
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [住所] [HPアドレス]

1 美容室おしゃれ泥棒
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野市西後町610

2 ホテルタキモト株式会社 飲食店・宿泊業
下高井郡山ノ内町大字平穏
7149-16

http://www.takimoto.in/

3 株式会社ミヤ 卸売・小売業 長野市北石堂町1381

4 ロードアンドスカイ株式会社
専門・技術サー
ビス業

長野市南千歳町860-1 http://www.rsproduce.com

5 日本レクシー株式会社
その他のサービ
ス業

長野市神明59番１ http://zippuku.net

6 合同会社Loput
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野市南長野新田町1130-15

7 ヘアメイクフレア
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野市南長野新田町1144-4

8 株式会社タカサワ 卸売・小売業 長野市青木島町大塚321 http://www.retail-takasawa.co.jp/

9 有限会社ボロンテ
その他のサービ
ス業

長野市中御所3-2-1カネカビル
2F

http://www.volonte93.com/

10 隆盛コーポレーション
その他のサービ
ス業

長野市大字中御所字岡田53番11 http://mugen-group.co.jp

11 株式会社はたらクリエイト
その他のサービ
ス業

上田市中央2-10-15

12 株式会社長野車体 製造業 小諸市市790-7

13 株式会社ワイズ・クルー
その他のサービ
ス業

上田市諏訪形27-6 http://www.yz-crew.co.jp/company/

14 SALONN DE LALA
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐久市岩村田161-1 http://www.lalanail.com/salon.html

15 株式会社 エム・ジェイ
サービス業（他に分
類されないもの）

上田市吉田258-4 http://mj-k.jp

16 株式会社 原田アグロビジネス 卸売・小売業 南佐久郡南牧村板橋892-1 http://www.hrdab.sakura.ne.jp/

17 株式会社 サングループ 医療・福祉
北佐久郡御代田町御代田4108-
1430

http://kaigo-san-group.com

18 株式会社東信ジャーナル社 情報通信業 上田市中央6-18-18 http://www.tjournal.co.jp/

19 株式会社スリーアールメタル
その他のサービ
ス業

小諸市和田474-6 http://3r-metal.jp/

20 株式会社スリーアール長野
その他のサービ
ス業

小諸市和田474-1 http://www.3rrr.jp/

21
株式会社堀内電機製作所上田
事業部

製造業 上田市保野241 http://www.horiden.com/

22
株式会社ジェイ・ファクト
リー

情報通信業 上田市中之条88-6 http://www.j-factory.com/

23 株式会社コトブキ 医療・福祉 小諸市市790-15 http://kotobuki-group.jp/

24 有限会社 ハイツーシステム 情報通信業 上田市下之郷乙294-5 http://www.hitwo.co.jp/

25 株式会社サプリーナファーム 農業・林業
南佐久郡南牧村板橋78-115八ヶ
岳ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ103

26
くつろぎイタリアンほの
Buono

飲食店・宿泊業 佐久市岩村田字長塚1734-6

27 La bonlanger Lien 飲食店・宿泊業 佐久市原137-8 http://www.lien2008.jp/
28 LEVRE and Bon 飲食店・宿泊業 上田市神畑281-20
29 春原建設株式会社 建設業 上田市住吉1-7
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30 株式会社春原 建設業 上田市住吉1-7

31 シードジャパン株式会社
その他のサービ
ス業

上田市長瀬3607 http://www.seed-japan.jp/

32 有限会社ｴﾇ・ｹｲ木型工房 製造業 上田市小島391-4

33 泉カーサービス株式会社
その他のサービ
ス業

松本市島立29-5-1

34 株式会社廣泉社
その他のサービ
ス業

松本市寿北5-8-12 http://kousensya.co.jp

35
特定非営利活動法人　産巣日
会

医療・福祉 松本市大字里山辺1832-2

36 松本システム開発株式会社
専門・技術サー
ビス業

松本市村井町南3-5-2ちくま第3
ビル7F

37 松本商工会議所
その他のサービ
ス業

松本市中央1-23-1 http://www.mcci.jp

38 株式会社ミネット
生活関連サービ
ス・娯楽業

松本市深志2-6-17 http://minette.me

39 株式会社たかぎ
その他のサービ
ス業

松本市大手3-5-12 http://www.e-takagi.net/

40 株式会社鬨一精機 製造業 松本市和田4020-8 http://www.tokiichi.com
41 有限会社紅寿 建設業 松本市浅間温泉1丁目19番7-2号 http://www.koju-office.com/

42 株式会社住まい工房 建設業 松本市井川城3-7-27 http://www.sumaikobo.com

43
ニッキトライシステム株式会
社

製造業 松本市神林7107-37 http://www.nicki.co.jp

44 有限会社林屋製作所 製造業 伊那市西春近2660
45 ミワトルテ 卸売・小売業 上伊那郡南箕輪村9633-3
46 株式会社口福商店 飲食店・宿泊業 上伊那郡南箕輪村御子柴7233-1 http://www.fujiyoshi529.com/abouts/

47 一般社団法人信州伊那空
専門・技術サー
ビス業

伊那市手良野口1597

48 株式会社アーク
生活関連サービ
ス・娯楽業

伊那市上新田2401-ト http://hc-ark.com

49 伊那市観光株式会社 飲食店・宿泊業 伊那市高遠町勝間217

50
社会保険労務士法人田畑事務
所

専門・技術サー
ビス業

伊那市狐島4075-1 http://sr-tabata.jp/company.html

51 有限会社わかば 飲食店・宿泊業 伊那市西春近1143-3

52 有限会社NOTES 製造業
上伊那郡箕輪町大字三日町1679
番地3

http://www.notescorp.co.jp

53 株式会社上野精機長野 製造業 上伊那郡辰野町大字伊那富9345 http://www.ueno-seiki-nagano.co.jp

54 株式会社信州ウェイスト
その他のサービ
ス業

伊那市西春近5806 http://www.shinshu-wasteco.com

55 ウィザード労務士事務所
その他のサービ
ス業

駒ケ根市赤穂1138-1セゾンⅡ
D102

56 株式会社ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ 建設業
下伊那郡松川町元大島７３５－
５

57 株式会社ミヤコー 製造業 飯田市松尾明７７７０－１ http://www.miyakoh.jp/


