
◇会場内順路について

６階 ６０１～６０３会議室

※会場内通路が狭いため、下記順路にて見学していただくようお
願いいたします。
順路①エレベーターで６階会場へ
順路②南側階段で４階会場へ
順路③南側階段で３階会場へ
順路④３０２会議室→３０１会議室の順で見学してください。

順路⑤３０１会議室出口にてアンケートをご記入下さい。お帰りは北
側階段をご利用ください。

◇会場案内図



６階 ６０１～６０３会議室 出展企業・団体一覧

1 その他（物流）
柴又運輸は、グローバルな物流サービスをお客様に提供致し
ます。

柴又運輸株式会社 塩尻市

2 その他（学習塾）
ICT機器を活用した最先端の学習塾です。今年2月にオープン
して、勉強だけじゃない学びを提供しています。

信州メイツ 安曇野市

3 その他（自動車整備業） 働くクルマの整備を通じてプロのメカニックを目指そう！ 名鉄自動車整備株式会社 松本市

4 IT・情報通信
私たちは洗練されたシンプルなシステムを作り、暮らしをより豊
かにしていきます。

アースシステム株式会社 松本市

5 IT・情報通信
ITを活用したまちづくりに積極的に挑戦し、地域社会の発展に
貢献します。

株式会社コミクリ　塩尻オフィス 塩尻市

6 IT・情報通信 製造現場向けタブレット・ICタグ活用によるIT化事例紹介 ネクストリンクス株式会社 松本市

7 小売
長野県内にイエローハットを12店舗運営する「東証ジャスダッ
ク上場企業」です。勤務地希望制度あります。

株式会社ホットマン 松本市・安曇野市

8 小売
「チームの力で価値を高める」前向き、積極的なスタッフのチー
ム力が会社の強みです。

株式会社松本マツダオート 松本市

9 建設・不動産
私達は道路舗装業界最大手である株式会社NIPPOのグルー
プ会社です。

株式会社スカイロード 松本市

10 卸売 自然のぬくもりをくらしの中に 酒井産業株式会社 塩尻市

11 小売
地域の皆様の健康や暮らしに不可欠な医療や産業を支えま
す。販売からメンテナンスまでを一貫して行います。

丸文通商株式会社 松本市

12 建設・不動産
地下水と共に７０年。地下水環境を守り、井戸掘削を通じて地
域に貢献し続けます。

株式会社サクセン 松本市

13 卸売
「明るく豊かな生活空間の創造」を経営理念に地域の皆様に
必要不可欠な環境を提案しております。

上條鋼材株式会社 松本市

14 卸売
フットワーク、ネットワーク、チームワークの3ワークでサポー
ト、お客様のニーズにお応えします。

株式会社サン工機 安曇野市

15 ものづくり・製造
～ワンストップソリューション～　開発・設計からサポートまで
様々な分野で活躍できます

株式会社ちくま精機 安曇野市

16 ものづくり・製造
業界トップシェアの電設工具と幅広い展開の家電事業を持つモ
ノづくり企業

マクセルイズミ株式会社 松本市

17 ものづくり・製造
機械加工、製カン板金、焼付塗装、産業機械の組立完成ま
で、社内で一貫完結できる会社です。

土屋製工株式会社 安曇野市

18 ものづくり・製造
「なぜ車は走るのか？」それはヒラバヤシの部品があるからな
のです！

株式会社ヒラバヤシ 安曇野市

19 ものづくり・製造
電気や信号をつなぐコネクターメーカー。地域貢献に力を入
れ、人と人もつなぎます。

安曇野本多通信工業株式会社 安曇野市

20 ものづくり・製造
創業135年を超える日本最古の水道バルブメーカーです。設
計・開発・鋳造・加工・組立・出荷の一貫生産を行っています。

株式会社日邦バルブ 松本市

21 ものづくり・製造
ピアノの河合楽器グループの、世界トップクラスの金属異形圧
延メーカーです。

カワイ精密金属株式会社　松本工場 松本市

22 ものづくり・製造
すべてのお客様に安心して使っていただく製品を生み出しお
客様に喜んでいただくことが私たちの誇りです。

テスコム電機株式会社 松本市

23 ものづくり・製造
工業用容器のリユース再生を行うことで資源循環型の社会づ
くりに貢献している会社です。

久保田容器工業株式会社 松本市

24 ものづくり・製造 サブミクロン領域に挑戦 小林興業株式会社 安曇野市

25 ものづくり・製造
1949年設立・全国30の販売拠点をもつ老舗メーターメーカー
です。

東洋計器株式会社 松本市

26 ものづくり・製造
バスエアコン等国内トップシェア　空調技術で人々の生活を快
適に

株式会社デンソーエアクール 安曇野市

27 ものづくり・製造 世界中に快適なカーライフを。 株式会社デンソーエアシステムズ 安曇野市

28 ものづくり・製造 ものづくりを通じた「こだわり」とひとづくり 株式会社サンコー 塩尻市

29 ものづくり・製造
夢、感動、チャレンジ　KYOWAは、段ボールの未来を創造しま
す

協和ダンボール株式会社 安曇野市

30 ものづくり・製造 地図と歴史に残る仕事 長野県鐡構事業協同組合中信支部

31 ものづくり・製造 スピードと情熱 三全精工株式会社 塩尻市

39 ものづくり・製造
1受託開発にて貴社の開発プロジェクトを強力サポート　2研究
開発型企業として情報化社会に貢献

株式会社マイクロネット 塩尻市

57 産学官コーナー

58 産学官コーナー

59 産学官コーナー

業種 所在地

信州メディカル産業振興会（信州大学）

ポリテクセンター松本

長野県松本技術専門校

キャッチコピーNo. 事業所名



３階 ３０１、３０２会議室

４階 ４０１会議室

【おことわり】

・当日、会場の様子を写真、動画撮影し、今後本事業の広報活動に利用しますので、
ご了承ください。広告媒体での利用を希望されない方は、スタッフまでお申し出くださ
い。

【館内ご案内】

・商工会館内１階のレストラン「チェンバーテラス第一」は営業しておりますので、昼食
や休憩にご利用ください。営業時間１０時～１７時

・飲料の自動販売機は１階、６階にございます。

【災害対応】

・地震等の災害時には、スタッフの指示に従い避難してください。



４階 ４０１会議室 出展企業・団体一覧

３階 ３０２会議室 出展企業・団体一覧

３階 ３０１会議室 出展企業・団体一覧

33 ものづくり・製造 松本市発！誰もが知る、EMSメーカーを目指す！ シナノカメラ工業株式会社 松本市

34 ものづくり・製造 加工屋？設計屋？組立屋？いやいや全部屋っっ！！ 株式会社シーケイテック 安曇野市

35 ものづくり・製造 存在価値ある少数精鋭の技術者集団 信州吉野電機株式会社 塩尻市

36 ものづくり・製造
「未知なるものに対する好奇心【創意】」「物を産みだす喜び
【熱意】」「人に対する優しさ【誠意】」を大切にします

株式会社エーアイテック 松本市

37 ものづくり・製造
最新設備を積極導入し、最新加工技術で価値を創出する精密
板金加工の会社です。（地域未来牽引企業）

株式会社タカノ 松本市

38 ものづくり・製造
高級一眼レフ用交換レンズ、高級リールに組み込まれる部品
の製造メーカーです。

株式会社東陽 塩尻市

業種 キャッチコピー 事業所名 所在地No.

40 ものづくり・製造 創業以来、研削加工による超微細精密加工に専念 株式会社ハタ研削 安曇野市

41 ものづくり・製造 それ、ロボットでやろう！ 株式会社サイクス 塩尻市

42 ものづくり・製造
チャレンジ精神旺盛で「誠心誠意」ベストを尽くす人。そんな情
熱を持った人を求めています。

ニチコン大野株式会社第三工場 安曇野市

43 ものづくり・製造 お客様第一。それが私たちの永久不変の基本方針です。 TIPcomposite株式会社 松本市

44 ものづくり・製造
私達は今年創業60周年を迎え、日本を代表する楽器・木材加
工・加飾会社を目指します。

フジゲン株式会社 松本市

60 IT・情報通信 ～地域と企業・ヒトをむすぶ～ 松本商工会議所　情報事業部 松本市

No. 業種 キャッチコピー 事業所名 所在地

45 ものづくり・製造 揺るがない、モノづくりへの想い 赤羽工機有限会社 塩尻市

46 ものづくり・製造
ものづくりは未来づくり！世界に向けた商品開発をサポートす
る技術集団です

ニッキトライシステム株式会社 松本市

47 ものづくり・製造
「農業×機械」デリカは有機農業を支援し、食の安全安心を未
来へ繋げます

株式会社デリカ 松本市

48 食品製造
ごはんがススムキムチ、塩が決めて！白菜といった漬物を製
造している会社です。

株式会社ピックルスコーポレーション長野 塩尻市

49 ものづくり・製造
職人と技術者の融合による、小さな企業の挑戦！目指せ世界
に誇る日本のものづくり。

株式会社南安精工 安曇野市

50 ものづくり・製造 エンジニアリング部門を有する電子と電機の総合商社 信州電機産業株式会社 松本市

51 食品製造
「食から生まれる笑顔のために」私たちは安全安心でおいしい
商品を作り続けます！

株式会社デイリーはやしや 松本市

52 食品製造 おいしさで感動！品質で感動！技術で感動！ 株式会社ナガノトマト 松本市

53 食品製造 大地の芽吹を笑顔の食卓へ 日穀製粉㈱松本工場 松本市

54 食品製造 おいしさにひたすらひたむき ゴールドパック株式会社 松本市

55 食品製造 美しい環境で、美しいワインをつくる サンサンワイナリー（社会福祉法人サン・ビジョン） 塩尻市

56 食品製造
日産36ｔ（約18万食相当）、「美味しい＆簡単」のレトルト食品
を作っています！

セントラルパック株式会社 松本市

業種 キャッチコピー 事業所名 所在地No.


