第６期 長野県ＳＤＧｓ推進企業登録制度 登録企業一覧（69者） 申請順
登録
Ｎｏ

企業・団体名

住所

ＨＰ等のＵＲＬ

業種区分

480 合資会社 長喜園

長野県長野市西後町1580

作成中

11卸売業・小売業

481 山田印刷株式会社

長野県木曽郡上松町小川2409

http://yama-in.co.jp

07製造業（非食品）

482 有限会社エヌ設計

長野県長野市篠ノ井二ツ柳1953-11

https://n-sekkei.business.site/

14学術研究、専門・技術
サービス業

483 株式会社 峰村電気商会

長野県千曲市新田80-1

作成中

08電気・ガス・熱供給・水
道業

484 株式会社井上産業

長野県長野市大豆島5307番地2

http://www.inoue-sangyou.com/

05建設業

485 株式会社Seekcloud

長野県上田市材木町2-9-3

https://www.seekcloud.co.jp/

09情報通信業

486 長野商店会連合会

長野県長野市七瀬中町276 長野商工会議
所2階

https://www.s-nagano.com

21分類不能の産業

487 株式会社ウィライ

長野県安曇野市堀金烏川4561-11

https://willi.co.jp

20サービス業（他に分類さ
れないもの）

488 有限会社峯村建設

長野県長野市金井田3

http://www.mine-ken.net

05建設業

489 株式会社 新津組

長野県南佐久郡小海町小海4399-1

http://www.niitsu-gumi.co.jp

05建設業

490 株式会社和光電子

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8777

http://www.wako-denshi.co.jp

07製造業（非食品）

491 白樺事務機株式会社

長野県長野市南高田2丁目7番8号

http://www.shirakaba-j.com/company.html

11卸売業・小売業

492 株式会社 傳刀組

長野県大町市平7840

http://www.dendo.jp/

05建設業

493 信州田畑農園

長野県伊那市富県7573

https://www.tabatanoen.com

01農業

494 オリオン機械株式会社

長野県須坂市大字幸高２４６

https://www.orionkikai.co.jp/

07製造業（非食品）

495 グリーンプラザホテル

長野県諏訪郡原村17217-2821

https://www.gplazahotel.com/

15宿泊業、飲食サービス
業

496 株式会社 細萱食品

長野県佐久市岩村田2528-1

http://hosogaya-foods.jp/publics/index/2/

06製造業（食品）

497 東信工業株式会社

長野県上田市塩川2777

http://www.toshinkk.co.jp

07製造業（非食品）

498 戸田建設株式会社長野総合営業所

長野県長野市大門町529-1

https://www.toda.co.jp

05建設業

499 株式会社松本微生物研究所

長野県松本市新村2904

http://www.matsumoto-biken.co.jp

07製造業（非食品）

500 八ヶ岳乳業株式会社

長野県茅野市ちの172番地

http://www.yatsugatakemilk.co.jp

06製造業（食品）

501 大明化学工業株式会社

長野県上伊那郡南箕輪村3685-2

http://www.taimei-chem.co.jp/

07製造業（非食品）

502 安保塗装株式会社

長野県松本市清水2-11-51

http://www.abo-p.com/

05建設業

503 有限会社 エム・エース

長野県須坂市南小河原町5番地23

http://www.mace.jp

11卸売業・小売業

504 株式会社アメニクス

長野県長野市川合新田3493

https://amenix-inc.co.jp/

11卸売業・小売業

登録
Ｎｏ

企業・団体名

住所

ＨＰ等のＵＲＬ

業種区分

505 株式会社ホテル・ジャパン志賀

長野県下高井郡山ノ内町平穏7149

https://www.japanshiga.com/

15宿泊業、飲食サービス
業

506 株式会社つばさ公益社

長野県佐久市小田井906

https://so-gi.com

16生活産業サービス業、
娯楽業

507 ケイティケイ株式会社

長野県駒ヶ根市下平292-10

https://www.ktk.gr.jp/company/sdgs

11卸売業・小売業

508 日本綜合建設株式会社

長野県長野市若里2-15-57

http://www.nihonsougou.co.jp/

05建設業

509 池田建設株式会社

長野県佐久市横和274-1

http://www.ikedak.co.jp

05建設業

510 株式会社 八光建設

長野県東御市八重原2764番地4

作成中

05建設業

511 力石化工株式会社

長野県埴科郡坂城町坂城9338-1

http://chikaraishi-kako.co.jp/

07製造業（非食品）

512 株式会社ミカサ

長野県松本市高宮北４－２

https://www.mikasa-nagano.co.jp

07製造業（非食品）

513 Toe's company

長野県小諸市和田154-10

https://www.toes.company/

01農業

514 博友興業株式会社

長野県小諸市大字菱平1136-2

www.hakuyu-kougyou.com/

05建設業

515 塚田理研工業株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂16397ｰ5

https://www.tukada-riken.co.jp/

07製造業（非食品）

516 株式会社EPOWER

長野県塩尻市広丘野村1613

作成中

08電気・ガス・熱供給・水
道業

517 山眞建設有限会社

長野県上田市芳田2114-7

http://yamashin-c.jp/

05建設業

518 株式会社Blue Resort乗鞍

長野県松本市安曇４２９４－３

https://www.brnorikura.jp/

19複合サービス事業

519 日本キャスト工作株式会社

長野県須坂市大字日滝1637

http://www.suzaka.info/ncast/

07製造業（非食品）

520 株式会社 鬨一精機

長野県松本市和田4020-8

http://www.tokiichi.com

07製造業（非食品）

長野県北安曇郡白馬村北城4377

https://www.evergreen-hakuba.com/jp/ourmission/

16生活産業サービス業、
娯楽業

522 松代建設工業株式会社

長野県長野市青木島1-2-1

https://matuken-nagano.jp/

05建設業

523 ココチエ建築設計株式会社

長野県安曇野市三郷温4614番地1

https://cocochie.com/

05建設業

524 八方尾根開発株式会社

長野県北安曇郡白馬村北城5723

https://www.happo-one.jp/

19複合サービス事業

525 信州名鉄運輸株式会社

長野県松本市征矢野2丁目7-16

https://www.shinmei-net.co.jp

10運輸業、郵便業

526 株式会社イクシス

長野県長野市栗田857-1

https://www.ixs.co.jp/

14学術研究、専門・技術
サービス業

527 株式会社ニュースト

長野県千曲市粟佐1603番地

www.newxt.co.jp

07製造業（非食品）

528 株式会社宮坂組

長野県上伊那郡南箕輪村40-1

https://www.miyasakagumi.com/

05建設業

529 株式会社マナテック

長野県長野市大字南長池字古新田３６９‐５

http://manatec.co.jp/

05建設業

530 竹花工業株式会社

長野県小諸市南町二丁目６番１０号

info@takehanakogyo.co.jp

05建設業

521

株式会社エヴァーグリーン・アウトドアー
センター

登録
Ｎｏ

企業・団体名

住所

ＨＰ等のＵＲＬ

業種区分

531 株式会社タカチホ

長野県長野市大豆島５８８８番地

https://kk-takachiho.jp/

11卸売業・小売業

532 有限会社 中澤製作所

長野県千曲市上徳間749-1

作成中

07製造業（非食品）

533 ワイ・ケイ・マテリアル株式会社

長野県岡谷市加茂町3‐2‐1

作成中

11卸売業・小売業

534 柳澤会計グループ

長野県茅野市本町西1-40

www.yanagisawakaikei.net

20サービス業（他に分類さ
れないもの）

535 有限会社 平野屋建設

長野県千曲市大字上山田1020-1

作成中

05建設業

536 信越定期自動車株式会社

長野県長野市東和田832

http://shinetsu-teikijidousha.com/publics/index/57/

10運輸業、郵便業

537 株式会社オーセンアライアンス

長野県茅野市玉川915-1

www.authen-alliance.co.jp

07製造業（非食品）

538 窪田建設株式会社

長野県駒ケ根市東町9-22

http://www.kubocon.co.jp

05建設業

539 有限会社オノガワ精機

長野県下伊那郡阿智村智里2303

https://onogawaseiki.com

07製造業（非食品）

540 中外印刷株式会社

長野県長野市大字大豆島3893番地10

http://www.chugai-printing.co.jp/

07製造業（非食品）

541 伊坪ビジネス株式会社

長野県飯田市松尾代田746-1 アザールビル
https://www.azure.jp/
1F

11卸売業・小売業

542 株式会社 牛越製作所

長野県岡谷市田中町２－８－１１

https://www.ushikoshi.co.jp/

07製造業（非食品）

長野県安曇野市烏川３１４４

作成中

11卸売業・小売業

544 丸共建設株式会社

長野県南佐久郡川上村大深山1218

http://www.marukyokensetu.com

05建設業

545 株式会社クリエイティブヨーコ

長野市高田667-16

https://www.creativeyoko.co.jp/

11卸売業・小売業

546 株式会社K&G Enterprise

長野県長野市稲田3丁目11-19

https://www.kgep.co.jp/

08電気・ガス・熱供給・水
道業

547 株式会社 エナキス

長野県上田市富士山2412-6

https://www.enakiss.co.jp/

08電気・ガス・熱供給・水
道業

548 株式会社小池えのき

長野県中野市七瀬45-1

https://www.koikeenoki.com/

01農業

543

ＳＡＯ建築設計
エコグラウンドソリューションズ

