
令和4年3月31日時点

No. 企業名 代表者 所在地

1 アイサワ工業(株)　新潟営業所 所長　金子　昌弘 新潟市中央区学校町通2番町5293番地

2 青木あすなろ建設（株）　北陸支店 支店長　安齋　忠俊 新潟市中央区医学町通2番町10-1　ダイアパレス医学町

3 あおみ建設(株)　北陸支店 支店長　小倉　真 新潟市中央区東大通2丁目2番18号

4 昱工業(株) 代表取締役　中川　崇 新潟市西区流通センター二丁目2番地3

5 (株)曙建設 代表取締役　田尻　正敏 長岡市干場2丁目17番9号

6 (株)アステック 代表取締役　伊藤　潔 新潟市江南区亀田工業団地1-1-11

7 安達建設興業(株) 代表取締役社長　安達　公明 新潟市南区白根日の出町6番25号

8 アルファ建設(株) 代表取締役社長　河内　実 新潟県新潟市江南区泉町1丁目3-34

9 （株）安藤・間　北陸支店 支店長　相田　尚人 新潟市中央区東万代1番22号　風間ビル

10 (株)安中製作所 代表取締役社長　安中　正和 新潟市中央区女池神明2丁目10番地3

11 (株)イートラスト 代表取締役　酒井　龍市 長岡市北陽1丁目53番地54

12 五十嵐建設(株) 代表取締役　渡邊　富男 新潟市西区青山1丁目12番8号

13 (株)石曽根工務店 代表取締役　石曽根　公二 妙高市工団町5番1号

14 市川建設（株） 代表取締役社長　市川　雅樹 上越市東城町1丁目1-15

15 (株)伊藤組 代表取締役社長　伊藤　和彦 新発田市島潟1273番地1

16 伊米ヶ﨑建設(株) 代表取締役社長　櫻井　馨 魚沼市虫野200番地

17 岩田地崎建設(株)　新潟営業所 所長　石山　三芳 新潟市中央区弁天2-1-1

18 (株)植木組 取締役社長　植木　義明 柏崎市新橋2番8号

19 (株)牛木組 代表取締役　牛木　善彦 上越市名立区名立大町1630番地1

20 (株)内山組 代表取締役　髙橋　賢一 村上市肴町18番12号

21 大河津建設(株) 代表取締役社長　伊藤　昭芳 燕市分水あけぼの一丁目1番地72

22 (株)大島組 代表取締役　大嶋　正寛 上越市石橋一丁目8番33号

23 大島電気(株) 取締役社長　大島　博 十日町市明石町25番地

24 (株)大林組　北陸支店 執行役員支店長　佐藤　公彦 新潟市中央区東大通2-3-28

25 (株)岡部工務店 代表取締役　岡部　茂 新発田市佐々木2538-4

26 (株)小野組 代表取締役社長　小野　貴史 胎内市西栄町2番23号

27 小柳建設(株) 代表取締役社長　　小柳　卓蔵 三条市東三条1丁目21番5号

28 (株)加賀田組 代表取締役社長　市村　稿 新潟市中央区万代4丁目5番15号

29 鹿島建設(株)　北陸支店 執行役員支店長　芦田　徹也 新潟市中央区万代1-3-4

30 (株)加藤組 代表取締役社長　加藤　善典 村上市久保多町7番3号

31 （株）カネカ建設 代表取締役　関　秀俊 南魚沼市早川189番地1

32 川瀬工業(株) 代表取締役　川瀬　弘二 三条市塚野目1丁目4番69号

33 神田鉄筋工業(株) 代表取締役　神田　幸夫 新潟市秋葉区川口578番地9

34 （株）北澤工業 代表取締役社長　北澤　晶 長岡市北陽2丁目14番地31

35 北本建設（株） 代表取締役　北本　安延 新潟市秋葉区中沢町10番42号

36 グリーン産業(株) 代表取締役　荒川　義克 新潟市中央区神道寺2丁目2番10号

37 (株)古泉工業 代表取締役　吉川　銑一朗 新潟市中央区新和3丁目9番25号

38 （有）コウユー工業 代表取締役　原　里志 南魚沼市大月92番地3

39 (株)興和 代表取締役社長　池野　正志 新潟市中央区新光町6番地1

40 (株)国土 代表取締役会長　　梨本　貴幸 新潟市西区善久1068番地1
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41 小杉土建工業(株) 代表取締役　小杉　尚志 小千谷市東栄3丁目4番5号

42 （株）後藤組 代表取締役　後藤　幸洋 糸魚川市上刈6丁目1番18号

43 (株)小林組 代表取締役　小林　孝 阿賀野市曽郷302

44 サカエ鋼業（株） 代表取締役社長　桑野　弘史 新潟市江南区木津工業団地5番18号

45 (株)坂詰組 代表取締役社長　坂詰　敏彦 阿賀野市保田4177番地1

46 佐久間工業（株） 代表取締役　佐久間　義晴 新潟市東区寺山3丁目32番2号

47 (株)佐久間鉄筋工業 佐久間　芳郎 五泉市村松工業団地2丁目2079番地

48 （株）佐藤左官工業所 代表取締役　佐藤　光一 上越市東本町3丁目5番6号

49 (有)佐藤鉄筋工業 代表取締役　佐藤　澄 新潟市東区山木戸8-10-13

50 (有)SUN鋼業 代表取締役　渡辺　博一 小千谷市城内2-1-5

51 上新開発(株) 代表取締役　馬場　照雄 上越市春日山町2丁目6番4号

52 昭和コンクリート工業（株）新潟営業所 所長　樋山　弘光 新潟市中央区上近江4丁目2番20号

53 (株)鈴木組 代表取締役　鈴木　芳雄 村上市平林97番地1

54 世紀東急工業(株)北陸支店 執行役員北陸支店長　北川　八 新潟市中央区東堀前通一番町343番地

55 大成建設（株）　北信越支店 執行役員支店長　西岡　巌 新潟市中央区八千代1丁目4番16号

56 大豊建設(株)　北陸支店 支店長　浜谷　清二 新潟市中央区関屋昭和町1-62

57 大和電建(株) 代表取締役社長　本山　秀樹 上越市東城町2-2-2

58 大和土建工業（株） 代表取締役社長　笠尾　崇 上越市南本町2-14-11

59 (株)竹田工務店 代表取締役　竹田　義寛 上越市四辻町2346番地

60 (株)多田組 代表取締役　多田　博昭 長岡市平2丁目1番15号

61 田辺建設（株） 代表取締役社長　山田　孝雄 上越市栄町二丁目3番11号

62 田辺工業(株) 代表取締役社長　四月朔日　義雄 上越市福田20番地

63 (株)谷村建設 代表取締役　渡邊　孝 糸魚川市寺町1-6-35

64 (株)種村建設 代表取締役　種村　成徳 南魚沼市水尾417

65 (株)田村工務店 代表取締役　田村　定泰 新潟市北区新崎293番地22

66 近鉄筋工業(株) 代表取締役社長　近　喜男 新潟市東区一日市9番地2

67 （株）つくしカッター 代表取締役　田中　賢治 刈羽郡刈羽村大字下高町1376-5

68 鉄建建設（株）　関越支店 執行役員支店長　石丸　和也 さいたま市大宮区桜木町1-11-7

69 寺泊産業(株) 代表取締役社長　高橋　政徳 長岡市寺泊上田町9769番地61

70 東亜建設工業（株）　北陸支店 支店長　日野　雅博 新潟市中央区天神1-17-1

71 東亜道路工業（株）　北陸支店 執行役員支店長　梶岡　聡 新潟市秋葉区川口580-26

72 トウヨウ(株) 代表取締役　田中　正樹 長岡市大島本町5丁目111番地15

73 (株)富樫組 代表取締役　富樫　重晴 村上市仲間町一枚下り639-11

74 (株)中澤建工 代表取締役社長　中澤　忍 小千谷市千谷川4丁目13－30

75 (株)新潟藤田組 取締役社長　藤田　直也 新潟市中央区白山浦2-645-1

76 (株)西脇建工 代表取締役　西脇　哲男 長岡市浦6439-丙

77 (株)日さく　上越支店 支店長　北山　勝広 上越市新光町3丁目14番15号

78 (株)日さく　新潟支店 執行役員支店長　小林　茂雄 新潟市東区卸新町2丁目2066番地11

79 (有)日昇 代表取締役　儀同　正夫 新潟市東区空港西2丁目10-29

80 日特建設（株）北陸支店 執行役員支店長　山本　和幸 新潟市中央区南出来島1丁目4番4号
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81 日本国土開発(株)　新潟営業所 所長　相川　禎明 新潟市中央区東大通1-3-1 新潟帝石ビル

82 日本サミコン(株) 代表取締役社長　渡辺　康夫 新潟市中央区弁天橋通1丁目8番23号

83 日本電設工業（株）　北関東支店　新潟営業所 所長　富永　泰 新潟市中央区万代1丁目3番7号　NDK万代ビル3階

84 春木建設（株） 代表取締役　春木　和朝 燕市蔵関462番地

85 東鉄工業(株)　新潟支店 執行役員支店長　西島　和男 新潟市中央区東大通2-5-1　カープ新潟ビル4階

86 (株)廣瀬 代表取締役　廣瀬　徳男 新潟市西区善久823番地

87 （株）笛田組 取締役社長　笛田俊彦 南魚沼市五郎丸305番地

88 （株）福田組 代表取締役社長　荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町3番地10

89 福田道路(株) 代表取締役社長　海野　正美 新潟市中央区川岸町1丁目53番地1

90 （株）不動テトラ　北陸支店 支店長　東　祥二 新潟市中央区万代島5番1号　新潟万代島ビル

91 (株)文明屋 代表取締役　大野　芳秀 南魚沼郡湯沢町大字三国650-1

92 （株）北越トラスト 代表取締役　須佐　正厚 小千谷市大字上片貝76-1

93 北陸パブリックメンテナンス(株) 代表取締役　大石　清 新潟市江南区横越上町4丁目10番7号

94 北陸保全工業(株) 代表取締役　青池　八枝子 新潟市東区一日市180番地1

95 (有)星左官店 代表取締役　荒川　義克 魚沼市大沢659-1

96 （株）本間組 取締役社長　本間　達郎 新潟市中央区西湊町通三ノ町3300番地3

97 本間道路(株) 代表取締役社長　渡辺　亮三 新潟市中央区柳島町1丁目5番地1

98 (有)マサミ工業 代表取締役　佐藤　賢 新潟市西区坂井砂山4丁目14-1

99 町田建設(株) 代表取締役　町田　誠 南魚沼市島新田374

100 丸運建設（株） 取締役社長　小田　等 新潟市中央区幸西１丁目4番21号

101 (株)水倉組 代表取締役　水倉　直人 新潟市西蒲区巻甲5480番地

102 三井住友建設(株)　新潟営業所 所長　水戸　良夫 新潟市中央区東大通1-2-30

103 (株)三友組 代表取締役　三友　玲央 魚沼市吉田163番地

104 (株)皆川組 代表取締役社長　皆川　靖博 新潟市北区名目所二丁目1504番地

105 (株)森下組 代表取締役　森下　佳憲 南魚沼郡湯沢町大字神立130

106 (株)柳田工業 代表取締役　柳田　一雄 小千谷市大字西吉谷大柳甲41－1

107 山田工業（株） 代表取締役社長　徳間　昭則 柏崎市藤元町24番30号

108 （株）横井組 代表取締役社長　横井　仁 村上市古渡路600番地

109 （株）吉久建設 代表取締役　吉田　秀夫 長岡市中島5丁目7番50号

110 (株)吉田建設 代表取締役　吉田　守利 新潟市西蒲区赤鏥1307番地1

111 (株)レックス 代表取締役社長　馬場　晃 新潟市中央区南長潟12番10号

112 若築建設（株）　北陸支店 支店長　工藤　悟 新潟市中央区東大通1丁目2番23号

113 (株)若月組 代表取締役　渡辺　節男 新潟市江南区祖父興野343－4
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