
平成29年1月20日現在（238社）

企業名 所在地 企業名 所在地 企業名 所在地

1 アート金属工業株式会社 上田市 100 株式会社ショーシン 須坂市 199 株式会社前田源商店 富士吉田市

2 株式会社ＩＨＩシバウラ 松本市 101 城下工業株式会社 上田市 200 株式会社マザーツール 上田市

3 株式会社アイカム 小諸市 102 信越電線株式会社 上田市 201 松本油脂製薬株式会社 大阪府八尾市

4 株式会社アイフォーレ 神奈川県横浜市 103 信越明星株式会社 上田市 202 松山株式会社 上田市

5 あがたグローバル税理士法人 長野市 104 眞久特許事務所 東京都千代田区 203 松山技研株式会社 上田市

6 株式会社アヅマ 東御市 105 信州大学生活協同組合 松本市 204 マリモ電子工業株式会社 上田市

7 アネックス･インフォメーション株式会社 上田市 106 株式会社信州ＴＬＯ 上田市 205 マルイ産業株式会社 小諸市

8 株式会社アバンティ 東京都新宿区 107 信州富士電機株式会社 上田市 206 株式会社丸信製作所 佐久市

9 アピックヤマダ株式会社 千曲市 108 株式会社進和製作所 上田市 207 丸善食品工業株式会社 千曲市

10 株式会社アルカディア 上田市 109 農事組合法人ずくだせ農場 上田市 208 株式会社丸陽 上田市

11 アルファーデザイン株式会社 東御市 110 セイコーエプソン株式会社 諏訪市 209 株式会社ミスズ 千曲市

12 株式会社アルプスツール 坂城町 111 株式会社セキソー 愛知県岡崎市 210 株式会社みすず綜合コンサルタント 上田市

13 アレント株式会社 上田市 112 双信電機株式会社 佐久市 211 三井住友火災保険株式会社　 上田市

14 株式会社アロン 上田市 113 株式会社ソリューションパートナーズ 上田市 212 株式会社三葉製作所 上田市

15 伊澤タオル株式会社 大阪市 114 ソレキア株式会社　長野支店 上田市 213 ミドリ電子株式会社 千曲市

16 株式会社石原産業 上田市 115 第一商工株式会社 上田市 214 株式会社ミマキエンジニアリング 東御市

17 株式会社イデタ製作所 上田市 116 第一通商株式会社 上田市 215 有限会社宮城商店 千曲市

18 伊藤忠商事株式会社 繊維カンパニー 大阪府大阪市 117 大廣建設株式会社 上田市 216 株式会社宮下組 上田市

19 伊那商工会議所 伊那市 118 有限会社大丸本舗 愛知県春日井市 217 株式会社宮下製作所 上田市

20 上田市商工会(上田ドリームワークス) 上田市 119 太陽ゴム工材株式会社 上田市 218 有限会社宮島プラスチック 上田市

21 上田商工会議所 上田市 120 ダイワボウノイ株式会社 大阪府大阪市 219 宮原酸素株式会社 東御市

22 上田信用金庫 上田市 121 株式会社高見沢サイバネティックス 佐久市 220 ミヤマ精工株式会社 千曲市

23 上田日本無線株式会社 上田市 122 有限会社タキオン 上田市 221 ミヨシ精機工業株式会社 上田市

24 上田プラスチック株式会社 上田市 123 有限会社滝沢工研 千曲市 222 株式会社メクトロン 上田市

25 エア・ウォーター株式会社 総合開発研究所 松本市 124 田口印刷株式会社 上田市 223 森川産業株式会社 千曲市

26 株式会社エアレックス 愛知県名古屋市 125 田辺印刷株式会社 上田市 224 株式会社柳原製作所 上田市

27 株式会社エイチ・アンド・エス 上田市 126 田邊ガステクノ株式会社 神奈川県横浜市 225 山崎電機株式会社 石川県金沢市

28 エイチ・ゼット・エス長野株式会社 上田市 127 タピルス株式会社 東京都 226 株式会社山辺 上田市

29 株式会社エイティ 上田市 128 有限会社玉井フルーツ店 上田市 227 株式会社ユウワ 小諸市

30 エコシンフォニー株式会社 上田市 129 一般社団法人千曲会 上田市 228 株式会社ユダ 上田市

31 株式会社エスク 下諏訪町 130 千曲市 千曲市 229 株式会社ユニオンプレート 千曲市

32 株式会社エスケー精工 上田市 131 株式会社千曲ライト 上田市 230 有限会社吉澤物産 千曲市

33 株式会社越後薬草 新潟県上越市 132 チャコット株式会社　上田工場 上田市 231 吉田工業株式会社 佐久市

34 NT＆I株式会社 上田市 133 株式会社長遊園 上田市 232 ラナベイク株式会社 上田市

35 エプソンアヴァシス株式会社 上田市 134 株式会社塚田メディカルリサーチ 上田市 233 ルークスホールディングス株式会社 上田市

36 エムケーカシヤマ株式会社 佐久市 135 株式会社都筑製作所 坂城町 234 ルート設計株式会社 上田市

37 エムケー精工株式会社 千曲市 136 TNモーターズ株式会社 東京都 235 ルビコン株式会社 伊那市

38 ＭＴＩ総合研究所 上田市 137 株式会社テクロスサーバント 上田市 236 株式会社ワカ製作所　松本工場 安曇野市

39 株式会社М波 京都市 138 有限会社デザインルームエム 上田市 237 綿貫国際特許・商標事務所 長野市

40 エルマルコ株式会社 東京都多摩市 139 東海工業ミシン株式会社 愛知県春日井市 238 株式会社綿谷製作所 上田市

41 株式会社AOB慧央グループアルソア佐久ファクトリィ 佐久市 140 東京精電株式会社 上田市 　

42 オリエクス株式会社 東御市 141 東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区

43 オリオン機械株式会社 須坂市 142 東京特殊電線株式会社 上田市

44 オルガン針株式会社 上田市 143 有限会社東郷堂 上田市 1 長野県工科短期大学校 上田市

45 オンザファクト株式会社 上田市 144 株式会社東特上田販売店 上田市 2 国立長野工業高等専門学校 長野市

46 株式会社ガイアスジャパン 上田市 145 東特巻線株式会社 上田市 3 見附ニット工業協同組合 新潟県見附市

47 株式会社カウベルエンジニアリング 佐久市 146 トゥモローズウエイ株式会社 駒ヶ根市 4 所沢織物商工協同組合 埼玉県入間市

48 笠原工業株式会社 上田市 147 東和測器研究所 東御市 5 愛媛県産業技術研究所 愛媛県松山市

49 樫山金型工業株式会社 佐久市 148 株式会社トーキン 愛知県名古屋市 6 愛媛県産業技術研究所　繊維産業技術センター 愛媛県今治市

50 樫山工業株式会社 佐久市 149 有限責任監査法人トーマツ 長野市 7 公益財団法人三重県産業支援センター 三重県津市

51 カシヨ株式会社 長野市 150 株式会社特電 上田市 8 長野県工業技術総合センター 長野市

52 カネテック株式会社 上田市 151 株式会社トミック 上田市 9 一般社団法人富山県繊維協会 富山県小矢部市

53 株式会社カヤマ 坂城町 152 中島康貴公認会計士税理士事務所 上田市 10 一般社団法人福井県染色同業会 福井県福井市

54 株式会社ガリレオ 上田市 153 長野オートメーション株式会社 上田市 11 長野大学 上田市

55 株式会社キザキ 小諸市 154 長野計器株式会社 上田市 12 公益財団法人本庄国際リサーチパーク研究推進機構 埼玉県本庄市

56 株式会社キャストワン 上田市 155 長野県中小企業家同友会 長野市 13 一般社団法人繊維評価技術協議会 東京都中央区

57 キャディット･プロジェクト株式会社 岡谷市 156 株式会社長野三洋化成 東御市 14 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター 東京都中央区

58 キューオーエル株式会社 上田市 157 株式会社長野精工 上田市 15 栃尾織物工業協同組合 新潟県長岡市

59 共栄社化学株式会社 大阪府大阪市 158 長野吉田工業株式会社 佐久市 16 埼玉県産業技術総合センター 北部研究所 埼玉県熊谷市

60 株式会社協和 佐久市 159 中村工業株式会社 上田市 17 一般財団法人メンケン品質検査協会 東京都豊島区

61 株式会社沓掛工業 上田市 160 株式会社中村体育 上田市 18 日本化学繊維協会 東京都中央区

62 株式会社クラレ 大阪市 161 中山特許商標事務所 東御市 19 一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 東京都台東区

63 株式会社栗林製作所 坂城町 162 株式会社ナノ炭素研究所 上田市 20 長野県厚生農業協同組合連合会 長野市

64 Ｋ＆Ｑジャパン（株） 上田市 163 ナビオ株式会社 佐久市 21 一般財団法人日本綿業振興会 大阪府大阪市

65 有限会社ケーアンドケーメディカル 佐久市 164 株式会社ナフィアス 上田市 22 一般社団法人日本染色協会 東京都千代田区

66 株式会社ケーエムケー 坂城町 165 株式会社新村 上田市 23 一般社団法人日本繊維技術士センター 大阪府吹田市

67 ＫＹＢ－ＹＳ株式会社 坂城町 166 西浦特許事務所　上田オフィス 上田市 24 日本感性工学会 東京都中央区

68 ＫＯＡ株式会社 箕輪町 167 株式会社西軽精機 佐久市 25 一般社団法人日本縫製機械工業会 東京都港区

69 光葉スチール株式会社 千曲市 168 株式会社西澤電機計器製作所 坂城町 26 諏訪東京理科大学 茅野市

70 株式会社光和 坂城町 169 西染工株式会社 愛媛県今治市 27 松本短期大学 松本市

71 コトヒラ工業株式会社 東御市 170 西田技研工業株式会社 上田市 28 長野県短期大学 長野市

72 コトブキ通商株式会社 千曲市 171 ニチロ毛皮株式会社 上田市 29 松本大学・松本大学松商短期大学部 松本市

73 有限会社小林精工 上田市 172 ＮｉＫＫｉ　Ｆｒｏｎ 株式会社 長野市 30 石川県繊維資材工業組合 石川県かほく市

74 株式会社小宮山土木 立科町 173 日軽松尾株式会社 上田市 31 上田女子短期大学 上田市

75 株式会社小諸村田製作所 小諸市 174 株式会社日広 上田市 32 清泉女学院大学・清泉女学院短期大学 長野市

76 小柳産業株式会社 上田市 175 日信工業株式会社 上田市 33 長野県看護大学 看護実践国際研究センター 駒ヶ根市

77 税理士法人小山会計 上田市 176 株式会社日誠イーティーシー 上田市 34 長野女子短期大学 長野市

78 コロナ技建株式会社 上田市 177 日精エー・エス･ビー機械株式会社 小諸市 35 学校法人　松本歯科大学 塩尻市

79 株式会社サイキョー 上田市 178 一般社団法人日本電子デバイス産業協会 東京都千代田区 36 信州豊南短期大学 上伊那郡

80 株式会社サイベックコーポレーション 塩尻市 179 日本濾過器株式会社　伊那工場 伊那市 37 飯田女子短期大学 飯田市

81 サカイオーベックス株式会社 福井県福井市 180 株式会社NOA 上田市 38 一般社団法人長野県経営者協会 長野市

82 学校法人佐久大学・信州短期大学部 佐久市 181 株式会社八十二銀行 上田市 39 塩尻市 塩尻市

83 有限会社桜井産業 上田市 182 株式会社八光 千曲市 40 富士吉田織物協同組合 山梨県富士吉田市

84 サクラ精機株式会社 千曲市 183 株式会社羽生田鉄工所 長野市 41 上越ものづくり振興センター 新潟県上越市

85 三映電子工業株式会社 小諸市 184 有限会社原製作所 上田市 42 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 静岡県浜松市

86 山洋電気株式会社 上田市 185 日置電機株式会社 上田市 43 横浜港埠頭株式会社 横浜市

87 株式会社Seekcloud 上田市 186 日高精機株式会社 上田市 44 長野県中小企業団体中央会 長野市

88 シードジャパン株式会社 上田市 187 株式会社ヒューマンインデックス 上田市 45 宮崎大学　産学・地域連携センター　産学連携部門 宮崎市

89 株式会社ジェー．ピー．イー 上田市 188 ファミリー・サービス・エイコー株式会社 長野市 46 岩手大学　地域連携推進機構 岩手県盛岡市

90 株式会社システム・ワン 佐久市 189 株式会社フジカーランド上田 上田市 47 群馬県繊維工業試験場 群馬県桐生市

91 シチズンファインデバイス株式会社 御代田町 190 富士ケミカル株式会社 佐久市 48 坂城町商工会 坂城町

92 株式会社シナノ 佐久市 191 不二越機械工業株式会社 長野市 49 埼玉工業大学 埼玉県深谷市

93 株式会社しなのエンジニアリング 上田市 192 有限会社プランドル飯田 石川県河北郡 50 ジェトロ長野 長野市

94 シナノケンシ株式会社 上田市 193 フレックスジャパン株式会社 千曲市 51 三和西部工業団地協同組合 新潟県上越市

95 株式会社信濃公害研究所 立科町 194 株式会社フロンティア 上田市 52 独立行政法人国際協力機構　駒ケ根青年海外協力隊訓練所 駒ヶ根市

96 清水建設株式会社 東京都中央区 195 株式会社マースウインテック 坂城町 53 真田町商工会 上田市

97 上越信用金庫 上越市 196 ｍｙExpコンソーシアム 上田市 54 長野県南信工科短期大学校 南箕輪村

98 株式会社匠電舎 長野市 197 マイクロコントロールシステムズ株式会社 佐久市

99 昭和樹脂工業株式会社 坂城町 198 マイクロストーン株式会社 佐久市

ＡＲＥＣ･Ｆｉｉプラザ会員企業

賛助団体　　　　　　    　 （54団体）


