
番号 名称 業種 所在地

1 赤田工業(株) 製造 池田町

2 (株)アドイシグロ 広告 長野市

3 アピックヤマダ(株) 製造 千曲市

4 (株)あぶらや燈千 宿泊 山ノ内町

5 (株)アルカディア 製造 上田市

6 石森(株) 販売 上田市

7 (株)牛越製作所 製造 岡谷市

8 (株)エイブルデザイン 広告 長野市

9 (株)エー・トゥー・ゼット 教育 松本市

10 (株)エーアイテック 製造 松本市

11 エムケー精工(株) 製造 千曲市

12 岡谷酸素(株) エネルギー 岡谷市

13 (株)かまくらや 農業 松本市

14 (株)かめや 飲食 原村

15 カワイ精密金属(株) 製造 松本市

16 (株)河一屋 宿泊 野沢温泉村

17 協栄電気興業(株) 運輸 長野市

18 栗山木工(有) 建築 大桑村

19 (一社)グローカル・リソース・センター 国際人材育成 上田市

20 (有)コウ・キタダ建築設計工房 建築 原村

21 ゴールドパック(株) 製造 松本市

22 (株)サイト 建築 岡谷市

23 (株)サイベックコーポレーション 製造 塩尻市

24

25 三洋グラビア(株) 製造 伊那市

26 塩尻商工会議所・塩尻地区労務対策協議会・塩尻市 官公庁 塩尻市

27 (株)システムプラン 製造 上田市

28 (株)ショーシン 製造 須坂市

29 信州名鉄運輸(株) 運輸 松本市

30 伸和コントロールズ(株)長野事業所 製造 伊那市

31 スワテック建設(株) 建築 諏訪市

32 セイコーエプソン(株) 製造 諏訪市

33 (株)だいにち堂 飲食 安曇野市

34 (株)大福食品工業 飲食 須坂市

35 (株)高見澤 建築 長野市

36 (株)竹花組 建築 佐久市

37 ダスキン 丸子支店　(加盟店運営　(株) イーエム） サービス 上田市

38 (株)つばくろ電機 製造 松川村

39 ディーアイシージャパン(株) ソフトウェア 信濃町

40 (株)デイリーはやしや 製造 松本市
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41 (株)ティンカーベル 飲食 松本市

42 (株)デリカ 製造 松本市

43 (株)デンソーエアクール 製造 安曇野市

44 (株)デンソーエアシステムズ 製造 愛知県

45 天竜精機(株) 製造 駒ヶ根市

46 東洋技研(株) 製造 岡谷市

47 東洋計器(株) 製造 松本市

48 (株)土木管理総合試験所 建築 千曲市

49 (株)巴屋 サービス 松本市

50 トヨタＵグループ 販売 長野市

51 (株)とをしや薬局 販売 安曇野市

52 直富商事(株) 環境 長野市

53 (株)長野銀行 金融 松本市

54 長野県警察 官公庁 長野市

55 長野県中小企業家同友会 経済団体 長野市

56 長野県庁 官公庁 長野市

57 長野ダイハツ販売(株) 販売 松本市

58 (株)ナガノトマト 飲食 松本市

59 (株)南安精工 製造 安曇野市

60 (株)南信精機製作所 製造 飯島町

61 日亜化学工業(株)諏訪技術センター 製造 下諏訪町

62 ニッキトライシステム(株) 製造 松本市

63 日本装置開発(株) 製造 安曇野市

64 ネクストエナジー・アンド・リソース(株) エネルギー 駒ヶ根市

65 (株)ヒラバヤシ 製造 安曇野市

66 (株)フォレストコーポレーション 建築 伊那市

67 (株)フクザワコーポレーション 建築 長野市

68 富士電機(株) 製造 松本市

69 (株)フューチャー．ラボ コンサルティング 長野市

70 (株)プロノハーツ 製造 塩尻市

71 (有)本郷鶏肉 飲食 松本市

72 本多通信工業(株) 製造 東京都

73 松本倉庫(株) 建築 山形村

74 マリモ電子工業(株) 製造 上田市

75 マルミ光機(株) 製造 箕輪町

76 (株)ミスズ工業 製造 諏訪市

77 (株)明神館（扉グループ） 宿泊 松本市

78 (株)ユウワ 製造 小諸市

79 ルート設計(株) 製造 上田市

80 (株)ロイヤルオートサービス 販売 松本市
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