松本地域健康産業推進協議会 会員一覧
会員数335企業・団体（Ｈ30年11月5日現在）
塩尻市

株式会社アスピア

上野設計事務所

カタバミ・マネジメント・サービス株式会社

安曇野市

安曇野食品工房株式会社

ＷＥＢ ＦＡＣＥ

Café 楢 Oak

松本商工会議所

株式会社アズミ村田製作所

株式会社ウェルライフ信州

株式会社 上高地温泉ホテル

信州大学

株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン

株式会社 内田洋行

株式会社上條器械店

松本大学

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

ウンログ株式会社

有限会社 上條自動車商会

松本歯科大学

安保塗装株式会社

株式会社エーアイテック

株式会社かんぽ生命保険 松本支店

松本短期大学

株式会社アミンファーマ研究所

エア・ウォーター株式会社

株式会社 環境技術センター

(公財）長野県テクノ財団アルプスハイランド地域センター

株式会社アルガオートサービス

有限会社エス・エヌ

株式会社 企画

長野県経営者協会 中信支部

ＲＴ．ワークス株式会社

株式会社ＡＪＣ

株式会社 菊池製作所

松本機械金属工業会

アルピコ長野トラベル株式会社

有限会社ＡＰサービス信州

株式会社キザキ

一般社団法人日本音楽健康協会

有限会社 泡の湯旅館

NECソリューションイノベータ株式会社 長野支社

北野建設株式会社 松本支店

ＮＴＴアイティ株式会社グローバル事業部こころを動かすＩＣＴデザイン部

キッセイコムテック株式会社

一般社団法人 松本観光コンベンション協会 株式会社アンカー
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 松本支店

株式会社安寿の里のりくら アイ・レーベル エービーシー株式会社

キッセイ薬品工業株式会社

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院

イオンモール株式会社イオンモール松本 株式会社エラン

桐山電機株式会社

株式会社ICI石井スポーツ 松本店

イオンリテール株式会社イオンスタイル松本 エンジニアリングシステム株式会社

株式会社キャンサースキャン

有限会社 葵ジャパン

イオンリテール株式会社 北陸信越カンパニー 長野事業部

株式会社Ｏ：(オー)

株式会社キューブシステムズ

有限会社フジ薬品 あがたの森治療院

株式会社 泉精器製作所

株式会社 王滝

キューピー株式会社

株式会社アグア

株式会社イズモヘルス

株式会社オーチャード

株式会社 響笑

株式会社アコーズ

株式会社 井上

株式会社 大塚製薬工場

株式会社近畿日本ツーリスト関東 松本支店

有限会社浅田商事 レストランどんぐり

国立健康・栄養研究所

岡野薬品株式会社

株式会社 公文教育研究会

株式会社アシスト&ソリューション

一般社団法人 医療健康資源開発研究所 株式会社岡村製作所 松本営業所

株式会社グラグリッド

旭松食品株式会社

癒し処 倉田屋

沖電気工業株式会社

クリナップ株式会社

味の素株式会社

株式会社今井恵みの里

有限会社折協市場店

有限会社 槫木野

アズサイエンス株式会社

イミ―株式会社

株式会社オールアバウト

株式会社ＧＥウェルネス

アスタリール株式会社

インフィニジャパン株式会社

加賀電子株式会社 新規開発部

株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン
(順不同・敬称略）1
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株式会社ケアフォース

株式会社ジェップ

株式会社 心陽

有限会社大丸本舗

ＫＤＤＩ株式会社

株式会社ＪＴＢ 中部松本支店

株式会社 信州セラミックス

株式会社ダイワ

健康科学ビジネス推進機構

株式会社ＪVCケンウッド

株式会社ＪＩＮＲＩＫＩ

大和ハウス工業株式会社

健康産業リーディング都市松本推進の会 静岡ビル保善株式会社

特定非営利活動法人ＳＣＯＰ

株式会社 田内屋

健康保険組合連合会 長野連合会

株式会社シセン

株式会社スドージャム

高島アイディーエス株式会社

行動論理設計事務所

信濃毎日新聞社

株式会社ＳＵＤＡＣＨＩ

株式会社タカノ

コクヨ株式会社 医療TCM

株式会社シブヤコーポレーション

住友生命保険相互会社松本支社

タカノ株式会社

株式会社コスミックエムイー

清水建設株式会社 松本営業所

株式会社 成進社印刷

有限会社多田プレシジョン

株式会社コトブキパック

株式会社市民タイムス

株式会社セイシン・ウェブ

司法書士 舘島法務事務所

株式会社 小松製作所

株式会社ジャパンコンサルタントアンドメディカルサービス

一般社団法人セーフティネットリンケージ 株式会社タナカラ

株式会社コミュニケーションズ・アイ

独立行政法人 住宅金融支援機構 地域業務第二部

株式会社セブンイレブン 松本事務所

コワーキングスペース Ｋｎｏｗｅｒｓ （クラウドット株式会社）

株式会社商工組合中央金庫 松本支店 株式会社セレスポ

チームグクル合同会社

コンフォートかみむら

昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 全国健康保険協会 長野県支部

株式会社地域経営プラチナ研究所

株式会社コンベンションリンケージ

株式会社 白船グランドホテル

セントラルスポーツ株式会社 セントラルフィットネスクラブ松本

特定非営利活動法人 知恵と考働

株式会社サイクス

白骨温泉旅館組合

全国農協食品株式会社

有限会社 筑摩ストアー

酒井医療株式会社 長野営業所

シルバーカフェ

株式会社総合環境研究所

株式会社ちくま精機

サトーヘルスケア株式会社

株式会社 信栄食品

株式会社ソフィアプランニング

株式会社地食地産

サスナカ通信工業株式会社

有限会社 信越地所

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社松本支社

中信特殊鋼株式会社

サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社

信越文具株式会社

株式会社第一興商

中部電力株式会社 松本営業所

サントリービバレッジサービス株式会社 松本支店

株式会社 進化計画

第一生命保険株式会社松本支社

一般社団法人腸活環境育成協会

サンリン株式会社

真気堂

株式会社大将印

特定非営利活動法人 つくしん棒

特定非営利活動法人ＣＦＭ実行委員会

株式会社シンケン

大心株式会社

帝人株式会社 ＩＴヘルスケア・プロジェクト

株式会社ＪＭ

有限会社 信公自動車工業

大雪渓酒造株式会社

テスコム電機株式会社

株式会社JMC

信州の健康・省エネ住宅を推進する会

合同会社タイセイ企画

ＴＩＰcomposite株式会社

有限会社シアトル

信州メディビトネット

大同生命保険株式会社健康経営推進プロジェクト

株式会社デイリーはやしや

有限会社 田辺度量衡店
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デイリーヤマザキ松本千歳橋店

長野ダイハツ販売株式会社

株式会社日本旅行松本支店

株式会社フレッシュタウン

株式会社デザイン計画

株式会社ナガノトマト

株式会社ノースウエスト

ヘルコミラボ株式会社

株式会社デジタル・スパイス

株式会社 長野メディカルサポート

株式会社白寿生科学研究所

ヘルスグリッド株式会社

株式会社テヅカ

株式会社ナカヨ

パシフィックコンサルタンツ株式会社 長野事務所

北陸コカ・コーラボトリング株式会社

株式会社テックサーブ

一般財団法人奈川振興公社

株式会社パソナ パソナ・松本

ホリデイスポーツクラブ 松本店

株式会社デリカ

鍋林株式会社

八十二銀行 松本営業部

マイクロストーン株式会社

テルモ株式会社 松本支店

株式会社ニシマ

株式会社 八光電機

有限会社マイテック

株式会社テレビ松本ケーブルビジョン

ニッキトライシステム株式会社

パナソニック株式会社

株式会社マクニカ

株式会社電算

株式会社日邦バルブ

花村産業株式会社

マツイ商会有限会社

TOY BOX

一般社団法人 日中健康医療交流協会 ＨＡＲＩＯ株式会社

独立行政法人 国立病院機構まつもと医療センター

東洋計器株式会社

日通旅行株式会社 団体営業部 営業第６課 株式会社羽生田鉄工所

株式会社 松本カントリークラブ

東洋ライス株式会社

株式会社 日本医療データセンター

株式会社ハルメク

一般財団法人 松本市勤労者共済会

凸版印刷株式会社 松本営業所

一般財団法人日本予防医学協会

ハルメク・ベンチャーズ株式会社

松本信用金庫

有限会社等々力製作所

日本銀行 松本支店

株式会社日立製作所 ヘルスケア松本営業所 株式会社 松本スイミング・センター

巴産業株式会社

日本光電工業株式会社

株式会社ピーエムオフィスエー

一般財団法人松本ものづくり産業支援センター

株式会社巴屋

株式会社 日本広告

ビューティアンドケア株式会社

一般財団法人松本ヘルス・ラボ

合同会社ドリームカンパニー

株式会社日本政策金融公庫 松本支店 国民生活事業 中小企業事業

株式会社ファミリー・サービス・エイコー

株式会社 松本山雅

株式会社中島屋降籏米穀

日本セラピスト整体学院

合同会社 ５ＴＨ ＡＲＲＯＷ

株式会社マディア

長野銀行

日本調剤株式会社

株式会社フカサワイール

松本ガス株式会社

一般財団法人 長野経済研究所

日本電気株式会社 松本支店

富士通株式会社 松本支店

株式会社マル井

長野県工業技術総合センター

日本電熱株式会社

富士通ホーム＆オフィスサービス株式会社 株式会社丸金

長野県信用保証協会

株式会社日本トリム 長野営業所

富士フィルム株式会社 ライフサイエンス事業部 丸昌稲垣株式会社

長野県松本工業高等学校

一般社団法人美腸協会

有限会社フォーエース

長野県南安曇農業高等学校

日本貿易振興機構 長野貿易情報センター 株式会社プラルト

丸文通商株式会社 松本支店

株式会社長野第一興商

株式会社日本物語

株式会社丸谷工業

フランスベッド株式会社 信越支社

丸正製パン株式会社
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三井住友海上火災保険株式会社長野支店松本支社

ルピナ中部工業株式会社

株式会社ミック

株式会社レミディインターナショナル

株式会社 三菱総合研究所

株式会社ローソン 長野支店

株式会社Minoriソリューションズ 松本事業所 ユニ・チャーム株式会社 松本営業所

株式会社ミュウテック

有限会社 湯元斎藤旅館

税理士法人 未来経営

株式会社湯本屋旅館

株式会社みらいさい福祉会

株式会社YKC

株式会社ミルウス

株式会社ワカ製作所 松本工場

株式会社 村山建設

綿半ソリューションズ株式会社

明治安田生命保険相互会社 松本支社 松本市
株式会社メイプ
メットライフアリコ松本エイジェンシーオフィス

森下仁丹株式会社
森永乳業株式会社 素材応用研究所
ヤマカ精工株式会社
株式会社ヤマサ
株式会社ユカシカド
横山薬局
ライフヨガカンパニー
株式会社テオリアランバーテック
ルーツ・オブ・コミュニケーション株式会社
株式会社龍角散
株式会社 林友
林友ハウス工業株式会社
株式会社ルネサンス
(順不同・敬称略）4

