黒屋 長野県茅野市塚原2-5-2 https://www.daikokuyasweets.com/ 06製造業（食品）

609 税理士法人未来経営 長野県松本市大手4-6-4 https://www.mirai-keiei.net/
14学術研究、専門・技術
サービス業

610 更科養蜂苑 長野県長野市南長池４６２－３ http://www.sarashinayohoen.com 06製造業（食品）

611 日野製薬株式会社 長野県木曽郡木祖村薮原1598番地 https://hino-seiyaku.com/ 07製造業（非食品）

612 花のミヤザキ 長野県須坂市大字須坂３１８－２ 作成中 11卸売業・小売業

613 有限会社矢野製作所 長野県岡谷市長地出早3丁目12番55 作成中 07製造業（非食品）

614 オンサイテック株式会社 長野県長野市若里2丁目14-18 作成中
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

615 有限会社寺島工務店 長野県長野市安茂里小市2-19-2 https://trsm-bco.jp/ 05建設業

616 株式会社　信交社 長野県松本市井川城2丁目10番26号 https://www.shinkousya.co.jp 11卸売業・小売業

617 株式会社 北測 長野県伊那市西春近下島2875-3 https://www.kitasoku.jp/
14学術研究、専門・技術
サービス業

618 ハーロム　アルマ 長野県松本市北深志2-1-24 https://www.harom-alma.com/ 07製造業（非食品）

619 株式会社マルユウ 長野県佐久市下越132-5 作成中 05建設業

620
株式会社AOB慧央グループ アルソア佐
久ファクトリィ

長野県佐久市瀬戸553-7　佐久リサーチパー
ク

作成中 07製造業（非食品）

621 浅川建設工業株式会社 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１１３６３－１ http://asakawa.jp.net/ 05建設業

622 美勢商事株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石2146-32 作成中 06製造業（食品）

623 株式会社信州タケエイ
長野県諏訪市大字上諏訪字舟渡川西1749
番地

http://www.shinshu-takeei.co.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

624 三共電子株式会社 長野県長野市豊野町大倉3500－17 作成中 07製造業（非食品）

625 株式会社宮本忠長建築設計事務所 長野県長野市柳原1875-1 www.t-miyamoto.co.jp
14学術研究、専門・技術
サービス業

626 株式会社　東テク 長野県松本市波田10120-2 http://www.toutec.jp
08電気・ガス・熱供給・水
道業

627 北陽建設株式会社 長野県大町市社5377番地 http://hokuyo-net.co.jp/ 05建設業

628
特定非営利活動法人長野県NPOセン
ター

長野県長野市大字高田1029番地1 https://www.npo-nagano.org/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）
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629 合同会社未来ファミリー 長野県松本市村井町南2-6-9 http://www.mirai-family.co.jp/ 18医療、福祉

630 塩尻商工会議所
長野県塩尻市大門一番町12-2　えんぱーく
406

http://www.shiojiri.or.jp
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

631 株式会社みすずコーポレーション 長野県長野市若里1606番地 https://www.misuzu-co.co.jp/ 06製造業（食品）

632 長野県農業共済組合 長野県長野市大字中御所字岡田79-5 https://www.nosai-nagano.or.jp/ 12金融業・保険業

633 株式会社アイン 長野県茅野市豊平374-2 作成中 07製造業（非食品）

634 北沢建設株式会社 長野県飯田市吾妻町７番地 http://www.kitazawakensetsu.co.jp/index.htm 05建設業

635 長野鋼材株式会社 長野県長野市稲里町中央４－２１－３８ http://www.naganokouzai.com 11卸売業・小売業

636 株式会社コックス 長野県佐久市根岸4051-11 http://www.coxltd.co.jp/ 07製造業（非食品）

637 株式会社南信装建 長野県茅野市仲町22-13 http://nanshin-souken.com/ 05建設業

638 マイクロストーン株式会社 長野県佐久市新子田1934 http://www.microstone.co.jp 07製造業（非食品）

639 野村建設株式会社 長野県上伊那郡飯島町飯島107番地 http://www.nomura-con.co.jp/ 05建設業

640 協和テクノ株式会社 長野県須坂市臥竜6-12-1 https://www.kyowatecno.jp/ 07製造業（非食品）

641 株式会社ＮＥＸＡＳ 長野県飯田市下殿岡51-6 作成中 07製造業（非食品）

642 株式会社フジ技研 長野県上田市住吉104番地１ http://www.fgnetwork.co.jp/
14学術研究、専門・技術
サービス業

643 有限会社　英設計 長野県松本市岡田松岡266-8 https://www.hanabusa-sekkei.jp/
14学術研究、専門・技術
サービス業

644 株式会社オフィス３９
長野県松本市中央１－１０－２０　大治ビル2
階

作成中 19複合サービス事業

645 Ohana Farm 長野県長野市北長池1520 https://www.facebook.com/ohanafarm.nagano 01農業

646 平林産業株式会社 長野県長野市柳原733 http://farm-to-kitchen.co.jp 06製造業（食品）

647 株式会社戦略デザインラボ
長野県長野市鶴賀七瀬751-6 大成第二ビル
402

https://s-d-lab.jp
14学術研究、専門・技術
サービス業

648 株式会社ＫＲＣ 長野県長野市稲里町中央3-33-23 http://www.KRC-net.com
14学術研究、専門・技術
サービス業

649 株式会社小林創建 長野県松本市高宮北5-8 https://ksoken.com/ 05建設業

650 株式会社RECCOO　長野事業所
長野県長野市中御所１丁目16番13号天馬ビ
ル４階

作成中
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

651 株式会社　オートメカ・エフケイ 長野県佐久市小田井332 https://www.automechafk.com/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

652 河井工器株式会社 長野県上伊那郡宮田村３３４６ https://kawai-kouki.co.jp 07製造業（非食品）

653 株式会社黒姫和漢薬研究所 長野県上水内郡信濃町柏原4382 https://www.kwk-kurohime.com/ 06製造業（食品）

654 富士印刷株式会社 長野県長野市稲葉中河原909番地 http://www.fuji-insatsu.co.jp/ 07製造業（非食品）


