旧特定労働者派遣事業所一覧表（平成29年5月1日現在）
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〒
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新潟

特15-010001 株式会社 フジテック

950-0914 新潟市中央区紫竹山2-5-18

025-243-4361

新潟

特15-010004 旭ビル管理 株式会社

950-0864 新潟市東区紫竹5-10-60

025-243-4585

新潟

特15-010005 環境をサポートする株式会社きらめき

951-8528 新潟市中央区東堀前通6-1061

025-228-7586

新潟

特15-010006 株式会社 新潟ビルサービス

951-8068 新潟市中央区上大川前通9番町1268-2

025-228-1777

新潟

特15-010014 新潟交友事業 株式会社

950-0811 新潟市東区材木町1-46

025-270-3400

新潟

特15-010016 株式会社 ソネット

950-0917 新潟市中央区天神2-1-5 ｱｸｼｽ駅南ｳｴｽﾄ

025-244-3656

新潟

特15-010023 株式会社 日本ソフトウェアビジネス

950-0916 新潟市中央区米山2-4-1 木山第3ﾋﾞﾙ5F

025-240-5105

新潟

特15-010026 株式会社 ジャパンネット

950-0905 新潟市中央区天神尾1-8-1

025-246-2611

新潟

特15-010027 株式会社 ニチネツサービス

950-0087 新潟市中央区東大通1-4-1 ﾏﾙﾀｹﾋﾞﾙ

025-244-1052

新潟

特15-010030 シーイーシー新潟情報サービス株式会社

950-0913 新潟市中央区鐙2-10-6

025-243-5101

新潟

特15-010031 新潟クリーナー 株式会社

950-2022 新潟市西区小針4-2-14

025-267-2711

新潟

特15-010032 株式会社 北越

951-8068 新潟市中央区上大川前通7番町1237-4

025-226-7778

新潟

特15-010034 株式会社 三愛ビル管理

950-0087 新潟市中央区東大通2-2-18 ﾀﾁﾊﾞﾅﾋﾞﾙ2F

025-247-5944

新潟

特15-010035 双峰通信工業 株式会社

950-0031 新潟市東区船江町1-55-11

025-275-1211

新潟

特15-010040 新潟照明技研 株式会社

950-0066 新潟市東区長者町15-42

025-274-2353

新潟

特15-010046 株式会社 サン・ビルサービス

950-0016 新潟市東区河渡本町8-24

025-273-2015

新潟

特15-010047 新潟綜合管財保障 株式会社

950-0026 新潟市東区小金町1-17-15

025-274-5895

新潟

特15-010048 株式会社 北日本ビルサービス

950-0852 新潟市東区石山1-3-3

025-286-9161

新潟

特15-010051 株式会社 日栄ビル管理

950-2053 新潟市西区寺尾前通2-10-11

025-267-6741

新潟

特15-010056 株式会社 エヌ・ティ・エス

950-0916 新潟市中央区米山1-11-11 昴ﾋﾞﾙ7Ｆ

025-244-9144

新潟

特15-010057 株式会社 ＢＳＮウェーブ

950-0088 新潟市中央区万代3-1-1 新潟日報ﾒﾃﾞｨｱｼｯﾌﾟ13Ｆ

025-278-3341

新潟

特15-010065 システムリサーチ 株式会社

950-0914 新潟市中央区紫竹山6-9-17

025-243-7851

新潟

特15-010072 JR新潟鉄道サービス 株式会社

950-0086 新潟市中央区花園1-1-5

025-244-0590

新潟

特15-010074 株式会社 ワークアクト北日本

950-0852 新潟市東区石山1-3-3

025-287-7503

新潟

特15-010076 株式会社 コンピュータ・ワークス

950-0901 新潟市中央区弁天1-4-24 大興ﾋﾞﾙ7F

025-247-1015

新潟

特15-010078 株式会社 鈴商

950-2031 新潟市西区流通センター4-3-4

025-260-2125

新潟

特15-010081 株式会社 ジェイアール新潟ビジネス

950-0086 新潟市中央区花園1-1-1

025-241-2003

新潟

特15-010085 株式会社 真緑

950-0134 新潟市江南区曙町1-7-9

025-382-5770

新潟

特15-010088 チューリップライフ 株式会社

950-2032 新潟市西区的場流通2-4-2

025-211-0303

新潟

特15-010091 富士タクシー 株式会社

950-0807 新潟市東区木工新町1193-8

025-279-5166

新潟

特15-010096 株式会社 新鉄工業所

951-8162 新潟市中央区関屋本村町1-149-9

025-271-6683

新潟

特15-010097 しみずスタッフ 株式会社

950-0963 新潟市中央区南出来島1-8-2

025-283-7718

新潟

特15-010099 株式会社 マルゴシステム

950-0915 新潟市中央区鐙西2-18-1 第一和高ﾋﾞﾙ2F

025-242-1700

新潟

特15-010101 株式会社 プライムネット

950-0916 新潟市中央区米山5-1-25

025-290-5777

新潟

特15-010102 株式会社 ＢＳＮアイネット

950-0916 新潟市中央区米山2-5-1

025-243-0211

新潟

特15-010103 株式会社 ビーアイテック

950-0916 新潟市中央区米山1-11-11 昴ﾋﾞﾙ3F

025-244-1611

新潟

特15-010104 エヌ･ティ･ワイ情報処理 株式会社

950-0901 新潟市中央区弁天2-1-1 6,7階

025-241-4754

新潟

特15-010109 株式会社 Ｉ．Ｓ．Ｐ

950-0853 新潟市東区東明2-1-15

025-286-3004

新潟

特15-010110 株式会社 シアンス

950-0088 新潟市中央区万代2-3-16 ﾘﾊﾞｰﾋﾞｭｰSDﾋﾞﾙ10階

025-246-4666

新潟

特15-010112 株式会社 ソフトプランナー

950-0916 新潟市中央区米山4-17-15 ﾋﾞﾙｽﾞｶﾞﾚｯﾄ1F

025-249-0444

新潟

特15-010113 有限会社 総合写真 桑原

951-8134 新潟市中央区関屋2462-6

025-267-8155

新潟

特15-010115 コープ商事物流株式会社 本社新潟事業部

950-3101 新潟市北区太郎代1448-3

025-255-2411
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新潟

特15-300016 株式会社 アルファ・テクノロジー

951-8066 新潟市中央区東堀前通一番町343

025-222-6780

新潟

特15-300018 株式会社 誠雄企画

950-0823 新潟市東区東中島4-1-1

025-272-1234

新潟

特15-300020 株式会社 パルコミュニケーションズ

950-0853 新潟市東区東明1-9-8

025-286-1225

新潟

特15-300022 株式会社 シスコ

950-0916 新潟市中央区米山2-4-1

025-247-0801

新潟

特15-300029 株式会社 ウイング

950-0083 新潟市中央区蒲原町5-29

025-246-7051

新潟

特15-300030 株式会社 ティーネットシステム

950-0916 新潟市中央区米山2-4-1 木山第3ﾋﾞﾙ4階

025-240-5511

新潟

特15-300037 株式会社 サウンドエイト

950-0871 新潟市東区山木戸7-6-7

025-256-8543

新潟

特15-300038 有限会社 メットテッククマクラ

950-3113 新潟市北区松栄町1510

025-259-4129

新潟

特15-300039 株式会社 アイビーシステム

950-3133 新潟市北区すみれ野2-1-12

025-257-3050

新潟

特15-300045 環境整備 株式会社

950-3321 新潟市北区葛塚4677

025-386-6611

新潟

特15-300054 株式会社 スペースアルファーシステム

950-0082 新潟市中央区東万代町1-22

025-244-8844

新潟

特15-300060 株式会社 情報トータルサービス

950-0891 新潟市東区上木戸3-4-30

025-270-6852

新潟

特15-300061 新潟運輸株式会社 ダイヤメット営業所

950-0026 新潟市東区小金町3-1-1

025-271-4450

新潟

特15-300061 新潟運輸株式会社 本社

950-0947 新潟市中央区女池北1-1-1

025-285-0001

新潟

特15-300071 コープエンジニアリング株式会社 本社

950-3101 新潟市北区太郎代1448-3

025-257-4851

新潟

特15-300075 株式会社 三岡物流

950-0885 新潟市東区下木戸1-1-26 2F

025-275-4011

新潟

特15-300084 有限会社 ＮＫＳ

950-0922 新潟市中央区山二ツ5-9-12

025-287-2668

新潟

特15-300087 日の出交通 株式会社

950-0986 新潟市中央区神道寺南1-2-18

025-249-2111

新潟

特15-300089 有限会社 エム・スリー

950-0821 新潟市東区岡山150-16

025-277-2089

新潟

特15-300093 新潟輸送 株式会社

950-0132 新潟市江南区砂岡5-10-1

025-382-3014

新潟

特15-300094 株式会社アクセル・セクト 新潟事業所

950-0949 新潟市中央区桜木町7-33

025-288-0431

新潟

特15-300098 玄人工房企業組合

950-0916 新潟市中央区米山6-1-3

025-255-5825

新潟

特15-300112 万代タクシー 株式会社

950-0088 新潟市中央区万代4-7-13

025-247-5551

新潟

特15-300114 有限会社 ニイモク

950-0005 新潟市東区太平3-10-15

025-270-4550

新潟

特15-300115 株式会社 インテリジェントシステム

950-0925 新潟市中央区弁天橋通1-2-34

025-286-7620

新潟

特15-300123 エム・アール・エス 株式会社

950-3112 新潟市北区太夫浜1304

025-259-8683

新潟

特15-300124 株式会社 トータルプランニングサービス

950-0944 新潟市中央区愛宕1-2-7

025-281-1521

新潟

特15-300127 株式会社 ネットスリー

950-0983 新潟市中央区神道寺2-1-3

025-248-7120

新潟

特15-300138 株式会社 日新工業所

950-0821 新潟市東区岡山1300

025-273-5919

新潟

特15-300141 施設工業 株式会社

950-0952 新潟市中央区親松70-6

025-285-5811

新潟

特15-300147 株式会社 シー・エス・シー

950-0801 新潟市東区津島屋7-155-2

025-270-3664

新潟

特15-300152 新潟建機リース 株式会社

950-0922 新潟市中央区山二ッ4-7-23

025-287-3140

新潟

特15-300153 北越機電工業株式会社 東事業所

950-0863 新潟市東区卸新町3-79-4

025-278-7550

新潟

特15-300156 リクウンワークス 有限会社

950-0868 新潟市東区紫竹卸新町1942-3

025-275-4577

新潟

特15-300163 株式会社 リーミックス

950-0067 新潟市東区大山1-8-20

025-272-7300

新潟

特15-300166 有限会社新潟ひまわり通運 本社営業所

950-2032 新潟市西区的場流通1-3-12

025-260-7681

新潟

特15-300167 株式会社 エムケイシステムテクノロジー

950-3135 新潟市北区つくし野1-15-13

025-259-7882

新潟

特15-300176 東西運輸株式会社 新潟流通センター営業所 950-2031 新潟市西区流通ｾﾝﾀｰ6-3-6

025-260-4195

新潟

特15-300187 有限会社 アーキフォーラム

950-0017 新潟市東区新松崎3-8-14

025-250-7444

新潟

特15-300190 北陸建設サービス株式会社 新潟支店

950-0916 新潟市中央区米山4-17-3

025-247-6665

新潟

特15-300194 ニチゾウ北陸サービス 株式会社

950-0087 新潟市中央区東大通1-2-25

025-240-9251

新潟

特15-300197 株式会社 クリエイトセンター

951-8133 新潟市中央区川岸町2-8-1

025-232-7121
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新潟

特15-300203 株式会社 システムサーパス

950-0916 新潟市中央区米山4-1-23 堅田ﾋﾞﾙ6F

025-247-3561

新潟

特15-300206 株式会社 新潟丸和運輸

950-0806 新潟市東区海老ヶ瀬字長田502-1

025-275-2339

新潟

特15-300207 株式会社 新潟中央物流

950-0809 新潟市東区柳ヶ丘5-34

025-273-8832

新潟

特15-300222 新潟ダイヤ工業 有限会社

951-8012 新潟市中央区東入船町3709-5

025-222-4837

新潟

特15-300230 日新運輸株式会社 物流管理センター

950-3121 新潟市北区松浜町3500

025-259-2509

新潟

特15-300234 株式会社 サンソフト

950-0084 新潟市中央区明石2-3-37 渡部ﾋﾞﾙ3FB

025-240-5600

新潟

特15-300244 有限会社 サイプラス

950-0814 新潟市東区逢谷内5-15-10

025-270-8941

新潟

特15-300251 有限会社 ＰＰゲイン

950-0912 新潟市中央区南笹口2-7-1 ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞﾙ1F

090-7201-6919

新潟

特15-300253 石本商事 株式会社

950-0973 新潟市中央区上近江3-19-22

025-285-4131

新潟

特15-300260 有限会社 東海建設

950-0811 新潟市東区材木町1-27

025-275-4363

新潟

特15-300268 株式会社 若月組

950-1144 新潟市江南区祖父興野343-4

025-283-9447

新潟

特15-300271 新潟トナミ運輸 株式会社

950-1126 新潟市西区北場字下田割1087-1

025-370-6636

新潟

特15-300275 有限会社 Ｓ・Ｋプラン

950-0213 新潟市江南区木津工業団地4-25

025-385-5451

新潟

特15-300284 株式会社 ＥＭＳ

950-2035 新潟市西区新通451

025-263-0111

新潟

特15-300288 株式会社 北日本メンテ

950-0004 新潟市東区新川町52

025-275-7856

新潟

特15-300296 有限会社 軽貨物新潟

950-0872 新潟市東区牡丹山2-14-10

025-257-9133

新潟

特15-300308 新潟鉄道荷物 株式会社

950-0868 新潟市東区紫竹卸新町1808-10

025-270-5163

新潟

特15-300309 株式会社モリケン 河渡支所

950-0812 新潟市東区豊2-2-36

025-271-4474

新潟

特15-300312 第一タクシー 株式会社

950-0973 新潟市中央区上近江4-11-13

025-280-0880

新潟

特15-300315 株式会社 マネジメントサポートセンター

950-2024 新潟市西区小新西3-15-7

025-267-4843

新潟

特15-300326 有限会社 宮司工業

950-0054 新潟市東区秋葉1-10-20

025-270-3890

新潟

特15-300330 株式会社 インプレッシヴ

950-0916 新潟市中央区米山4-1-31 紫竹総合ﾋﾞﾙ5F

025-210-4970

新潟

特15-300335 株式会社 光立電機

950-0814 新潟市東区逢谷内2-3-1

025-273-1771

新潟

特15-300345 株式会社ナルサワコンサルタント 新潟支店 950-0964 新潟市中央区網川原1-21-11

025-282-2080

新潟

特15-300345 株式会社ナルサワコンサルタント 本社

950-0964 新潟市中央区網川原1-21-11

025-282-2070

新潟

特15-300347 進展工業 株式会社

950-1104 新潟市西区寺地670-7

025-267-3762

新潟

特15-300349 有限会社 セリックス

951-8131 新潟市中央区白山浦1-364-5

025-233-8065

新潟

特15-300363 株式会社 中喜

950-0831 新潟市東区下場25-7

025-275-2626

新潟

特15-300364 新潟あさひタクシー 株式会社

950-0892 新潟市東区寺山241-1

025-272-2292

新潟

特15-300369 新潟中部運送株式会社 本社営業所

950-0063 新潟市東区上王瀬町21

025-271-1311

新潟

特15-300386 牧野興業 株式会社

950-0881 新潟市東区榎町68

025-273-6866

新潟

特15-300387 丸高工業 株式会社

950-0871 新潟市東区山木戸8-1-13

025-274-7586

新潟

特15-300393 株式会社 グリーンシグマ

950-2042 新潟市西区坂井700-１

025-211-0010

新潟

特15-300395 有限会社パワーテック新潟 火力営業所

950-0051 新潟市東区桃山町2-154

025-271-2421

新潟

特15-300400 研冷工業 株式会社

950-0952 新潟市中央区親松138-21

025-281-4800

新潟

特15-300401 株式会社新潟カーゴサービス 本社 営業所 950-2031 新潟市西区流通センター6-2-4

025-260-3344

新潟

特15-300402 有限会社 新潟商運

950-0025 新潟市東区藤見町2-8-1

025-271-6960

新潟

特15-300404 有限会社 シーエッチシステム

950-0953 新潟市中央区大島207

025-284-2997

新潟

特15-300411 株式会社 朝妻組

950-0943 新潟市中央区女池神明1-8-8

025-284-5716

新潟

特15-300412 株式会社 フジロード

950-0943 新潟市中央区女池神明3-13-8

025-250-6900

新潟

特15-300413 株式会社 ディーフィット

950-0964 新潟市中央区網川原2-32-1

025-374-7890

新潟

特15-300414 一般財団法人 新潟県環境分析センター

950-1144 新潟市江南区祖父興野53-1

025-284-6500
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新潟

特15-300415 大洋工業 株式会社

950-1148 新潟市中央区上沼707-3

025-281-9001

新潟

特15-300422 新栄工業 株式会社

950-0801 新潟市東区津島屋7-148

025-278-9351

新潟

特15-300427 株式会社 構造技研新潟

950-0932 新潟市中央区長潟1204-2

025-288-6800

新潟

特15-300431 株式会社 中央映画社

950-0944 新潟市中央区愛宕3-8-7

025-285-8126

新潟

特15-300439 株式会社 新潟市環境事業公社

950-2022 新潟市西区小針7-13-13

025-265-1291

新潟

特15-300440 新潟日通運輸 株式会社

950-2032 新潟市西区的場流通1-3-12

025-211-8488

新潟

特15-300445 新潟交通観光バス株式会社

950-0892 新潟市東区寺山3-7-1

025-271-2710

新潟

特15-300449 株式会社 ピーアンドエム

950-0916 新潟市中央区米山5-1-25

025-243-1802

新潟

特15-300458 株式会社ＮＫＳコーポレーション 新潟支店

950-0914 新潟市中央区紫竹山2-5-40

025-245-6000

新潟

特15-300459 有限会社 サタケ

950-0963 新潟市中央区南出来島1-10-1 ｳﾞｨﾗｻｻﾞﾝ1Ｆ

025-281-0555

新潟

特15-300474 株式会社 菱電社

950-2023 新潟市西区小新3699-1

025-264-1600

新潟

特15-300480 エヌシーイー 株式会社

950-0954 新潟市中央区美咲町1-7-25

025-285-8540

新潟

特15-300482 株式会社 新潟空研システムサービス

950-0801 新潟市東区津島屋6-149-8

025-275-0745

新潟

特15-300488 株式会社システムクリエイション システム事業部 950-0916 新潟市中央区米山4-20-13 ﾖｺｷﾋﾞﾙⅡ

025-241-7751

新潟

特15-300496 株式会社 ナカムラ

950-0916 新潟市中央区米山4-6-12

025-241-7121

新潟

特15-300498 株式会社フジミック新潟 新潟支社

950-0909 新潟市中央区八千代2-3-1 NSTﾋﾞﾙ3Ｆ

025-242-2311

新潟

特15-300499 エアプラック 株式会社

950-0864 新潟市東区紫竹7-15-7

025-271-4456

新潟

特15-300508 新潟検査工業 株式会社

950-0015 新潟市東区河渡庚296-13

025-273-6716

新潟

特15-300510 株式会社 イースト

950-0861 新潟市東区中山7-8-1

025-256-7800

新潟

特15-300512 昱工業 株式会社

950-2095 新潟市西区流通センター2-2-3

025-260-2221

新潟

特15-300514 有限会社 丸高重量

950-0205 新潟市江南区沢海3-4-26

025-385-4583

新潟

特15-300515 興洋管建 株式会社

951-8131 新潟市中央区白山浦1-614-59

025-267-1177

新潟

特15-300517 日本海ロジスティクス 株式会社

950-3102 新潟市北区島見町字長潟2601-21

025-255-3650

新潟

特15-300520 株式会社 新潟日立

950-0867 新潟市東区竹尾卸新町752-10

025-273-1160

新潟

特15-300523 株式会社 新潟システムソリューション

950-0916 新潟市中央区米山3-1 ﾌｧｰｽﾄ米山109号

025-278-7790

新潟

特15-300526 新潟興業 株式会社

950-0922 新潟市江南区山二ッ607-1

025-286-7338

新潟

特15-300527 一般社団法人 ＯＳ会

950-2102 新潟市西区五十嵐二の町8718-2

025-261-1020

新潟

特15-300531 株式会社 ＪＣＴ

950-0906 新潟市中央区東幸町12-1 ｴｸｾﾙﾋﾞﾙ4F

025-247-1771

新潟

特15-300534 株式会社 大二工業

950-0913 新潟市中央区鐙3-2-6

025-241-1357

新潟

特15-300537 日新工業 株式会社

950-0015 新潟市東区河渡庚296-60

025-271-8000

新潟

特15-300551 新潟企業 株式会社

950-2093 新潟市西区寺尾朝日通17-9

025-231-2121

新潟

特15-300555 有限会社 相互企業

950-0812 新潟市東区豊1-8-10

025-279-5388

新潟

特15-300559 株式会社 千代田設備

950-0991 新潟市中央区下所島2-17-3

025-284-1141

新潟

特15-300566 株式会社 五十嵐興業

950-1122 新潟市西区木場1526-3

025-377-6025

新潟

特15-300569 株式会社 東新サポート

950-0022 新潟市東区幸栄3-9-23

025-384-4762

新潟

特15-300577 株式会社 ＴｅＮＹサービス

950-0965 新潟市中央区新光町1-11 ㈱ﾃﾚﾋﾞ新潟放送網内

025-283-8700

新潟

特15-300578 株式会社 メビウス

950-0917 新潟市中央区天神1-12-3 ﾒﾋﾞｳｽ第一ﾋﾞﾙ3F・4F

025-242-3123

新潟

特15-300580 株式会社 Ｊ．ＳＥＣＵＲＩＴＹ

950-0941 新潟市中央区女池7-1-6

025-280-1081

新潟

特15-300583 アルカディアシステムズ株式会社 新潟事業所 950-0086 新潟市中央区花園2-1-16 三和ﾋﾞﾙ203

025-278-8758

新潟

特15-300586 株式会社 エヌ・ケイ・エヌ

950-2004 新潟市西区平島1301 中野ﾌﾟﾗｻﾞ202号

025-201-6391

新潟

特15-300588 新潟日化サービス 株式会社

950-0807 新潟市東区木工新町1180-1

025-272-0080

新潟

特15-300591 株式会社 北越エンジニアリング 本社

950-0881 新潟市東区榎町76-2

025-273-4131
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新潟

特15-300594 有限会社 佐藤電機

950-0866 新潟市中央区西馬越3-28

025-244-4341

新潟

特15-300605 エヌアイティー 株式会社

950-0954 新潟市中央区美咲町1-7-25

025-288-5810

新潟

特15-300607 有限会社 樋高建材 本社営業所

950-0814 新潟市東区逢谷内2-468-1

025-250-5412

新潟

特15-300618 株式会社 共測テック

950-0036 新潟市東区空港西2-10-39

025-250-5173

新潟

特15-300623 株式会社 ハイワン 新潟事業所

950-0911 新潟市中央区笹口2-12-10 ｱﾊﾟ新潟駅南ﾋﾞﾙ2階

025-256-8820

新潟

特15-300626 株式会社 キタック

950-0965 新潟市中央区新光町10-2

025-281-1111

新潟

特15-300635 有限会社 いけだ建工

950-2022 新潟市西区小針6-71-22

025-266-2637

新潟

特15-300637 株式会社 大藤エンジニアリング

950-0916 新潟市中央区米山4-1-31 紫竹総合ﾋﾞﾙ1階102号室

025-240-7788

新潟

特15-300642 株式会社 田中組

951-8131 新潟市中央区白山浦1-396

025-266-1181

新潟

特15-300660 有限会社 さくらトランスポート

950-0812 新潟市東区豊1-11-43

025-275-1623

新潟

特15-300666 オフィスサポートきずな

950-2022 新潟市西区小針2-35-5

025-265-2106

新潟

特15-300671 株式会社 Ｏｆｆｉｃｅ Ｔ

950-0965 新潟市中央区新光町11-7 新潟光ﾋﾞﾙ7階

025-280-0373

新潟

特15-300673 株式会社 リンクス

950-0961 新潟市中央区東出来島24-10

025-250-5556

新潟

特15-300678 株式会社 ナースパートナー

950-0916 新潟市中央区米山4-2-16 ｷｬｯｽﾙ米山B号

025-240-7008

新潟

特15-300680 株式会社 トーシス新潟 本社

950-2032 新潟市西区的場流通2-4-5

025-211-1600

新潟

特15-300683 東京アプリケーションシステム株式会社 新潟本社 950-0994 新潟市中央区上所1-13-1

025-255-5151

新潟

特15-300684 有限会社 大和実業

951-8081 新潟市中央区寄附町4979

025-224-7669

新潟

特15-300686 株式会社 エコロジック

950-0913 新潟市中央区鐙1-5-5

025-250-5007

新潟

特15-300688 ワイズテック

950-0971 新潟市中央区近江2-8-12 ｺｰﾎﾟ広信101号室

090-3122-8572

新潟

特15-300691 株式会社 アットエーシステム

950-0954 新潟市中央区美咲町1-9-21 ｻｰﾑ美咲505号

025-281-6262

新潟

特15-300704 株式会社 プレステージ・ワン

950-0941 新潟市中央区女池8-12-43

025-281-1225

新潟

特15-300706 株式会社 ＵＸビジョン

951-8521 新潟市中央区下大川前通六ノ町2230-19

025-223-4558

新潟

特15-300707 株式会社 プロジェクトゼロ

951-8141 新潟市中央区関新2-1-73 新潟ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ遊学館604号室

025-230-7877

新潟

特15-300712 有限会社 渡部工業

950-0945 新潟市中央区女池上山1-8-10 ﾊｳｽｺｸﾖｳⅡ101号室

025-378-0380

新潟

特15-300723 株式会社 中央コントロールズ社

950-0831 新潟市東区下場64-7

025-274-4783

新潟

特15-300726 株式会社 E＆Cマクロム

950-2012 新潟市西区小針台9-21

025-266-5651

新潟

特15-300746 株式会社 メディア・アナライザ

950-0916 新潟市中央区米山5-6-31

025-248-7071

新潟

特15-300750 有限会社 コスモ

950-2053 新潟市西区寺尾前通2-5-10

025-265-5460

新潟

特15-300751 株式会社 バナナプロダクション

950-0088 新潟市中央区万代2-4-16 ｶｰｻ万代302・303号室 025-243-7522

新潟

特15-300752 一般社団法人 北陸地域づくり協会

950-0197 新潟市江南区亀田工業団地2-3-4

025-381-1020

新潟

特15-300755 株式会社 ラインシステム

950-0943 新潟市中央区女池神明3-5-3 201号

025-280-9787

新潟

特15-300759 第一電設工業株式会社 事業本部

950-0141 新潟市江南区亀田工業団地1-3-25

025-382-5151

新潟

特15-300760 有限会社 日本海ビルサービス

950-2251 新潟市西区中権寺2556-1

025-262-1402

新潟

特15-300764 株式会社 ＮＣＩ

950-0949 新潟市中央区桜木町7-40 桜木町事務所1階

025-288-6831

新潟

特15-300765 株式会社 日の丸商会

950-0134 新潟市江南区曙町3-14-30

025-382-6511

新潟

特15-300770 社会福祉法人 勇樹会

950-0843 新潟市東区粟山字南中谷内706-1

025-278-5253

新潟

特15-300772 奏風システムズ 株式会社

950-0916 新潟市中央区米山4-1-31 紫竹綜合ﾋﾞﾙ2F206号室

025-282-5587

新潟

特15-300773 有限会社 大地技術

950-1101 新潟市西区山田2580-14

025-379-2643

新潟

特15-300774 株式会社 シックススタイル

950-2002 新潟市西区青山8-8-13

025-378-6605

新潟

特15-300776 株式会社 ホーメック

950-3308 新潟市北区下大谷内378-49

025-259-8180

新潟

特15-300779 株式会社 倭産業

950-2022 新潟市西区小針1-45-14

025-231-4823

新潟

特15-300783 株式会社 ＳＳ創建

950-0916 新潟市中央区米山1-9-21

025-384-4137
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新潟

特15-300787 有限会社 ＡＺＵエンジニアリング

950-0804 新潟市東区本所994-4

025-274-7120

新潟

特15-300789 日本海物流 株式会社

950-3102 新潟市北区島見町字長潟2590-22

025-250-7644

新潟

特15-300790 新潟空調 株式会社

951-8108 新潟市中央区中大畑町517

025-229-2493

新潟

特15-300794 株式会社 建設マネジメント北陸

950-0141 新潟市江南区亀田工業団地2-3-4

025-282-7844

新潟

特15-300802 中越クリーンサービス 株式会社

950-0073 新潟市中央区日の出3-4-15

025-244-3131

新潟

特15-300803 株式会社 ＹＡＲＵＳＨＩＫＡ

950-0991 新潟市中央区下所島2-8-14

025-281-6233

新潟

特15-300807 株式会社 シーエステック

950-0088 新潟市中央区万代4-2-23 202号

025-245-3312

新潟

特15-300809 株式会社 信越プラントテクノ

950-0892 新潟市東区寺山2-12-38 2階

025-250-0020

新潟

特15-300812 日本海ロードサービス 株式会社

950-0864 新潟市東区紫竹7-34-17

025-273-7990

新潟

特15-300814 丸榮製粉 株式会社

950-0163 新潟市江南区東船場5-1-7

025-382-3511

新潟

特15-300819 株式会社 ダイケン・ネオ

950-0925 新潟市中央区弁天橋通2-31-8

025-378-6358

新潟

特15-300824 株式会社 リアンビション 本社

950-0087 新潟市中央区東大通1-7-10 新潟ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ8階

025-242-3699

新潟

特15-300834 株式会社 不二工務店

950-0993 新潟市中央区上所中2-5-2

025-285-2361

新潟

特15-300840 株式会社 PRIME

950-0855 新潟市東区江南1-1-1

025-278-8954

新潟

特15-300841 株式会社 新潟日報サービスネット

950-1125 新潟市西区流通3-1-1

025-233-3311

新潟

特15-300856 株式会社 メディカアシスト

950-0916 新潟市中央区米山9-8

025-290-5055

新潟

特15-300857 グリーン産業 株式会社

950-0983 新潟市中央区神道寺2-2-10

025-242-2711

新潟

特15-300858 モリパワー 株式会社

950-0916 新潟市中央区米山4-1-31 紫竹綜合ﾋﾞﾙ412号室

025-256-8654

新潟

特15-300860 合同会社 SE.ファミリー

950-0931 新潟市中央区南長潟1-15 KUﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ103

025-288-6280

新潟

特15-300868 株式会社 わいけい住宅

951-8006 新潟市中央区附船町1-4273-1

025-228-0466

新潟

特15-300871 アフターサービス新潟商店

950-3313 新潟市北区太田甲5896

025-282-7009

新潟

特15-300874 株式会社 イープラン

950-0088 新潟市中央区万代3-2-23-1113

025-383-8429

新潟

特15-300878 株式会社 アイエスエフネットライフ新潟

951-8061 新潟市中央区西堀通6-878-1 西堀７番館ﾋﾞﾙ4階 025-226-7588

新潟

特15-300880 信越LINE 株式会社

950-3103 新潟市北区白勢町上大曲64-16

025-278-6151

新潟

特15-300882 有限会社 フュービィ

950-2162 新潟市西区五十嵐中島3-12-18

025-261-0100

新潟

特04-010082 サイバーコム株式会社 新潟オフィス

950-0087 新潟市中央区東大通1-2-23 北陸ﾋﾞﾙ6階

025-249-3688

新潟

特04-300146 株式会社東建工営 新潟支店

950-0086 新潟市中央区花園1-5-6 京ﾋﾞﾙ6階601号室

025-244-1181

新潟

特04-300291 東北発電工業株式会社 新潟支社

950-0051 新潟市東区桃山町二丁目200

025-273-3928

新潟

特06-300001 株式会社ユアテックサービス 新潟営業所

950-0082 新潟市中央区東万代町9-14

025-246-5105

新潟

特11-302068 株式会社NTT東日本-関信越 新潟支店

951-8065 新潟市中央区東堀通7-1017-1 ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ6F

025-227-6658

新潟

特13-010081 大成有楽不動産株式会社 新潟支店

950-0909 新潟市中央区八千代1-4-16

025-243-0516

新潟

特13-041144 アイエックス・ナレッジ株式会社 新潟事業所 950-0911 新潟市中央区笹口2-10-1 ｳｨﾝ21 4階

025-241-1525

新潟

特13-130082 NECソリューションイノベータ株式会社 新潟支社 950-0084 新潟市中央区明石1-2-26 木山11ﾋﾞﾙ

025-242-2111

新潟

特13-300444 日本通運株式会社 新潟支店

951-8536 新潟市中央区上大川前通5番町68-1

025-228-0202

新潟

特13-301357 キングラン メディケア株式会社 新潟支社

950-0982 新潟市中央区堀之内南1-1-22 坂木ﾋﾞﾙ2階

025-249-6091

新潟

特13-301834 鹿島建物総合管理株式会社 新潟営業所

950-0088 新潟市中央区万代3-1-1 新潟日報ﾒﾃﾞｨｱｼｯﾌﾟ11階 025-249-0503

新潟

特13-301975 東京電機産業株式会社 新潟支店

950-0986 新潟市中央区神道寺南2-4-6

新潟

特13-301995 東京コンピュータサービス株式会社 新潟支店 950-0087 新潟市中央区東大通1-2-23 北陸ﾋﾞﾙ5F

025-247-4111

新潟

特13-305114 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 北陸支店 950-0087 新潟市中央区東大通2-3-26 ﾏﾆｭﾗｲﾌﾌﾟﾚｲｽ新潟4階

025-244-7881

新潟

特13-306176 横河ソリューションサービス株式会社 新潟営業所 950-0913 新潟市中央区鐙2-9-5

025-241-2161

新潟

特13-307183 大日ネット株式会社 新潟支社

950-0944 新潟市中央区愛宕1-7-13

025-283-1191

新潟

特13-310720 株式会社有電社 北越支店

950-0088 新潟市中央区万代3-1-1 新潟日報ﾒﾃﾞｨｱｼｯﾌﾟ10階

025-247-1040
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新潟

特13-318467 株式会社ティー・アンド・ティー 北陸営業所 950-0916 新潟市中央区米山4-17-3 ﾌﾟﾗｽﾊﾟｰﾋﾞﾙ2階E号室

新潟

特14-140070 関越ソフトウェア株式会社 新潟支店

950-0917 新潟市中央区天神1-17-1 けやきﾋﾞﾙ801号室 203号室 025-240-3010

新潟

特16-010011 株式会社インテック 新潟センター

950-0865 新潟市中央区本馬越2-12-24

025-246-6611

新潟

特17-300126 株式会社国土開発センター 新潟支店

950-0965 新潟市中央区新光町16-4 荏原新潟ﾋﾞﾙ5F

025-283-2160

新潟

特20-300368 株式会社ＮＴＴデータ信越 新潟支店

950-0911 新潟市中央区笹口1-26-9 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ新潟笹口ﾋﾞﾙ 025-244-8181

長岡

特15-020005 株式会社ジェイマックソフト

940-0061 長岡市城内町2-2-4

0258-33-1382

長岡

特15-020007 ハイブリッドシステム 株式会社

940-0874 長岡市永田2-4-15

0258-22-6810

長岡

特15-020015 株式会社 渡辺ビルサービス

940-0097 長岡市山田2-4-14

0258-32-4791

長岡

特15-090002 株式会社 オーシーエス

947-0028 小千谷市城内1-9-1

0258-82-1125

長岡

特15-300002 株式会社 マイステルジャパン

940-2116 長岡市南七日町2-6

0258-47-5179

長岡

特15-300017 株式会社長岡島津 北陽工場

940-0871 長岡市北陽2-14-22

0258-24-8836

長岡

特15-300025 エヌエスエレクトロニクス 株式会社

940-0021 長岡市城岡3-2-20

0258-24-7011

長岡

特15-300026 日精サービス 株式会社

940-0002 長岡市十二潟町188-2

0258-24-6344

長岡

特15-300046 グロース 株式会社

940-0236 長岡市栃尾大野町3-1-7

0258-86-6510

長岡

特15-300051 秀和建設 株式会社

947-0051 小千谷市大字三仏生2533

0258-82-0535

長岡

特15-300076 株式会社 システムコム

940-0066 長岡市東坂之上町1-2-6

0258-30-3327

長岡

特15-300091 中越交通株式会社 長岡営業所

940-0087 長岡市千手1-8-10

0258-35-1299

長岡

特15-300103 日本精機 株式会社

940-8580 長岡市東蔵王2-2-34

0258-24-3311

長岡

特15-300105 有限会社 木島工務店

947-0026 小千谷市上ノ山4-2-18

0258-82-3524

長岡

特15-300106 株式会社 第一情報サービス

940-2138 長岡市大字日越1415-2

0258-46-6449

長岡

特15-300108 株式会社 アプトシステムズ

940-1164 長岡市南陽2-949-12

0258-22-3668

長岡

特15-300145 有限会社 小林建築設計事務所

954-0162 長岡市狐興野117

0258-66-0155

長岡

特15-300151 テクノシステム 株式会社

940-0048 長岡市台町2-2-9 台町ﾋﾞﾙ3F

0258-86-5083

長岡

特15-300176 東西運輸株式会社 長岡営業所

940-0871 長岡市北陽1-53-73

0258-24-5588

長岡

特15-300184 エヌエスアドバンテック 株式会社

947-0043 小千谷市大字山谷字新保4-10

0258-83-2252

長岡

特15-300208 ハル電子 株式会社

940-2311 長岡市三島新保字杉の木3066-3

0258-42-3121

長岡

特15-300211 株式会社新陽電機 寺泊工場

940-2502 長岡市寺泊坂井町9769

0258-75-2627

長岡

特15-300248 株式会社 日乃出江口

940-2122 長岡市福山町1033

0258-47-4506

長岡

特15-300255 株式会社 信濃技術

940-0844 長岡市大町3-3-10

0258-32-7205

長岡

特15-300282 株式会社 池田組

940-0094 長岡市中島3-8-5

0258-32-0942

長岡

特15-300329 株式会社 柳製作所

940-0897 長岡市新組町字筒場2395-1

0258-24-0460

長岡

特15-300343 有限会社 エーボックス

940-2033 長岡市上除町甲208

0258-47-8101

長岡

特15-300345 株式会社ナルサワコンサルタント 長岡支店 940-0861 長岡市川崎町2228-25

0258-33-5284

長岡

特15-300351 有限会社 岡村商会

940-2127 長岡市新産2-9-8

0258-47-7172

長岡

特15-300353 株式会社 トラスト

947-0004 小千谷市東栄1-1-15

0258-81-0150

長岡

特15-300360 株式会社 アイテック

940-2112 長岡市大島本町3-1-57

0258-25-8610

長岡

特15-300419 株式会社 ブレーク

940-0071 長岡市表町1-4-9 CTNﾋﾞﾙ3階

0258-34-9844

長岡

特15-300426 日精給食 株式会社

940-0002 長岡市十二潟町188-2

0258-21-2640

長岡

特15-300446 有限会社 平成サービス

954-0133 長岡市大曲戸新田161-5

0258-21-2310

長岡

特15-300448 有限会社 アース

940-1163 長岡市平島1-18

0258-22-3981

長岡

特15-300453 株式会社 近藤鉄工所

940-2022 長岡市鉄工町2-3-41

0258-27-0150

長岡

特15-300458 株式会社ＮＫＳコーポレーション 長岡支店

940-2117 長岡市石動南町28-3

0258-47-3900
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長岡

特15-300467 緑水工業 株式会社

940-0004 長岡市高見町3063-1

0258-24-0800

長岡

特15-300497 株式会社 ＮＭＩクリニカルサポート

940-2105 長岡市緑町1-38-283

0258-28-2722

長岡

特15-300512 昱工業株式会社 長岡支店

940-2117 長岡市石動南町40-5

0258-47-2311

長岡

特15-300518 株式会社 エヌテックス

940-0832 長岡市曙3-4-18

0258-34-8866

長岡

特15-300530 株式会社 タクミコーポレーション

940-0023 長岡市新町2-2-20

0258-89-5544

長岡

特15-300540 株式会社 ＢＥＬＬＳＯＦＴ

940-0877 長岡市稲保4-750-4

0258-24-7565

長岡

特15-300546 株式会社新エレクトロ 平沢工場

947-0042 小千谷市平沢2-23-14

0258-82-8618

長岡

特15-300557 株式会社 ケー・エイチ・ピー

940-2033 長岡市上除町1510-32

0258-21-5845

長岡

特15-300581 株式会社アドバンスト・インフォメーション・マネジメント 940-0052 長岡市神田町2-1-2 矢島時計店ﾋﾞﾙ4F

0258-34-9116

長岡

特15-300593 有限会社 タックス・ゼロ

940-0044 長岡市住吉2-7-27 明和ﾋﾞﾙ2F

0258-37-1861

長岡

特15-300603 ＴＳサービス 株式会社

940-0084 長岡市幸町3-4-12 中川ﾋﾞﾙ2F

0258-86-8671

長岡

特15-300613 株式会社 東海鉄工所

940-0211 長岡市小貫3113-1

0258-53-2121

長岡

特15-300631 株式会社 新潟県厚生事業協同公社

940-0004 長岡市高見町4343

0258-24-4343

長岡

特15-300633 アクア 株式会社

940-2117 長岡市石動南町42-7 ﾎｰﾕｳｺﾝﾌｫﾙﾄ長岡306号室

0258-86-8002

長岡

特15-300657 株式会社 安全給食サービス

940-0065 長岡市坂之上町3-4-2

0258-31-6900

長岡

特15-300669 株式会社 マルチサービス

940-0097 長岡市山田2-2-24

0258-35-5699

長岡

特15-300674 株式会社 山﨑組

940-0064 長岡市殿町1-5-6

0258-35-7131

長岡

特15-300690 株式会社 魚沼運輸

940-2127 長岡市新産4-1-6

0258-46-3333

長岡

特15-300708 エヌケイスタッフィング 株式会社

940-0062 長岡市大手通1-4-3 ﾄﾞﾙﾐｰ駅前ﾋﾞﾙA棟4F

0258-39-0221

長岡

特15-300722 株式会社 日設工業

947-0051 小千谷市大字三仏生3573-2

0258-83-5626

長岡

特15-300729 株式会社 カンコー

940-2108 長岡市千秋2-2788-1 千秋が原ﾋﾞﾙ5階

0258-27-3771

長岡

特15-300731 大原技術 株式会社

940-0856 長岡市美沢3-511

0258-35-4511

長岡

特15-300734 株式会社 諸橋砂利

940-0094 長岡市中島6-1-33

0258-32-1686

長岡

特15-300741 クリーン総業株式会社 越路営業所

940-1172 長岡市釜ヶ島字藤場2520

0258-22-0008

長岡

特15-300745 有限会社 昭研精器

940-0022 長岡市東新町3-1-18

0258-33-3668

長岡

特15-300747 トウヨウ 株式会社

940-2112 長岡市大島本町5-111-15

0258-27-9945

長岡

特15-300749 株式会社 サン･システム

940-0076 長岡市本町2-4-21 本町ﾋﾞﾙ2階

0258-39-0311

長岡

特15-300762 新日工業 株式会社

940-0023 長岡市新町3-3-15

0258-33-3773

長岡

特15-300763 有限会社 小林電装

940-0016 長岡市宝2-2-1

0258-24-4852

長岡

特15-300781 有限会社 ミリオンネット

940-2127 長岡市新産4-4-2

0258-46-6302

長岡

特15-300786 株式会社 マーキュリー

940-2112 長岡市大島本町2-10-10

0258-89-8915

長岡

特15-300801 有限会社 長岡グリーン

940-2135 長岡市深沢町2564

0258-46-3131

長岡

特15-300805 小千谷綜合開発 株式会社

947-0044 小千谷市大字坪野1231

0258-82-5111

長岡

特15-300821 株式会社 信協通信

940-0833 長岡市笹崎2-6-14

0258-30-3320

長岡

特15-300826 株式会社 ヨシケン

947-0054 小千谷市若葉3-31

0258-81-1211

長岡

特15-300846 つりナビ 株式会社

940-0853 長岡市中沢2-1111-5

0258-94-4018

長岡

特15-300853 株式会社 アスカ

940-0853 長岡市中沢1-1944 ﾒｿﾞﾈｯﾄよつばC号室

0258-86-8939

長岡

特15-300863 株式会社 D-1

940-1104 長岡市摂田屋町2701-13

0258-89-7685

長岡

特15-300864 株式会社 魚沼電子

947-0054 小千谷市若葉3-1

0258-82-1691

長岡

特15-300869 ケアステーション 株式会社

940-0061 長岡市城内町3-8-25

0258-34-4747

長岡

特15-300872 M・U・I

940-1166 長岡市今井2-68-10

0258-86-7766

長岡

特15-300873 ワイエムケー 株式会社

947-8503 小千谷市大字千谷甲２８３３

0258-82-5711
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長岡

特08-301393 株式会社エントライズ 長岡営業所

940-2108 長岡市千秋2-2788-1 千秋が原ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2階

0258-22-5100

長岡

特13-030175 タクトシステムズ株式会社 長岡事業所

940-0061 長岡市城内町3-7-8 紺商長岡支店ﾋﾞﾙ4F

0258-33-2340

長岡

特13-308051 株式会社アドテックエンジニアリング 長岡事業所 940-2311 長岡市三島新保397 長岡第二工場3F

0258-42-3111

長岡

特14-301155 山勝電子工業株式会社 長岡情報センター

940-1164 長岡市南陽1-1227-2

0258-22-2141

上越

特15-030001 ＪＣＣソフト 株式会社

942-0013 上越市黒井2598-30

025-544-6400

上越

特15-030003 株式会社ジェー・シー・エスコンピュータ・サービス 943-0803 上越市春日野1-3-5

025-525-1095

上越

特15-030004 株式会社 新潟アパタイト

949-3214 上越市柿崎区馬正面1300-1

025-530-7676

上越

特15-300034 有限会社 井澤商事

942-0033 上越市大字福橋1117-1

025-545-1615

上越

特15-300061 新潟運輸株式会社 上越支店

942-0147 上越市頸城区西福島575-4

025-544-6711

上越

特15-300067 株式会社 上越メンテナンス

943-0823 上越市高土町3-9-8

025-524-0444

上越

特15-300078 一般財団法人 上越市環境衛生公社

942-0061 上越市春日新田5-21-15

025-543-4121

上越

特15-300101 株式会社 企画興業

942-0082 上越市国府1-15-5

025-544-0123

上越

特15-300125 有限会社 タカギコーポレーション

942-0061 上越市春日新田5-7-30

025-545-5235

上越

特15-300129 株式会社 中村

949-3116 上越市大潟区犀潟104-3

025-534-6332

上越

特15-300132 有限会社 エイチ・アール・シー

943-0834 上越市西城町4-7-34

025-526-0553

上越

特15-300137 合資会社 本間鉄工所

942-0001 上越市中央3-13-13

025-543-2920

上越

特15-300175 信越冷汽株式会社 新井営業所

944-0003 妙高市月岡2-12-8

0255-72-6811

上越

特15-300178 池田興産 株式会社

944-0203 妙高市大字下濁川字下川原1592-1

0255-75-2227

上越

特15-300182 株式会社 藤翔

943-0145 上越市大字今池97-2

025-528-3455

上越

特15-300189 有限会社 いろはビルサービス

943-0841 上越市南本町3-1-17

025-525-2141

上越

特15-300209 株式会社エム・エー・シー．テクノロジー 本社 943-0884 上越市大字上中田1178

025-525-8181

上越

特15-300218 田辺建設 株式会社

942-0072 上越市栄町2-3-11

025-544-3333

上越

特15-300233 有限会社 ディープロジェクト

943-0804 上越市新光町3-11-5

025-545-0367

上越

特15-300249 有限会社 新潟電機製作所

944-0045 妙高市中町6-13

0255-72-2132

上越

特15-300269 保坂測量 株式会社

944-0009 妙高市東陽町2-8

0255-73-7188

上越

特15-300270 上越鋼管検査 株式会社

943-0154 上越市稲田4-8-4

025-525-5812

上越

特15-300293 有限会社 田辺産業

942-0032 上越市大字福田988-5

025-543-8360

上越

特15-300306 株式会社 松澤建設

942-0043 上越市三ツ橋1485

025-543-4000

上越

特15-300338 株式会社 ウェルディングサポート

942-0336 上越市浦川原区飯室1024-6

025-599-2697

上越

特15-300345 株式会社ナルサワコンサルタント 高田支店 943-0817 上越市藤巻7-12

025-525-2822

上越

特15-300361 有限会社 太陽食品

942-0072 上越市栄町2-4-28

025-544-4800

上越

特15-300367 株式会社 クックライフ

942-0146 上越市頸城区下吉77-10

025-544-6345

上越

特15-300370 株式会社 大島組

942-0074 上越市石橋1-8-33

025-543-4541

上越

特15-300371 有限会社 小島組

942-0061 上越市春日新田4-2-17

025-543-3839

上越

特15-300372 有限会社 かたおか

942-0061 上越市春日新田4-2-11

025-543-4007

上越

特15-300376 株式会社 丸互

942-0061 上越市春日新田4-1-1

025-543-1105

上越

特15-300383 株式会社 ダイニチエンタープライズ

943-0151 上越市平成町109

025-520-5558

上越

特15-300425 株式会社 滝田

943-0121 上越市大字藤塚411-1

025-523-2881

上越

特15-300432 有限会社 第一代行

942-0061 上越市春日新田1-19-2

025-544-0777

上越

特15-300441 株式会社 サンクリーン・アド

943-0185 上越市大字長面25

025-526-5678

上越

特15-300444 有限会社 ノーブルエンジニアサービス

942-0147 上越市頸城区西福島703-4

025-544-7655

上越

特15-300455 田辺工業株式会社 電力事業部

943-0804 上越市新光町3-3-30

025-544-7200
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上越

特15-300455 田辺工業株式会社 北陸支店

942-0032 上越市大字福田20

025-544-2222

上越

特15-300457 株式会社 エヌ・テックス

943-0148 上越市子安新田4-1

025-523-0059

上越

特15-300463 株式会社 ワークプラン

943-0846 上越市南高田町2-3

025-522-5484

上越

特15-300490 株式会社 アイシン

942-0063 上越市下門前1648

025-543-9055

上越

特15-300495 中田建設 株式会社

942-0063 上越市大字下門前1983

025-543-4618

上越

特15-300502 相村建設 株式会社

942-0051 上越市大字下源入186-6

025-543-3456

上越

特15-300544 株式会社 タカワ建工

943-0421 上越市大字高和町939-3

025-528-4912

上越

特15-300570 株式会社 システム・インテグレイター

949-2106 妙高市大字田口1469-5

0255-87-2811

上越

特15-300595 有限会社 三栄測量

942-0082 上越市国府3-7-30

025-543-1338

上越

特15-300609 株式会社 エム・エー・シー 本社

943-0884 上越市大字上中田1178

025-525-8181

上越

特15-300622 株式会社 野本組

944-0016 妙高市美守1-13-10

0255-72-3194

上越

特15-300630 株式会社 竹田工務店

943-0201 上越市四辻町2346

025-528-4848

上越

特15-300639 株式会社 やすね

943-0831 上越市仲町2-2-3

025-524-7125

上越

特15-300652 株式会社 東光クリエート

943-0151 上越市平成町570

025-524-1418

上越

特15-300655 新潟道徳運輸 株式会社

942-0154 上越市頸城区榎井字砂原349-1

025-543-1351

上越

特15-300658 株式会社 アクオス設計

943-0801 上越市中門前2-5-7

025-544-3902

上越

特15-300659 株式会社 大真

942-0061 上越市春日新田2-23-4

025-545-1433

上越

特15-300663 株式会社 寺島興業

943-0807 上越市春日山町1-26-26

025-526-4580

上越

特15-300676 島津工業 株式会社

942-0032 上越市大字福田338-1

025-544-3636

上越

特15-300694 ウイングシステム 株式会社

942-0082 上越市国府1-24-23

025-520-8299

上越

特15-300697 株式会社 山田商会

942-0127 上越市頸城区百間町428－3

025-530-2222

上越

特15-300699 有限会社 相澤建設

942-0043 上越市大字三ツ橋863-1

025-544-2424

上越

特15-300700 株式会社 かみえちご測地

942-0082 上越市国府3-7-16

025-520-8571

上越

特15-300710 株式会社 パーム

944-0056 妙高市大字志1132-1

0255-70-5077

上越

特15-300716 株式会社 ウエレント

943-0861 上越市大和3-13-12 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ三吉102号

025-520-9191

上越

特15-300733 信越情報 株式会社

943-0805 上越市木田2-14-14

025-522-0076

上越

特15-300761 上新開発 株式会社

943-0807 上越市春日山町2-6-4

025-524-9111

上越

特15-300782 株式会社 ヤマシン

943-0145 上越市大字今池498番地

025-525-4086

上越

特15-300792 小林整熱 株式会社

944-0032 妙高市小出雲1-4-18

0255-72-2466

上越

特15-300811 あかねサービス 株式会社

942-0025 上越市大字夷浜382-7

025-543-8977

上越

特15-300827 創高建設 株式会社

942-0011 上越市港町1-31-8

025-544-0491

上越

特15-300830 合資会社 柿屋商店

943-0841 上越市南本町3-14-17

025-523-2796

上越

特15-300832 久保田建設 株式会社

943-0132 上越市大字辰尾新田1番地

025-524-4510

上越

特15-300837 日喜開発 株式会社

943-0153 上越市鴨島1-5-27

025-526-3482

上越

特15-300839 航空写真調査 株式会社

943-0824 上越市北城町1-17-14

025-526-3256

上越

特15-300843 有限会社 東栄建設

942-0062 上越市松村新田28-2

025-544-8804

上越

特15-300848 株式会社 勇和工業

943-0832 上越市本町4-2-19 ｵｰｼﾞｭﾋﾞﾙ2Ｆ

025-527-6241

上越

特15-300859 共電ハイテック 株式会社

943-0825 上越市東本町2-5-11

025-526-2369

上越

特15-300865 株式会社 三協プラント

943-0893 上越市大貫4-16-19

025-523-7273

上越

特15-300881 上越建設工業 株式会社

949-3215 上越市柿崎区直海浜1945-50

025-536-3111

上越

特13-300332 アペックス株式会社 新井テクニカルセンター 944-0022 妙高市工団町6-8

0255-72-9688

上越

特13-301975 東京電機産業株式会社 上越営業所

025-543-9633

942-0071 上越市東雲町2-6-17
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上越

特13-314046 エムイーシーテクノ株式会社 直江津事業所 942-0032 上越市福田町1

025-545-4314

上越

特13-315461 三菱化学ハイテクニカ株式会社 上越ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ 942-8611 上越市福田町1

025-545-6001

上越

特13-316085 信越アステック株式会社 上越支社

943-0817 上越市藤巻9-18

025-524-4171

上越

特20-030007 共栄電工株式会社 高田工場

943-0185 上越市長面156

025-522-5300

上越

特27-300932 鴻池運輸株式会社 直江津営業所

942-0011 上越市港町2-12-1

025-531-0830

上越

特28-300086 大阪冨士工業株式会社 鹿島支店 直江津事業所 942-8510 上越市港町2-12-1 2階

025-545-1590

三条

特15-300042 株式会社 トラステック

954-0051 見附市本所1-19-6

0258-62-1017

三条

特15-300057 川瀬工業 株式会社

955-0055 三条市塚野目1-4-69

0256-39-7373

三条

特15-300091 中越交通株式会社 加茂営業所

959-1326 加茂市青海町2-9-33

0256-52-1202

三条

特15-300091 中越交通株式会社 三条営業所

955-0053 三条市北入蔵1-9-5

0256-38-2021

三条

特15-300091 中越交通株式会社 見附営業所

954-0051 見附市本所1-435-1

0258-62-8019

三条

特15-300168 小柳建設株式会社 加茂本店

959-1326 加茂市青海町1-5-7

0256-52-0008

三条

特15-300214 ニイガタ重量 株式会社

955-0094 三条市大字大島字上居村3

0256-34-7114

三条

特15-300468 ティスコム 株式会社

955-0845 三条市西本成寺2-13-7

0256-32-3330

三条

特15-300568 株式会社 ナガオケ

955-0803 三条市月岡1-6-1

0256-34-5881

三条

特15-300582 株式会社 ファースト・ブレイン

955-0045 三条市一ノ門2-11-27

0256-32-1077

三条

特15-300601 株式会社 ホイストクレーン

955-0845 三条市西本成寺2-7-8

0256-34-6015

三条

特15-300728 株式会社 生活サポーターふるまい

954-0051 見附市本所1-25-52

0258-89-8035

三条

特15-300775 三条タクシー 株式会社

955-0046 三条市興野2-6-18

0256-33-1661

三条

特15-300796 東朋エンジニアリング 株式会社

954-0083 見附市市野坪町38-5

0258-63-1966

三条

特15-300850 サノ アッセンブリ

959-1387 加茂市高須町2-515-1

0256-47-1268

三条

特15-300854 株式会社 丸正土木

955-0166 三条市上大浦441-1

0256-46-3635

三条

特15-300861 株式会社見附舗道 環境部

954-0083 見附市市野坪町1689-1

0258-62-5344

三条

特15-300875 有限会社 パルヨコヤマ

955-0055 三条市塚野目2-8-21

0256-34-7337

三条

特13-303950 株式会社大輝 北陸支店

955-0092 三条市須頃3-31

0256-36-6055

柏崎

特15-050001 株式会社 ユニテック

945-0055 柏崎市駅前2-1-19

0257-22-0555

柏崎

特15-050003 新潟環境サービス 株式会社

945-0307 刈羽郡刈羽村大字刈羽3720-2

0257-45-3583

柏崎

特15-300009 山田工業 株式会社

945-0026 柏崎市藤元町24-30

0257-23-0102

柏崎

特15-300063 株式会社 アール・ケー・イー

945-0017 柏崎市荒浜1-3-17

0257-22-0020

柏崎

特15-300082 新潟機電工業 株式会社

945-0011 柏崎市松波2-25-12

0257-24-7002

柏崎

特15-300092 株式会社 合同電気

945-0307 刈羽郡刈羽村刈羽3717-2

0257-45-2205

柏崎

特15-300099 株式会社 三協

945-0047 柏崎市比角2-3-26

0257-22-5456

柏崎

特15-300130 株式会社 ニュークリア

945-0315 刈羽郡刈羽村大字上高町甲9-1

0257-45-3642

柏崎

特15-300139 株式会社 阿部建設

945-0047 柏崎市比角2-3-26

0257-23-4173

柏崎

特15-300143 株式会社 技研

945-0032 柏崎市田塚3-11-55

0257-22-8439

柏崎

特15-300148 株式会社 成和

945-0113 柏崎市大字中田2319-1

0257-22-9447

柏崎

特15-300191 雄樹エンジニアリング 有限会社

945-0106 柏崎市土合801-1

0257-21-7688

柏崎

特15-300193 株式会社アスカ 刈羽事務所

945-0317 刈羽郡刈羽村大字正明寺894

0257-45-3876

柏崎

特15-300204 北東工業 株式会社

945-0011 柏崎市松波1-10-29

0257-21-1085

柏崎

特15-300227 北日本エンジニアリング 株式会社

945-0056 柏崎市新橋12-17

0257-22-1418

柏崎

特15-300250 三穂エンジニアリング 株式会社

945-0011 柏崎市松波3-3-15

0257-21-0500

柏崎

特15-300297 柏崎運送 株式会社

945-0017 柏崎市荒浜3-13-96

0257-23-3141
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柏崎

特15-300300 有限会社 電清社

945-0017 柏崎市荒浜2-13-7

0257-21-7154

柏崎

特15-300316 有限会社 ケイエムサービス

945-0316 刈羽郡刈羽村下高町1667

0257-31-8686

柏崎

特15-300328 株式会社 品田電業社

945-0056 柏崎市新橋4-21

0257-24-4000

柏崎

特15-300331 有限会社 アイワークス

949-4113 柏崎市西山町上山田891

0257-47-3848

柏崎

特15-300344 株式会社 米谷製作所

945-0032 柏崎市田塚3-3-90

0257-23-5171

柏崎

特15-300345 株式会社ナルサワコンサルタント 柏崎支店 945-0825 柏崎市城東2-5-17

0257-23-1481

柏崎

特15-300366 品田通信電設 株式会社

945-0066 柏崎市西本町1-11-25

0257-22-0011

柏崎

特15-300369 新潟中部運送株式会社 柏崎営業所

945-1341 柏崎市茨目1139

0257-24-8382

柏崎

特15-300454 株式会社 創風システム

945-0816 柏崎市田中20-22

0257-22-5777

柏崎

特15-300470 株式会社 サンメタル

949-4135 柏崎市西山町坂田5158-1

0257-48-2277

柏崎

特15-300475 株式会社 サニーソリッド

945-0307 刈羽郡刈羽村刈羽3762‐6

0257-47-7047

柏崎

特15-300478 丸髙建設 株式会社

945-0112 柏崎市大字畔屋991-3

0257-24-2121

柏崎

特15-300489 株式会社 フォラール＆１

945-0011 柏崎市松波2-5-3

0257-41-5005

柏崎

特15-300501 有限会社 新田工業

945-1345 柏崎市大字下田尻1006-6

0257-21-5104

柏崎

特15-300547 有限会社 佐々木工業

945-0835 柏崎市剣野町29-12

0257-22-1013

柏崎

特15-300558 日新設備工業 株式会社

945-0114 柏崎市大字藤井字西沖1293

0257-23-3654

柏崎

特15-300567 有限会社 ワークス松本

945-0017 柏崎市荒浜2-15-13

0257-22-1354

柏崎

特15-300585 有限会社 イワタエンジニアリング

945-0016 柏崎市青山町3-1 第二企業ｾﾝﾀｰ合同棟2Ｆ

0257-31-8214

柏崎

特15-300590 有限会社 モバード

945-0105 柏崎市大字剱162-25

0257-21-2928

柏崎

特15-300592 株式会社 ワールド

945-0851 柏崎市大久保2-2-36

0257-47-7660

柏崎

特15-300596 北越空調 株式会社

945-0056 柏崎市新橋8-2

0257-24-4383

柏崎

特15-300614 株式会社 Ｗadaファシリティ

945-0052 柏崎市錦町3-24 錦町ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ205号

090-8813-2046

柏崎

特15-300627 株式会社 田村工業

945-0307 刈羽郡刈羽村大字刈羽4052-1

0257-35-6789

柏崎

特15-300638 株式会社 システムサービス

945-0835 柏崎市剣野町24-17-9

0257-21-1092

柏崎

特15-300667 有限会社 大栄工業

945-0113 柏崎市大字中田47-1

0257-23-8287

柏崎

特15-300668 有限会社 システム・エス

945-0011 柏崎市松波4-5-61

0257-21-1591

柏崎

特15-300677 西山金属工業 株式会社

949-4143 柏崎市西山町和田911-1

0257-48-2141

柏崎

特15-300681 刈共 株式会社

945-0316 刈羽郡刈羽村大字下高町566

0257-45-2400

柏崎

特15-300696 株式会社 ニシデン

949-4135 柏崎市西山町坂田5246-1

0257-20-6080

柏崎

特15-300718 株式会社 柏崎クオリティーサービス

945-1353 柏崎市大字平井3172-2

0257-41-5688

柏崎

特15-300795 株式会社 K．S．T

945-1345 柏崎市大字下田尻1348-10

0257-22-6165

柏崎

特15-300797 有限会社 エクセルサービス

945-1351 柏崎市大字上田尻3159-39

0257-41-5529

柏崎

特15-300816 株式会社 新潟インスペクション

945-0317 刈羽郡刈羽村大字正明寺806-2

0257-45-3514

柏崎

特15-300817 株式会社 泰拓工業

945-0034 柏崎市三和町1-29

0257-23-4691

柏崎

特15-300838 空 株式会社

945-0041 柏崎市松美2-2-43-1-A101号

0257-41-5299

柏崎

特15-300862 大和運送建設 株式会社

945-0027 柏崎市北斗町4-73

0257-23-1111

柏崎

特15-300867 藤村ヒューム管株式会社 埋蔵文化財調査部 945-0075 柏崎市大和町7-1

0257-22-3151

柏崎

特04-301027 株式会社 Ｏ・Ｓ・Ｔ 新潟支店

945-0821 柏崎市幸町3-26 ｱｰｸﾋﾞﾙ304

0257-47-7953

柏崎

特07-301099 株式会社畑中 柏崎出張所

945-0016 柏崎市青山町字青山尻砂山9-4 柏崎刈羽原子力発電所内

0257-45-5515

柏崎

特13-301068 マグナ通信工業株式会社 新潟営業所

945-0307 刈羽郡刈羽村刈羽3700-3

0257-45-5295

柏崎

特14-301054 東信システムハウス株式会社 柏崎技術ｾﾝﾀｰ 945-0055 柏崎市駅前2-2-41 UKﾋﾞﾙ1Ｆ104

0257-22-9383

柏崎

特14-303119 日本フローサーブ株式会社 柏崎工場

0257-22-9346

945-0056 柏崎市新橋1-32
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特27-010094 株式会社木内計測 新潟営業所

所在地

℡

945-0316 刈羽郡刈羽村下高町1668

0257-45-3834

新発田 特15-060007 共栄エンジニアリング 株式会社

959-1961 阿賀野市山倉1912-2

0250-61-2400

新発田 特15-069001 エスジー・スタッフ 株式会社

957-0016 新発田市豊町1-4-23

0254-24-8893

新発田 特15-300011 イオカ精密工業 株式会社

959-2015 阿賀野市北本町7-18

0250-62-1324

新発田 特15-300024 株式会社 大通

957-0065 新発田市舟入町1-12-5

0254-26-1191

新発田 特15-300047 株式会社ホクリュウ 本社

957-0032 新発田市大字八幡新田114番地甲

0254-23-5240

新発田 特15-300107 新発田建設 株式会社

957-8601 新発田市富塚1942

0254-27-5711

新発田 特15-300164 エム・ディー・オー

957-0061 新発田市住吉町5-12-22 SWﾋﾞﾙ4F

0254-28-6677

新発田 特15-300176 東西運輸株式会社 東港営業所

957-0101 北蒲原郡聖籠町東港3-432-17

025-256-2036

新発田 特15-300185 株式会社 ニイガタキャリイ

957-0102 北蒲原郡聖籠町位守町160-17

025-256-3100

新発田 特15-300186 三和システム・エンジニアリング株式会社

959-2631 胎内市表町100-25

0254-39-1234

新発田 特15-300290 株式会社 五菱電子 本社

959-2304 新発田市大伝540-1

0254-23-5016

新発田 特15-300319 株式会社 小野組

959-2646 胎内市西栄町2-23

0254-43-2123

新発田 特15-300320 株式会社 関越商事

957-0072 新発田市日渡126-2

0254-27-3751

新発田 特15-300405 新菖工業 株式会社

957-0062 新発田市富塚町1-1-33

0254-22-5523

新発田 特15-300410 クリーンセンター 株式会社

959-2618 胎内市高野777-2

0254-43-4577

新発田 特15-300438 株式会社 関川水道

957-0072 新発田市日渡112

0254-27-3221

新発田 特15-300442 小菅建設興業 株式会社

959-1937 阿賀野市福井905

0250-62-0505

新発田 特15-300452 有限会社 エム・ティ・ディ

959-1943 阿賀野市次郎丸1044-2

0250-62-6885

新発田 特15-300473 新潟高原リゾート開発 株式会社

959-2822 胎内市夏井1244-1

0254-48-3311

新発田 特15-300481 新潟フルーツパーク 株式会社

959-2804 胎内市塩沢543-205

0254-47-3363

新発田 特15-300513 株式会社 聖籠の杜

957-0117 北蒲原郡聖籠町大字諏訪山652-3

0254-27-1126

新発田 特15-300525 ユニコーン システム

959-2025 阿賀野市岡山町5-15

0250-63-8470

新発田 特15-300560 株式会社 石田建設

957-0063 新発田市新栄町2-1089

0254-21-1552

新発田 特15-300584 株式会社 足立測量設計事務所

957-0016 新発田市豊町3-2-10

0254-24-1778

新発田 特15-300606 共栄テック 株式会社

959-2311 新発田市荒町甲1209-3

0254-26-8955

新発田 特15-300651 有限会社 エヌデーデー新潟

957-0056 新発田市大栄町3-7-4 石井ﾋﾞﾙ2階3号室

0254-26-2995

新発田 特15-300661 藤木鉄工 株式会社 本社工場

957-0101 北蒲原郡聖籠町東港3-2265-6

025-256-2111

新発田 特15-300709 株式会社 新潟日和

959-2600 胎内市松波1013-35

0254-45-5055

新発田 特15-300732 安田建設 株式会社

959-2221 阿賀野市保田4225

0250-68-3388

新発田 特15-300757 有限会社川島エンジニアリング 労働者派遣事業部 957-0104 北蒲原郡聖籠町大字亀塚26-12

0254-27-5006

新発田 特15-300778 サントピアワールド 株式会社

959-2212 阿賀野市久保1-1

0250-68-3450

新発田 特15-300785 有限会社 アクティブ

957-0076 新発田市西宮内15番地

0254-24-6115

新発田 特15-300855 株式会社 葵建設工業

959-2148 阿賀野市嘉瀬島4番地

0250-67-4140

新発田 特04-300291 東北発電工業株式会社 東新潟支社

957-0101 北蒲原郡聖籠町東港1-1-155

025-256-2201

新発田 特11-300582 株式会社仲臺技研 新潟工場

957-0028 新発田市五十公野字山崎5270 凸版印刷㈱新潟工場

0254-22-3115

新発田 特13-304614 吉川運輸株式会社 新潟営業所

959-2618 胎内市高野字茨島249-443

0254-43-5424

新発田 特13-306426 東亜工業株式会社 新潟事業所

959-2703 胎内市高畑278-2

0254-45-3535

新発田 特16-300064 吉沢運送株式会社 新潟営業所

957-0082 新発田市佐々木2882-3

0254-27-5757

新発田 特27-301816 レンゴーロジスティクス株式会社 新潟営業所 957-0082 新発田市佐々木2884-1

0254-27-5517

新発田 特33-300167 東海メンテナンス株式会社 中条事業所

959-2653 胎内市倉敷町2-28 ㈱ｸﾗﾚ新潟事業所内

0254-44-8051

956-0015 新潟市秋葉区川口580-21

0250-22-4151

新津

特15-070003 東部運送 株式会社
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新津

特15-300035 株式会社 マジマ企画設計

950-1214 新潟市南区上下諏訪木798-7

025-373-4430

新津

特15-300065 有限会社 大祐

956-0862 新潟市秋葉区新町3-13-25

0250-22-1344

新津

特15-300236 日佑電子 株式会社

956-0835 新潟市秋葉区朝日78

0250-22-2111

新津

特15-300240 株式会社 早川機電

950-1201 新潟市南区大通2-9-3

025-377-0706

新津

特15-300261 有限会社 エコテック

959-4402 東蒲原郡阿賀町津川1693

0254-92-3143

新津

特15-300276 北本建設 株式会社

956-0831 新潟市秋葉区中沢町10-42

0250-22-1860

新津

特15-300493 有限会社 ステラエンジニア

959-1708 五泉市上木越甲922

0250-58-1321

新津

特15-300538 株式会社 八重電業社

956-8691 新潟市秋葉区川口578-26

0250-22-3131

新津

特15-300598 蒲原鉄道 株式会社

959-1797 五泉市村松甲1364

0250-58-6121

新津

特15-300624 日佑技研 株式会社

956-0835 新潟市秋葉区朝日230

0250-23-2111

新津

特15-300649 株式会社 ダイエー通信

950-1403 新潟市南区犬帰新田字中屋敷794-6

025-362-1981

新津

特15-300685 株式会社 モアスタッフ

950-1214 新潟市南区上下諏訪木798-7

025-373-0888

新津

特15-300693 株式会社 SKCorporation

959-1825 五泉市太田2-3-61

0250-47-4108

新津

特15-300738 株式会社 エコガード新潟

959-1853 五泉市土深21-1

0250-42-6908

新津

特15-300754 有限会社 A，one管工

956-0802 新潟市秋葉区七日町字内野1612-3

0250-24-7600

新津

特15-300758 株式会社 泰雅コーポレーション

950-1262 新潟市南区西白根248-1

025-373-5123

新津

特15-300777 株式会社 関根組

950-1415 新潟市南区引越261

025-372-1151

新津

特15-300793 株式会社 川﨑コーポレーション

950-1202 新潟市南区大通南3-150

025-362-7337

新津

特15-300799 トップライズ

956-0861 新潟市秋葉区北上2-22-29

0250-24-4648

新津

特15-300835 新潟日梱株式会社 本社営業所

950-1237 新潟市南区北田中780-11

025-362-1051

新津

特15-300866 株式会社 カツモト

959-1705 五泉市村松乙287-4

090-4526-9364

新津

特14-300182 三和運輸機工株式会社 新潟支店

950-1455 新潟市南区新飯田2045

025-374-1211

新津

特40-110004 アスビー株式会社 新潟事業所

956-0855 新潟市秋葉区滝谷本町1-26 日揮触媒化成㈱内

0250-24-2002

十日町 特15-080001 株式会社 十日町システムハウス

948-0057 十日町市春日183-1

025-752-4437

十日町 特15-080003 株式会社 オスポック

949-8556 十日町市馬場癸1536-157

025-750-2020

十日町 特15-080005 株式会社 新潟ソフトストラクチャ

949-8522 十日町市大字伊達甲960-1

025-758-4322

十日町 特15-300111 株式会社 千手

948-0135 十日町市中屋敷581

025-768-3683

十日町 特15-300226 スリーエスシステム 株式会社

949-8522 十日町市伊達甲960-1 十日町ｿﾌﾄﾌｫｰﾗﾑ3F

025-750-2870

十日町 特15-300247 有限会社 服部総業

949-8404 十日町市如来寺甲3240

025-763-3366

十日町 特15-300281 有限会社 和工

948-0051 十日町市寿町2-1-4

025-757-8107

十日町 特15-300298 有限会社 信濃技研工業

948-0056 十日町市子734-3

025-757-0064

十日町 特15-300471 有限会社 星名電機

948-0133 十日町市沖立2224

025-768-3317

十日町 特15-300498 株式会社 フジミック新潟

948-0062 十日町市泉町92番地

025-750-1101

十日町 特15-300612 株式会社 ハルカワ電機

948-0091 十日町市稲荷町3-3-9

025-757-1424

十日町 特15-300713 トラストラボ 株式会社

948-0061 十日町市昭和町4-156-16 3F

025-761-7858

十日町 特15-300720 株式会社 大新

948-0136 十日町市髙原田170-3

025-768-3094

糸魚川 特15-300004 株式会社 伊藤建設

949-0301 糸魚川市須沢2637

0255-62-2121

糸魚川 特15-300318 株式会社 谷村建設

941-0058 糸魚川市寺町1-6-35

025-552-1800

糸魚川 特15-300455 田辺工業株式会社 青海支店

949-0398 糸魚川市大字青海1650

025-562-3233

糸魚川 特15-300511 糸魚川二幸 株式会社

941-0051 糸魚川市押上2-14-13

025-552-7417

糸魚川 特15-300549 有限会社 猪又工業

949-0536 糸魚川市大字根小屋318

025-558-2608

糸魚川 特15-300621 株式会社 新潟高和

941-0071 糸魚川市大字大野910-1

025-553-1026
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糸魚川 特15-300820 田辺運輸 株式会社

949-0301 糸魚川市須沢3828

025-562-3222

糸魚川 特15-300829 株式会社 タナベ

941-0071 糸魚川市大字大野978

025-552-1601

糸魚川 特15-300842 合資会社 信越環境サービス

941-0066 糸魚川市寺島2-6-6

025-552-0655

糸魚川 特15-300879 株式会社 東山ファーム

949-1223 糸魚川市大字中川原新田2371-1

025-559-2343

糸魚川 特16-300064 吉沢運送株式会社 青海営業所

949-0303 糸魚川市大字田海1559-3

025-562-3883

巻

特15-110002 株式会社 日本コンサルト新潟

953-0051 新潟市西蒲区河井871

0256-72-8108

巻

特15-110006 有限会社 グローバル

959-1271 燕市大字蔵関320

0256-61-6732

巻

特15-110007 有限会社 ＫＲＳ

959-0433 新潟市西蒲区槇島556-1

0256-88-7943

巻

特15-300091 中越交通株式会社 燕営業所

959-1228 燕市大字佐渡5262

0256-61-6080

巻

特15-300113 株式会社 システム・テクノロジー

953-0054 新潟市西蒲区漆山8741-3

0256-73-3737

巻

特15-300213 株式会社 アクティブドライブ

953-0041 新潟市西蒲区巻甲2721

090-8773-3713

巻

特15-300264 株式会社 小林工務店

953-0065 新潟市西蒲区下和納249

0256-72-6233

巻

特15-300356 株式会社 丸栄

959-0111 燕市横田字諏訪河原11413-1

0256-62-2750

巻

特15-300384 有限会社 ブイライン

959-0112 燕市熊森1490-1

0256-97-1616

巻

特15-300403 株式会社 ラッセルフィールド

959-0323 西蒲原郡弥彦村大字弥彦711-24

0256-77-6020

巻

特15-300491 ジェイ・マーケティング 株式会社

953-0015 新潟市西蒲区松野尾4603

０90－2303－6876

巻

特15-300500 ハピネスステーション

953-0041 新潟市西蒲区巻甲4222-4

0256-72-5507

巻

特15-300602 株式会社 アシスト

959-0422 新潟市西蒲区曽根557

0256-88-3714

巻

特15-300644 サープラックス 株式会社

959-1228 燕市佐渡5120

0256-63-5521

巻

特15-300656 田中 金八

959-0421 新潟市西蒲区鱸1161

0256-88-2274

巻

特15-300737 株式会社 ワイテック

959-0113 燕市笈ヶ島1947

0256-98-2751

巻

特15-300744 株式会社 タクミ電設

953-0067 新潟市西蒲区潟頭2528-6

0256-72-6188

巻

特15-300806 株式会社 渡辺設計事務所

959-0114 燕市一ノ山1-114-2

0256-98-5800

巻

特13-303513 長谷川運輸株式会社 新潟営業所

959-0211 燕市富永99-1

0256-93-5230

巻

株式会社新開トランスポートシステムズ
特13-312580 吉田出張所

959-0221 燕市吉田西太田731-2 1階

0256-93-5503

巻

特14-300169 三和トランス株式会社 新潟営業所

959-0261 燕市吉田鴻巣180-14

0256-93-1215

巻

特20-010052 カイシン工業株式会社 新潟事業所

959-0232 燕市吉田東栄町15-2

0256-94-7711

巻

特20-300137 ヒット株式会社 新潟事業所

959-0251 燕市吉田本所148-1

0256-92-9000

南魚沼 特15-120002 株式会社 津山商店

949-7302 南魚沼市浦佐5582-1

025-788-0521

南魚沼 特15-300066 株式会社 アイエスエンジニアリング

949-7132 南魚沼市藤原424-31

025-775-3100

南魚沼 特15-300160 ひかり交通 株式会社

949-7413 魚沼市堀之内3851-1

025-794-2135

南魚沼 特15-300196 有限会社 クリーンラックス

949-6408 南魚沼市塩沢1366-1

025-782-4744

南魚沼 特15-300313 東洋電機工業 株式会社

946-0031 魚沼市原虫野385

025-792-2171

南魚沼 特15-300339 進和電設 株式会社

946-0011 魚沼市小出島897-7

025-792-4471

南魚沼 特15-300429 株式会社 関電気

949-6680 南魚沼市六日町2250

025-772-2054

南魚沼 特15-300436 株式会社 小出タクシー

946-0076 魚沼市井口新田571-1

025-792-0019

南魚沼 特15-300437 観光タクシー株式会社

946-0076 魚沼市井口新田247-1

025-792-1100

南魚沼 特15-300451 小川電気 株式会社

946-0061 魚沼市新保311-1

025-792-2996

南魚沼 特15-300456 株式会社 センシン

949-6101 南魚沼郡湯沢町湯沢4-3-1

025-780-6868

南魚沼 特15-300461 森下企業 株式会社

949-6102 南魚沼郡湯沢町大字神立130

025-784-3371

南魚沼 特15-300541 有限会社 魚沼テーコー

949-7411 魚沼市大石1452-4

025-794-3194

南魚沼 特15-300587 株式会社 櫻井運輸

946-0021 魚沼市佐梨473-1

025-792-9633
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南魚沼 特15-300692 株式会社 林組

949-6101 南魚沼郡湯沢町大字湯沢1708

025-784-2145

南魚沼 特15-300702 株式会社 魚沼中央トランスポート

949-6366 南魚沼市君沢42-15

025-783-6111

南魚沼 特15-300714 株式会社 ソフト・ドゥ

946-0011 魚沼市小出島85-11

025-793-7681

南魚沼 特15-300721 株式会社 山田興業

949-7246 南魚沼市穴地新田402

025-779-4313

南魚沼 特15-300725 合同会社 オッズ

949-6680 南魚沼市六日町444-22 青木ﾋﾞﾙ3F

025-520-8566

南魚沼 特15-300771 一般財団法人 魚沼農耕舎

946-0216 魚沼市須原20-5

025-797-2255

南魚沼 特15-300780 東日本警備 株式会社

949-6408 南魚沼市塩沢1403-2

025-782-4007

南魚沼 特15-300810 株式会社 ユーエイチティーコーポレーション 949-6608 南魚沼市美佐島38-10

025-781-5711

南魚沼 特15-300870 株式会社 環境コミュニティ

949-6603 南魚沼市川窪1232-1

025-772-7337

南魚沼 特13-308546 株式会社デル・スタッフ 六日町営業所

949-6600 南魚沼市六日町2923-2 ﾍﾞﾙｼﾞｭ北沖203

025-770-2788

佐渡

特15-300104 株式会社 オダステクニカ

952-1311 佐渡市八幡2122

0259-52-5450

佐渡

特15-300252 株式会社中川運送 本店営業所

952-0302 佐渡市竹田684-4

0259-55-3305

佐渡

特15-300615 おけさ観光タクシー株式会社 金井営業所

952-1209 佐渡市千種79-3

0259-63-3348

佐渡

特15-300739 テクノサド 株式会社

952-0318 佐渡市真野新町31-3

0259-51-2525

佐渡

特15-300753 佐渡汽船運輸 株式会社

952-3421 佐渡市吾潟183-1

0259-27-2107

佐渡

特15-300766 佐渡環境衛生サービス 有限会社

952-0501 佐渡市羽茂滝平1575-4

0259-88-2190

佐渡

特15-300825 株式会社 マルゴ

952-1322 佐渡市石田25

0259-57-3575

佐渡

特15-300836 株式会社 エスアンドエー

952-1314 佐渡市河原田本町361-5

0259-67-7830

佐渡

特14-300113 内藤電誠工業株式会社 佐渡事業所

950-0504 佐渡市羽茂本郷1939

0259-88-3141

村上

特15-010075 有限会社 ビー・ファースト

958-0854 村上市田端町9-5 北越ﾋﾞﾙ3F

0254-75-8388

村上

特15-300013 有限会社 ジェイユウ軽送

958-0854 村上市田端町4-41

0254-53-6905

村上

特15-300014 株式会社 ミトク

958-0821 村上市山辺里164

0254-52-2308

村上

特15-300179 有限会社 Ｓ・Ｄ

958-0031 村上市学校町3-28

0254-53-4389

村上

特15-300220 有限会社 山田コーポレーション

959-3111 村上市長政524

0254-62-5190

村上

特15-300221 株式会社 アイテック

958-0822 村上市大字坪根341-20

0254-53-6200

村上

特15-300266 株式会社 カエツハウス工業

959-3942 村上市勝木554-1

0254-77-2512

村上

特15-300291 有限会社 高成エレック

959-3403 村上市上助渕1084

0254-52-4607

村上

特15-300311 有限会社 幸永商会

958-0848 村上市小国町2-1

0254-52-7307

村上

特15-300345 株式会社ナルサワコンサルタント 村上支店 958-0837 村上市三之町3-16

0254-53-2321

村上

特15-300394 株式会社 興栄電機

959-3121 村上市佐々木577

0254-62-5653

村上

特15-300477 株式会社 都市環境緑化

959-3404 村上市山屋1093

0254-60-1303

村上

特15-300519 株式会社 高建

959-3403 村上市上助渕字谷地1820

0254-53-4101

村上

特15-300542 有限会社 大信電機

959-3401 村上市七湊字大沢125-1

0254-53-4771

村上

特15-300579 株式会社 ヤマサ商事

959-3241 岩船郡関川村大字大島1071

0254-64-0022

村上

特15-300664 株式会社 新潟ジャムコ

958-0822 村上市坪根字上坪根341-1

0254-52-1188

村上

特15-300675 有限会社 横山工業

958-0822 村上市坪根341-20

0254-53-3939

村上

特15-300711 株式会社 開成

959-3435 村上市宿田1198-1

0254-66-8522

村上

特15-300735 有限会社 横山トランス

959-3406 村上市下助渕1407

0254-66-5631

村上

特15-300743 株式会社 ゴーナイエレック

958-0052 村上市八日市15-91

0254-56-6265

村上

特15-300804 合同会社 ＳＳサービス

959-3132 村上市坂町1751-16

0254-75-5275

村上

特15-300847 株式会社 瀬波タクシー

958-0854 村上市田端町10-22

0254-53-5317

村上

特13-150033 東洋電子工業株式会社 新潟工場

958-0823 村上市仲間町字1枚下り639-7

0254-53-2281

16 / 16 ページ

