
202202ﾘｽﾄ
会員 番号 企業名 フリガナ 地域

1 株式会社アイキューブ アイキューブ 茅野市

2 株式会社アイ・コーポレーション アイコーポレーション 岡谷市

3 株式会社Ａｉｚａｋｉ アイザキ 須坂市

4 株式会社アイン アイン 茅野市

5 株式会社赤羽電具製作所 アカハネデングセイサクショ 伊那市

6 株式会社アクリルエイト アクリルエイト 東御市

7 株式会社MOLE'S ACT（旧 ㈱旭） アサヒ 諏訪市

8 株式会社アスト・コンサルティング アスト・コンサルティング 諏訪市

9 アスリートFA株式会社 アスリートエフエイ 諏訪市

10 アタゴシステム株式会社 アタゴシステム 岡谷市

11 株式会社アックス・キャリア アックスキャリア 諏訪市

12 株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ アビリティインタービジネスソリューションズ松本市

13 アルティメイトプロジェクト株式会社 アルティメイトプロジェクト 諏訪市

14 有限会社アルファ技研 アルファギケン 諏訪市

15 イー・ジーシステム株式会社 イージーシステム 諏訪市

16 飯山精器株式会社 イイヤマセイキ 中野市

17 株式会社イクシス イクシス 箕輪町

18 株式会社イズミ イズミ 諏訪市

19 株式会社イズミテクノ イズミテクノ 岡谷市

20 株式会社イツミ イツミ 原村

21 イデアシステム株式会社 イデアシステム 岡谷市

22 有限会社伊藤製作所 イトウセイサクショ 松本市

23 有限会社稲田製作所 イナダセイサクショ 長野市

24 株式会社イングスシナノ イングスシナノ 下諏訪町

25 インダストリーネットワーク株式会社 インダストリーネットワーク 岡谷市

26 株式会社牛越製作所 ウシコシセイサクショ 岡谷市

27 有限会社エイテック エイテック 諏訪市

28 株式会社AOI開発センター エーオーアイカイハツセンター 岡谷市

29 株式会社エースマシナリ エースマシナリ 上田市

30 株式会社エグロ エグロ 岡谷市

31 株式会社エスイー工業 エスイーコウギョウ 岡谷市

32 株式会社エスエヌディ エスエヌディ 諏訪市

33 株式会社エスク エスクグループ　エスク 下諏訪町

34 ＮＣＣ株式会社 エヌシーシー 伊那市

35 NTPトヨタ信州株式会社 エヌティーピートヨタシンシュウ 松本市

36 株式会社エフ・アンド・オー・システムズ エフアンドオーシステムズ 安曇野市

37 有限会社MEC エムイーシー 岡谷市
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38 株式会社エムエートレーディング エムエートレーディング 安曇野市

39 株式会社エムケーセラ エムケーセラ 豊丘村

40 株式会社エルコム エルコム 伊那市

41 大井運送株式会社 オオイウンソウ 岡谷市

42 株式会社オーク製作所諏訪工場 オークセイサクショスワコウジョウ 茅野市

43 オーブス株式会社 オーブス 白馬村

44 株式会社オガ オガ 茅野市

45 岡谷酸素株式会社 オカヤサンソ 岡谷市

46 岡谷精密工業株式会社 オカヤセイミツコウギョウ 岡谷市

47 岡谷熱処理工業株式会社 オカヤネツショリコウギョウ 岡谷市

48 沖田工業株式会社 オキタコウギョウ 諏訪市

49 株式会社荻原製作所 オギハラセイサクジョ 伊那市

50 小坂　和夫 オサカカズオ 岡谷市

51 株式会社オックスラボ オックスラボ 岡谷市

52 株式会社小野製作所 オノセイサクショ 岡谷市

53 株式会社オルゴール オルゴール 下諏訪町

54 株式会社河西精機製作所 カサイセイキセイサクショ 諏訪市

55 有限会社カサイツール カサイツール 茅野市

56 春日井アルマイト工業有限会社 カスガイアルマイトコウギョウ 岡谷市

57 有限会社金井精密 カナイセイミツ 諏訪市

58 有限会社金松工業 カネマツコウギョウ 諏訪市

59 株式会社北澤プレス工業 キタザワプレスコウギョウ 高森町

60 株式会社キッツマイクロフィルター キッツマイクロフィルター 茅野市

61 株式会社キッツメタルワークス キッツメタルワークス 茅野市

62 有限会社キットウ キットウ 諏訪市

63 株式会社木村鋳造所 キムラチュウゾウショ 静岡県

64 キャディット・プロジェクト株式会社 キャディット・プロジェクト 岡谷市

65 株式会社キャドソン キャドソン 茅野市

66 株式会社キャムソン キャムソン 諏訪市

67 株式会社共進 キョウシン 諏訪市

68 共進エネーブ株式会社 キョウシンエネーブ 茅野市

69 株式会社共進精工 キョウシンセイコウ 下諏訪町

70 株式会社協和精工 キョウワセイコウ 高森町

71 株式会社キンポーメルテック キンポーメルテック 飯田市

72 草間　三郎 クサマサブロウ 岡谷市

73 久保田工業株式会社 クボタコウギョウ 箕輪町

74 Crest Precision株式会社 クレストプレシジョン 岡谷市
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75 有限会社クローバーデザイン クローバーデザイン 下諏訪町

76 株式会社グローリー グローリー 南箕輪村

77 株式会社ケントク ケントク 箕輪町

78 有限会社コイケ技研 コイケギケン 茅野市

79 有限会社小泉精機製作所 コイズミセイキセイサクジョ 諏訪市

80 株式会社コーエキ コーエキ 岡谷市

81 株式会社コーケン コーケン 岡谷市

82 株式会社コーヨーテクノス コーヨーテクノス 茅野市

83 ゴコー電工株式会社 ゴコーデンコウ 富士見町

84 コジマ工業有限会社 コジマコウギョウ 岡谷市

85 株式会社国興 コッコウ 諏訪市

86 有限会社小林溶工 コバヤシヨウコウ 上田市

87 湖北工業株式会社 コホクコウギョウ 下諏訪町

88 株式会社駒ヶ根電化 コマガネデンカ 駒ケ根市

89 株式会社小松プレシジョン コマツプレシジョン 岡谷市

90 株式会社五味製作所 ゴミセイサクショ 茅野市

91 五味　知佳士 ゴミチカシ 茅野市

92 株式会社コムズ コムズ 飯田市

93 サイウィンド株式会社 サイウィンド 岡谷市

94 株式会社サイト サイト 岡谷市

95 三枝特許事務所 サエグサトッキョジムショ 諏訪市

96 有限会社桜企画 サクラキカク 茅野市

97 佐藤　隆洋 サトウタカミ 東京都

98 株式会社サンエイ サンエイ 茅野市

99 株式会社三九 サンキュウ 諏訪市

100 三恵技研工業株式会社 サンケイギケンコウギョウ 東京都

101 サンゴバン株式会社機能樹脂事業部 サンゴバン 原村

102 NPO法人３次元設計能力検定協会 サンジゲンセッケイノウリョクケンテイキョウカイ 下諏訪町

103 三信産業株式会社 サンシンサンギョウ 諏訪市

104 株式会社三進精機 サンシンセイキ 辰野町

105 サンリツテクノ株式会社 サンリツテクノ 山梨県

106 一般財団法人塩尻市振興公社 シオジリシシンコウコウシャ 塩尻市

107 シキボウ株式会社 シキボウ 箕輪町

108 シスマック株式会社 シスマック 茅野市

109 信濃化工株式会社 シナノカコウ 諏訪市

110 株式会社シナノ計器製作所 シナノケイキセイサクショ 岡谷市

111 シナノケンシ株式会社 シナノケンシ 上田市
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112 信濃電材株式会社 シナノデンザイ 岡谷市

113 渋江精密工業株式会社 シブエセイミツコウギョウ 諏訪市

114 有限会社ジャパンマグネット ジャパンマグネット 諏訪市

115 JAVINA人材開発株式会社 ジャビナジンザイカイハツ 千葉県

116 株式会社シュタール シュタール 諏訪市

117 株式会社商工組合中央金庫諏訪支店 ショウコウクミアイチュウオウキンコスワシテン 諏訪市

118 株式会社シンアペックス シンアペックス 岡谷市

119 信越ハーネス株式会社 シンエツハーネス 岡谷市

120 新産工業株式会社 シンサンコウギョウ 諏訪市

121 株式会社信州セラミックス シンシュウセラミックス 茅野市

122 信州大学 シンシュウダイガク 松本市

123 信州吉野電機株式会社 シンシュウヨシノデンキ 塩尻市

124 株式会社シンセイ機工 シンセイキコウ 岡谷市

125 シントク株式会社 シントク 茅野市

126 新日本空調株式会社　技術開発研究所 シンニホンクウチョウ　ギジュツカイハツケンキュウショ 茅野市

127 シンメー工業株式会社 シンメーコウギョウ 原村

128 新和工機株式会社 シンワコウキ 茅野市

129 有限会社伸和工作 シンワコウサク 箕輪町

130 伸和コントロールズ株式会社長野事業所 シンワコントロールズ 伊那市

131 株式会社スギムラ精工 スギムラセイコウ 岡谷市

132 株式会社スター精機 スターセイキ 富士見町

133 株式会社３V スリーブイ 茅野市

134 株式会社諏訪機械製作所 スワキカイセイサクショ 岡谷市

135 株式会社スワコアッセンブリー スワコアッセンブリー 岡谷市

136 株式会社スワコー スワコー 岡谷市

137 有限会社スワコ精密工業 スワコセイミツコウギョウ 諏訪市

138 諏訪信用金庫 スワシンヨウキンコ 岡谷市

139 公立諏訪東京理科大学 スワトウキョウリカダイガク 茅野市

140 諏訪ビルサッシ工業株式会社 スワビルサッシコウギョウ 富士見町

141 株式会社スワラクノス スワラクノス 茅野市

142 株式会社世界最速試作センター セカイサイソクシサクセンター 岡谷市

143 株式会社セリオテック セリオテック 諏訪市

144 株式会社創和 ソウワ 下諏訪町

145 株式会社ソーデナガノ ソーデナガノ 岡谷市

146 第一商工株式会社 ダイイチショウコウ 岡谷市

147 株式会社大東製作所 ダイトウセイサクショ 諏訪市

148 株式会社ダイヤ精機製作所 ダイヤセイキセイサクジョ 岡谷市
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149 太陽工業株式会社 タイヨウコウギョウ 諏訪市

150 太陽精工株式会社 タイヨウセイコウ 茅野市

151 株式会社高島計器 タカシマケイキ 諏訪市

152 高島産業株式会社 タカシマサンギョウ 茅野市

153 高砂　礼次 タカスナ　レイジ 塩尻市

154 有限会社高橋製作所 タカハシセイサクジョ 諏訪市

155 株式会社タキワ工業 タキワコウギョウ 諏訪市

156 株式会社タクト タクト 茅野市

157 有限会社辰野目立加工所 タツノメタテカコウジョ 辰野町

158 有限会社茅野工業 チノコウギョウ 茅野市

159 株式会社チノン チノン 諏訪市

160 中央印刷株式会社 チュウオウインサツ 岡谷市

161 株式会社千代田ポンプ機械 チヨダポンプキカイ 下諏訪町

162 塚田理研工業株式会社 ツカダリケンコウギョウ 駒ケ根市

163 株式会社ツバサ ツバサ 高森町

164 株式会社ティー・ピー・エス ティーピーエス 茅野市

165 株式会社テク・ミサワ テクミサワ 伊那市

166 株式会社テクロック テクロック 岡谷市

167 株式会社デジタル・スパイス デジタルスパイス 茅野市

168 株式会社鉄研 テッケン 諏訪市

169 テムコ株式会社 テムコ 茅野市

170 東京特殊電線株式会社 トウキョウトクシュデンセン 上田市

171 株式会社東信鋼鉄 トウシンコウテツ 箕輪町

172 東特巻線株式会社 トウトクマキセン 上田市

173 東洋技研株式会社 トウヨウギケン 岡谷市

174 東洋精機工業株式会社 トウヨウセイキコウギョウ 茅野市

175 株式会社豊島屋 トシマヤ 岡谷市

176 豊田化工株式会社 トヨダカコウ 諏訪市

177
トヨタホーム名古屋株式会社
トヨタホーム信州カンパニー

トヨタホームナゴヤ
トヨタホームシンシュウカンパ
ニー

松本市

178 有限会社中澤鋳造所 ナカザワチュウゾウショ 須坂市

179 株式会社ナカジマ ナカジマ 茅野市

180 株式会社ながのアド・ビューロ ナガノアド・ビューロ 諏訪市

181 長野県信用組合諏訪支店 ナガノケンシンヨウクミアイスワシテン諏訪市

182 長野精工株式会社 ナガノセイコウ 茅野市

183 有限会社ナカフジ精鋼 ナカフジセイコウ 岡谷市

184 株式会社ナカムラ機械彫刻研究所 ナカムラキカイチョウコクケンキュウショ 岡谷市
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185 中村工機株式会社 ナカムラコウキ 諏訪市

186 中村製作所株式会社 ナカムラセイサクショ 箕輪町

187 株式会社ナショナルツール ナショナルツール 茅野市

188 NAZCA INDUSTRIAL TECHNOLOGY㈱ ナスカインダストリアルテクノロジー 諏訪市

189 株式会社ナノ・グレインズ ナノグレインズ 諏訪市

190 ナンシン機工株式会社 ナンシンキコウ 茅野市

191 有限会社南信熱錬工業 ナンシンネツレンコウギョウ 箕輪町

192 有限会社ニシキ精機 ニシキセイキ 岡谷市

193 有限会社西澤研磨 ニシザワケンマ 茅野市

194 株式会社ニシムラ ニシムラ 富士見町

195 日動精工株式会社 ニチドウセイコウ 岡谷市

196 株式会社ニチワ工業 ニチワコウギョウ 茅野市

197 日刊工業新聞社 ニッカンコウギョウシンブンシャ 諏訪市

198 有限会社日本光器製作所 ニホンコウキセイサクショ 青木村

199 日本精機工業株式会社 ニホンセイキコウギョウ 諏訪市

200 株式会社日本ピスコ ニホンピスコ 岡谷市

201 有限会社ヌーベル梅林堂 ヌーベルバイリンドウ 茅野市

202 野村ユニソン株式会社 ノムラユニソン 茅野市

203 株式会社ハイデックス ハイデックス 伊那市

204 有限会社八栄精機 ハチエイセイキ 岡谷市

205 株式会社八十二銀行諏訪支店 ハチジュウニギンコウ 諏訪市

206 有限会社ハッケン ハッケン 茅野市

207 株式会社ハナオカエンヂニアリング ハナオカエンジニアリング 諏訪市

208 浜　幸平 ハマコウヘイ 岡谷市

209 浜製作所 ハマセイサクショ 茅野市

210 原製作有限会社 ハラセイサク 岡谷市

211 有限会社原製作所 ハラセイサクショ 上田市

212 株式会社ピーエムオフィスエー ピーエムオフィスエー 諏訪市

213 株式会社平出精密 ヒライデセイミツ 岡谷市

214 有限会社平林精機 ヒラバヤシセイキ 諏訪市

215 有限会社フィット フィット 下諏訪町

216 株式会社フォワード フォワード 諏訪市

217 有限会社深井製作所 フカイセイサクショ 茅野市

218 有限会社富士精機 フジセイキ 諏訪市

219 株式会社富士精機製作所 フジセイキセイサクショ 富士見町

220 有限会社フジ精密工業 フジセイミツコウギョウ 辰野町

221 株式会社プラスアース プラスアース 茅野市
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222 プラテック工業株式会社 プラテックコウギョウ 諏訪市

223 プラトー株式会社 プラトー 諏訪市

224 プレマテック株式会社 プレマテック 茅野市

225 株式会社ベアック ベアック 富士見町

226 ヘルツ株式会社 ヘルツ 神奈川県

227 有限会社ホウエイ ホウエイ 岡谷市

228 有限会社誉工業所 ホマレコウギョウショ 上田市

229 株式会社マイダス マイダス 下諏訪町

230 株式会社マコメ研究所 マコメケンキュウジョ 箕輪町

231 株式会社松一 マツイチ 諏訪市

232 株式会社松本精密 マツモトセイミツ 諏訪市

233 丸一ゴム工業株式会社諏訪工場 マルイチゴムコウギョウ 諏訪市

234 株式会社丸共ユニオン マルキョウユニオン 岡谷市

235 有限会社円研工業 マルケンコウギョウ 下諏訪町

236 マルゴ工業株式会社 マルゴコウギョウ 岡谷市

237 株式会社マルジョウアルマイト マルジョウアルマイト 諏訪市

238 株式会社丸眞製作所 マルシンセイサクショ 岡谷市

239 有限会社丸高製作所 マルタカセイサクジョ 岡谷市

240 マルヤス機械株式会社 マルヤスキカイ 岡谷市

241 株式会社丸安精機製作所 マルヤスセイキ 諏訪市

242 マルヤス電業株式会社 マルヤスデンギョウ 箕輪町

243 ミクナスファインエンジニアリング株式会社 ミクナスファインエンジニアリング 岡谷市

244 株式会社ミクロ発條 ミクロハツジョウ 諏訪市

245 株式会社ミクロン精工 ミクロンセイコウ 茅野市

246 有限会社ミサヤマ ミサヤマ 富士見町

247 株式会社ミスズ工業 ミスズコウギョウ 諏訪市

248 株式会社ミゾグチ ミゾグチ 岡谷市

249 株式会社三井精工 ミツイセイコウ 富士見町

250 三星ダイヤモンド工業株式会社 ミツボシダイヤモンドコウギョウ 飯田市

251 水戸工業株式会社 ミトコウギョウ 諏訪市

252 株式会社ミヤサカ工業 ミヤサカコウギョウ 茅野市

253 宮坂ゴム株式会社 ミヤサカゴム 茅野市

254 宮崎　吉信 ミヤザキ　ヨシノブ 諏訪市

255 株式会社みやま ミヤマ 茅野市

256 有限会社ミューテクノ ミューテクノ 茅野市

257 武蔵野通工株式会社 ムサシノツウコウ 富士見町

258 株式会社メイクワン メイクワン 東御市
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259 株式会社メック メック 富士見町

260 株式会社メディック メディック 富士見町

261 めぶき国際特許業務法人 メブキコクサイトッキョギョウムホウジン 山梨県

262 株式会社ＭＯＬＥ'Ｓ　ＡＣＴ モールズアクト 諏訪市

263 ものづくり支援センターしもすわ モノヅクリセンターシモスワ 下諏訪町

264 有限会社ヤクシン総業 ヤクシンソウギョウ 茅野市

265 八ヶ根工業株式会社 ヤツガネコウギョウ 茅野市

266 有限会社八剣技研 ヤツルギギケン 茅野市

267 株式会社ヤマザキアクティブ ヤマザキアクティブ 坂城町

268 山﨑研磨 ヤマザキケンマ 岡谷市

269 山髙味噌株式会社 ヤマタカミソ 茅野市

270 株式会社山田製作所 ヤマダセイサクショ 諏訪市

271 株式会社ヤマト ヤマト 諏訪市

272 株式会社大和製作所 ヤマトセイサクショ 岡谷市

273 大和電機工業株式会社 ヤマトデンキ 下諏訪町

274 山二発條株式会社 ヤマニハツジョウ 岡谷市

275 有限会社横河計器製作所 ヨコカワケイキセイサクショ 岡谷市

276 株式会社横山製作所 ヨコヤマセイサクショ 岡谷市

277 有限会社米山金型製作所 ヨネヤマカナガタセイサクジョ 松川町

278 株式会社ライト光機製作所 ライトコウキセイサクジョ 諏訪市

279 株式会社ＬＡＤＶＩＫ ラドヴィック 諏訪市

280 株式会社ワイエス ワイエス 茅野市
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