
３８０-８５１９ ＮＴＴ 長野支店,長野県,長野市,,新田町１１３７－５

３８０-８５０２ ＮＨＫ 長野放送局,長野県,長野市,稲葉,２１０－２

３８０-８６６０ ＮＴＴ信越情報システムセンター,長野県,長野市,中御所,３-２－５

３８０-８６３０ 鹿島・北野建設共同企業体 長野県庁本館棟耐震改修建築工事事務所,

３８０-８６３０ 長野県,長野市,大字南長野,字幅下６９２－２

３８０-８６２５ (株) 角藤,長野県,長野市,東鶴賀町,６０-

３８０-８５４０ (株) ケイシイシイ,長野県,長野市,大字西長野,２－４

３８０-８５１８ (株) トーエネック長野支店,長野県,長野市,三輪,２-１－８

３８０-８５６５ (株) 長野ダイハツモータース,長野県,長野市,大字稲葉,中千田２１４２

３８０-８５３９ (株) ながの東急百貨店,長野県,長野市,南千歳,１-１－１

３８０-８５３３ (株) 守谷商会,長野県,長野市,大字鶴賀,南千歳町８７８

３８０-８７９７ (株) ゆうちょ銀行 長野支店,長野県,長野市,大字栗田,８０１

３８０-８５８１ (株)インテージ長野,長野県,長野市,大字稲葉,上千田沖３１８-

３８０-８６０８ (株) 越前屋,長野県,長野市,アークス,１５－１７

３８０-８５７６ (株) エヌ・ティ・ティ・テレコムエンジニアリング 信越,

３８０-８５７６ 長野県,長野市,大字鶴賀,七瀬中町１６１－１

３８０-８５３６ (株) ＮＴＴドコモ長野支店,長野県,長野市,大字鶴賀,上千歳町１１１２－１

３８０-８７９７ (株) かんぽ生命 長野支店,長野県,長野市,大字栗田,８０１

３８０-８５７７ (株) 協同測量社,長野県,長野市,大字安茂里,６７１

３８０-８５８８ (株) シューマート,長野県,長野市,中御所,４-８－３

３８０-８６２２ (株) 新建新聞社,長野県,長野市,,南県町１０４１

３８０-８５０３ (株) たちばな,長野県,長野市,鶴賀,緑町２２１４

３８０-８５３８ (株) 帝国データバンク 長野支店,長野県,長野市,大字西長野,１９－２１

３８０-８５５５ (株) テレビ信州,長野県,長野市,若里,１-１－１

３８０-８５６８ (株) 長野バスターミナル,長野県,長野市,大字中御所,字岡田１７８-２

３８０-８６３３ (株) 長野放送,長野県,長野市,大字中御所,岡田町１３１－７

３８０-８５５２ (株) 夏目,長野県,長野市,アークス,１２－１２

３８０-８６８２ (株) 八十二銀行,長野県,長野市,大字中御所,字岡田１７８－８

３８０-８５２０ (株) 林,長野県,長野市,,東町１４２

３８０-８５１６ (株) 丸乙 小林商店,長野県,長野市,大字南長野,末広町１３５８

３８０-８５６１ (株） ＹＫＫＡＰ長野,長野県,長野市,アークス,６－１１

３８０-８６１０ カワイ (株),長野県,長野市,大字稲葉,９１７

３８０-８５２４ 北野建設 (株),長野県,長野市,,県町５２４-

３８０-８５２５ 公立大学法人 長野県立大学,長野県,長野市,三輪,８-４９番７号

３８０-８５４５ (財) 長野県労働会館,長野県,長野市,,県町５３２－３

３８０-８５８０ (財) 郵政福祉 信越地方本部,長野県,長野市,大字栗田,舎利田７４７－１２

３８０-８５４６ 信濃毎日新聞 (株),長野県,長野市,大字南長野,南県町６５７

３８０-８５０６ 社団法人 長野県雇用開発協会,長野県,長野市,大字南長野,南県町１０４０－１

３８０-８５８５ 社団法人 長野県地域包括医療協議会,長野県,長野市,若里,７-１－５

３８０-８５６７ 社団法人 長野県林業センター,長野県,長野市,大字中御所,岡田町３０－１６

３８０-８５０７ 昭和電機産業 (株),長野県,長野市,,荒屋１１５４

３８０-８７９６ 信越監査室,長野県,長野市,大字栗田,８０１

３８０-８７９５ 信越総合通信局,長野県,長野市,,旭町１１０８長野第一合同庁舎

３８０-８５２１ 信越放送 (株),長野県,長野市,,問御所町１２００

３８０-８７９８ 信越郵政研修センター,長野県,長野市,大字栗田,７５２－１

３８０-８５３４ 信州ジャスコ (株) 長野店,長野県,長野市,三輪,９-４３－２４

３８０-８５４４ 信州大学 教育学部,長野県,長野市,大字西長野,６のロ

３８０-８５５３ 信州大学 工学部,長野県,長野市,若里,４－１７－１

３８０-８６３９ ＪＡ長野共済連,長野県,長野市,大字南長野,北石堂町１１７７－３

３８０-８５５７ 住友生命保険 相互会社 長野支社,長野県,長野市,,岡田町１８０－２

３８０-８５０１ 善光寺大勧進,長野県,長野市,大字長野,元善町４９２

３８０-８５８３ 全国健康保険協会 長野支部,長野県,長野市,大字南長野,西後町１５９７－１

３８０-８６１４ 全国農業協同組合連合会長野県支部,長野県,

３８０-８６１４ 長野市,大字南長野,北石堂町１１７７－３

３８０-８７１０ 全労済 長野県本部,長野県,長野市,立町,９７８－２

３８０-８６４８ 第一生命保険 (株) 長野支社,長野県,長野市,大字中御所,２１９－１

３８０-８５６６ 第一法規出版 (株),長野県,長野市,大字中御所,岡田町１７６

３８０-８５０５ 大和ハウス工業 (株) 長野支店,長野県,長野市,,荒屋１１８０－１

３８０-８５７５ 中部森林管理局,長野県,長野市,大字栗田,７１５－５

３８０-８６０１ テルウェル東日本 (株) 長野支店,長野県,長野市,新田町,１１３７－５

３８０-８５０８ 東京海上日動火災保険 (株) 長野支店,長野県,長野市,,南県町１０８１

３８０-８６８８ 東京法令出版 (株),長野県,長野市,大字鶴賀,南千歳町１００５

３８０-８５５０ 長野朝日放送 (株),長野県,長野市,大字栗田,９８９－１

３８０-８５８６ 長野県 市町村職員共済組合,長野県,長野市,権堂町,２２０１-

３８０-８５３５ 長野県 社会保険診療報酬支払基金,長野県,長野市,大字鶴賀,１４５７-４４

３８０-８６６８ 長野県 信用組合,長野県,長野市,大字南長野,新田町１１０３－１

３８０-８６１１ 長野県 労働金庫,長野県,長野市,大字南長野,県町５２３

３８０-８５１０ 長野県警察本部,長野県,長野市,大字南長野,字巾下６９２－２

３８０-８５５１ 長野県酒類販売 (株),長野県,長野市,大字稲葉,日詰１４１４

３８０-８５１５ 長野県長野高等学校,長野県,長野市,上松,１-１６－１２

３８０-８５３０ 長野県長野西高等学校,長野県,長野市,箱清水,３-８－５

３８０-８５１２ 長野市役所,長野県,長野市,大字鶴賀,緑町１６１３-

３８０-８５４３ 長野ステーションビル (株),長野県,長野市,南千歳,１-２２－６

３８０-８５８２ 長野赤十字病院,長野県,長野市,若里,５-２２－１

３８０-８７９４ 長野貯金事務センター,長野県,長野市,,緑町１６５７－１

３８０-８５７３ 長野労働基準監督署,長野県,長野市,中御所,１-２２－１

３８０-８５７２ 長野労働局,長野県,長野市,中御所,１-２２－１

３８０-８５２６ 日東都市開発 (株) 長野事業所,長野県,長野市,大字南長野,北石堂町１４２９－１

３８０-８５５８ 日本信販 (株) 長野支店,長野県,長野市,大字中御所,岡田町２１５－１

３８０-８６７７ 日本年金機構 長野南年金事務所,長野県,長野市,岡田町,１２６－１０

３８０-８６５５ 日本生命保険 相互会社 長野支社,長野県,長野市,大字南長野,南県町１０４０－１

３８０-８７９７ 日本郵便 (株) 信越支社,長野県,長野市,大字栗田,８０１

３８１-８７９３ 日本郵便 (株) 信越支社 郵便事業本部 (三種）,長野県,長野市,大字栗田,８０１

３８０-８５３７ 東日本建設業保証 (株) 長野支店,長野県,長野市,,南石堂町１２３０－６

３８０-８６０５ 丸小商事 (株),長野県,長野市,大字稲葉,中千田２０１９－５

３８０-８５６０ マルナカ通商 (株),長野県,長野市,アークス,１２－１４

３８０-８５３１ 丸文商事 (株),長野県,長野市,柳町, 1-７２

３８０-８５８４ メルパルク長野（メルパルクナガノ）,長野県,長野市,大字鶴賀,高畑７５２－８
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３８０-８５８９ 郵便局ビジネスサポート (株) 信越地方運用センター,長野県,長野市,大字栗田,８０１-

３８０-８５１１ ＮＴＴ 年金医療保険センター,長野県,長野市,,西後町１５８５－２

３８０-８５７０ 長野県庁,長野県,長野市,大字南長野,字巾下６９２－２

３８０-８６６６ 中部電力 (株) 長野支店,長野県,長野市,柳町,１８

３８０-８６８６ 長野信用金庫,長野県,長野市,居町,１３３－１

３８０-８６１２ 長野税務署,長野県,長野市,,随後町６０８－２

３８０-８６４０ 野村證券 (株) 長野支店,長野県,長野市,大字南長野,末広町１３６１

３８１-８５３０ 麻場産業 (株),長野県,長野市,大字北長池,１４４３－２

３８１-８５１０ 一般社団法人 長野県自動車整備振興会,長野県,長野市,西和田,一-３５番２号

３８１-８５６０ 岡谷酸素 (株) 長野事業部,長野県,長野市,大字中越,２００１/１/１

３８１-８５４５ (株) クリエイティブヨーコ,長野県,長野市,大字高田,６６７－１６

３８１-８５２０ (株) シンエイハイテック,長野県,長野市,大字柳原,１６２５－２

３８１-８５０８ (株) デジタル・ラボラトリー,長野県,長野市,大字北長池,5-５１

３８１-８５２５ (株) デンセン,長野県,長野市,大字南長池,７１３－１

３８１-８５４８ (株) ＴＯＳＹＳ,長野県,長野市,北長池,１８９８－１０

３８１-８５８８ (株) 本久,長野県,長野市,桐原,１-３番５号

３８１-８５６７ 国立療養所 東長野病院,長野県,長野市,上野,２-４７７

３８１-８５８０ 社会福祉法人 長野若槻園,長野県,長野市,,徳間１４４３

３８１-８５１５ 大和ハウス工業 (株) 長野支店,長野県,長野市,平林,１－３６－３

３８１-８５１１ 蔦友印刷 (株),長野県,長野市,大字平林,２８０

３８１-８５５８ 長野北社会保険事務所,長野県,長野市,吉田,３-６－１５

３８１-８５７７ 長野県 身体障害者リハビリテーションセンター,長野県,長野市,大字下駒沢,６１８－１

３８１-８５５６ 長野県 トラック会館,長野県,長野市,大字南長池,７１０－３

３８１-８５７０ 長野県立 長野吉田高校,長野県,長野市,吉田,２-１２－９

３８１-８５５０ 長野工業高等専門学校,長野県,長野市,大字徳間,７１６

３８１-８５５１ 長野市民病院,長野県,長野市,大字富竹,１３３３-１

３８１-８５０３ 新潟運輸局 長野陸運支局,長野県,長野市,大字西和田,４２８－１

３８１-８５０１ 富士通 (株) 長野工場,長野県,長野市,大字北尾張部,３６

３８１-８５３９ 松田産業 (株),長野県,長野市,大字南長池,３６９－５

３８１-０１９３ (株) ＴＯＳＹＳ,長野県,長野市,若穂綿内,字東山１１０８－５

３８１-０１９２ (株) 丸水長野県水 長野支店,長野県,長野市,若穂川田,字外新田３８００－１２

３８１-２２８０ (株) シューマート,長野県,長野市,稲里町中氷鉋,４５８

３８１-２２９２ (株) エス・エス・ブイ,長野県,長野市,川中島町御厨,３７

３８１-２２８１ (株) マルイチ産商,長野県,長野市,市場,３－４８

３８１-２２８６ (株) 丸水長野県水,長野県,長野市,市場,３－４３

３８１-２２９８ (財) 長野県健康づくり事業団,長野県,長野市,稲里町田牧,２０６－１

３８１-２２８７ 新光電気工業 (株),長野県,長野市,小島田町,８０

３８１-２２９５ セラテックジャパン (株）,長野県,長野市,篠ノ井岡田,５００

３８１-２２８２ 長野愛知電機 (株),長野県,長野市,川中島町原,１２８０

３８１-２２８８ 長野日本無線 (株),長野県,長野市,稲里町下氷鉋,１１６３

３８１-２２８５ 長野日野自動車 (株),長野県,長野市,川中島町上氷鉋,５５３－１

３８１-２２８９ 日本無線 (株) 長野事業所,長野県,長野市,稲里町,８３４-

３８１-２２８３ ミヤマ (株),長野県,長野市,稲里,一-５-３

３８１-４１９３ (株) おびなた,長野県,長野市,戸隠,２６４０

３８１-４１９２ 長野市役所 戸隠支所,長野県,長野市,戸隠豊岡,１５５４

３８１-４３９３ 有限会社 いろは堂,長野県,長野市,鬼無里,１６８７－１

３８１-８６８６ (株) 角藤,長野県,長野市,大字屋島,南屋島５１５

３８１-８６０２ 富国物産 (株),長野県,長野市,大字東和田,８０６

３８８-８５２２ (株) 前田製作所,長野県,長野市,篠ノ井御幣川,１０９５

３８８-８５５５ コープながの,長野県,長野市,篠ノ井御幣川,６６８

３８８-８５１１ ＪＡグリーン長野,長野県,長野市,篠ノ井布施高田,９６１－２

３８９-１１９５ 鳥居化成 (株),長野県,長野市,豊野町浅野,１８６４

３８９-１１９２ 長野市役所 豊野支所,長野県,長野市,豊野町豊野,６３１

３８９-１１９６ 仁科工業 (株),長野県,長野市,豊野町浅野,１６７１

３９０-８５１８ アルピコ交通 (株),長野県,松本市,井川城,２-１-１号

３９０-８５６０ イオンモール松本 晴庭・空庭,長野県,松本市,中央,４-９番５１号

３９０-８７１４ 石川島芝浦機械 (株) 松本工場,長野県,松本市,石芝,１-１－１

３９０-８５６５ 一般社団法人 長野県サッカー協会,長野県,松本市,深志,２-６－９

３９０-８６０１ 医療法人抱生会 丸の内病院,長野県,松本市,渚,１-７－４５

３９０-８７０３ ＮＴＴ 松本営業支店,長野県,松本市,大手,３-３－９

３９０-８５０２ ＮＨＫ 松本支局,長野県,松本市,深志,３-１０－３

３９０-８５５０ エフエムまつもと (株),長野県,松本市,筑摩,２００１/１１/３０

３９０-８５０１ 岡野薬品 (株),長野県,松本市,本庄,１-５－１４

３９０-８６１０ (株) エイコー,長野県,松本市,大字島内,３３１４

３９０-８６３９ (株) アスピア,長野県,松本市,宮渕,１-３－３０

３９０-８５０７ (株) 井上,長野県,松本市,深志,２-３－１

３９０-８５３９ (株） 市民タイムス,長野県,松本市,大字島立,８００

３９０-８６８６ (株) 中部日本医薬,長野県,松本市,筑摩,２-２６－１７

３９０-８６１１ (株) テレビ信州,長野県,松本市,丸の内,４－１８

３９０-８６３０ (株) ニシマ,長野県,松本市,大字島内,３５０３

３９０-８６２３ 学校法人 外語学園 信農むつみ高等学校,長野県,松本市,南松本,１-１３－２６

３９０-８５３５ 国民生活金融公庫,長野県,松本市,中央,１-４－２０

３９０-８５８５ 信濃毎日新聞社 松本本社（信毎メディアガーデン）,長野県,松本市,中央,２-２０－２

３９０-８６４８ 社会医療法人 城西医療財団 城西病院,長野県,松本市,城西,１-５－１６

３９０-８５１１ 社団法人 才能教育研究会,長野県,松本市,深志,３-１０－３

３９０-８５３０ シンケン (株),長野県,松本市,庄内,３-４－３９

３９０-８６２１ 信州大学,長野県,松本市,旭,３-１－１

３９０-８７０７ 第一生命保険 (株) 松本支社,長野県,松本市,深志,２-５番２６号）

３９０-８５０６ 中部電力パワーグリッド (株) 松本営業所,長野県,松本市,埋橋,１-５－３

３９０-８５４０ ＴＩＳ (株),長野県,松本市,渚,３-１０－１２

３９０-８５１０ 特定医療法人 慈泉会 (財団） 相沢病院,長野県,松本市,本庄,２-５－１

３９０-８５３３ トヨタカローラ南信 (株),長野県,松本市,鎌田,１-１１－２２

３９０-８５２０ 長野エフエム放送 (株),長野県,松本市,本庄,１-１３－５

３９０-８５３１ 長野県 松本筑摩高等学校,長野県,松本市,大字島立,4-３７

３９０-８５４３ 長野県松本県ケ丘高等学校,長野県,松本市,県,２-１－１

３９０-８６０５ 長野県松本蟻ケ崎高等学校,長野県,松本市,蟻ケ崎,１-１－５４

３９０-８５２５ 長野県松本工業高等学校,長野県,松本市,筑摩,４-１１－１

３９０-８６０３ 長野県松本深志高等学校,長野県,松本市,蟻ケ崎,３-８－１



３９０-８６０２ 長野県松本美須々ケ丘高等学校,長野県,松本市,美須々,２－１

３９０-８７１２ 日本銀行 松本支店,長野県,松本市,丸の内,３－１

３９０-８５４１ ハナ信用組合 松本支店,長野県,松本市,県,１-８－１

３９０-８５１５ 松商学園高等学校,長野県,松本市,県,３-６－１

３９０-８７１１ 松本ガス (株),長野県,松本市,渚,２-７－９

３９０-８５０５ 松本協立病院,長野県,松本市,巾上,９－２６

３９０-８７０２ 松本社会保険事務所,長野県,松本市,白板,２-５－１

３９０-８６２０ 松本市役所,長野県,松本市,丸の内,３－７

３９０-８５０３ 松本商工会議所,長野県,松本市,中央,１-２３－１

３９０-８７１０ 松本税務署,長野県,松本市,城西,２-１－２０）

３９０-８５２３ 松本日産自動車 (株),長野県,松本市,高宮北,３-６

３９０-８５５５ 松本ハイランド農協,長野県,松本市,南松本,１-２－１６

３９０-８５０８ 陸上自衛隊 松本駐屯地,長野県,松本市,高宮西,１-１

３９０-１１８９ エヌシーシー (株) 松本支店,長野県,松本市,大字今井,７１５５－５５

３９０-１１８３ 片倉機器工業 (株),長野県,松本市,大字今井,７１６０

３９０-１１８１ (株) アップルランド,長野県,松本市,大字今井,７１５５－２８

３９０-１１８７ (株) エフケーケー,長野県,松本市,大字今井,７２５０

３９０-１１８６ (株) マルイチ産商 松本支店,長野県,松本市,大字今井,松本道７１１０－４８

３９０-１１９８ (株) ワールドインダストリー松本技術研究所,長野県,松本市,大字今井,７１１０－４５

３９０-１１８５ 松築 (株),長野県,松本市,大字今井,７１１０－８０

３９０-１１９７ 長野三菱ふそう自動車販売 (株) 松本支店,長野県,松本市,大字今井,６９５５

３９０-１１８２ 松本養護学校,長野県,松本市,大字今井,１５３５

３９０-１２９３ キッセイコムテック (株),長野県,松本市,大字和田,10-１０

３９０-１２９８ 東洋計器 (株),長野県,松本市,大字和田,10-６７

３９０-１２９５ 松本大学,長野県,松本市,大字新村, 1-９５

３９０-１２９５ 松本大学 松商短期大学部,長野県,松本市,大字新村, 1-９５

３９０-１４９２ 松本市役所 波田支所,長野県,松本市,波田,４４１７-１

３９０-１５９２ 松本市役所 安曇支所,長野県,松本市,安曇,１０６１－１

３９０-１７９２ 松本市役所 梓川支所,長野県,松本市,梓川梓,3-８８

３９９-８７５４ アズサイエンス (株),長野県,松本市,村井町西,２－３－３５

３９９-８７３８ 伊藤伊 (株) 甲信支店,長野県,松本市,大字笹賀,７６００－１９

３９９-８７５０ (株) 日邦バルブ,長野県,松本市,大字笹賀,３０４６

３９９-８７２１ (株) 泉精器製作所,長野県,松本市,大字笹賀,３０３９

３９９-８７６０ (株) 上條器械店 松本営業所,長野県,松本市,笹賀,７６００－１９

３９９-８７３３ (株) シマコー,長野県,松本市,大字笹賀,2-００

３９９-８７１２ (株) ナガノトマト,長野県,松本市,大字芳川村井町,２２３

３９９-８７５１ (株) ヤマサ,長野県,松本市,大字笹賀,７６００－２２

３９９-８７１０ キッセイ薬品工業 (株),長野県,松本市,芳野,１９－４８

３９９-８７２５ 桜田電気工業 (株) 松本支店,長野県,松本市,大字笹賀,8-００

３９９-８７１１ 信濃毎日新聞 (株) 松本本社,長野県,松本市,宮田,２-１０

３９９-８７２８ 信州ジャスコ (株) 管理本部,長野県,松本市,大字笹賀,６５３１－２６

３９９-８７０２ セイコーエプソン (株) 松本南事業所,長野県,松本市,大字寿小赤,２０７０

３９９-８７０７ セイコーエプソン (株) 村井事業所,長野県,松本市,大字芳川村井町,１０５９

３９９-８７３９ セントラルパック (株),長野県,松本市,大字笹賀,５６５２－５２

３９９-８７４４ タカヤマケミカル (株),長野県,松本市,大字笹賀,５６５２－１０６

３９９-８７２２ 高山理化精機 (株),長野県,松本市,大字笹賀,５６５２－１８

３９９-８７２０ 長野 コカ・コーラボトリング (株),長野県,松本市,大字芳川村井町,８２３－２

３９９-８７５５ 花村産業 (株),長野県,松本市,市場,５－２６

３９９-８７３０ パナソニック オートモーティブシステムズ (株) 松本工場,

３９９-８７３０ 長野県,松本市,大字笹賀,５５６２-

３９９-８７０１ まつもと医療センター 松本病院,長野県,松本市,村井町南,２－２０－３０

３８６-８５１０ 医療法人 健静会 上田病院,長野県,上田市,中央,１-３－３

３８６-８５４３ 医療法人 慈善会 安藤病院,長野県,上田市,中央西,１-１－２０

３８６-８５８４ 医療法人 友愛会 千曲荘病院,長野県,上田市,中央東,４－６１

３８６-８５１１ 上田警察署,長野県,上田市,天神,３－１５－７４

３８６-８５７７ 上田交通 (株),長野県,上田市,天神,１-２－１

３８６-８６０１ 上田市役所,長野県,上田市,大手,１-１１－１６

３８６-８５２２ 上田商工会議所,長野県,上田市,大手,１-１０－２２

３８６-８７２０ 上田税務署,長野県,上田市,中央西,２-６－２２

３８６-８６２４ 上田西高等学校,長野県,上田市,大字下塩尻,８６８

３８６-８６０８ 上田日本無線 (株),長野県,上田市,踏入,２-１０－１９

３８６-８６１１ 笠原工業 (株) 上田工場,長野県,上田市,常田,１-１０－３

３８６-８５５１ (株) 新村,長野県,上田市,大字秋和,１９９－４

３８６-８７１０ (株) 八十二銀行 上田支店,長野県,上田市,中央,２-２－１２

３８６-８６３８ (株) 三葉製作所,長野県,上田市,中央東,５－１４

３８６-８６３４ 山洋電気 (株) 上田事業所 神川工場,長野県,上田市,殿城,５-４

３８６-８６６８ 信州うえだ 農業協同組合,長野県,上田市,大手,２-７－１０

３８６-８５６７ 信州大学 繊維学部,長野県,上田市,常田,３-１５－１

３８６-８６８６ 信州ハム (株),長野県,上田市,大字下塩尻,９５０

３８６-８６６６ シンワアドヴァンス (株),長野県,上田市,材木町,２-９－４

３８６-８７０５ 中部電力パワーグリッド (株) 上田営業所,長野県,上田市,中央,２００１/７/２２

３８６-８６１０ 独立行政法人 国立病院機構 信州上田医療センター,

３８６-８６１０ 長野県,上田市,緑が丘,１－２７－２１

３８６-８５８８ 永井プラスチック工業 (株),長野県,上田市,国分,１-３－３７

３８６-８５０１ 長野計器 (株),長野県,上田市,大字秋和,１１５０

３８６-８７１５ 長野県 上田高等学校,長野県,上田市,大手,１－４－３２

３８６-８５５５ 長野県 上田合同庁舎,長野県,上田市,材木町,１-２－６

３８６-８６８５ 長野県 上田染谷丘高等学校,長野県,上田市,,西丘１７１０

３８６-８５８５ 長野県 上田千曲高等学校,長野県,上田市,大字中之条,６２６

３８６-８６８３ 長野県 上田東高等学校,長野県,上田市,常田,３-５－６８

３８６-８５５３ 鍋林 (株) 上田支店,長野県,上田市,常入,１-１４－６７

３８６-８６０９ ハローワーク上田（上田公共職業安定所）,長野県,上田市,天神,２-４－７０

３８６-０１９２ 東京特殊電線 (株),長野県,上田市,大字大屋,３００

３８６-８５０５ 日信工業 (株),長野県,上田市,大字国分,８４０

３８６-０３９６ 鹿教湯病院,長野県,上田市,鹿教湯温泉,１３０８

３８６-０３９３ 三才山病院,長野県,上田市,鹿教湯温泉,１７７７

３８６-０４９３ 医療法人 丸山会 丸子中央総合病院,長野県,上田市,上丸子,３３５－３

３８６-０４９２ 上田市役所 丸子地域自治センター,長野県,上田市,上丸子,１６１２



３８６-０４９８ シナノケンシ (株),長野県,上田市,上丸子,１０７８

３８６-０４９５ 日本電産セイミツ (株),長野県,上田市,中丸子,１７７１

３８６-０４９７ 松山 (株),長野県,上田市,塩川,５１５５

３８６-０５９２ 武石地域自治センター,長野県,上田市,上武石,７７

３８６-１１９３ カネテック (株),長野県,上田市,大字上田原,１１１１

３８６-８６８８ 長野県厚生農業協同組合連合会 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 

３８６-８６８８ 介護療養型老人保健施設いずみの,長野県,上田市,小泉,７２-1

３８６-１１９２ 日置電機 (株),長野県,上田市,大字小泉,８１

３８６-１２９８ 長野大学,長野県,上田市,大字下之郷,６５８－１

３８６-２２９２ 上田市役所 真田地域自治センター,長野県,上田市,真田町長, 1-７８

３９４-８５１５ 医療法人 研成会 諏訪湖畔病院,長野県,岡谷市,長地小萩,１-１１－３０

３９４-８５８５ 岡谷酸素 (株),長野県,岡谷市,幸町,６－６

３９４-８５１０ 岡谷市役所,長野県,岡谷市,幸町,８－１

３９４-８６６５ 岡谷年金事務所,長野県,岡谷市,中央町,１－８－７

３９４-８６８６ 沖電線 (株) 岡谷工場,長野県,岡谷市,長地御所,２-１０－１

３９４-８５７７ (株) 中外商工,長野県,岡谷市,若宮,１-４－５０

３９４-８５５５ (株) マルニシ,長野県,岡谷市,田中町,３-４－２１

３９４-８５２０ (株) みくに工業,長野県,岡谷市,田中町,２-８－１３

３９４-８５５０ 京セラ (株) 長野岡谷工場,長野県,岡谷市,長地小萩,３-１１－１

３９４-８５８８ 健康保険 岡谷塩嶺病院,長野県,岡谷市,,内山４７６９

３９４-８５１２ 市立岡谷病院,長野県,岡谷市,本町,４-１１－３３

３９４-８６１１ 諏訪信用金庫,長野県,岡谷市,郷田,２-１－８

３９４-８５１１ 帝国ピストンリング (株) 長野岡谷工場,長野県,岡谷市,神明町,２-１－１３

３９４-８５４０ マルヤス機械 (株),長野県,岡谷市,成田町,２-１１－６

３９５-８５３３ 飯田広域消防本部,長野県,飯田市,東栄町,３３４５

３９５-８６０９ 飯田公共職業安定所,長野県,飯田市,大久保町,3-３７

３９５-８６５５ 飯田社会保険事務所,長野県,飯田市,宮の前,４３８１－３

３９５-８５０１ 飯田市役所,長野県,飯田市,大久保町,２５３４

３９５-８５０４ 飯田商工会議所,長野県,飯田市,常盤町,４１-

３９５-８５０３ 飯田市立高松病院,長野県,飯田市,上郷黒田,３４１

３９５-８５０２ 飯田市立病院,長野県,飯田市,八幡町,４３８

３９５-８６１１ 飯田信用金庫,長野県,飯田市,本町,１-２

３９５-８５２８ 飯田女子高等学校,長野県,飯田市,上郷飯沼,3-３５

３９５-８５６７ 飯田女子短期大学,長野県,飯田市,松尾代田,６１０

３９５-８６４６ 飯田税務署,長野県,飯田市,高羽町,６-１－１５

３９５-８５０５ 飯田病院,長野県,飯田市,大通,１-１５

３９５-８５５８ 医療法人 輝山会記念病院,長野県,飯田市,毛賀,１７０７

３９５-８５８８ (株) トマツ本店,長野県,飯田市,松尾上溝, 1-９３

３９５-８５８５ (株) 原鉄,長野県,飯田市,大門町,２６

３９５-８５７７ (株) 平和時計製作所 松尾工場,長野県,飯田市,松尾明,２５７２

３９５-８５１１ (株) マルタ,長野県,飯田市,座光寺, 1-０１

３９５-８５６６ (株) ミヤウチ,長野県,飯田市,松尾明,2-８７

３９５-８６８８ (株) 外松,長野県,飯田市,松尾上溝,３０１４－２

３９５-８５５５ (株) 長野県農協直販,長野県,飯田市,松尾新井, 1-２０

３９５-８６８２ (株) 八十二銀行 飯田支店,長野県,飯田市,知久町,１-２６

３９５-８５２２ 健和会病院,長野県,飯田市,鼎中平,１９３６

３９５-８５５６ 信南交通 (株),長野県,飯田市,大通,２-２０８

３９５-８５１５ 多摩川精機 (株）,長野県,飯田市,大休,１８７９

３９５-８５２０ 多摩川精機 (株) 第２事業所,長野県,飯田市,毛賀,１０２０

３９５-８６２２ 中部電力 (株) 飯田営業所,長野県,飯田市,吾妻町,１００

３９５-８５４３ 長野県飯田風越高等学校,長野県,飯田市,上郷黒田,６４６２

３９５-０１９５ (株) 平和時計製作所,長野県,飯田市,下殿岡,４３５

３９５-０１９６ 天竜丸澤 (株),長野県,飯田市,中村,１３１３

３９５-０１９２ みなみ信州 農業協同組合,長野県,飯田市,北方,３８５２－２２

３９５-０１９３ 綿半鋼機 (株),長野県,飯田市,北方,１０２３－１

３９９-１３９２ 飯田市役所 南信濃自治振興センター,長野県,飯田市,南信濃和田,１３７９

３９２-８６０９ エルシーブイ (株),長野県,諏訪市,大字４賀,８２１

３９２-８５０５ (株) 国興,長野県,諏訪市,大字中洲,４６００

３９２-８５４０ (株） 竹屋,長野県,諏訪市,湖岸通り,２-３－１７

３９２-８６１１ (株) 長野日報社,長野県,諏訪市,高島,３-１３２３－１

３９２-８６２８ (株) 八十二銀行 諏訪支店,長野県,諏訪市,小和田南,１４－５

３９２-８５７７ (株) ホテル紅や,長野県,諏訪市,湖岸通り,２-７－２１

３９２-８５２０ 信濃毎日新聞 諏訪支社,長野県,諏訪市,小和田南,６－１３

３９２-８６２７ 商工組合中央金庫 諏訪支店,長野県,諏訪市,大手,１-１４－６）

３９２-８５７８ ＪＡ信州諏訪農業協同組合,長野県,諏訪市,大字４賀,広瀬橋通７８４１-

３９２-８５１０ 諏訪 赤十字病院,長野県,諏訪市,湖岸通り,５-１１－５０

３９２-８５１１ 諏訪市役所,長野県,諏訪市,高島,１-２２－３０

３９２-８５５５ 諏訪商工会議所,長野県,諏訪市,小和田南,７-１４

３９２-８６１０ 諏訪税務署,長野県,諏訪市,清水,２-５－２２

３９２-８５０２ セイコーエプソン (株) 本社,長野県,諏訪市,大和,３-３－５

３９２-８５８５ 太陽工業 (株),長野県,諏訪市,大字４賀,１０７

３９２-８６０１ 長野県 諏訪建設事務所,長野県,諏訪市,上川,１-１６４４－１０

３９２-８６０１ 長野県 諏訪地方事務所,長野県,諏訪市,上川,１-１６４４－１０

３９２-８６０１ 長野県 諏訪保健所,長野県,諏訪市,上川,１-１６４４－１０

３９２-８６０１ 長野県 農業改良普及センター,長野県,諏訪市,上川,１-１６４４－１０

３９２-８５４８ 長野県諏訪清陵高等学校,長野県,諏訪市,清水,１-１０－１

３９２-８５４９ 長野県諏訪二葉高等学校,長野県,諏訪市,岡村,２-１３－２８

３９２-８６８６ 宮坂醸造 (株） 真澄,長野県,諏訪市,元町,１-１６

３８２-８５０２ オリオン機械 (株),長野県,須坂市,大字幸高,町２４６

３８２-８５３３ (株) サンジュニア,長野県,須坂市,大字須坂,１５９５－１

３８２-８５８８ (株) 鈴木,長野県,須坂市,大字小河原,町２１５０－１

３８２-８５５５ (株) 前田鉄工所,長野県,須坂市,大字豊丘,１３８５－１

３８２-８５１２ 須高行政事務組合,長野県,須坂市,大字小山,字布田２１０４-の３６

３８２-８５０５ 須坂市学校給食センター,長野県,須坂市,大字野辺,１３８６-５

３８２-８５１１ 須坂市役所,長野県,須坂市,大字須坂,東横町１５２８－１

３８２-８６３３ 長野刑務所,長野県,須坂市,大字須坂,馬場町１２００

３８２-８５７７ 長野県立信州医療センター,長野県,須坂市,大字須坂,１３３２

３８２-８５８７ ながの農業協同組合 須坂支所,長野県,須坂市,大字小山,１２５３-の５



３８２-８５０１ 富士通 (株) 須坂工場,長野県,須坂市,大字小山,４６０

３８２-８５８５ 北陸コカ・コーラボトリング (株),長野県,須坂市,大字井上,字砂田１７００－８

３８４-８６０５ 小諸社会保険事務所,長野県,小諸市,乙,２９４－２３

３８４-８５０１ 小諸市役所,長野県,小諸市,相生町,３-３ー３

３８４-８５５８ 中棚温泉 中棚荘,長野県,小諸市,,古城乙１２１０

３８４-８５８８ 長野県厚生農業協同組合連合会 浅間南麓こもろ医療センター,

３８４-８５８８ 長野県,小諸市,相生町,三-３番２１号

３８４-８５８５ 日精エー・エス・ビー機械 (株),長野県,小諸市,,天池４５８６ー３

３９６-８６１１ アルプス中央 信用金庫,長野県,伊那市,伊那,３４３８－１

３９６-８５５５ 伊那 中央病院,長野県,伊那市,大字伊那,１３１３－１

３９６-８６０９ 伊那公共職業安定所,長野県,伊那市,大字伊那部,3-９８

３９６-８６１７ 伊那市役所,長野県,伊那市,大字伊那部,３０５０-

３９６-８５５０ 伊那税務署,長野県,伊那市,大字伊那, 1-４５

３９６-８６８２ (株) 八十二銀行 伊那支店,長野県,伊那市,伊那部,１０７１-３

３９６-８５１０ 上伊那農業協同組合（ＪＡ上伊那）,長野県,伊那市,伊那部,４２９１-

３９６-８５８５ ＫＯＡ (株),長野県,伊那市,大字伊那,３６７２

３９６-８５５８ 長野県 伊那北高等学校,長野県,伊那市,大字伊那,２１６５

３９６-８５１１ 日本電産サンキョー (株) 伊那事業所,長野県,伊那市,上の原,６１００

３９６-８５０１ ベルシャイン伊那店,長野県,伊那市,大字伊那部,日影４３５－１

３９６-０２９３ 長野県高遠高等学校,長野県,伊那市,高遠町小原,８２４-

３９９-４４９８ 伊那食品工業 (株) 本社,長野県,伊那市,西春近,５０７４

３９９-４５７５ エルコム,長野県,伊那市,大字西箕輪, 1-８６

３９９-４５７３ ジャパンエアガシズ,長野県,伊那市,大字西箕輪,Jun-４０

３９９-４５６４ 西箕輪小学校,長野県,伊那市,大字西箕輪,３９００－１３８

３９９-４５６５ 西箕輪中学校,長野県,伊那市,大字西箕輪, 1-６９

３９９-４５８１ ＢＯＣエドワーズ (株),長野県,伊那市,大字西箕輪,10-４０

３９９-４５９３ ルビコン (株),長野県,伊那市,大字西箕輪, 1-３８

３９９-４１９５ (株) ヤマウラ,長野県,駒ヶ根市,北町,１-２２

３９９-４１９２ 駒ヶ根市役所,長野県,駒ヶ根市,赤須町,２０－１

３８３-８５５５ (株) コシナ,長野県,中野市,大字吉田,１０８１

３８３-８５８５ (株) タカギセイコー,長野県,中野市,大字岩船,３３０－２

３８３-８６８６ 信濃中野税務署,長野県,中野市,中央,１-５－２０

３８３-８５８１ 新光電気工業 (株) 高丘工場,長野県,中野市,大字草間,１２１６－９

３８３-８５０５ ＪＡ 長野厚生連 北信総合病院,長野県,中野市,西,１-５番６３号

３８３-８５８８ 中野市農業協同組合,長野県,中野市,三好町,１-２－８

３８３-８６１４ 中野市役所,長野県,中野市,三好町,１-３－１９

３８３-８５１１ 長野県 中野西高等学校,長野県,中野市,大字西条,５４４－１

３８３-８５６７ 長野県 中野立志館高等学校,長野県,中野市,三好町,２-１－５３

３８３-８５１５ 長野県 北信合同庁舎,長野県,中野市,大字壁田,９５５

３８３-８５０１ 有限会社 小林果樹園,長野県,中野市,大字栗林,８３

３８９-２１９２ 中野市役所 豊田支所,長野県,中野市,大字豊津,３９５－１

３９８-８５０１ 大町税務署,長野県,大町市,大字大町,３１９０－１６

３９８-８６８６ (株) 相模組,長野県,大町市,大町,３０５２

３９８-８６０２ 長野県大町合同庁舎,長野県,大町市,大町,１０５８－２

３９８-８６０１ 大町市役所,長野県,大町市,大町,３８８７

３９９-９１９２ 大町市 美麻支所,長野県,大町市,美麻,１１３９９

３８９-２２９２ 飯山市役所,長野県,飯山市,大字飯山,１１１０－１

３８９-２２９８ (株) しなの富士通,長野県,飯山市,大字野坂田,９３５

３９１-８５３１ (株) イースタン,長野県,茅野市,塚原,１－８－３７

３９１-８５５０ (株) 飯沼ゲージ製作所,長野県,茅野市,玉川,１１４００－１０７８

３９１-８５６６ (株) キッツマイクロフィルター 茅野工場,長野県,茅野市,金沢,５１２５-

３９１-８５５５ (株) キッツメタルワークス,長野県,茅野市,宮川,７３７７

３９１-８５８０ (株) ツチハシ,長野県,茅野市,本町西,２１番２号

３９１-８５５８ (株) 矢島,長野県,茅野市,金沢,3-１０

３９１-８５０３ 諏訪中央病院,長野県,茅野市,玉川,４３００

３９１-８５０１ 茅野市役所,長野県,茅野市,塚原,２-６－１

３９１-８５２１ 茅野商工会議所,長野県,茅野市,塚原,１-３－２０

３９１-８５１２ 東海大学第三高等学校,長野県,茅野市,玉川,６７５

３９１-８５１１ 長野県立 茅野高等学校,長野県,茅野市,宮川,１１３９５

３９１-８５６０ 長野精工 (株),長野県,茅野市,本町東,６番７号

３９１-８５６１ 長野精工 (株) 金沢工場,長野県,茅野市,金沢,６９８

３９１-８５２５ ナンシン機工 (株),長野県,茅野市,ちの,６２８

３９１-８５６７ 野村ユニソン (株),長野県,茅野市,ちの,６５０

３９１-８５４０ ファナックパートロニクス (株),長野県,茅野市,玉川,１１４００－２６０

３９１-８５８８ 八ヶ岳乳業 (株),長野県,茅野市,ちの,１７２

３９１-８５１０ 山高味噌 (株),長野県,茅野市,塚原,１-７－２０

３９１-０２９３ (株) コダックデジタルプロダクトセンター,長野県,茅野市,中大塩,１１－２３

３９１-０２９６ (株) サンヨー工業,長野県,茅野市,豊平,１５２６-１

３９１-０２９４ (株) ダイイチコンポーネンツ,長野県,茅野市,豊平,４８０-

３９１-０２９７ (株) ディスコ 長野事業所,長野県,茅野市,豊平,４８０

３９１-０２９２ 諏訪 東京理科大学,長野県,茅野市,豊平, 1-００

３９１-０２９５ 宮坂ゴム (株),長野県,茅野市,豊平,５３５０

３９１-０３９５ アートランドホテル蓼科,長野県,茅野市,北山,４０３５

３９１-０３９６ (株) 渡辺製麺,長野県,茅野市,北山,４７２４

３９１-０３９３ 蓼科グランドホテル滝の湯,長野県,茅野市,北山,４０２８－ロ

３９１-０３９４ 蓼科パークホテル,長野県,茅野市,北山,５５２２

３９９-０７９７ エプソンダイレクト (株),長野県,塩尻市,大門八番町,１-２

３９９-０７８２ (株) サンコー,長野県,塩尻市,大字広丘野村,９５９

３９９-０７８１ 学校法人 松本歯科大学,長野県,塩尻市,大字広丘郷原,１７８０

３９９-０７８６ 塩尻市役所,長野県,塩尻市,大字大門,７番町３番３号

３９９-０７９６ セイコーエプソン (株) 塩尻事業所,長野県,塩尻市,大字塩尻町,３９０

３９９-０７８５ セイコーエプソン (株) 広丘事業所,長野県,塩尻市,大字広丘原新田,８０

３９９-６４９３ 洗馬農業協同組合,長野県,塩尻市,大字洗馬,２７２０-３

３８５-８５０１ 佐久市役所,長野県,佐久市,大字中込,３０５６

３８５-８５３３ 佐久地方事務所,長野県,佐久市,大字跡部, 1-６５

３８５-８５８６ ツガミ (株) 信州工場,長野県,佐久市,大字中込中込原北,３６００

３８４-０３９３ 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院,長野県,佐久市,臼田,１９７

３８４-２２９２ 川西赤十字病院,長野県,佐久市,望月,３１８



３８５-８５２２ イオン 佐久平店,長野県,佐久市,佐久平駅南,１１－１

３８５-８５１１ 樫山工業 (株),長野県,佐久市,根々井,１０－１５

３８５-８５５８ 佐久市立国保 浅間総合病院,長野県,佐久市,岩村田,１８６２－１

３８５-８６１１ 佐久税務署,長野県,佐久市,大字岩村田,１２０１－２

３８５-８５８８ 佐久長聖高等学校,長野県,佐久市,岩村田,９５１

３８５-８５８５ ＪＡ 佐久浅間,長野県,佐久市,猿久保,８８２

３８５-８６０１ ＴＤＫ (株) 千曲川テクノ工場,長野県,佐久市,小田井,４６２－１

３８５-８６８６ シチズン時計マニュファクチャリング (株) ミヨタ佐久工場,

３８５-８６８６ 長野県,佐久市,根々井,１１３番１

３８５-８５５５ ＴＤＫ(株) 浅間テクノ工場,長野県,佐久市,小田井,５４３

３８７-８６０３ エムケー精工 (株),長野県,千曲市,大字雨宮,１８２５

３８７-８５０３ (株) 菱食 長野支店,長野県,千曲市,大字屋代,１４８０

３８７-８５１２ 更埴中央病院,長野県,千曲市,大字杭瀬下,５８

３８７-８５１１ 千曲市役所,長野県,千曲市,大字杭瀬下,８４

３８７-８５２１ ちくま農業協同組合,長野県,千曲市,大字鋳物師屋,２００

３８７-８５０１ 長野県 屋代高等学校,長野県,千曲市,大字屋代,１０００

３８７-８５０２ 長野県 屋代南高等学校,長野県,千曲市,大字屋代,２１０４

３８７-８５６１ 長野工業 (株),長野県,千曲市,大字八幡,2-９７

３８７-８５５５ 長野電子工業 (株),長野県,千曲市,大字屋代,１３９３

３８７-８６０１ フレックスジャパン (株),長野県,千曲市,大字屋代,２４５１

３８７-８５８５ 丸善食品工業 (株),長野県,千曲市,大字寂蒔,８８０

３８９-０８９８ アピックヤマダ (株),長野県,千曲市,大字上徳間,９０

３８９-０８９３ (株) 宮下商店,長野県,千曲市,大字磯部,５７７－１

３８９-０８９７ 千曲市役所 上山田庁舎,長野県,千曲市,上山田温泉,４-１５－１

３８９-０８９２ 千曲市役所 戸倉庁舎,長野県,千曲市,大字戸倉,２３８８

３８９-０５９３ (株) アヅマ,長野県,東御市,和,８６５５

３８９-０５９２ 東御市役所,長野県,東御市,県,２８１－２

３８９-０５９８ 永井農場,長野県,東御市,和, 1-１３

３９９-７１９４ あづみ野エフエム放送 (株),長野県,安曇野市,明科七貴,６０４３

３９９-７１９２ 安曇野市役所 明科支所,長野県,安曇野市,明科中川手,６８２４－１

３９９-８１９２ 安曇野市役所 三郷支所,長野県,安曇野市,三郷明盛, 1-１０

３９９-８２９２ 安曇野赤十字病院,長野県,安曇野市,豊科,５６８５

３９９-８２８３ あづみ農業協同組合,長野県,安曇野市,豊科,Jun-７０

３９９-８２８１ 安曇野市役所,長野県,安曇野市,豊科,６０００

３９９-８２８６ (株) デンソーエアクール,長野県,安曇野市,豊科,１０００

３９９-８２９７ 国土交通省 関東地方整備局 国営アルプスあづみの公園事務所,

３９９-８２９７ 長野県,安曇野市,豊科,４９３２－４６

３９９-８２９５ (財） アルプスあづみの公園管理センター,長野県,安曇野市,堀金烏川,4-３３

３９９-８２８５ セイコーエプソン (株) 豊科事業所,長野県,安曇野市,豊科田沢,６９２５

３９９-８２８８ 長野県立 こども病院,長野県,安曇野市,豊科,３１００

３９９-８２９３ 日本電熱 (株),長野県,安曇野市,豊科,５００

３９９-８２８２ ＶＡＩＯ (株),長野県,安曇野市,豊科,５４３２

３９９-８３９２ 安曇野市役所 穂高支所,長野県,安曇野市,穂高,６６５８

３９９-８３８６ (株) デンソーエアクール 穂高本社工場,長野県,安曇野市,穂高北穂高,9-２７

３８４-１１９２ 小海町役場,長野県,南佐久郡小海町,大字豊里, 1-５７

３８４-０６９２ (株) 八十二銀行 佐久町支店,長野県,南佐久郡佐久穂町,大字高野町,５１５－１

３８４-０６９８ 佐久穂町立 千曲病院,長野県,南佐久郡佐久穂町,大字高野町,３２８

３８４-０６９７ 佐久穂町役場 佐久庁舎,長野県,南佐久郡佐久穂町,大字高野町,５６９

３８４-０６９５ 南佐久農業協同組合,長野県,南佐久郡佐久穂町,大字高野町,５３３

３８４-０７９８ 佐久穂町役場 八千穂庁舎,長野県,南佐久郡佐久穂町,大字畑,１６４

３８９-０１９４ (株) 星野リゾート,長野県,北佐久郡軽井沢町,大字長倉,２１４８

３８９-０１９７ 軽井沢７２ゴルフ,長野県,北佐久郡軽井沢町,,発地南軽井沢

３８９-０１９８ 軽井沢千ヶ滝温泉ホテル,長野県,北佐久郡軽井沢町,大字長倉,２１４０

３８９-０１９３ 軽井沢プリンスホテル,長野県,北佐久郡軽井沢町,軽井沢,１０１６ー７５

３８９-０１９２ 軽井沢町役場,長野県,北佐久郡軽井沢町,大字長倉,２３８１ー１

３８９-０１９６ 塩壺温泉ホテル,長野県,北佐久郡軽井沢町,大字長倉,２１４８

３８９-０１９５ ホテルブレストンコート,長野県,北佐久郡軽井沢町,大字長倉,２１４４

３８９-０２９８ シチズン時計ミヨタ (株),長野県,北佐久郡御代田町,大字御代田,４１０７-５

３８９-０２９５ シチズンファインデバイス (株) 御代田事業所,

３８９-０２９５ 長野県,北佐久郡御代田町,大字御代田,４１０７-５

３８９-０２９３ ミネベア (株) 軽井沢工場,長野県,北佐久郡御代田町,大字御代田,４１０６-７３

３８９-０２９６ ミネベアモータ (株) 軽井沢事業所,長野県,北佐久郡御代田町,大字御代田,４１０６-７３

３８９-０２９２ 御代田町役場,長野県,北佐久郡御代田町,,栄町２４６４－２

３９１-０３９２ 池の平ホテル,長野県,北佐久郡立科町,大字芦田八ケ野,１５９６

３９３-８５５５ 入一通信工業 (株),長野県,諏訪郡下諏訪町,, 1-４０

３９３-８６０１ (株) オノウエ印刷 カード受注センター,長野県,諏訪郡下諏訪町,広瀬町,５３１１

３９３-８５８５ (株） 武藤工業,長野県,諏訪郡下諏訪町,御田町上,３１２８

３９３-８５０２ 山王閣,長野県,諏訪郡下諏訪町,,５７７３

３９３-８５０１ 下諏訪町役場,長野県,諏訪郡下諏訪町,西鷹野町,8-１３

３９３-８５１１ 日本電産サンキョー (株),長野県,諏訪郡下諏訪町,,５３２９

３９３-８５０３ 日本電産サンキョーオルゴール記念館 すわのね,長野県,諏訪郡下諏訪町,,５８０５

３９９-０２９５ セイコーエプソン (株) 諏訪南事業所,長野県,諏訪郡富士見町,富士見,１０１０

３９９-０２９３ セイコーエプソン (株) 富士見事業所,長野県,諏訪郡富士見町,富士見,２８１

３９９-０２９２ 富士見町役場,長野県,諏訪郡富士見町,落合,１０７７７

３９１-０１９２ 原村役場,長野県,諏訪郡原村,払沢, 1-４９

３９９-０４９２ 石川島汎用機械 (株),長野県,上伊那郡辰野町,大字伊那富,３９３４

３９９-０４９５ オリンパス (株) 辰野事業場,長野県,上伊那郡辰野町,大字伊那富,６６６６

３９９-０４９７ (株) マブチ・エスアンドティー,長野県,上伊那郡辰野町,大字樋口,１３６５-

３９９-０４９８ 信州豊南短期大学,長野県,上伊那郡辰野町,中山,７２-

３９９-０４９３ 辰野町役場,長野県,上伊那郡辰野町,中央,１

３９９-０４９６ 町立 辰野病院,長野県,上伊那郡辰野町,大字辰野,１４４５-５

３９９-４６９２ (株) 伸光製作所,長野県,上伊那郡箕輪町,大字中箕輪,１２２３８

３９９-４６９７ ＫＯＡ (株) アースウイング,長野県,上伊那郡箕輪町,大字中箕輪,１４０１６

３９９-４６９６ セイコーエプソン (株) 伊那事業所,長野県,上伊那郡箕輪町,大字中箕輪,８５４８

３９９-４６９３ ＨＯＹＡ (株) ビジョンケア部門 松島工場,長野県,上伊那郡箕輪町,大字中箕輪,８７８７

３９９-４６９５ 箕輪町役場,長野県,上伊那郡箕輪町,大字中箕輪,１０２９８

３９９-３７９７ 飯島町役場,長野県,上伊那郡飯島町,飯島,２３３８

３９９-４５７２ 上野興業 (株),長野県,上伊那郡南箕輪村,,3-５８



３９９-４５７１ 越前屋 (株),長野県,上伊那郡南箕輪村,,Jun-９２

３９９-４５９５ (株) ハーモ,長野県,上伊那郡南箕輪村,, 1-２４

３９９-４５７０ 国興 (株),長野県,上伊那郡南箕輪村,,６２７４

３９９-４５８９ 信英蓄電器箔 (株),長野県,上伊那郡南箕輪村,,３９３０

３９９-４５９８ 信州大学 農学部,長野県,上伊那郡南箕輪村,,８３０４

３９９-４５８５ 創研 (株),長野県,上伊那郡南箕輪村,, 1-９６

３９９-４５９７ 大明化学工業 (株),長野県,上伊那郡南箕輪村,,2-８５

３９９-４５７６ 高山理化精機 (株),長野県,上伊那郡南箕輪村,, 1-９６

３９９-４５９４ 長野県上伊那農業高等学校,長野県,上伊那郡南箕輪村,,９１１０

３９９-４５６６ 南部小学校,長野県,上伊那郡南箕輪村,,８３０６－９８６

３９９-４５８４ ニッセイ電子工業 (株),長野県,上伊那郡南箕輪村,,６２０１

３９９-４５８７ 日本ピスコ 第一工場,長野県,上伊那郡南箕輪村,,４０８８

３９９-４５８８ 日本ピスコ 第二工場,長野県,上伊那郡南箕輪村,, 1-８４

３９９-４５８６ ピスコ販売,長野県,上伊那郡南箕輪村,, 1-８４

３９９-４５８３ マシンエンジニアリング (株),長野県,上伊那郡南箕輪村,,２３８０－４８０

３９９-４５７８ ミツワマシンサービス,長野県,上伊那郡南箕輪村,, 1-１７

３９９-４５６７ 南箕輪小学校,長野県,上伊那郡南箕輪村,, 1-０４

３９９-４５６８ 南箕輪中学校,長野県,上伊那郡南箕輪村,, 1-２５

３９９-４５９２ 南箕輪村役場,長野県,上伊那郡南箕輪村,, 1-２５

３９９-３８９２ 中川村役場,長野県,上伊那郡中川村,大草, 1-４５

３９９-４３９５ (株) マルニシ 伊那店,長野県,上伊那郡宮田村,, 1-１１

３９９-４３９３ (株) ＬＩＸＩＬ,長野県,上伊那郡宮田村,,１９７２

３９９-４３９２ 宮田村役場,長野県,上伊那郡宮田村,,９８

３９９-４３９４ 横河マニュファクチャリング (株),長野県,上伊那郡宮田村,,２０６１

３９９-３１９２ (株) マツザワ,長野県,下伊那郡高森町,下市田,３１２３

３９９-３１９３ 高森町役場,長野県,下伊那郡高森町,下市田, 1-８３

３９９-１５１１ 阿南町役場,長野県,下伊那郡阿南町,東條, 1-５８

３９９-１６８９ 売木村役場,長野県,下伊那郡売木村,,９６８－１

３９９-１８９５ 泰阜村役場,長野県,下伊那郡泰阜村,,３２３６-１

３９９-３２９５ 豊丘村役場,長野県,下伊那郡豊丘村,大字神稲,３１２０

３９７-０２９２ 長野県製薬 (株),長野県,木曽郡王滝村,此島,１００-１

３９７-８５５０ 木曽合同庁舎,長野県,木曽郡木曽町,福島, 1-５７

３９７-８６０２ 木曽税務署,長野県,木曽郡木曽町,福島,５６３７－１

３９７-８６０９ 木曽福島公共職業安定所,長野県,木曽郡木曽町,福島, 1-５６

３９７-８５８５ 木曽町文化交流センター,長野県,木曽郡木曽町,福島,５１２９

３９７-８５８８ 木曽町役場,長野県,木曽郡木曽町,福島,２３２６-６

３９７-８５７１ 長野県 木曽青峰高等学校,長野県,木曽郡木曽町,福島,１８２７－２

３９７-８５６７ 長野県 木曽青峰高等学校 新開キャンパス,長野県,木曽郡木曽町,新開,４２３６

３９７-８５５５ 長野県立 木曽病院,長野県,木曽郡木曽町,福島,4-１３

３９７-０３９２ 木曽町 開田支所,長野県,木曽郡木曽町,開田高原西野,６２３－１

３９０-１３９４ アイシティー２１ (株) 井上,長野県,東筑摩郡山形村,,字北野尻７９７７

３９０-１３９３ サンリン (株),長野県,東筑摩郡山形村,,3-８２

３９０-１３９２ 山形村役場,長野県,東筑摩郡山形村,, 1-３０

３９０-１１８８ 朝日村役場,長野県,東筑摩郡朝日村,大字古見,１５５５－１

３９０-１１９３ 松本ハイランド農協 朝日支所,長野県,東筑摩郡朝日村,大字小野沢,２５０

３９９-８６９６ 池田町役場,長野県,北安曇郡池田町,大字池田,Jun-０３

３９９-８６９５ 長野県厚生農業協同組合連合会,長野県,北安曇郡池田町,大字池田,72-1

３９９-８６９５ 北アルプス医療センター,長野県,北安曇郡池田町,大字池田,72-1

３９９-９３９３ 白馬村役場,長野県,北安曇郡白馬村,大字北城,７０２５

３９９-９４９４ 小谷村役場,長野県,北安曇郡小谷村,大字中小谷丙,１３１

３８９-０６９８ (株） アルプスツール,長野県,埴科郡坂城町,大字坂城,１００７０

３８９-０６９５ (株） 栗林製作所,長野県,埴科郡坂城町,大字南条,４８６０

３８９-０６８１ (株） 都築製作所,長野県,埴科郡坂城町,大字坂城, 1-４９

３８９-０６８８ ＫＹＢ－ＹＳ (株),長野県,埴科郡坂城町,大字坂城,９１６５

３８９-０６９７ 寿製薬 (株),長野県,埴科郡坂城町,上五明,１９８

３８９-０６９２ 坂城町役場,長野県,埴科郡坂城町,大字坂城,１００５０

３８９-０６９６ デイリーフーズ (株）,長野県,埴科郡坂城町,大字上平,１４３４

３８９-０６９３ 日精樹脂工業 (株）,長野県,埴科郡坂城町,大字南条,２１１０

３８９-０６８２ ミヤリサン (株）,長野県,埴科郡坂城町,大字中之条,１０２－１５

３８１-０２９７ 小布施町役場,長野県,上高井郡小布施町,大字小布施,１４９１－２

３８１-０２９３ (株) 小布施堂,長野県,上高井郡小布施町,大字小布施,８０８

３８１-０２９２ (株) 竹風堂,長野県,上高井郡小布施町,大字小布施,９７３

３８１-０２８８ (株) イマイ企画,長野県,上高井郡小布施町,大字福原,２１６-１４

３８１-０２９６ (株) 永井工業所,長野県,上高井郡小布施町,大字雁田,４３８

３８１-０２９８ 桜井甘精堂,長野県,上高井郡小布施町,大字小布施, 1-６０

３８１-０２９５ 新生病院,長野県,上高井郡小布施町,大字小布施,８５１

３８２-８５０８ アスザック (株),長野県,上高井郡高山村,大字中山,９８１

３８２-８５１０ 高山村役場,長野県,上高井郡高山村,大字高井,４９７２

３８１-０４９７ 志賀高原プリンスホテル,長野県,下高井郡山ノ内町,大字平穏,７１４９

３８１-０４９８ 山ノ内町役場,長野県,下高井郡山ノ内町,大字平穏, 1-５２

３８９-２３９２ 木島平村役場,長野県,下高井郡木島平村,大字往郷,９７３－１

３８９-２５９２ 野沢温泉村役場,長野県,下高井郡野沢温泉村,大字豊郷,９８１７

３８９-１３９２ 信濃町役場,長野県,上水内郡信濃町,大字柏原,４２８－２

３８９-１２９３ 飯綱町役場,長野県,上水内郡飯綱町,大字牟礼, 1-９５

３８９-２７９２ 栄村役場,長野県,下水内郡栄村,大字北信,３４３３




