
令和４年９月30日現在（認定順）

認定年度 ランク

シルバー 生活協同組合コープながの篠ノ井センター
シルバー 生活協同組合コープながの本部
シルバー イオンビッグ株式会社ザ・ビッグ長野東店
シルバー 株式会社ツルヤ徳間店
シルバー デリシア更北店
シルバー デリシア篠ノ井東店
シルバー デリシア吉田店
シルバー デリシア上松店
シルバー デリシア若里店
シルバー デリシア三輪店
シルバー デリシア七瀬店
シルバー 合同会社西友西尾張部店
ゴールド 富士通株式会社長野工場
ブロンズ 中信アスナ株式会社
シルバー 株式会社コウサカ
シルバー 株式会社礎建装
シルバー 合同会社西友古里店
シルバー 合同会社西友南長野店
シルバー 大和リゾート株式会社ロイヤルホテル長野
シルバー 株式会社ＮＴＴロジスコ信越支店
ブロンズ 一休さんのはなおか長野店
ゴールド 株式会社八十二銀行本店
シルバー 株式会社ツルヤ長野南店
シルバー ＮＴＴ東日本長野支店（新田町ビル）
シルバー 株式会社ＮＴＴファシリティーズ中央長野支店
ゴールド 信濃理化学工業株式会社
シルバー デリシア安茂里店
シルバー デリシア大豆島店
シルバー 合同会社西友三本柳店
シルバー 合同会社西友高田店
シルバー 合同会社西友伊勢宮店
シルバー ミサワホーム甲信株式会社
ゴールド 株式会社ＴＯＳＹＳ

シルバー 徳武建設株式会社
シルバー NiKKiFron株式会社
ブロンズ 株式会社サンピアン
シルバー 協同組合長野アークス（組合39社）
シルバー ホクト株式会社
シルバー 株式会社前田製作所
シルバー 株式会社キトウ
シルバー シューズアオキ
シルバー ミツワヤンマー株式会社
シルバー 東和電設株式会社
ゴールド 新光電気工業株式会社　更北工場
ゴールド リコージャパン株式会社長野支社
シルバー 株式会社信越でんつう
ゴールド 株式会社タツノ長野支店
シルバー 松澤工業株式会社
シルバー 直富商事株式会社
シルバー 長野電鉄株式会社（本社）
シルバー 株式会社ホテルメトロポリタン長野
シルバー 山陽建設株式会社
シルバー 日本綜合建設株式会社
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シルバー 株式会社川瀬工務店
シルバー 長野電鉄株式会社権堂駅
シルバー 長野電鉄株式会社長野駅
ゴールド 東日本旅客鉄道株式会社長野支社長野総合車両センター
シルバー ナガサカ電気株式会社
シルバー 松代建設工業株式会社
シルバー 日本ガス工事株式会社
ゴールド 生活協同組合コープながの長野稲里店
シルバー 株式会社葛田労務管理事務所
ブロンズ 葛田農園
シルバー 株式会社神山緑地産業
シルバー 大久保電設株式会社
シルバー 株式会社三恵システム
シルバー 三協電設工業株式会社
シルバー 株式会社日本電気通信工業
ゴールド ダンク　セキ株式会社
シルバー 積水ハウス株式会社長野支店
シルバー 株式会社杏花印刷
シルバー 株式会社町田電機商会
シルバー 協栄電気興業株式会社
シルバー クボタ電気工事株式会社
シルバー 株式会社マナテック
シルバー 株式会社アースワーク
シルバー 株式会社和田興業
シルバー 株式会社旭電気商会
シルバー ハイブリッド・ジャパン株式会社
シルバー 株式会社マツハシ冷熱
シルバー 大新土木株式会社
シルバー 長電建設株式会社
シルバー 交友技研株式会社
シルバー 株式会社長野ナブコ
シルバー 株式会社新光建設工業
シルバー 株式会社アスク
シルバー 和田産業株式会社
シルバー 島崎建設株式会社
シルバー 毎日電業株式会社
シルバー 株式会社クボタ
シルバー 有限会社池田電友社
シルバー 有限会社淳躬小林建設
シルバー 株式会社小山田組
シルバー 共進建設株式会社
シルバー 株式会社鎌倉材木店
ゴールド 株式会社守谷商会
ゴールド 金澤工業株式会社
シルバー 北信土建株式会社
シルバー 株式会社エコマコ
シルバー 小山産業株式会社
シルバー 株式会社風間産業
シルバー 株式会社風間苑
シルバー 有限会社グリーンスペース
シルバー 株式会社丸山建設
シルバー 北澤建材株式会社
シルバー 有限会社柴田商店
シルバー 賛宝電気株式会社
シルバー 株式会社メイセイ電機
シルバー 岡澤建設株式会社
シルバー 株式会社日翔通商
シルバー 有限会社トザワ

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度
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シルバー 三共建設株式会社
ゴールド 川中島建設株式会社
ゴールド 株式会社マルオン商会
シルバー 新設工業株式会社
ゴールド 北野建設株式会社
ゴールド 信和建設株式会社
ゴールド 長野日本無線株式会社
シルバー 株式会社峰電舎
シルバー 株式会社宮沢製作所
ゴールド 株式会社日拓
シルバー 株式会社岩倉造園土木
シルバー ＮＴＴコムウェア株式会社東日本支店
シルバー 有限会社エムエス・エンタープライズ
シルバー 信越電建株式会社
シルバー 株式会社マルニシ長野店
シルバー ブリヂストンタイヤ長野販売株式会社長野営業所工業用品部
ゴールド 高木建設株式会社
シルバー 大栄電気設備株式会社
シルバー 北斗電機株式会社
シルバー 株式会社小池組
ゴールド ライフライン長野株式会社
シルバー 株式会社山口電気
ゴールド キヤノンマーケティングジャパン株式会社長野営業所
ゴールド 仁科工業株式会社
シルバー 豊野温泉　りんごの湯
シルバー 北信商建株式会社ホクシンハウス長野店
シルバー 北信商建株式会社グリーンシードハウス長野店
ゴールド 株式会社山倉建設
シルバー 富士印刷株式会社
シルバー 中堀建設株式会社
シルバー 株式会社八百音
ゴールド 長野卸売市場協同組合
シルバー 株式会社佐藤園芸
ゴールド 林業笠原造園株式会社
シルバー 日東電気工事株式会社
シルバー 信越道路工業株式会社
シルバー 光電気工事株式会社
シルバー 大和ハウス工業株式会社長野支店
シルバー 株式会社松興
ゴールド 株式会社アスペック
ゴールド 有限会社峯村建設
シルバー 株式会社ナガノ建築サービス
シルバー 有限会社ＭＤＫ
シルバー 千広建設株式会社
ゴールド 信濃酒井建設株式会社
シルバー メタウォーター株式会社
シルバー 株式会社アルスター
シルバー 株式会社井上産業
シルバー 株式会社井上産業　若穂プラント
ゴールド 株式会社喜久屋商会
ゴールド 信州林業株式会社
ゴールド キヤノンシステムアンドサポート㈱長野営業所
ゴールド 株式会社和田組
ゴールド 飯島建設株式会社
ブロンズ 有限会社巴商会
ブロンズ 長野市生活環境協同組合
シルバー 株式会社日創建材
シルバー

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成20年度

平成21年度

株式会社新井工業平成28年度
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シルバー
シルバー
シルバー
ゴールド
シルバー
シルバー
シルバー
ゴールド
シルバー
シルバー タカチ工業株式会社
シルバー
ゴールド
ゴールド
ゴールド 株式会社鹿熊組
シルバー 長野テクトロン株式会社（本社）
シルバー
シルバー
シルバー
シルバー
シルバー
シルバー
シルバー
シルバー
シルバー
シルバー
シルバー
シルバー
ゴールド
シルバー
シルバー
ゴールド
シルバー
シルバー

認定事業所数

40

156

6

202

ゴールド・ランク

シルバー・ランク

ブロンズ・ランク

株式会社関電工長野支店
株式会社イフ・ジャパン
株式会社大久保組
福田三商株式会社長野営業所
福田三商株式会社柳原出張所
株式会社三協プラミング
丸十電気株式会社
大同建設株式会社
株式会社北條組

合計　

令和２年度
株式会社コスモ熱学
株式会社リサイクル横澤

株式会社北條組
株式会社開渡
有限会社大橋電気サービス

平成28年度

池田建設株式会社

宮島産業株式会社

有限会社東沖土建

平成29年度 株式会社榮光
株式会社共同設備
大和リース株式会社長野営業所

吉原建設工業株式会社　長野事務所
吉原建設工業株式会社

平成30年度
有限会社ケー・アンド・エフ コンピュータサービス

株式会社斉藤工務店

令和元年度

株式会社中重建設

令和３年度

令和４年度

藤森建設工業株式会社

ワールド開発工業株式会社

松代金属株式会社

川浦土建株式会社

株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ長野店
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