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798 株式会社ウッドビルド 長野県長野市若穂綿内364-4 https://www.wb-house.jp/ 05建設業

799 中信土木有限会社 長野県松本市波田5491-20 https://www.chushin-doboku.net/ 05建設業

800 信越明星株式会社 長野県上田市秋和９４２ https//www.shietsumyojo.co.jp 06製造業（食品）

801 株式会社スピカコーポレーション 長野県長野市下氷鉋1-8-4 07製造業（非食品）

802 インターナショナルスクールオブ長野 長野県松本市島内7779-1 https://isnedu.org 17教育、学習支援業

803 有限会社コエル 長野県飯山市吉97番地 https://www.koeru.co.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

804 小木曽建設株式会社 長野県飯田市座光寺6663番地5 https://www.ogiken.co.jp/ 05建設業

805 株式会社万平ホテル 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢925 https://www.mampei.co.jp/
15宿泊業、飲食サービス
業

806 株式会社長野環境保全センター 長野県中野市立ケ花855 https://www.nagano-kankyohozen-center.co.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

807 信濃理化学工業株式会社 長野県長野市松代町大室1279番地1 https://shinanorikagaku.co.jp
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

808 有限会社　松本精機製作所 長野県松本市並柳1丁目23番3号 https://www.matsumotoseiki.com 07製造業（非食品）

809 信越理研株式会社 長野県長野市若穂川田3800-10 https://shinetsu-riken.co.jp/ 07製造業（非食品）

810 有限会社　代田工業 長野県飯田市山本276-75 http://shirota-kougyo.jp 05建設業

811 株式会社アーキプラン 長野県長野市南千歳1-7-12 http://www.archiplan.jp
14学術研究、専門・技術
サービス業

812
特定非営利活動法人環境・福祉事業評
価センター

長野県長野市南高田2丁目5番地16 http://kankyofukushi.org
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

813 有限会社　折協市場店 長野県松本市市場7番1号 http://www.orikyo.co.jp/ 11卸売業・小売業

814 株式会社　壱意 長野県安曇野市豊科南穂高3024-1 https://ichi-i.jp/ 05建設業

815 宮下板金工業有限会社 長野県飯田市松尾新井5688-1 https://www.miyashitabankin.co.jp/ 05建設業

816 株式会社はたらクリエイト 長野県上田市中央2-10-13　千曲錦ビル1F https://hatakuri.jp/ 09情報通信業

817 千曲観光株式会社 長野県佐久市野沢２０番地
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

818 エコシステム株式会社 長野県諏訪市杉菜池1762-2 https://eco-sys.co.jp 13不動産業、物品賃貸業

819 丸十電気株式会社 長野県長野市篠ノ井会２３０ http://malju.co.jp/ 05建設業

820 中澤木材株式会社 長野県駒ケ根市中沢４１１７ 05建設業

821 株式会社フカサワイール 長野県松本市波田３００３ https://www.fukasawair.com/ 05建設業

822 株式会社みらいさい福祉会 長野県松本市岡田松岡401-3 http://www,miraisai.co.jp/ 18医療、福祉

823 株式会社ベスト 長野県長野市若穂川田3201-5 https://best-hoken.co.jp/ 12金融業・保険業
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824 一般社団法人ＵＴＭグリッド推進センター 長野県松本市元町2-4-10-6 https://utmgrid.org
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

825 株式会社栗木組 長野県上田市長瀬3918 http://www.kurikigumi.co.jp 05建設業

826 株式会社　武井組 長野県安曇野市穂高5071-2 http://takeigumi.co.jp/ 05建設業

827 株式会社タカサワマテリアル 長野県佐久市野沢94-1 http://www.tmaterial.jp/ 11卸売業・小売業

828 有限会社若松屋小間物店 長野県上田市中央２−４−１３ http://wakamatsuya.info/ 11卸売業・小売業

829 有限会社花よし 長野県上田市常磐城3-7-11 https://www.hanayoshi-botanical.jp/ 11卸売業・小売業

830 シナノケンシ株式会社 長野県上田市上丸子1078 07製造業（非食品）

831 株式会社　久保田組 長野県上伊那郡飯島町本郷2406番地169 05建設業

832 office LuckPond （オフィスらくぽん） 長野県小県郡長和町大門1370-2
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

833 株式会社　鷲澤建設 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙521-1 http://www.washiken.co.jp/ 05建設業

834 有限会社両角石材 長野県茅野市湖東1134 05建設業

835 株式会社　高沢生コン 長野県下伊那郡高森町吉田2283 http://www.tmaterial.jp/takasawa-rmc/ 07製造業（非食品）

836 東部開発株式会社 長野県東御市祢津1304 https://itp.ne.jp/info/201619209000000899/ 05建設業

837 古田工業株式会社 長野県下伊那郡下條村睦沢6709 https://ftk.heteml.jp/ 05建設業

838 株式会社千代田ポンプ機械 長野県諏訪郡下諏訪町6118番地 http://www.chiyodapump.co.jp/ 05建設業

839 日建興業株式会社 長野県佐久市臼田2084-3 05建設業

840 小林建設工業株式会社 長野県佐久市岩村田１２９６－３ http://www.kobayashi-kk.com 05建設業

841 株式会社フジテック 長野県長野市三本柳西2-35 http://www.k-fujitec.co.jp
14学術研究、専門・技術
サービス業

842 共栄電工株式会社 長野県岡谷市川岸上1丁目17-7 http://www.kyoei-dk.co.jp/ 07製造業（非食品）

843 有限会社和田製作所 長野県千曲市上徳間764-2 https://wada-seisakujyo.com/ 07製造業（非食品）

844 飯田工業株式会社 長野県飯田市羽場坂町2350-4 http://www.iiko.co.jp/ 05建設業

845 国土監理株式会社 長野県長野市大字北長池１７５６－１ http://www.k-kanri.co.jp/
14学術研究、専門・技術
サービス業

846 株式会社　スカイロード 長野県松本市村井町西2丁目3-5 http://skyroad-c.co.jp 05建設業

847 株式会社ローカルライフ 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8419番地1 http://locallife.co.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

848 SMC株式会社　長野営業所 長野県長野市西和田１－２８－５２ https://www.smcworld.com/ja-jp/ 07製造業（非食品）

849 株式会社　モリカワ　長野事業所 長野県千曲市寂蒔1048 http://www.morikawa-ltd.co.jp/ 07製造業（非食品）

850 サンテック株式会社 長野県松本市新村2280番地2 05建設業
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851 有限会社タイム社 長野県佐久市中込2813 HP   http://www.time-inc.jp/
14学術研究、専門・技術
サービス業

852 株式会社　モリカワ　長野工場 長野県千曲市八幡2129-1 http://www.morikawa-ltd.co.jp/ 07製造業（非食品）

853 有限会社　藤澤建設 長野県伊那市高遠町藤沢４５８７番地 05建設業

854 有限会社石川組 長野県東筑摩郡生坂村大字北陸郷8477-1 05建設業

855 コーデンシDH株式会社 長野県諏訪市豊田361番地1 http://kodenshi-dh.jp/ 07製造業（非食品）

856 株式会社　日拓 長野県長野市稲里町下氷鉋498-9 http://nittaku-co.jp/ 05建設業

857 株式会社上田建装社 長野県上田市中之条382-4 https://kenso-ueda.com 05建設業

858 株式会社　高宮組 長野県松本市奈川4082-3 https://www.takag.co.jp/ 05建設業

859 長野エフエム放送株式会社 長野県松本市本庄1-13-5 http://www.fmnagano.co.jp/ 09情報通信業

860 有限会社エム・エス・ディ 長野県松本市旭一丁目4番2号 http://www.msd-group.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

861 株式会社JVCケンウッド長野 長野県伊那市西箕輪2676-1 https://nagano.jvckenwood.com/ 07製造業（非食品）

862 株式会社　徳武製作所 長野県埴科郡坂城町南条5127-21 http://tokutake.jp/ 07製造業（非食品）

863 嶋屋住設株式会社 長野県南佐久郡佐久穂町宿岩389 https://drlifeshimaya.jp/ 05建設業

864 株式会社アルプスウェイ 長野県松本市和田南西原4010-28 https://www.alway.co.jp/ 10運輸業、郵便業

865 長野日設工業株式会社 長野県伊那市上牧6565番地 http://www.nagano-nissetsu.com/ 05建設業

866 千広建設株式会社 長野県長野市篠ノ井布施高田370-1 http://www.chihirok.co.jp 05建設業

867 有限会社　田中建設 長野県北安曇郡白馬村神城22495 05建設業

868 株式会社井上興業 長野県諏訪郡下諏訪町943番地4 http://www.inoue-kougyou.co.jp/ 05建設業

869 松本日産自動車株式会社 長野県松本市高宮北3-6
https://ni-matsumoto.nissan-
dealer.jp/company/terms121212.html

11卸売業・小売業

870 長野日産自動車株式会社 長野県長野市川合新田3616-1 https://ni-nagano.nissan-dealer.jp/ 11卸売業・小売業

871 株式会社ファミリア表参道 長野県長野市東後町36-3表参道ヒルズ3F https://www.famiglia.co.jp/ 18医療、福祉

872 株式会社ながの東急百貨店 長野県長野市南千歳一丁目1番地1 https://www.nagano-tokyu.co.jp/ 11卸売業・小売業

873 有限会社テクト 長野県松本市波田９９４６－１５ 05建設業

874 松島電気工事株式会社 長野県松本市南原１丁目２番５号 https://matsushima-electo.co.jp/ 05建設業

875 有限会社　山手工業 長野県諏訪郡原村柏8155番地 05建設業

876 株式会社アンドー 長野県松本市島内３４８１番地１ https://www.kkandoh.co.jp/
14学術研究、専門・技術
サービス業

877 株式会社三六組 長野県飯田市本町4-7-2 http://honka-iida.com/36/ 05建設業
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878 株式会社ユウワ 長野県小諸市西原700番地1 http://www.yuwa-net.co.jp/ 07製造業（非食品）

879 株式会社　白馬EXアドベンチャー 長野県北安曇郡白馬村神城7361-8 https://www.pahakuba.com/ 19複合サービス事業

880 山陽建設株式会社 長野県長野市大字北尾張部１０８番地
https://www.kensetumap.com/company/264261
/

05建設業

881 株式会社　島崎組 長野県大町市大町3417 05建設業

882 清水建設株式会社 長野県南佐久郡佐久穂町海瀬1699-1 05建設業

883 須坂土建工業株式会社 長野県須坂市大字須坂851 https://www.aloha100.jp/ 05建設業

884 株式会社北山商事 長野県長野市赤沼767-1 11卸売業・小売業

885 冨士建設株式会社 長野県千曲市屋代1434 https://fuji-k.net/ 05建設業

886 株式会社JOURO 長野県千曲市新山386 https://www.jouro.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

887 株式会社エース 長野県伊那市西箕輪7200-51 http://ace-nagano.co.jp
14学術研究、専門・技術
サービス業

888 株式会社 五十川商店 長野県飯田市上郷黒田838-1 https://www.isogawasyouten.com/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

889 株式会社杏花印刷 長野県長野市穂保436-12 https://kyoka-print.co.jp/ 21分類不能の産業

890 有限会社　しげの 長野県伊那市日影595番地2 https://shigeno-takato.co.jp 05建設業

891 株式会社旭電気商会 長野県長野市大字栗田６５３番地２２ http://www.asahi-denki.net 05建設業

892 小谷建設株式会社 長野県北安曇郡小谷村大字千国乙6735-4 http://otaken.co.jp 05建設業

893 株式会社つなぐ 長野県岡谷市本町3-8-30 https://tsunagu-local.com/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

894 株式会社シーケイテック 長野県安曇野市明科七貴6084-11 https://www.cktec.jp/ 07製造業（非食品）

895 株式会社フロンティア・スピリットＥ･Ｐ･Ｓ 長野県塩尻市金井７３１番地３ http://www.f-spirit.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

896 久米路建設株式会社 長野県長野市信更町今泉１９３０ 05建設業

897 株式会社フロンティア・スピリット 長野県松本市和田4709番地 http://www.f-spirit.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

898 株式会社三京 長野県中野市大字江部字立畷770番地 http://sankyo1970.com/ 21分類不能の産業

899 金子土建　株式会社 長野県木曽郡大桑村長野2991-2 http://www.kanekodoken.com/ 05建設業

900 有限会社　中山組 長野県東筑摩郡生坂村6315番地 05建設業

901 株式会社ケーエムケー 長野県埴科郡坂城町坂城5991-1 https://kmk-j.co.jp 07製造業（非食品）

902 高山電業株式会社 長野県須坂市大字塩川490番地1 http://www.takayamadengyo.com/ 05建設業

903 コマニー株式会社 長野営業所 長野県長野市稲葉南俣2504-7 https://www.comany.co.jp 05建設業

904 株式会社　田村自動車 長野県中野市桜沢294-2 https://tamura-jidousya.co.jp/ 11卸売業・小売業
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905 木下建設株式会社 長野県飯田市松尾町１－２２ 05建設業

906 有限会社　エヌ・テック
長野県長野市稲田3丁目37-12　横山ビル2
階

https://www.ntec-s1.jp/
14学術研究、専門・技術
サービス業

907 ワールド開発工業株式会社 長野県長野市若穂綿内７４８４ https://wkk.co.jp/ 05建設業

908 株式会社振興建設 長野県安曇野市豊科４３３－８ https://www.shinkou-kensetsu.net 05建設業

909 アスザック株式会社 長野県上高井郡高山村大字中山981 http://www.asuzac.co.jp/ 07製造業（非食品）

910 公立大学法人公立諏訪東京理科大学 長野県茅野市豊平5000‐1 https://www.sus.ac.jp/ 17教育、学習支援業

911 株式会社ケイテック興業 長野県茅野市湖東3172 05建設業

912 株式会社ツカモト 長野県茅野市ちの271-12 05建設業

913 伊那商工会議所 長野県伊那市中央４６０５－８ https://www.inacci.or.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

914 株式会社  中島薬局
長野県長野市豊野町豊野583－8（ガーデン
薬局＆オフィス）

http://nakajima-pharm.co.jp/ 18医療、福祉

915 神澤税務会計事務所 長野県松本市清水１丁目6-13 https://kanzawakaikei.com/
14学術研究、専門・技術
サービス業

916 伊賀良建設株式会社 長野県飯田市上殿岡5-1 https://igara.co.jp/ 05建設業

917 株式会社ケイリュウ 長野県松本市安曇4170-4 05建設業

918 YOKOTAホールディングス株式会社 長野県飯田市上郷飯沼1847-1 11卸売業・小売業

919 株式会社ホンダカーズ信州 長野県飯田市上郷飯沼1847-1 https://www.hondacars-shinshu.co.jp/ 11卸売業・小売業

920 ヨコタインターナショナル株式会社 長野県飯田市上郷飯沼1847-1 https://www.yic.co.jp/ 11卸売業・小売業

921 アルプス電力株式会社 長野県長野市東和田842
08電気・ガス・熱供給・水
道業

922 日管建設株式会社 長野県松本市蟻ケ崎1丁目1番38号 05建設業

923 協伸精機株式会社 長野県千曲市内川１７０番地 https://www.kyoshin1971.co.jp/ 07製造業（非食品）

924 池田建設株式会社 長野県伊那市日影329-1 https://ikeda17.com/ 05建設業

925 株式会社　宮沢工務店 長野県茅野市宮川5592-3 http://www.ki-ie.co.jp/ 05建設業

926 株式会社ゼンシン 長野県駒ヶ根市上穂栄町１３－７ https://k-zensin.co.jp/
14学術研究、専門・技術
サービス業

927 有限会社　シティホール 長野県茅野市宮川1378-1 https://chino-ch.com/ 19複合サービス事業

928 株式会社　アスピア 長野県松本市宮渕1-3-30 https://asupia.co.jp 05建設業

929
株式会社マーストーケンソリューション
諏訪工場

長野県諏訪郡原村10801-6 https://www.mars-tohken.co.jp/ 07製造業（非食品）

930 アネックス・インフォメーション株式会社 長野県上田市下之郷８１３番地１１ http://www.annex-info.co.jp/ 09情報通信業

931 株式会社　向陽電気商会 長野県木曽郡上松町小川2001番地 https://www.koyo-denki.info/ 05建設業

https://www.ntec-s1.jp/
https://wkk.co.jp/
https://www.shinkou-kensetsu.net/
https://www.sus.ac.jp/
https://www.inacci.or.jp/
http://nakajima-pharm.co.jp/
https://www.hondacars-shinshu.co.jp/
https://www.yic.co.jp/
https://ikeda17.com/
https://k-zensin.co.jp/
https://chino-ch.com/
https://www.mars-tohken.co.jp/
http://www.annex-info.co.jp/
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932 木曽土建工業株式会社 長野県木曽郡木祖村小木曽172-2 http://www.kisodoken.com/ 05建設業

933 有限会社協和電設 長野県飯田市下殿岡89-1 05建設業

934 株式会社竹内製作所 長野県長野市大町765番地 https://takeuchi-ss.co.jp/ 07製造業（非食品）

935 山一建設株式会社 長野県木曽郡上松町大字小川2272 http://www.yama-1.co.jp 05建設業

936 有限会社野口開発 長野県長野市篠ノ井岡田川原田1137-1 05建設業

937 株式会社　高橋組 長野県北佐久郡立科町宇山１６５５番地１ 05建設業

938 株式会社　内山組 長野県飯田市上久堅1087-1 05建設業

939 株式会社GUD工業 長野県下伊那郡阿智村春日2445-4 https://www.gudindustries.com/ 05建設業

940 株式会社北川製菓 長野県駒ヶ根市赤穂１４－３２９ https://www.kitagawa-seika.com/ 06製造業（食品）

941 株式会社　長和町振興公社 長野県小県郡長和町古町2436-1 https://nagawamachi.jp/ 19複合サービス事業

942 ハルタコーポレーション株式会社 長野県南佐久郡南牧村海ノ口2067-2 11卸売業・小売業

943 株式会社大和生物研究所　蓼科工場 長野県茅野市玉川字原山11400-1018 https://daiwaseibutsu.co.jp/ 07製造業（非食品）

944 株式会社佐原建設 長野県安曇野市豊科4932-39 http://www.saharak.com/ 05建設業

945 有限会社大地 長野県千曲市小船山387-1 05建設業

946 清水口建設　株式会社 長野県松本市和田４７０５番地３ http://www.shimizuguchi.com/ 05建設業

947 共和興業株式会社 長野県安曇野市穂高牧766-1 https://www.kyowa.gr.jp 05建設業

948 長野ジェコー株式会社 長野県長野市若穂川田616-1 https://www.jeco.co.jp/ 07製造業（非食品）

949 株式会社ウィルトス 長野県松本市本庄1丁目1番13号 https://www.willtos.co.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

950 サッポロビール株式会社　関信越本部
長野県長野市栗田991-1イーストゲート長野
５階

https://www.sapporoholdings.jp/csr/ 06製造業（食品）

951 社会福祉法人からし種の会 長野県佐久市八幡1115-67 https://karashi.recruitment-info.jp/ 18医療、福祉

952 株式会社サンコー 長野県塩尻市広丘野村959 https://www.sko.co.jp/ 07製造業（非食品）

953 藤井興業株式会社 長野県飯田市上郷黒田3881 http://fujiicorporation.com/ 05建設業

954 株式会社ミヤウチ 長野県伊那市西春近5487-2 https://www.miyauchi-ina.co.jp 11卸売業・小売業

955 有限会社矢守産業 長野県飯田市上殿岡340-4 https://bso16625.bsj.jp/ 02林業

956 ヴィラ・デ・マリアージュ長野 長野県長野市西和田1-8-10 https://villasdesmariages.com/location/nagano/
15宿泊業、飲食サービス
業

957 ヴィラ・デ・マリアージュ松本 長野県松本市宮渕1-1-1 https://villasdesmariages.com/location/matsumoto/
15宿泊業、飲食サービス
業

958 学校法人長野日本大学学園 長野県長野市大字東和田字中道253-3 https://www.nagano-nichidai.ed.jp/ 17教育、学習支援業

https://takeuchi-ss.co.jp/
https://www.kitagawa-seika.com/
https://daiwaseibutsu.co.jp/
http://www.shimizuguchi.com/
https://www.jeco.co.jp/
http://fujiicorporation.com/
https://www.miyauchi-ina.co.jp/
https://villasdesmariages.com/location/nagano/


登録
Ｎｏ 企業・団体名 住所 ＨＰ等のＵＲＬ 出席者 業種区分

959 ヴィラ・デ・マリアージュ軽井澤 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢雲場2200 https://villasdesmariages.com/location/karuizawa/
15宿泊業、飲食サービス
業

960 有限会社　トップリバー 長野県北佐久郡御代田町御代田3986-1 https://www.topriver.jp/index.html 01農業

961 株式会社　喜久屋商会 長野県長野市鬼無里10367 05建設業

962 株式会社グッドライフ 長野県岡谷市長地柴宮2-12-6 https://good-lifejp.com/ 05建設業

963 Royal Hotel 長野 長野県長野市松代町西寺尾1372-1 https://www.daiwaresort.jp/nagano/
15宿泊業、飲食サービス
業

964
一般社団法人ソーシャルデザインプロ
ジェクト　丘のりんご

長野県飯田市伝馬町2丁目４番地１ 18医療、福祉

965 長野菅公学生服株式会社 長野県松本市大字笹賀7600番地16 https://kanko-gakuseifuku.co.jp/ 11卸売業・小売業

966 株式会社佐藤組 長野県松本市本庄2丁目11番11号 05建設業

967 第一生命保険株式会社　松本支社 長野県松本市深志2-5-26　松本第一ビル6Ｆ https://www.dai-ichi-life.co.jp 12金融業・保険業

968 株式会社メルセン 長野県飯田市松川町2211 http://www.melsen.jp 07製造業（非食品）

969 株式会社諏訪機械製作所 長野県岡谷市御倉町８番５号 http://www.suwakikai.co.jp/ 07製造業（非食品）

970
三井住友ファイナンス＆リース株式会社
甲信営業部

長野県松本市本庄1丁目3番10号大同生命
松本ビル4階

https://www.smfl.co.jp/ 12金融業・保険業

971 アスザックフーズ株式会社 長野県須坂市米持町293-45
http://www.asuzacfoods.co.jp/company/environ
mental-practice/approach/

06製造業（食品）

972 有限会社　廣瀬 長野県塩尻市広丘野村２４６０番地
https://instagram.com/azusawashoku?r=nameta
g

15宿泊業、飲食サービス
業

973 株式会社ＩＮＧホールディングス 長野県茅野市玉川字原山1400-327 07製造業（非食品）

https://villasdesmariages.com/location/karuizawa/
https://kanko-gakuseifuku.co.jp/
http://www.asuzacfoods.co.jp/company/environmental-practice/approach/
http://www.asuzacfoods.co.jp/company/environmental-practice/approach/
https://instagram.com/azusawashoku?r=nametag
https://instagram.com/azusawashoku?r=nametag

