
登録
Ｎｏ 企業・団体名 住所 ＨＰ等のＵＲＬ 業種区分

379

竹内工業株式会社

長野県東御市御牧原２４３３－１ https://takeuchikogyo.co.jp/ 05建設業

380

松村デザイン建築事務所

長野県下高井郡野沢温泉村前坂8466 https://www.mkd-house.com 05建設業

381

株式会社シバクサ電器

長野県中野市小館3-2 http://www.shibakusadenki.com 05建設業

382 大蔵建設株式会社 長野県飯田市丸山町2丁目6732-13 okurakensetu.com 05建設業

383

株式会社 セリオテック

長野県諏訪市中洲 4771 http://www.ceriotec.co.jp/ 07製造業（非食品）

384

株式会社　塩沢産業

長野県東御市加沢285番地1 http://shiosawa-group.jp/ 05建設業

385

Ｇ＆Ｅかんぱにぃ

長野県長野市三輪８丁目１６－１６ http://ge-company.jp/ 05建設業

386

株式会社　北條組

長野県長野市大字村山３４８番地１ http://www.hojonet.com 05建設業

387

株式会社R‐EARTH

長野県長野市大字稲葉2074番地4稲葉ハイ
ツ202

作成中
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

388

株式会社安井建設

長野県佐久市取出町450-5 作成中 05建設業

389

タカノ株式会社

長野県上伊那郡宮田村137番地 https://www.takano-net.co.jp/ 07製造業（非食品）

390

有限会社宮島製本所

長野県長野市稲田4丁目10番23号 作成中 07製造業（非食品）
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391

有限会社 ウッドベルファーム

長野県上田市武石小沢根389ー7
www.metaha26.wixsite.com/woodbellfarm  ,
facebook.com/Woodbellfarm

01農業

392

凸版印刷株式会社

長野県上水内郡飯綱町赤塩2489 https://www.toppan.co.jp/sustainability/ 09情報通信業

393

ゴコー電工　株式会社

長野県諏訪郡富士見町落合字南原山13414-
1

http://www.goko-denko.co.jp 07製造業（非食品）

394

有限会社アルファテック

長野県長野市大字三輪1357番地6 https://alphatec.jimdosite.com/
08電気・ガス・熱供給・水
道業

395

株式会社長野フィナンシャル

長野県長野市大字栗田８５０番地
グレースクレスト１F

https://www.nagano-fh.com 12金融業・保険業

396

株式会社エイブルデザイン

長野県長野市南高田2丁目8番地-15 https://www.ablegroup.co.jp
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

397

株式会社第一印刷

長野県安曇野市豊科高家2287-22 https://www.d-pri.co.jp/ 07製造業（非食品）

398

木曽精機株式会社

長野県木曽郡木曽町福島1866 http://www.kiso-seiki.co.jp/ 07製造業（非食品）

399

株式会社ライフインターナショナル

長野県長野市平林2-14-69 サンセール1階 https://www.lifeinternational.co.jp/company
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

400

株式会社　滝澤工務店

長野県松本市今井7155-74 http://www.takizawak.co.jp 05建設業

401

髙重建設工業株式会社

長野県佐久市平賀2168-1 http://www.takaju-k.com/ 05建設業

402

株式会社　エイティ

長野県上田市腰越635番地1 http://www.eighty.jp 07製造業（非食品）



登録
Ｎｏ 企業・団体名 住所 ＨＰ等のＵＲＬ 業種区分

403

共同電気工業株式会社

長野県松本市大字島内３６４８番地９ http://kyoden.org 05建設業

404

一般社団法人
ちの観光まちづくり推進機構

長野県茅野市塚原二丁目６番1号 https://chinotabi.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

405

庫昌土建株式会社

長野県諏訪郡下諏訪町社145番地1 http://www.kuramasa.co.jp/ 05建設業

406

株式会社　FMI

長野県塩尻市広丘吉田３０５６ https://www.fmi-mirai.com/ 18医療、福祉

407

東陽興業株式会社

長野県飯田市常盤町25番地 http://www.toyoiida.ne.jp 05建設業

408

長野県商工会連合会

長野県長野市中御所岡田町131-10長野県中
小企業会館1F

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

409

共進建設株式会社

長野県長野市北尾張部字北三丁772-6
http://www.kyoushinkensetsu.co.jp/company.htm
l

05建設業

410

株式会社丸山工務店

長野県佐久市田口２４２１ 作成中 05建設業

411

堀内学税理士事務所

長野県上伊那郡飯島町飯島５５３－３ https://www.manatax.net/
14学術研究、専門・技術
サービス業

412

株式会社 藤澤組

長野県松本市大字島内1260-10 作成中 05建設業

413

(有)和興開発

長野県東御市海善寺６４４－１ http://www.wako-ltd.com 05建設業

414

宮下建設工業株式会社

長野県上伊那郡中川村片桐4030 http://www.miyashitakk.com 05建設業



登録
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415

株式会社新井製作所

長野県須坂市大字塩野1119番2の19 http://www.arai-s.jp/ 07製造業（非食品）

416

株式会社みすず綜合コンサルタント

長野県上田市上田原１０７３－４ http://www.e-misuzu.com
14学術研究、専門・技術
サービス業

417

有限会社ホテルニューステーション

長野県松本市中央1-1-11 https://www.hotel-ns.com
15宿泊業、飲食サービス
業

418

株式会社　宮下組

長野県上田市踏入二丁目1番17号 http://www.miyashitagumi.co.jp/ 05建設業

419

株式会社BlueResort白馬さのさか

長野県北安曇郡白馬村神城458 https://sanosaka.jp 19複合サービス事業

420

北信州森林組合

長野県中野市大字壁田938番地1 http://www.jforest-kitashinshu.or.jp/ 02林業

421

マルオカ工業株式会社

長野県木曽郡木祖村薮原232-7 https：//www.maruoka.co.jp/ 07製造業（非食品）

422

昭和電機産業株式会社

長野県長野市三輪荒屋1154番地 http://showadenkikk.jp/ 11卸売業・小売業

423

株式会社松本設備

長野県松本市島内1894 http://www.matsusetsu.com 05建設業

424

株式会社　インターサポート

長野県上田市古里79-8 https://intspt.jp 12金融業・保険業

425

株式会社　エイトキッチン

長野県上田市古安曽3343-3 作成中
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

426

有限会社ワイ・エス・モールド

長野県東御市新屋124-10 www.ys-mold.co.jp 07製造業（非食品）
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427

株式会社白糸ハイランドウェイ

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東10-24 https://www.karuizawa-shw.com/ 21分類不能の産業

428

セイコーエプソン株式会社

長野県諏訪市大和3-3-5 https://www.epson.jp/SR/initiative/sdgs.htm 07製造業（非食品）

429

株式会社マルサン工芸

長野県長野市篠ノ井小森西656-1 https://03nagano.jp 07製造業（非食品）

430

みゆき野運輸株式会社

長野県下高井郡木島平村穂高3670-2 http://www.miyukinounyu.jp/ 10運輸業、郵便業

431

一般社団法人
日本中小企業サポート協会

長野県上田市五加262-1 https://shien-kin.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

432

株式会社シガテクノス

長野県諏訪市四賀2334 作成中 05建設業

433

トライアン株式会社

長野県長野市松岡二丁目６番１８号 作成中 05建設業

434

林エンジニアリング株式会社

長野県駒ヶ根市飯坂１－３２－２ https://h-eng.nagano.jp/ 07製造業（非食品）

435

株式会社キティック

長野県長野市県町484-1 センターBOA3F https://www.kitic.org
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

436

堀越建設株式会社

長野県小諸市御影新田447-1 www.horikoshikensetsu.co.jp 05建設業

437

有限会社ナツバタ製作所

長野県須坂市幸高町２２７番地２７号 作成中 07製造業（非食品）

438

有限会社　須江林産

長野県佐久市岩村田1267-11 www.sue-rinsan.com 02林業



登録
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439

藤森建設工業株式会社

長野県長野市三輪６丁目７番６号 http://www.fujimorigroup.co.jp/ 05建設業

440

株式会社エーワンオートイワセ

長野県松本市村井町南2-7-1
https://matsumoto.bmw.jp
http://www.matsumoto.mini.jp

11卸売業・小売業

441

有限会社早川実業

長野県諏訪市湖南6446-5 作成中 02林業

442

アースシステム株式会社

長野県松本市城西1-6-18 https://www.earth-system.co.jp 09情報通信業

443

株式会社ミヤコー

長野県飯田市松尾明7770番地1 http://www.miyakoh.jp/ 07製造業（非食品）

444

大北森林組合

長野県大町市平10788-1 jforest-kitaalps.jp 02林業

445

有限会社　堀内建材

長野県須坂市墨坂南1丁目14番17号 https://www.horiuchikenzai.co.jp/ 05建設業

446

春原建設株式会社

長野県上田市住吉1-7 https://www.sunoharakensetu.com/ 05建設業

447
特定非営利活動法人

白馬の風
長野県北安曇郡白馬村神城24199-77 hakubanokaze.jimdosite.com 18医療、福祉

448

株式会社スマイルネットワーク

長野県長野市青木島町大塚593 https://www.8989.co.jp/santa/ 11卸売業・小売業

449

株式会社アロウズガーデンデザイン

長野県長野市川中島町原1292-2 https://allowsgarden.jp/ 05建設業

450 白馬五竜観光協会 長野県神城22548 hakubagoryu.com
15宿泊業、飲食サービス
業
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451

株式会社ニットー

長野県須坂市八重森町2-2 http://www.nitto-gr.co.jp/ 07製造業（非食品）

452

公益財団法人身体教育医学研究所

長野県東御市布下6-1 https://pedam.org/
14学術研究、専門・技術
サービス業

453

株式会社　今井工務店

長野県北安曇郡小谷村北小谷1850-6 http://imai-1963.jp/ 05建設業

454

株式会社ジェノベーション

長野県岡谷市本町2-2-4　山せんビル1階 https://gennovation.co.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

455

株式会社　中島屋降籏米穀

長野県松本市寿北9丁目7番17号 http://www.nakajimaya.co.jp/ 11卸売業・小売業

456

株式会社　信毎販売センターふれあいネット

長野県長野市南長池138番地 http://www.shinmai-sfn.co.jp/ 11卸売業・小売業

457

吉田工業株式会社

長野県佐久市望月2166番地1 http://yoshidanet.com/ 07製造業（非食品）

458

株式会社　三幸商事

長野県千曲市大字力石477-1 http://www.sanko-kinoko.co.jp 07製造業（非食品）

459

株式会社しな測

長野県飯山市大字飯山955番地１ http://www.shina.co.jp/
20サービス業（他に分類さ
れないもの）

460

株式会社唐沢農機サービス

長野県東御市鞍掛846-1 https://www.karasawanouki.co.jp/ 11卸売業・小売業

461

株式会社　三晃荘

長野県下高井郡山ノ内町平穏7149番地16 gurand-h.com
15宿泊業、飲食サービス
業

462

株式会社　勝野木材

長野県木曽郡南木曽町読書1750 作成中 07製造業（非食品）
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463

有限会社　ヤマカ木材

長野県木曽郡南木曽町読書2435-2 作成中 02林業

464

株式会社上野精機長野

長野県上伊那郡辰野町伊那富9345 https://ueno-seiki-nagano.co.jp/ 07製造業（非食品）

465

大和リース株式会社　長野営業所

長野県長野市栗田850番地 https://www.daiwalease.co.jp/ 05建設業

466 有限会社八剣技研 長野県茅野市宮川5893 http://www.yatsurugi.co.jp 07製造業（非食品）

467

株式会社雫田建設工業

長野県佐久市岩村田１３３７番地２ http://www.shizukuda.co.jp/index.html 05建設業

468

シックスセンス株式会社

長野県松本市大手４丁目７－１４ http://www.tobira-group.com
15宿泊業、飲食サービス
業

469

株式会社大糸

長野県北安曇郡白馬村北城1-15 https://www.oito.co.jp 05建設業

470

泉カーサービス株式会社

長野県松本市島立288-2
https://www.zukulabo.net/shop/shop.shtml?s=23
87

20サービス業（他に分類さ
れないもの）

471

コトブキ通商株式会社

長野県千曲市大字桜堂245-6 https://www.kotobukitusho.co.jp 07製造業（非食品）

472

有限会社勉強堂薬品

長野県小諸市相生町2-2--5 http://benkyoudo.jp/ 11卸売業・小売業

473

株式会社　S&T　観光開発

長野県下高井郡山ノ内町平穏7148 作成中 19複合サービス事業

474 株式会社　パレスホテル 長野県下高井郡山ノ内町平穏7148 作成中
15宿泊業、飲食サービス
業
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475
株式会社

湯田中ビューホテル
長野県下高井郡山ノ内町平穏2951-1 作成中

15宿泊業、飲食サービス
業

476

中部電力パワーグリッド株式会社長野支社

長野県長野市柳町18番地 作成中
08電気・ガス・熱供給・水
道業

477

中部電力ミライズ株式会社長野営業本部

長野県長野市柳町18番地 作成中
08電気・ガス・熱供給・水
道業

478

中部電力株式会社再生可能エネルギーカン
パニー　長野水力センター

長野県長野市吉田３丁目6-9 作成中
08電気・ガス・熱供給・水
道業

479

中部電力株式会社再生可能エネルギーカン
パニー　飯田水力センター

長野県飯田市上郷飯沼2148-1 作成中
08電気・ガス・熱供給・水
道業


