
<長野県>信濃毎日新聞社
◆R1　情報交換会参加企業一覧◆

No 社　　名 業務内容

1
アスザックグループ ファインセラミックス製品、フリーズドライ食品、コンクリート二次製品、センサー、アルミエクステリアの開発

製造販売

2 アズビル太信 株式会社 電子制御機器の設計・開発・製造・販売

3 株式会社 アルプスウェイ 大手コンビニエンスストア向け日配品のルート配送業務

4 株式会社 アルプスツール 工作機械用の工具類・周辺機器等の開発・製造・販売（金属製品製造業）

5 株式会社 岩野商会 内装仕上工事業、防水工事業、ビルメンテナンス事業

6 上田プラスチック 株式会社 プラスチック製品製造業（工業用プラスチック製品の金型設計、製品の成形・組立など）

7 株式会社 エース 建設コンサルタント・測量

8 株式会社 ＳＩＣシステム システムインテグレーション、ｉＴサービス、ロボットアプリ

9 エヌ・エス・ケイ 株式会社 ユーザー業務アプリケーションの開発／ソフトウェア開発

10 エムケー精工 株式会社 モビリティ関連機器、生活機器の製造販売および輸出入

11 株式会社 オーイケ 環境型コンクリート製品の開発・設計・製造・販売／不動産事業／太陽光発電事業

12 岡谷酸素 株式会社 高圧ガスの製造・販売

13 オリオンシステム 株式会社 ソフトウェア開発、システム運用管理

14 株式会社 角藤 建設業（専門建設業）

15 樫山工業 株式会社 ドライ真空ポンプ・真空応用機器・スノーマシン・リフトの開発・製造・販売

16 キャリアアセットマネジ 株式会社 ＩＴ事業、募集・採用戦略マネジメント、研修・セミナー事業、他

17 株式会社 ケイケンシステム 総合ソフトウェア開発

18 ＫＹＢ－ＹＳ 株式会社 建設機械用油圧部品の製造

19
株式会社 コーケン 階段昇降機・車いす用段差解消機・介護用リフト・エレベーター・小荷物専用昇降機・天井走行クレーン・自

動搬送機・立体駐車場など

20 株式会社 甲信マツダ 自動車販売、自動車整備、保険代理店

21
生活協同組合コープながの 長野県内を事業エリアとし、食料品を中心にした生活用品の供給（宅配・店舗・移動店舗）のほか共済事

業、福祉事業、各種サービス事業など

22 光葉スチール 株式会社 鋼製家具製造販売

23 株式会社 コシナ カメラ用交換レンズ、光学製品の企画・設計・製造・販売

24 株式会社 コヤマ 輸送用機械器具製造業

25
サクラ精機 株式会社 医療用各種洗浄装置、滅菌装置、産業用機器の開発・製造・販売。病理学的検査分野向け標本作製機

器・器材・試薬並びにその他関連商品の開発・製造

26 株式会社 サニクリーン甲信越 マット・モップ・ユニフォーム等のレンタルおよび清掃業

27 社会福祉法人 サン・ビジョン 高齢者福祉事業／保育事業／地域活性化事業／ワイナリー

28
ＪＲＣエンジニアリング 株式会社
長野事業所

電子機器等に搭載するソフトウェア開発

29 株式会社 城南製作所 輸送用機械器具製造業（自動車部品製造）

30 上燃 株式会社 ガソリンスタンド、石油製品販売、太陽光発電、自動車販売、整備他

31 昭和電機産業 株式会社 電気設備資材等卸売

32
新光電気工業 株式会社 プラスチックラミネートパッケージ（ＰＬＰ）／テープＢＧＡ基板／リードフレーム／ガラス端子／ヒートスプレッ

ダー／セラミック静電チャックなどの製造・販売／ＩＣアセンブリ／各種モジュール組立等

33 信州うえだ農業協同組合（ＪＡ信州うえだ） 総合事業（営農、金融、共済、生活）

34 信州名鉄運輸 株式会社 法人貨物の輸送、保管、物流センター運営等

35 株式会社 スズキ自販長野 ＳＵＺＵＫＩ四輪車の販売、自動車整備、損害保険代理業

36
鈴与マタイ 株式会社 クラフト紙袋の製造・販売、金属製品の委託製造、販売、太陽光発電システムの設計・施工・販売

37 炭平コンピューターシステム 株式会社 コンピューター関連製品の販売およびソフトウェアの開発

38 諏訪倉庫 株式会社 倉庫業

39 セキスイハイム信越 株式会社 住宅の販売・施工

40 セコム上信越 株式会社 セキュリティ事業

41
全国共済農業協同組合連合会
長野県本部（ＪＡ共済連長野）

生命保険と損害保険を兼営するＪＡ（農協）共済事業

42
全国農業協同組合連合会長野県本部
（ＪＡ全農長野）

農畜産物の流通・販売および生産資材・生活関連資材の購買

43 株式会社 だいにち堂 健康食品・化粧品の開発および農産加工品の通信販売

44 株式会社 高見澤 建設関連、カーライフ関連、住宅生活関連１０業種の多角化総合企業

45 株式会社 竹内製作所 建設機械製造業

46
株式会社 東急リゾートサービス
（タングラム斑尾東急リゾート）

複合リゾート施設タングラム斑尾（ホテル・スキー場・アウトドア施設）の運営

47 株式会社 長印 青果物卸売市場

48 チヨダエレクトリック 株式会社 医療機器、産業用機器の開発設計・製造・販売

49 株式会社 ツクイ 福祉・介護

50 株式会社  都筑製作所 自動車部品、建設機械部品の製造
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51 株式会社 ツルヤ 食品スーパーマーケット

52 テクノエクセル 株式会社 家電製品・水関連製品の各種機能パーツの設計・製造・販売

53 テクノホーム長野 株式会社 現場管理・設計・営業

54 株式会社 デンソーエアクール 車両用・住設用・業務用空調機器の設計・開発・製造

55 長野計器 株式会社 圧力計・圧力センサ等製造・販売

56 株式会社 長野県Ａ・コープ 総合食品小売業

57 長野県警察 長野県内における警察業務

58
長野県厚生農業協同組合連合会
（ＪＡ長野厚生連）

医療・保健・福祉

59 長野県信用組合 金融業

60 長野県連合青果 株式会社 青果物卸売業

61 長野興農 株式会社 果実・野菜飲料、レトルト飲料、なめ茸・山菜加工品の開発・製造・販売

62 長野信用金庫 金融業

63 株式会社 長野ダイハツモータース 自動車販売

64 長野電鉄 株式会社 鉄道業・不動産業・旅行業・広告業・保険代理店業・関連事業

65 長野日産自動車 株式会社 長野県内において日産車の販売および整備

66 長野日本無線 株式会社 「ソリューション・特機」「情報通信・電源」「メカトロニクス」における機器の研究・開発・設計・製造・販売

67 南信貨物自動車 株式会社 貨物自動車運送事業、物流センター運営

68 株式会社 新津組 総合建設業

69 株式会社 ＮＩＫＫＯホールディングス 冠婚葬祭事業、ホテル・温泉宿泊施設運営事業、その他サービス業

70 株式会社 ニットー 光学ガラス・半導体部品の精密平面研磨加工、建築用アート硝子製造

71 日本通運 株式会社 長野支店 自動車輸送・引越・小口貨物取扱・倉庫・重量品輸送等

72 日本スキー場開発 株式会社 スキー場の経営に関する業務、スキー場のコンサルティング

73 ＶＡＩＯ 株式会社 ＰＣおよび周辺機器の企画・設計・製造・ＣＳ・販売／ＥＭＳ事業

74 八十二リース 株式会社 １．一般リース業務２．割賦販売業務３．自動車リース業務

75 株式会社 早野組 総合建設業

76

株式会社 ハリカ長野・株式会社 塚傳 【ハリカ長野】全国チェーンの贈り物専門店、ギフト商品の接客販売、イタリア製敷寝具マニフレックスの正
規代理店【塚傳】家庭用品、日用雑貨、家具・インテリア用品の卸売業。ホテル・病院・介護施設への業務
用品の提案。イタリア製敷寝具「マニフレックス」の卸・小売。

77 株式会社 平林工業 総合建設業、地盤改良工事

78 ブリヂストンタイヤ信州販売 株式会社 ブリヂストンの各種タイヤ、カー用品（ホイール・カーＡＶ等）、ゴルフ用品の販売等

79 フレックスジャパン 株式会社 メンズドレスシャツ、レディスシャツ、シャツジャケット等の製造・販売

80 ホクト 株式会社 きのこの生産・販売

81
株式会社 星野リゾート 軽井沢事業所 リゾート運営事業（宿泊、レストラン、ブライダル事業）

82 本多通信工業 株式会社 コネクタの製造・販売

83 株式会社 マナテック 設備工事業

84 株式会社 マルイチ産商 食品卸売業

85 株式会社 丸水長野県水 総合食品卸売業

86 株式会社 ミマキエンジニアリング 製造業（幅広インクジェットプリンタ開発・製造・販売）

87 株式会社 本久 土木建築工事の設計・施工、建設資材の販売

88 株式会社 守谷商会 総合建設業

89 株式会社 ヤマウラ 総合建設業（建築・土木・不動産）、機械・電気・通信系の設計・施工

90 ヨコタインターナショナル 株式会社 輸入自動車販売・整備

91 株式会社 レントライフ 不動産事業

92 株式会社 ロイヤルオートサービス 自動車（新車・中古車）販売、自動車整備・鈑金塗装・レンタカー・保険代理業・住宅仲介業

93 株式会社 ロゴス システム設計・開発およびロボットアプリ開発


