平成30年5月1日「企業説明会in松本」参加予定企業
事業所名

所在地

1 赤田工業㈱

事業内容
省力機械製造業（精密板金加工・精密機械加工・組立作業）、真空チャン
北安曇郡池田町大字会染6108-75 バー・半導体前工程検査装置・液晶製造装置・電子顕微鏡部品製作

2 安曇野赤十字病院

安曇野市豊科5685

3 社会福祉法人 安曇野福祉協会

安曇野市豊科5126-1

4 ㈱アルテックス

松本市島立825-1 アウルビル2F 計・構築、周辺機器・アプリケーションソフトの販売

社会福祉事業
ソフトウェア開発（企画・設計・構築・運用・保守）、ネットワークサーバーの設

5 ㈱ヴィーヴォ

松本市小屋北1-19-12

6 エイコー測器㈱

松本市大字笹賀5652-41

7 ㈱越前屋

長野市アークス15-17

8 ㈱ＭＧＭ.associe【京華涼】

京都府京都市下京区五条通堀川
西入柿本町579 五条堀川ビル6F

9 ㈱王滝

松本市笹賀7600-51

10 岡谷酸素㈱

岡谷市幸町6-6

11 ㈱カタセ

松本市出川3-10-3

12 カタバミ・マネジメント・サービス㈱

松本市双葉8-10

13 カワイ精密金属㈱

松本市笹賀5652-111

14 キッセイ商事㈱

松本市平田東2-1-1

15 久保田容器工業㈱

松本市笹賀下二子5960

16 ㈱グラフィック

松本市井川城3-3-8-5

17 ㈱グルメデリカ 松本工場

松本市村井町南2-9-2

18 ㈱クレディセゾン

東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60 52階

ブライダル・スタジオ（打掛・ドレスの前撮り・成人振袖・七五三などのスタジ
オ写真全般の撮影と美容）、卒業アルバム・ビデオなどの撮影・制作兼営
業、ヘア・メイク・着付などの美容全般、衣裳レンタル
産業機器の計測器・制御装置・テンション制御装置・省力化自動機器の製造
及び販売、ロボットシステム事業の開発・設計・製造
壁紙・カーテン・床材などインテリア商品の専門商社
呉服・和装品の小売、きものリメイク・リフォーム
飲食店の企画運営、ケータリング事業 等

19 医療法人社団 敬仁会【桔梗ヶ原病院】 塩尻市宗賀1295

20 社会福祉法人 敬老園

総合病院（総務・人事・企画・会計・医事（診療報酬の算定）などの管理・マ
ネージメント）

上田市常磐城2256-1

21 社会福祉法人恵和会 こまくさ野村 塩尻市広丘野村2146

高圧ガスの製造・販売、ガス関連機器の販売・配管工事、省エネ商材の販
売
婦人既製服の企画・製造・卸、婦人服・婦人服地小売
財務・一般事務の業務受託並びに経営指導、各種情報処理及び提供、情
報機器・ソフトウェアの販売、人材の職業能力開発の為の講習会・研修会の
企画運営
精密異形圧延技術による各種金属の加工および販売

麺類の製造販売、商社活動、保険代理店業
工業用容器（一斗缶・ドラム缶）の製造及びリユース再生、各種スチール缶
や板金プレス製品の製造、発泡スチロール容器の企画・販売
総合建設コンサルタント（測量・地質調査・その他調査・設計・施工管理）
ローソンの米飯専用工場として米飯・惣菜の製造、パッケージサラダの製造
クレジットサービス、リース、ファイナンス
桔梗ヶ原病院（許可病床数169床・外来・健診センター等）、介護老人保健施
設（まほろばの郷・萌生の里）・グループホームまほろば、訪問介護事業所
等の設置・運営
介護事業・医療事業・教育事業・保育事業・飲食食育事業・住まい替え支
援・生きがい対策支援
介護サービス各種（ショートステイ・デイサービス・グループホーム・訪問介
護）、クリニック、塩尻市北部地域包括支援センター
特別養護老人ホームライフ、特別養護老人ホームライフ松川、介護老人保

22 社会福祉法人 幸充

北安曇郡池田町大字会染1498-1 健施設ライフ２

23 甲信商事㈱

松本市双葉7-3

工作機械等の販売、塗装設備・洗浄設備等の販売、上下水道施設への機
械器具等の設置工事

24 ㈱コスモ 松本事業所

松本市中央3-3-16
松本蔵の街ビル2F

ソフトウェア開発（ミドルウェア・Ｗｅｂアプリケーション）、マイコン組込用
ファームウェア開発、サーバー運用・技術サポート

25 コンピュートロン㈱ 松本支店

松本市中央1-4-20

26 ㈱コンフォール

松本市沢村3-4-47

27 ㈱相模組

大町市大町3052

システムインテグレーション、各種ソフトウェア開発
ビルメンテナンス、お客様が建物を快適に利用できる環境を作っています
総合建設業、住宅建築業、不動産業、コインランドリー経営
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事業所名

所在地

28 ㈱サクセン

松本市双葉6-1

29 ㈱サニクリーン甲信越

長野市大字川合新田2060

30 三夢㈱

長野市若穂綿内1136-16

事業内容
建設業（さく井工事他）、建設コンサルタント業、地質調査業
ダストコントロール事業（マット・モップのレンタル）、ユニフォームレンタル事
業、クリーンサービス事業（清掃・ビルメンテナンス）
飲食業
腰痛の負担要因となる動きを機械で行う［ノーリフティングポリシー］や事務
作業時間を削減する［ポイントケア］といった取り組みを行っています。職員
が笑顔で働くことができ、質の良いサービスを提供できるように「働く人にも
やさしい職場環境づくり」を実現しています。「利用者様が持てる力を発揮」と
いう理念に基づく高齢者の生活支援を目指します。
デジタル家電・ＯＡ・ＡＶ機器・自動車・インフラ機器等の内部機構部品及びメ
カユニットの製造、省力化機器設計・製作

31 社会福祉法人サン・ビジョン

塩尻市大門八番町9-10

32 ㈱サンコー

塩尻市広丘野村959

33 塩尻市農業協同組合

塩尻市大門六番町3-56

34 信濃電材㈱

岡谷市若宮2-2-38

住宅照明・工事照明・電気工事材料等の卸販売、制御部品・モーター・材料
部品の販売、設備機器・建材商品・各メーカーの照明器具の販売

35 昭和産業㈱

松本市平田東1-20-19

生コン製造販売及びコンクリート２次製品・土木建築資材の販売、日用雑貨
のショッピングセンター及びゴルフの練習場を経営、セメントの運送業

36 信越電装㈱

大町市平2656-210

自動車電装部品（スターター・オルタネーター・A/Cコンプレッサー）のリビル
ト（再生）製造販売、※海外輸出・国内販売、※ISO9000・ISO14001認証取得

37 ㈱シンケン

松本市庄内3-4-39

38 ㈱信州シキシマ

松本市大字笹賀5670-2

39 信州名鉄運輸㈱

松本市和田4861

40 セキスイハイム信越㈱

松本市両島6-11

41 セントラルパック㈱

松本市笹賀5652-52

42 ㈱創和

諏訪郡下諏訪町西赤砂4354-6

総合事業（JA）、金融・共済・自動車農機燃料、営農指導、販売等

建築資材の総合販売、各種専門工事の施工
パン・カシ製造業
一般貨物自動車運送事業、ロジスティクス事業ほか
「セキスイハイム」ブランドの住宅販売・施工、建築後のアフターサービス・リ
フォーム
レトルト食品を中心とした調理済加工食品の製造
各種工業用精密部品の製造・販売

43 社会福祉法人 大北社会福祉事業協会 大町市大町1058-33
44 ㈱ダイワ

松本市笹賀7824

45 タカヤマケミカル㈱

松本市笹賀5652-106

46 立山プリンスホテル【㈲湖畔観光事業】 大町市平2884-10

救護施設れんげ荘、特別養護老人ホーム高瀬荘、特別養護老人ホーム白
嶺、デイサービスセンター白嶺、居宅介護支援事業所白嶺
プラスチック樹脂材料の卸販売、プラスチック樹脂の切削加工製造
大学・研究機関で使用する試薬及び製造等で使用する工業用薬品等の卸
売、理化学器材・クリーンルーム関連商品・製造備品等の卸売、クリーン
ウェア洗浄・搬送ケース等の特殊洗浄
旅館業（宿泊・宴会・パーティー・会議・イベント・ブライダル等）

47 ㈱ちくま精機

安曇野市明科七貴6043

FPD点灯検査装置の開発、FA省力化装置の開発、PC組立・アフターサービ
ス

48 ㈱チャレンジＨＤ

諏訪郡下諏訪町3156

中学受験・高校受験・大学受験の指導、野外体験・勉強合宿・留学体験の運
営、新規事業の企画・開発・推進

49 ㈱中央工研

松本市大字島立1080-6

橋梁等土木構造物の計画・設計、橋梁等既設土木構造物の調査・診断・補
修補強設計、道路・河川・砂防・都市土木事業等の測量設計

50 ㈱つばくろ電機

北安曇郡松川村5794-296

51 ㈱ツルヤ

小諸市御幸町2-1-20

52 ㈱デリカ

松本市大字和田5511-11

53 ㈱テレビ松本ケーブルビジョン

松本市里山辺3044-1

54 ㈱デンセン

長野市南長池713-1

自動組立装置の設計製作、各種自動制御盤の設計・製作
食品スーパーマーケット
農業用作業機械（堆肥散布機他）の開発・製造、トラクター連結装置（3点リ
ンク）・部品等の製造、大型フレーム等の製造
ケーブルテレビ事業、インターネット事業、ケーブルプラス電話事業
電設資材（照明器具・電線・空調機器・配線器具・受配電設備他）、FA機器・
デバイス部品・制御機器、太陽光発電システム・蓄電システム・エネルギー
ソリューション関連商材の販売
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事業所名

所在地

55 ㈱デンソーエアクール

事業内容
バス・農業機械・建設機械等車輌用、業務用・住設用空調機器及びトラック
安曇野市穂高北穂高2027-9 用冷凍機の開発・設計・製造

56 ㈱東陽

塩尻市広丘郷原1000-5

57 ㈱東横イン 松本駅前本町

松本市中央2-1-23

58 トピーファスナー工業㈱

松本市大字笹賀5652-36

59 トヨタカローラ南信㈱・ネッツトヨタ信州㈱ 松本市鎌田1-9-13

光学部品製造、医療機器部品製造、切削工具製造
ビジネスホテル
輸送用機械器具製造業、工業用ファスナー（自動車・弱電用うす板ばね）製
品の製造・販売
トヨタ・レクサス・輸入車（VW）の新車・各種中古車販売、自動車の点検整
備・鈑金・塗装、各種保険（自動車・火災）、情報通信業（ａｕ）
トヨタ車・レクサス車及びVW車の販売、中古車の販売、車輌の点検・整備、
タイヤ・用品の販売、携帯電話など各種通信機器の販売、損害保険・生命
保険の代理店業務ほか
医療機器、医療材料・福祉用品の卸販売

60 トヨタＵグループ

長野市南石堂町1326-1

61 中日本メディカルリンク㈱

松本市丸の内8-1

62 ㈱長野銀行

松本市渚2-9-38

63 ナガノコミュニケーションズ販売㈱

長野市青木島町青木島乙603-7 携帯電話及び関連商品の販売、新規契約・機種変更やプラン変更・故障修
理等の受付業務、スマホ教室等における操作説明
昭和物産ビル2階

64 長野證券㈱

長野市北石堂町1448

65 長野ダイハツ販売㈱

松本市平田東2-3-12

66 長野日野自動車㈱

日野自動車製のトラック・バスの販売及び整備、部品・用品の販売、損害保
長野市川中島町上氷鉋553-1 険代理店業務

67 長野プロパンガス㈱

上田市富士山2412-6

68

名古屋製酪㈱【スジャータめいらくグループ】 愛知県名古屋市天白区中砂町310

69 南信貨物自動車㈱

松本市笹賀7600-7

70 南信ヤクルト販売㈱

松本市野溝木工1-3-34

71 ㈱西源

松本市小屋南2-9-25

72 ニチコン製箔㈱大町工場

大町市社8224-1

73 ニッキトライシステム㈱

松本市神林7107-37

74 日産部品長野販売㈱

長野市大字西尾張部村西292-1

75 ㈱日邦バルブ

松本市笹賀3046

76 ㈱日本ハウスホールディングス

松本市島立271-1

77 日本連合警備㈱

松本市野溝木工2-7-15

78 ㈱ノムラ

安曇野市穂高6344-10

79 ㈱パイプのけむり

北安曇郡白馬村北城4403-2

80 白馬観光開発㈱
81 橋本産業㈱ 松本営業所

普通銀行業

金融商品取引業（証券業）
自動車及び自動車部用品の販売、自動車の車検・点検・整備、損害保険募
集業務

LPガス・灯油・ガス器具類等の販売、ガス保守保安点検・メンテナンス・灯油
配送等
スジャータ・乳製品・豆乳・コーヒー・果汁飲料・調理加工食品などの製造お
よび販売
貨物自動車運送事業、航空利用運送事業、物流センター運営
ヤクルト製品（乳製品・ジュース清涼飲料・化粧品など）の卸販売
スーパーマーケット「西源、ラ・ムー」の運営
アルミ電解コンデンサ用電極箔表面加工
工業用金属製品製作加工、工業用樹脂製品製作加工、開発製品製作
自動車部品卸販売
水道用バルブ類・継手類の設計開発・製造・販売
木造注文住宅の販売、木造注文住宅の設計・施工、木造注文住宅の取引
業
警備業（機械警備・輸送警備・常駐警備）
金型設計製作、部品加工、精密機器組立
リゾートホテル（5軒）

【運輸事業】リフト・ゴンドラ施設の運行、チケット販売、機械点検整備等、
北安曇郡白馬村北城6329-1 【飲食事業】レストラン・売店での接客、販売、調理、売上管理等、【旅行事
業】旅行商品の企画・造成、国内外セールス等
石油・LPガスをはじめとした燃料資源の供給、住宅設備機器・生活関連商
塩尻市広丘吉田700-1
品の販売、再生可能エネルギー太陽光発電と電力事業に取り組んでいる。
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事業所名
82 花村産業㈱

所在地
松本市市場5-26

83 ㈱ピックルスコーポレーション長野 塩尻市広丘吉田1710

事業内容
金属製品・金属材料卸販売、金属原料加工販売、アルミニウム2次合金地
金製造販売
浅漬・キムチ・サラダの製造、セブンイレブン・スーパー等を中心に県内外に
販売しています。
地盤改良工事、土木・建築工事

84 ㈱平林工業

北安曇郡松川村4488

85 ㈱ブーランジュリー横浜

パンの製造及び販売、横浜に本店を置き、現在11店舗を展開するリテール
長野市青木島町大塚1348-1 ベーカリー。パンのある豊かな暮らしをご提案しております。

86 富士電機パワーセミコンダクタ㈱

大町市常盤6909

87 降幡自動車㈱

松本市野溝西3-5-8

自動車・産業機械・社会インフラ・家電製品に使用しているパワー半導体組
立
新車・中古車販売、車検・点検整備、鈑金塗装

88 社会福祉法人 平成会

塩尻市宗賀1298-92

89 ㈲ペーパー・シャワーズ

飯田市上郷別府1697-5

高齢者のための事業です。長く暮らして頂くための施設では、食事、入浴、
排泄などの日常生活のお世話のほか、心身の機能を維持・回復していただ
くための機能訓練などのサービスを行います。また、短期間入所して頂き、
看護、医学的管理の下で日常生活の介護、機能訓練等を行い、早期家庭
復帰のための心身の自立を支援するサービスを行います。その他、ご自宅
から通う方にも、入浴・食事・各種介護・機能訓練（介護予防）・レクリエー
ションなどのサービスを行っています。
ポスティング業の企画営業、店舗配布スタッフの運営管理及び営業事務、す
まいポート21店舗にて接客

90 ㈱ホクエツ信越 松本営業所

東筑摩郡朝日村大字西洗馬1103-3

道路や河川、災害復旧や防災工事に欠かせないコンクリート製品の開発・
製造・販売

91 ㈱ホットマン【イエローハット】

宮城県仙台市太白区西多賀4-4-17

92 ㈱ポテトデリカ

安曇野市穂高北穂高2595-1

93 ㈱マイクロネット信州事業所

塩尻市広丘野村1376-14

94

MACKコンサルタンツグループ
【㈱小林会計事務所】

イエローハットでのタイヤ・カー用品の販売、車検整備等

松本市中央1-16-14 NKビル

食品製造業、サラダ・和惣菜の製造
コンピュータ組込み機器の設計・開発、電子回路シミュレータの開発と販売、
参考書ソフト開発・製作・販売
事業経営のトータルコンサルティング、会計指導、人財教育支援
管工事業、土木工事業、水道施設工事業

95 ㈱マツハシ冷熱

長野市若里1-5-1

96 松本ガス㈱

松本市渚2-7-9

97 松本倉庫㈱

東筑摩郡山形村8228

98 松本土建㈱

松本市大字島立635-1

99 ㈱松本マツダオート

松本市平田東3-15-3

100 ㈲丸山菓子舗

安曇野市穂高4537

101 ㈱Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 松本開発部

東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿ＮＳビル17階

102 ㈱明神館

松本市入山辺8967

103 ㈱村瀬組

松本市里山辺4293-8

104 ㈱メガネのナガタ

諏訪市四賀2323

都市ガス供給販売、プロパンガス販売、ガス機器販売
倉庫業、運送業、青果流通業
総合建設業（土木・建築）、不動産業、公的施設管理・運営、太陽光発電事
業
マツダ車を中心とした新車・中古車の販売と整備、スタッドレスタイヤなど自
動車に関する部品や用品の販売や取付、自動車任意保険などの各種保険
の取扱い
菓子製造小売業
システムコンサルティング、ソフトウェア開発、ＩＴインフラ
宿泊業
土木工事・造園工事・舗装工事・ドローンによる測量業務調査
メガネ・補聴器・コンタクトレンズ・宝飾品等販売
福祉用具レンタル、介護住宅リフォーム、施設への福祉用具・医療機器販売

105 メディカルケア㈱

千曲市小島3172

106 ㈱ヤマザキ

松本市村井町南2-22-12

107 大和電機工業㈱松本事業所

松本市今井7066-3

時計・宝飾・メガネ・補聴器の小売販売、金地金・コインの売買取引
スマートフォン・タブレット型ＰＣ部品への表面処理加工、車載用部品への表
面処理加工

平成30年5月1日「企業説明会in松本」参加予定企業
事業所名

所在地
塩尻市広丘野村1688-1

事業内容
業務アプリケーションの設計・開発、組み込み系ソフトウェアの設計・開発

108 ㈱ユリーカ

広丘ショッピングタウンGAZA3
階

109 ㈱らぼ【八木塾】

松本市蟻ヶ崎2-6-2 KPビル2F 及びコンピュータシステムに関するコンサルティング業務、Webサイトの企

110 ㈱林友

松本市渚4-1-1

学習塾、教育サービス、教材の販売、オンライン授業の提供、コンピュータ

111 社会福祉法人 れんげ福祉会

大町市常盤6850-24

画・構築・デザイン・制作・運営・メンテナンスなど
木材・建材・住宅設備機器等の建築資材卸売事業、住宅・別荘・店舗・公共
施設等の設計・施工・販売事業、不動産賃貸・販売事業
特養（68床）・短期入所（20床）・デイサービス壱番館（45名）弐番館（25名）・
ケアハウス（30床）・ヘルパー、ケアサポートと複合的に介護事業を同一敷
地内で実施しています。

※５０音順
※この参加企業一覧は、4月23日現在のものです。参加キャンセル等諸事情により変更になる場合がありますので、ご承知ください。

