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【発行企業の概要】（50音順） 

 発行企業 所在地 

1 株式会社アイシン 上越市 

2 株式会社アイテック 村上市 

3 アイビス技建株式会社 新潟市北区 

4 株式会社昌商事 新潟市中央区 

5 アサヒ設備株式会社 柏崎市 

6 株式会社阿部鋼業 十日町市 

7 阿部精麦株式会社 加茂市 

8 株式会社アライ建機 群馬県前橋市 

9 株式会社アンドウ 長岡市 

10 株式会社イーイーケイ 新潟市西区 

11 株式会社 e－ネットサービス 新潟市中央区 

12 泉観光バス株式会社 五泉市 

13 磯部電機工業株式会社 長岡市 

14 株式会社一小イチコ 上越市 

15 株式会社伊藤建設 長岡市 

16 魚沼整染株式会社 十日町市 

17 株式会社越後薬草 上越市 

18 株式会社海老商 新潟市西蒲区 

19 株式会社大久保土建 長岡市 

20 株式会社オガタ 長岡市 

21 株式会社オタケ 上越市 

22 オフィスHanako株式会社 新潟市中央区 

23 株式会社かしわくら 佐渡市 

24 株式会社花水 新潟市中央区 

25 カトウ・サイン工業株式会社 新潟市東区 

26 株式会社カネヨ松木商店 糸魚川市 

27 株式会社川島 五泉市 

28 株式会社河田製作所 長岡市 

29 関越ソフトウェア株式会社 神奈川県川崎市 

30 環境技研株式会社 新潟市中央区 

31 環境整備株式会社 新潟市北区 

32 株式会社キタック 新潟市中央区 

33 共栄電工株式会社 長野県岡谷市 

34 協立物産株式会社 新潟市西区 

35 株式会社工藤工業 上越市 

36 国原建設株式会社 新潟市江南区 
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37 有限会社グランディオ 三条市 

38 群馬三菱自動車販売株式会社 群馬県高崎市 

39 株式会社恒樹園新潟 十日町市 

40 株式会社小嶋屋総本店 十日町市 

41 ゴッドハンド株式会社 燕市 

42 小林石油株式会社 長岡市 

43 株式会社コマスヤアルテック 長岡市 

44 サカエ鋼業株式会社 新潟市江南区 

45 桜井建築株式会社 魚沼市 

46 有限会社佐藤教材店 十日町市 

47 佐藤トレーディング株式会社 長岡市 

48 株式会社サトミ産業 長岡市 

49 里味食品加工株式会社 見附市 

50 三喜商事株式会社 長岡市 

51 株式会社三共 新潟市東区 

52 株式会社三幸 北蒲原郡聖籠町 

53 株式会社サンコー 上越市 

54 株式会社サン．システム 長岡市 

55 三信興業株式会社 長岡市 

56 株式会社シー・エス・クリエイト 新潟市東区 

57 株式会社シー・エス・シー 新潟市東区 

58 株式会社塩善 長岡市 

59 SHIKIEN株式会社 新潟市秋葉区 

60 シライ電設株式会社 長岡市 

61 株式会社新越ワークス 燕市 

62 伸晃建設株式会社 新潟市中央区 

63 新洋技研工業株式会社 新潟市南区 

64 株式会社スクエア 長岡市 

65 株式会社スタジオ B’M 新潟市西区 

66 株式会社大建建設 新潟市東区 

67 株式会社高幸 新潟市西区 

68 髙正建設株式会社 長岡市 

69 高野不動産株式会社 長岡市 

70 株式会社高橋電気 小千谷市 

71 株式会社滝沢印刷 十日町市 

72 株式会社武田食品 群馬県前橋市 

73 中越クリーンサービス株式会社 新潟市中央区 

74 株式会社長陵社 長岡市 

75 有限会社津嶋塗装 十日町市 
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76 津野建設株式会社 新潟市北区 

77 東高建機作業株式会社 北蒲原郡聖籠町 

78 東洋レックス株式会社 長岡市 

79 株式会社東和ボルト 新潟市東区 

80 十日町電設工業株式会社 十日町市 

81 株式会社トーテック 新潟市東区 

82 株式会社中栄商店 新潟市江南区 

83 株式会社長岡金型 長岡市 

84 株式会社長岡中央魚市場 長岡市 

85 株式会社長岡歯車製作所 長岡市 

86 新潟ガラスリサイクルセンター株式会社 新潟市中央区 

87 新潟竹内ハガネ株式会社 燕市 

88 新潟プレハブ工業株式会社 新潟市中央区 

89 株式会社新潟丸和運輸 新潟市東区 

90 株式会社新津食品流通センター 新潟市秋葉区 

91 株式会社西川クリーナー 新潟市西蒲区 

92 有限会社西村商店 新潟市西区 

93 日生不動産株式会社 新潟市中央区 

94 日生不動産販売株式会社 新潟市中央区 

95 ハーバーハウス株式会社 新潟市中央区 

96 羽賀建設株式会社 新潟市西区 

97 有限会社萩野鉄工所 長岡市 

98 橋本医科器械株式会社 柏崎市 

99 株式会社パンオイルサービス 新潟市北区 

100 株式会社ビーズインターナショナル 東京都目黒区 

101 ひと・コミュニケーションズ株式会社 群馬県前橋市 

102 株式会社日乃出輸送 小千谷市 

103 株式会社不二工務店 新潟市中央区 

104 有限会社フルカワ 上越市 

105 株式会社ブルボン 柏崎市 

106 株式会社芳樹園 新潟市中央区 

107 豊和建設株式会社 新潟市中央区 

108 北陸電々株式会社 新潟市中央区 

109 株式会社星野組 長岡市 

110 株式会社堀井組 長岡市 

111 Honda Vineyards and Winery株式会社 新潟市西蒲区 

112 株式会社本間釣具店 新潟市西区 

113 有限会社丸喜石油 長岡市 

114 丸新電機照明株式会社 新潟市中央区 
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115 株式会社丸屋本店 新潟市中央区 

116 水国織物株式会社 十日町市 

117 株式会社三本紙器 見附市 

118 ミツワ金属株式会社 三条市 

119 有限会社ミツワ産資 新潟市西区 

120 三藤都市開発株式会社 見附市 

121 株式会社三友組 魚沼市 

122 株式会社宮下電設 長岡市 

123 株式会社村山地所 新潟市秋葉区 

124 株式会社明和 新潟市江南区 

125 森下企業株式会社 南魚沼郡湯沢町 

126 株式会社山嘉土建 村上市 

127 山口建設株式会社 上越市 

128 山治鋼機株式会社 新潟市中央区 

129 山隆リコム株式会社 五泉市 

130 有限会社ユニークリミテッドカンパニー 新潟市北区 

131 株式会社吉久建設 長岡市 

132 株式会社ランドスタッフ 上越市 

133 株式会社リボーン 上越市 

134 株式会社渡辺リネン 長岡市 

ほか 36社、合計 170社 

 

 


