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事業場

番号
事業場名称 事業場の所在地（住所） 業種 管轄署

1 田辺工業株式会社　青海支店 糸魚川市 建設業 上越

2 日本フローサーブ株式会社　柏崎工場 柏崎市 製造業 長岡

3 株式会社　三原田組　本社 上越市 建設業 上越

4 イオンリテール株式会社　イオン長岡店 長岡市 その他の業種 長岡

5 株式会社ＫＴＥＣ 糸魚川市 建設業 上越

6 株式会社　国土　本社 新潟市西区 建設業 新潟

7 株式会社　国土　東港営業所 新潟市北区 その他の業種 新潟

8
グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社　関川

工場
岩船郡関川村 製造業 新発田

9 株式会社　加藤組 村上市 建設業 新発田

10 住友電工ウインテック株式会社　田口事業所 妙高市 製造業 上越

11 株式会社　丸互 上越市 製造業 上越

12 大和物流株式会社　新潟営業所 上越市 運輸交通業 上越

13 非公表 非公表 非公表 非公表

14 新潟県企業局　発電管理センター 村上市 その他の業種 新発田

15 直江津電子工業株式会社　本社工場 上越市 製造業 上越

16 大和電建株式会社　本社 上越市 建設業 上越

17 直江津電子工業株式会社　花ケ崎工場 上越市 製造業 上越

18 宮本警報器株式会社　十日町工場 十日町市 製造業 十日町

19
グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社　本

社・新潟工場
北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田

20 田辺工業株式会社　北陸支店 上越市 建設業 上越

21 越後製菓株式会社　高梨工場 小千谷市 製造業 小出

22 茂興業株式会社 新潟市中央区 建設業 新潟

23 株式会社　共栄鍛工所　本社工場 三条市 製造業 三条

24 株式会社小林組 長岡市 建設業 長岡

25 旭ビル管理株式会社　本社 新潟市東区 その他の業種 新潟

26 株式会社　谷村建設 糸魚川市 建設業 上越

27 株式会社　中谷工務店　新潟工場 上越市 製造業 上越

28 前佐渡運送株式会社 佐渡市 運輸交通業 佐渡

29 非公表 非公表 非公表 非公表

30 株式会社　新日興業　本店 佐渡市 建設業 佐渡

31 株式会社　興　和　中越支店 長岡市 建設業 長岡

32 株式会社　ミツヒデ 五泉市 建設業 新津

33 (株)栗山米菓　新発田工場 新発田市 製造業 新発田

34 イオンリテール株式会社　イオン新潟青山店 新潟市西区 商業 新潟

35 株式会社　中越建設 三島郡出雲崎町 建設業 長岡

36 株式会社　興和　魚沼営業所 魚沼市 建設業 小出

37 株式会社　興和　十日町営業所 十日町市 建設業 十日町

38 株式会社　横井組　本社 村上市 建設業 新発田

39 株式会社　宮川組　本社 新潟市西蒲区 建設業 新潟

40 西田建設株式会社 上越市 建設業 上越

41 株式会社 景　本社 新潟市東区 建設業 新潟

42 長岡乳配株式会社　本社 長岡市 運輸交通業 長岡

43 TDKラムダ株式会社　長岡テクニカルセンター 長岡市 製造業 長岡

44 光陽産業株式会社　上越工場 上越市 製造業 上越
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45 光陽産業株式会社　上越第二工場 上越市 製造業 上越

46 三和運輸機工株式会社　白根事業所 新潟市南区 運輸交通業 新津

47 三和運輸機工株式会社　新潟支店 燕市 運輸交通業 三条

48 株式会社北村製作所　本社工場 新潟市江南区 製造業 新潟

49 山崎ヒューマンコンクリート株式会社 新潟市南区 製造業 新津

50 株式会社三商　本社事業所 上越市 その他の業種 上越

51 メック株式会社 長岡生産センター　長岡工場 長岡市 製造業 長岡

52 非公表 非公表 非公表 非公表

53 東亜建設工業株式会社　北陸支店 新潟市中央区 建設業 新潟

54 新菖工業株式会社　本社 新発田市 建設業 新発田

55 丸運建設株式会社　本社 新潟市中央区 建設業 新潟

56 丸運建設株式会社　上越支店 上越市 建設業 上越

57 丸運建設株式会社　長岡支店 長岡市 建設業 長岡

58 福田道路株式会社　新潟支店 新潟市中央区 建設業 新潟

59 伊米ヶ崎建設株式会社 魚沼市 建設業 小出

60 株式会社　堤組 新潟市南区 建設業 新潟

61 亀田製菓株式会社　水原工場 阿賀野市 製造業 新発田

62 非公表 非公表 非公表 非公表

63
株式会社ホテル泉慶　（白玉の湯泉慶・白玉の湯

華鳳）
新発田市 その他の業種 新発田

64 株式会社　ナカショク　上中山農場 新発田市 その他の業種 新発田

65 サトウ食品株式会社　東港工場 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田

66 株式会社　エッグセンターいたやま 新発田市 その他の業種 新発田

67 株式会社タカムラ鶏園　早稲田エッグファーム 村上市 その他の業種 新発田

68 片山食品株式会社 新発田市 製造業 新発田

69 菊水酒造株式会社 新発田市 製造業 新発田

70 非公表 非公表 非公表 非公表

71 サトウ食品株式会社　聖籠工場 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田

72 SUPER CENTER PLANT-4　聖籠店 北蒲原郡聖籠町 商業 新発田

73 非公表 非公表 非公表 非公表

74 あがの市民病院 阿賀野市 その他の業種 新発田

75 株式会社　ワゴーリネン　見附工場 見附市 その他の業種 三条

76 株式会社　ワゴードライ　佐々木工場 新発田市 その他の業種 新発田

77 特別養護老人ホーム　りんどう 胎内市 その他の業種 新発田

78 株式会社サトウフーズ 新発田市 製造業 新発田

79 株式会社　三栄ステンレス化工 阿賀野市 製造業 新発田

80 水島鉄工株式会社 阿賀野市 製造業 新発田

81 非公表 非公表 非公表 非公表

82 日本ホワイトファーム新潟株式会社 新発田市 製造業 新発田

83 日本シイエムケイ株式会社　新潟工場 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田

84
秋葉建設興業株式会社　水原維持管内耐震補強事

業所　R2水原維持管内耐震補強その３工事
東蒲原郡阿賀町 建設業 新津

85 エービーエス新潟株式会社　本社 新潟市西区 その他の業種 新潟

86 イオンリテール株式会社　イオン新潟東店 新潟市東区 商業 新潟

87 株式会社国井組 阿賀野市 建設業 新発田
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88 アジカル株式会社 新潟市江南区 製造業 新潟

89 信越機工株式会社 上越市 建設業 上越

90 株式会社　高橋組　松之山CP 十日町市 建設業 十日町

91 直江津精密加工株式会社 上越市 製造業 上越

92 株式会社　堂　谷　組 佐渡市 建設業 佐渡

93 新潟トランシス株式会社　新潟事業所 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田

94 合同会社　ＬＳＭサポート　三条営業所 三条市 その他の業種 三条

95 新潟県醤油協業組合 長岡市 製造業 長岡

96 大和ハウス工業株式会社　新潟工場 上越市 建設業 上越

97 株式会社　原興産　クリーンサービス部 長岡市 その他の業種 長岡

98 新進テック株式会社　柏崎事業所 柏崎市 製造業 長岡

99 株式会社ハウステクノ　北陸営業所 上越市 製造業 上越

100 イオンリテール株式会社　イオン白根店 新潟市南区 その他の業種 新津

101 カネか渡辺建材株式会社　本社 村上市 その他の業種 新発田

102 直江津産業株式会社　本社 上越市 製造業 上越

103 株式会社雪国まいたけ　本社パッケージセンター 南魚沼市 製造業 小出

104 株式会社雪国まいたけ　第1バイオセンター 南魚沼市 製造業 小出

105 株式会社雪国まいたけ　第3バイオセンター 南魚沼市 製造業 小出

106 株式会社雪国まいたけ　第4バイオセンター 南魚沼市 製造業 小出

107 株式会社雪国まいたけ　第5バイオセンター 南魚沼市 製造業 小出

108 株式会社雪国まいたけ　五泉バイオセンター 五泉市 製造業 新津

109 株式会社雪国まいたけ　研究開発部 南魚沼市 製造業 小出

110
株式会社小野組　本社　落堀川地区　堀川排水路

第91次工事
胎内市 建設業 新発田

111
株式会社小野組　本社　苔実地区　区画整理第8

次工事
胎内市 建設業 新発田

112 株式会社　カネタ建設　本社 糸魚川市 建設業 上越

113 株式会社サイカワ 柏崎市 製造業 長岡

114 株式会社トランスメイト　新潟営業所 新潟市西区 運輸交通業 新潟

115 株式会社　高橋組　オートサービス部 十日町市 その他の業種 十日町

116 越後交通工業 株式会社　本社 長岡市 建設業 長岡

117 株式会社　シンワテック　本社 上越市 製造業 上越

118 株式会社　大石組　本社 長岡市 建設業 長岡

119 藤村クレスト株式会社　柏崎工場 柏崎市 製造業 長岡

120 藤村クレスト株式会社　滝谷工場 長岡市 製造業 長岡

121 藤村クレスト株式会社　新潟工場 新潟市北区 製造業 新潟

122 株式会社フジムラ　北条工場 柏崎市 製造業 長岡

123 三条日通運輸株式会社　本社営業所 三条市 運輸交通業 三条

124 三条日通運輸株式会社　東三条営業所 三条市 運輸交通業 三条

125 三条日通運輸株式会社　見附営業所 見附市 運輸交通業 三条

126 三条日通運輸株式会社　原信営業所 長岡市 運輸交通業 長岡

127 三条日通運輸株式会社　塩沢営業所 南魚沼市 運輸交通業 小出

128 株式会社　森下組 南魚沼郡湯沢町 建設業 小出

129 株式会社　中元組 長岡市 建設業 長岡
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130 株式会社　ブルボン　五泉工場 五泉市 製造業 新津

131 株式会社　ブルボン　新発田工場 新発田市 製造業 新発田

132 株式会社　ブルボン　村上工場 村上市 製造業 新発田

133 株式会社　ブルボン　新潟南工場 新潟市南区 製造業 三条

134 株式会社　ブルボン　長岡工場 長岡市 製造業 長岡

135 株式会社　ブルボン　上越工場 上越市 製造業 上越

136 株式会社　ブルボン　新潟工場 新潟市西蒲区 製造業 新潟

137 株式会社　ブルボン　柏崎工場 柏崎市 製造業 長岡

138 株式会社　ブルボン　本社 柏崎市 製造業 長岡

139 イオンリテール株式会社　イオン新発田店 新発田市 その他の業種 新発田

140 MGCアドバンス株式会社 新潟市北区 製造業 新潟

141 株式会社　高鳥組 糸魚川市 建設業 上越

142 株式会社リンコーコーポレーション　東港支社 北蒲原郡聖籠町 その他の業種 新発田

143 アキュテック 株式会社　新潟支店 新潟市中央区 建設業 新潟

144 大平洋特殊鋳造株式会社　直江津製造所 上越市 製造業 上越

145 (株)興和　新潟支店　R1取上地区防災その２工事 東蒲原郡阿賀町 建設業 新津

146 株式会社　諸橋塗装　本店 長岡市 建設業 長岡

147 小片鉄工株式会社　本社工場 小千谷市 製造業 小出

148
株式会社興和　取上現場事務所　R1取上地区防

災その2工事
東蒲原郡阿賀町 建設業 新津

149 日鉄工材株式会社　本社 上越市 製造業 上越

150 株式会社　巴山組 東蒲原郡阿賀町 建設業 新津

151 信越化学工業株式会社　直江津工場 上越市 製造業 上越

152 秋葉建設興業株式会社　本社 新潟市秋葉区 建設業 新津

153 株式会社　アキハ　運送部　ガソリンスタンド 新潟市秋葉区 運輸交通業 新津

154 株式会社　山一建設　本社 新潟市秋葉区 建設業 新津

155
秋葉建設興業株式会社　姥ケ山作業所　国道49

号　姥ケ山IC交差点道路拡幅工事
新潟市中央区 建設業 新潟

156 株式会社JERA　上越火力発電所 上越市 その他の業種 上越

157
秋葉建設興業株式会社　赤塚防雪柵作業所　主要

地方道新潟中央環状線赤塚他地内防雪柵設置工事
新潟市西区 建設業 新潟

158 非公表 非公表 非公表 非公表

159
小柳建設株式会社　加茂本店　R3三条出張所堤

防外維持管理工事
加茂市 建設業 三条

160
株式会社　谷村建設　本社　令和２年度三段滝洞

門補修工事
糸魚川市 建設業 上越

161 株式会社やまと食品 南魚沼市 製造業 小出

162 株式会社五十嵐プライヤー 見附市 製造業 三条

163 東芝ホームテクノ株式会社　本社工場 加茂市 製造業 三条

164 丸運輸送株式会社　本社営業所 新潟市西区 運輸交通業 新潟

165 株式会社　高橋組　土木部 十日町市 建設業 十日町

166 株式会社　古田組 上越市 建設業 上越

167 株式会社　岩村組　本店 新発田市 建設業 新発田

168 株式会社　高橋組　総務・営業部 十日町市 建設業 十日町



(R3.7.26)

事業場

番号
事業場名称 事業場の所在地（住所） 業種 管轄署

新潟ゼロ災宣言運動2021　参加事業場

169 株式会社トップロード　本社 新潟市西区 その他の業種 新潟

170 株式会社トップロード　三条営業所 三条市 その他の業種 三条

171 株式会社トップロード　新潟東支社 新潟市東区 その他の業種 新潟

172 株式会社リケン　柏崎事業所 柏崎北斗町 製造業 長岡

173 岡田土建工業株式会社 妙高市 建設業 上越

174 株式会社　齋鐵　本社 三条市 製造業 三条

175
株式会社プリンスホテル　新潟エリア　苗場プリ

ンスホテル・苗場スキー場
南魚沼郡湯沢町 その他の業種 小出

176
株式会社プリンスホテル　新潟エリア　かぐらス

キー場
南魚沼郡湯沢町 その他の業種 小出

177
株式会社プリンスホテル　新潟エリア　六日町八

海山スキー場
南魚沼市 その他の業種 小出

178 中越トラック株式会社　長岡営業所 長岡市 運輸交通業 長岡

179 中越トラック株式会社　燕営業所 燕市 運輸交通業 三条

180
ハセガワ化成工業グループ （株式会社ニイプ

ラ・ハセガワ化成工業株式会社　本社）
新潟市江南区 製造業 新潟

181
小柳建設株式会社　加茂本店　国道289号A橋梁

下部他工事
三条市 建設業 三条

182 日本曹達株式会社　二本木工場 上越市 製造業 上越

183
小柳建設株式会社　加茂本店　国道289号9号ト

ンネル監査廊設置工事
三条市 建設業 三条

184
小柳建設株式会社　加茂本店　R3阿賀野川堤防

管理作業
新潟市江南区 建設業 新潟

185
小柳建設株式会社　加茂本店　令和２年度国道

289号工事用道路対策外工事
三条市 建設業 三条

186 日本海洋石油資源開発株式会社　新潟鉱業所 新潟市北区 その他の業種 新潟

187 株式会社　大野建設　本社 新潟市秋葉区 建設業 新津

188 株式会社　高橋組　建築部 十日町市 建設業 十日町

189
株式会社　興和　中越支店　令和３年度信濃川河

川事務所管内地質調査業務
長岡市 建設業 長岡

190 有限会社　松里建設　本社 十日町市 建設業 十日町

191 株式会社本間組　新潟本社 新潟市中央区 建設業 新潟

192 株式会社興和　新潟支店 新潟市中央区 建設業 新潟

193 株式会社　興和　上越支店 上越市 建設業 上越

194 福田道路株式会社　十日町営業所 十日町市 建設業 十日町

195 株式会社　興和　糸魚川営業所 糸魚川市 建設業 上越

196 オリヱント化学工業株式会社　新潟事業所 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田

197
小柳建設株式会社　加茂本店　R2国道8号猪子場

新田道路改良その4工事
三条市 建設業 三条

198 町田建設株式会社　本社 南魚沼市 建設業 小出

199
小柳建設株式会社　加茂本店　一般国道403号三

条北道路道路改良その2工事
加茂市 建設業 三条

200 株式会社興和　佐渡支店 佐渡市 建設業 佐渡

201 株式会社吉原組　本社 長岡市 建設業 長岡

202 新潟永和建設株式会社　本社 魚沼市 建設業 小出
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203 イオンリテール株式会社　イオン十日町店 十日町市 商業 十日町

204 糸魚川二幸株式会社　糸魚川事業所 糸魚川市 その他の業種 上越

205 本間コンクリート工業株式会社　本社 新潟市中央区 その他の業種 新潟

206
新潟配電工事株式会社　本社（単体）　電気事業

用配電設備工事
新潟市江南区 建設業 新潟

207
株式会社丸山工務所　本社　道改第５号市道樽沢

滝沢線道路改良工事
十日町市 建設業 十日町

208 株式会社トップロード　新津営業所 新潟市秋葉区 その他の業種 新津

209 株式会社山岸組 糸魚川市 建設業 上越

210 株式会社トップロード　長岡支社 長岡市 その他の業種 長岡

211
社会福祉法人南魚沼福祉会　障害者支援施設　ま

きはたの里
南魚沼市 その他の業種 小出

212 創和ジャステック建設株式会社 糸魚川市 建設業 上越

213
新潟配電工事株式会社　新潟営業所　電気事業用

配電設備工事
新潟市江南区 建設業 新潟

214 ホシノ工業株式会社　三和工場 上越市 製造業 上越

215 ホシノ工業株式会社　中田工場 上越市 製造業 上越

216 ホシノ工業株式会社　寺町工場 上越市 製造業 上越

217 株式会社　新陽電機　寺泊工場 長岡市 製造業 長岡

218 株式会社　新陽電機　中沢工場 長岡市 製造業 長岡

219
東北電力ネットワーク株式会社　上越電力セン

ター（北城）
上越市 その他の業種 上越

220
小柳建設株式会社　加茂本店　一般国道403号三

条北道路舗装その2工事
南蒲原郡田上町 建設業 三条

221

株式会社　大野建設　桑山川作業所　県営湛水防

除事業（小規模・基幹排水施設）　桑山川地区第

３次工事

新潟市秋葉区 建設業 新津

222 西頸城運送株式会社 糸魚川市 運輸交通業 上越

223
小柳建設株式会社　加茂本店　R3阿賀野バイパ

スJR跨線橋軽量盛土その2工事
阿賀野市 建設業 新発田

224 小柳建設株式会社　三条本社 三条市 建設業 三条

225 株式会社紫雲ゴルフ倶楽部 新発田市 その他の業種 新発田

226 トヨタモビリティパーツ株式会社　新潟支社 新潟市南区 その他の業種 新津

227 三條金属株式会社　本社・分工場 三条市 製造業 三条

228 株式会社　北澤工業 長岡市 建設業 長岡

229 非公表 非公表 非公表 非公表

230 北越メタル株式会社　本社・全工場 長岡市 製造業 長岡

231 信越半導体株式会社　犀潟工場 上越市 製造業 上越

232 株式会社　植木組　新潟本店 長岡市 建設業 長岡

233
植木組・中元組・伊米ヶ崎建設　特定共同企業体　

31魚建第11号 四日町排水ポンプ場土木工事
魚沼市 建設業 小出

234
東北電力ネットワーク（株）　上越電力センター

（大町）
上越市 その他の業種 上越

235 株式会社　野本組 妙高市 建設業 上越
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236 黒崎白土工業株式会社　小戸工場 新発田市 製造業 新発田

237 株式会社　広瀬組　本社 佐渡市 建設業 佐渡

238
新潟配電工事株式会社　長岡営業所　電気事業用

配電設備工事
長岡市 建設業 長岡

239 株式会社ティクスTSK　柏崎工場 柏崎市 製造業 長岡

240
一般財団法人上越環境科学センター　一般財団法

人上越環境科学センター
上越市 その他の業種 上越

241 三菱ガス化学株式会社　新潟工場 新潟市北区 製造業 新潟

242 株式会社　吉則螺子製作所　 新潟工場 上越市 製造業 上越

243 株式会社　吉則螺子製作所　上越工場 上越市 製造業 上越

244 株式会社ギオン　新潟センター 新潟市東区 運輸交通業 新潟

245 トライデント新潟フーズ株式会社 新潟市中央区 製造業 新潟

246 株式会社上越商会　本社 上越市 製造業 上越

247 株式会社上越商会　整備工場 上越市 その他の業種 上越

248 株式会社上越商会　工事部 上越市 建設業 上越

249 株式会社上越商会　融雪製品工場 上越市 製造業 上越

250 株式会社上越商会　濁川工場 妙高市 その他の業種 上越

251 株式会社上越商会　濁川生コン工場 妙高市 製造業 上越

252 株式会社上越商会　直江津生コン工場 上越市 製造業 上越

253 株式会社上越商会　糸魚川工場 糸魚川市 製造業 上越

254
株式会社上越商会　技術センター・中間処理セン

ター
妙高市 製造業 上越

255 株式会社上越商会　高田車輌部 上越市 運輸交通業 上越

256 株式会社上越商会　濁川車輌部 妙高市 運輸交通業 上越

257 高田生コン　株式会社 上越市 製造業 上越

258 妙高生コン　株式会社 妙高市 製造業 上越

259 社会福祉法人　中東福祉会　うずらはし 五泉市 その他の業種 新津

260 有限会社　姫川産業 糸魚川市 製造業 上越

261 有限会社　黒姫総業 糸魚川市 製造業 上越

262 特別養護老人ホーム　ペペ・メメール 柏崎市 その他の業種 長岡

263 日本海エル・エヌ・ジー株式会社 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田

264 東北電力株式会社　東新潟火力発電所 北蒲原郡聖籠町 その他の業種 新発田

265 株式会社NKSコーポレーション　新潟支店 新潟市中央区 その他の業種 新潟

266 楽陽食品株式会社　新潟第２工場 新潟市北区 製造業 新潟

267 社会福祉法人村上岩船福祉会　いわくすの里 村上市 その他の業種 新発田

268 株式会社　丸富五十嵐製作所 新潟市南区 製造業 新津

269 株式会社スタンレー新潟製作所 新潟市南区 製造業 新津

270 株式会社ミヤトウ野草研究所 妙高市 製造業 上越

271
株式会社　丸山工務所　本社　曰117号 防安点検

通学路 灰雨改良 道路改良(その2)工事
中魚沼郡津南町 建設業 十日町

272
新潟配電工事株式会社　下越営業所　電気事業用

配電設備工事
新発田市 建設業 新発田

273 越後製菓株式会社　川口工場 長岡市 製造業 小出

274 株式会社ウオロク　本社 新潟市中央区 商業 新潟

275 株式会社ウオロクホールディングス　本社 新潟市中央区 商業 新潟

276 株式会社ウオロク　城北センター 新発田市 製造業 新発田
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277 株式会社　水倉組　本社 新潟市西蒲区 建設業 新潟

278 株式会社ウオロク　興野店 三条市 商業 三条

279 株式会社ウオロク　新崎センター 新潟市北区 製造業 新潟

280
株式会社ウオロクホールディングス　新潟総合物

流センター
新潟市江南区 商業 新潟

281
株式会社ウオロクホールディングス　リサイクル

センター
新潟市江南区 商業 新潟

282 株式会社ウオロク　中条店 胎内市 商業 新発田

283 株式会社ウオロク　岡山店 阿賀野市 商業 新発田

284 株式会社ウオロク　次第浜店 北蒲原郡聖籠町 商業 新発田

285 株式会社ウオロク　河渡店 新潟市東区 商業 新潟

286 株式会社ウオロク　女池店 新潟市中央区 商業 新潟

287 株式会社ウオロク　葛塚店 新潟市北区 商業 新潟

288 株式会社ウオロク　柏崎店 柏崎市 商業 長岡

289 株式会社ウオロク　牡丹山店 新潟市東区 商業 新潟

290 株式会社ウオロク　村上東店 村上市 商業 新発田

291 株式会社ウオロク　緑店 新発田市 商業 新発田

292 株式会社ウオロク　神道寺店 新潟市中央区 商業 新潟

293 株式会社ウオロク　大学前店 新潟市西区 商業 新潟

294 株式会社ウオロク　松浜店 新潟市北区 商業 新潟

295 株式会社ウオロク　水原店 阿賀野市 商業 新発田

296 株式会社ウオロク　デッキィ店 新潟市中央区 商業 新潟

297 株式会社ウオロク　東新町店 新発田市 商業 新潟

298 株式会社ウオロク　村上店 村上市 商業 新発田

299 株式会社ウオロク　住吉店 新発田市 商業 新発田

300 株式会社ウオロク　五泉店 五泉市 商業 新津

301 株式会社ウオロク　豊栄店 新潟市北区 商業 新潟

302 株式会社ウオロク　コモ店 新発田市 商業 新発田

303 株式会社ウオロク　見附店 見附市 商業 長岡

304 株式会社ウオロク　巻店 新潟市西蒲区 商業 新潟

305 株式会社ウオロク　吉田店 燕市 商業 三条

306 株式会社ウオロク　ファッションユー 新発田市 商業 新発田

307 株式会社ウオロク　長岡 長岡市 商業 長岡

308 株式会社ウオロク　新津店 新潟市秋葉区 商業 新津

309 株式会社ウオロク　要町店 長岡市 商業 長岡

310 株式会社ウオロク　北山店 長岡市 商業 長岡

311 株式会社ウオロク　蓮潟店 長岡市 商業 長岡

312 株式会社ウオロク　鳥屋野南店 新潟市中央区 商業 新潟

313 株式会社ウオロク　東新保店 三条市 商業 三条

314 株式会社ウオロク　中野山店 新潟市東区 商業 新潟

315 株式会社ウオロク　桜木店 柏崎市 商業 長岡

316 株式会社ウオロク　亀田店 新潟市江南区 商業 新潟

317 株式会社ウオロク　馬越店 新潟市中央区 商業 新潟

318 株式会社ウオロク　魚沼店 魚沼市 商業 小出

319 株式会社ウオロク　内野店 新潟市西区 商業 新潟

320 株式会社ウオロク　上新栄町店 新潟市西区 商業 新潟
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321 株式会社ウオロク　関屋店 新潟市中央区 商業 新潟

322 株式会社ウオロク　白根大通店 新潟市南区 商業 新津

323 （株）日立産機システム　中条事業所 胎内市 製造業 新発田

324
共和ハーモテック株式会社　新潟工場　製造調達

部
上越市 製造業 上越

325 株式会社　新潟藤田組　本社 新潟市中央区 建設業 新潟

326
株式会社　新潟藤田組　(仮称)BUENA川岸町1　

新築工事作業所
新潟市中央区 建設業 新潟

327
株式会社　新潟藤田組　朝日温海道路　塩野町地

区改良その９工事作業所
村上市 建設業 新発田

328
株式会社　新潟藤田組 朝日温海道路　猿沢・大

須戸地区道路その２工事作業所
村上市 建設業 新発田

329
株式会社新潟藤田組　横越排水区雨水調整池築造

工事作業所
新潟市江南区 建設業 新潟

330
株式会社新潟藤田組 坂井輪排水区坂井輪幹線58-

2管更生工事作業所
新潟市西区 建設業 新潟

331
株式会社　新潟藤田組　小須戸橋橋脚（P6・

P7）工事作業所
新潟市秋葉区 建設業 新津

332 株式会社　北偉工業 新潟市東区 建設業 新潟

333
株式会社　北偉工業　　工老支3第14号配水管布

設工事
新潟市東区 建設業 新潟

334 株式会社 古川広吉鉄工所 長岡市 製造業 長岡

335 株式会社北陸土建 上越市 建設業 上越

336 株式会社　皆川組　本社 新潟市北区 建設業 新潟

337
新潟配電工事株式会社　上越営業所　電気事業用

配電設備工事
上越市 建設業 上越

338
株式会社丸山工務所　本社　国道８号柏崎トンネ

ル電気室外新築工事
十日町市 建設業 長岡

339
株式会社　丸山工務所　本社　予第14号　予防

治山工事
十日町市 建設業 十日町

340

株式会社丸山工務所　本社　県営農地環境整備事

業（中山間農業農村総合）姿地区ほ場整備第6次

工事

十日町市 建設業 十日町

341
株式会社　丸山工務所　本社　鉢地区　ため池工

第4次工事
十日町市 建設業 十日町

342 株式会社元店建設 南魚沼市 建設業 小出

343 株式会社タナベ　本社及び寺町工場 糸魚川市 製造業 上越

344 株式会社　日立産機中条エンジニアリング　本社 胎内市 製造業 新発田

345
株式会社　丸山工務所　本社　教小第2号　旧仙

田小学校　校舎・プール解体撤去工事
十日町市 建設業 十日町

346
株式会社　丸山工務所　本社　信濃川河川災害復

旧（83号）工事
十日町市 建設業 十日町

347
株式会社　丸山工務所　本社　国道117号　灰雨

改良　なだれ防止（その2）工事
十日町市 建設業 十日町

348 大陽開発株式会社　本社 上越市 建設業 上越



(R3.7.26)

事業場

番号
事業場名称 事業場の所在地（住所） 業種 管轄署

新潟ゼロ災宣言運動2021　参加事業場

349 株式会社　東陽理化学研究所（燕、弥彦工場） 西蒲原郡弥彦村 製造業 三条

350 越後製菓株式会社　小千谷工場 小千谷市 製造業 小出

351 株式会社日の出自動車　本社工場 新潟市東区 その他の業種 新潟

352 株式会社日の出自動車　長岡工場 長岡市 その他の業種 長岡

353
イオンリテール株式会社　北陸信越カンパニー　

新潟事務所
新潟市中央区 商業 新潟

354
東北電力ネットワーク株式会社　新潟電力セン

ター（上大川前）
新潟市中央区 建設業 新潟

355
東北電力ネットワーク株式会社　新潟電力セン

ター（網川原）
新潟市中央区 建設業 新潟

356 株式会社　鷹国建設 新潟市江南区 建設業 新潟

357 非公表 非公表 非公表 非公表

358
株式会社興和　新潟支店　R2新通IC外融雪設備

増設工事
新潟市中央区 建設業 新潟

359 株式会社　氏田組　本社 燕市 建設業 三条

360 株式会社　石塚組　本社 柏崎市 建設業 長岡

361 株式会社　藤谷製作所　本社 見附市 製造業 三条

362 豊和建設株式会社　本社 新潟市中央区 建設業 新潟

363 株式会社オーエム製作所　長岡工場 長岡市 製造業 長岡

364 株式会社文明屋　本社 南魚沼郡湯沢町 建設業 小出

365 株式会社ユアテック配電テクノ　本社 三条市 建設業 三条

366 株式会社中屋 三条市 製造業 三条

367
株式会社　丸山工務所　本社　長岡工業高専国際

寮（仮称）新営その他工事
長岡市 建設業 長岡

368 株式会社　曙建設　本社 長岡市 建設業 長岡

369 田辺運輸株式会社　本社 糸魚川市 運輸交通業 上越

370 新潟日報社　印刷工場 新潟市西区 製造業 新潟

371 佐渡汽船運輸株式会社 佐渡市 運輸交通業 佐渡

372 大島電気株式会社　本社 十日町市 建設業 十日町

373 近藤與助工業株式会社　新潟本店 新潟市南区 その他の業種 新津

374
新潟配電工事株式会社　魚沼営業所　電気事業用

配電工事
南魚沼市 建設業 小出

375 近藤與助工業株式会社　本社 三条市 その他の業種 三条

376 近藤與助工業株式会社　長岡支店 長岡市 その他の業種 長岡

377
株式会社丸山工務所　本社　道路更新防災（隧道

補修）薬師トンネル他補修工事
十日町市 建設業 十日町

378 福田道路株式会社　小出営業所 魚沼市 建設業 小出

379 信越エンジニアリング株式会社　新潟事業所 上越市 建設業 上越

380 山隆リコム　株式会社 五泉市 建設業 新津

381 株式会社 カネカ 糸魚川市 建設業 上越

382 株式会社　植木組　本社 柏崎市 建設業 長岡

383 JEJアステージ株式会社　本社 三条市 製造業 三条

384 新潟ボンド工業株式会社 新潟市西蒲区 建設業 新潟

385 相村建設株式会社 上越市 建設業 上越

386 宮沢建設　株式会社 十日町市 建設業 十日町
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387
相村建設株式会社　　上沼道 鶴町地区軟弱地盤

改良その４工事
上越市 建設業 上越

388
相村建設株式会社　　黒井藤野新田線Ａ１橋台工

事
上越市 建設業 上越

389
相村建設株式会社　　有間川橋架替迂回路設置工

事
上越市 建設業 上越

390 株式会社　日さく　新潟支店 新潟市東区 建設業 新潟

391 株式会社　渡大組　本社 新潟市西蒲区 建設業 新潟

392 株式会社　総合車両製作所　新津事業所 新潟市秋葉区 製造業 新津

393 田中産業株式会社 上越市 建設業 上越

394 株式会社　コロナ　長岡工場 長岡市 製造業 長岡

395 田中運輸機工株式会社 上越市 運輸交通業 上越

396
田中産業株式会社　　一級河川戸野目川　防安(3

か年)掘削　護岸工事
上越市 建設業 上越

397
田中産業株式会社　　上沼道 米子地区軟弱地盤

改良工事
上越市 建設業 上越

398
田中産業株式会社　　上沼道 岡木地区軟弱地盤

改良その6工事
上越市 建設業 上越

399 イオンリテール株式会社　イオン県央店 燕市 商業 三条

400
田中産業株式会社　　上越火力発電所第１号機新

設工事のうち予備品倉庫新築工事
上越市 建設業 上越

401
田中産業・大和土建工業JV　　稲田汚水幹線7-5

他工事
上越市 建設業 上越

402
田中産業株式会社　　中江有田地区　排水路第1

次工事
上越市 建設業 上越

403 田中産業株式会社　　高野地区 第2-1次 工事 上越市 建設業 上越

404
田中・大島・田辺特定共同企業体　　上越市総合

体育館等大規模改修工事
上越市 建設業 上越

405 ヨネックス株式会社　新潟工場 長岡市 製造業 長岡

406 ヨネックス株式会社　新潟工場長岡 長岡市 製造業 長岡

407
相村建設株式会社　　上江幹線用水路補修(その

１)工事
上越市 建設業 上越

408 大河津建設株式会社　本社 燕市 建設業 三条

409

第一建設工業株式会社　新潟支店　新潟土木工事

所　猿和田跨線橋作業所（馬下猿和田間猿和田跨

線橋補修）

五泉市 建設業 新津

410

第一建設工業株式会社　新潟支店　新潟土木工事

所　柏崎中央作業所　柏崎構内市道中央跨線橋修

繕

柏崎市 建設業 長岡

411

第一建設工業株式会社　新潟支店　新潟土木工事

所　大河津橋作業所　R2、3新潟国道管内橋梁補

修

燕市 建設業 三条

412

第一建設工業株式会社　新潟支店　新潟土木工事

所　釣浜橋作業所　R2水原維持管内耐震補強そ

の4工事

阿賀野市 建設業 新津
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413

第一建設工業株式会社　新潟支店　新潟土木工事

所　新幹線騒音対策作業所　新潟支社管内上越新

幹線騒音対策

新潟市江南区 建設業 新潟

414
第一建設工業株式会社　新潟支店　新潟土木工事

所　新津作業所　新津構内新津跨線橋補修・補強
新潟市秋葉区 建設業 新津

415 非公表 非公表 非公表 非公表

416
第一建設工業株式会社　新潟支店　小千谷土木工

事所
小千谷市 建設業 小出

417
第一建設工業株式会社　新潟支店　新潟鉄道建築

工事所
新潟市江南区 建設業 新潟

418 非公表 非公表 非公表 非公表

419 第一建設工業株式会社　新潟支店　新潟工事所 新潟市中央区 建設業 新潟

420 第一建設工業株式会社　新潟支店　柏崎工事所 柏崎市 建設業 長岡

421 第一建設工業株式会社　新潟支店　直江津事務所 上越市 建設業 上越

422 第一建設工業株式会社　新潟支店　新津事務所 新潟市秋葉区 建設業 新津

423 第一建設工業株式会社　新潟支店　村上工事所 村上市 建設業 新発田

424
第一建設工業株式会社　新潟支店　新潟新幹線工

事所
新潟市東区 建設業 新潟

425 第一建設工業株式会社　新潟支店　長岡事務所 長岡市 建設業 長岡

426 株式会社シビル旭　本社企画部 新潟市江南区 建設業 新潟

427 株式会社シビル旭　柏崎出張所 柏崎市 建設業 長岡

428 株式会社シビル旭　直江津出張所 上越市 建設業 上越

429 株式会社シビル旭　村上出張所 村上市 建設業 新発田

430 株式会社シビル旭　亀田出張所 新潟市江南区 建設業 新潟

431 有限会社　大矢組 新潟市南区 建設業 新津

432 有限会社　栄軌道工業 三条市 建設業 三条

433 日本郵便株式会社　新発田郵便局 新発田市 その他の業種 新発田

434 亀田製菓　株式会社　白根工場 新潟市南区 製造業 新津

435 第一建設工業株式会社　新潟支店　導水管作業所 新潟市中央区 建設業 新潟

436 非公表 非公表 非公表 非公表

437
第一建設工業株式会社　新潟支店　上幹トンネル

耐震作業所
長岡市 建設業 小出

438
第一建設工業株式会社　新潟支店　長岡耐震作業

所
新潟市西区 建設業 新潟

439 大宗建設工業株式会社 新潟市秋葉区 建設業 新津

440 一般社団法人　全日検　東北支部　新潟事務所 北蒲原郡聖籠町 その他の業種 新潟

441 株式会社　原信　内野店 新潟市西区 商業 新潟

442 株式会社　原信　関屋店 新潟市中央区 商業 新潟

443 株式会社　原信　豊栄店 新潟市北区 商業 新潟

444 株式会社　原信　河渡店 新潟市東区 商業 新潟

445 株式会社　原信　新通店 新潟市西区 商業 新潟

446 株式会社　原信　紫竹山店 新潟市中央区 商業 新潟

447 株式会社　原信　錦町店 新潟市東区 商業 新潟
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448 株式会社　原信　南万代店 新潟市中央区 商業 新潟

449 株式会社　原信　近江店 新潟市中央区 商業 新潟

450 株式会社　原信　黒埼店 新潟市西区 商業 新潟

451 株式会社　原信　亀貝店 新潟市西区 商業 新潟

452 株式会社　原信　五十嵐東店 新潟市西区 商業 新潟

453 株式会社　原信　女池店 新潟市中央区 商業 新潟

454 株式会社　原信　巻店 新潟市西蒲区 商業 新潟

455 株式会社　原信　宮内店 長岡市 商業 長岡

456 株式会社　原信　柏崎東店 柏崎市 商業 長岡

457 株式会社　原信　今朝白店 長岡市 商業 長岡

458 株式会社　原信　関原店 長岡市 商業 長岡

459 株式会社　原信　古正寺店 長岡市 商業 長岡

460 株式会社　原信　新保店 長岡市 商業 長岡

461 株式会社　原信　宮関店 長岡市 商業 長岡

462 株式会社　原信　岩上店 柏崎市 商業 長岡

463 株式会社　原信　栃尾店 長岡市 商業 長岡

464 株式会社　原信　川崎店 長岡市 商業 長岡

465 株式会社　原信　美沢店 長岡市 商業 長岡

466 株式会社　原信　シビックコア店 長岡市 商業 長岡

467 株式会社　原信　寺島店 長岡市 商業 長岡

468 株式会社　原信　花園店 長岡市 商業 長岡

469 株式会社　原信　七日町店 長岡市 商業 長岡

470 株式会社　原信　城岡店 長岡市 商業 長岡

471 株式会社　原信　旭岡店 長岡市 商業 長岡

472 株式会社　原信　来迎寺店 長岡市 商業 長岡

473 株式会社　原信　中之島物流センター 長岡市 運輸交通業 長岡

474 株式会社　ナルス　にしやま店 柏崎市 商業 長岡

475 原信ナルスオペレーションサービス　株式会社 長岡市 商業 長岡

476 株式会社　原信　春日山店 上越市 商業 上越

477 株式会社　原信　新井中川店 妙高市 商業 上越

478 株式会社　原信　四ケ所店 上越市 商業 上越

479 株式会社　原信　土橋店 上越市 商業 上越

480 株式会社　原信　美守店 妙高市 商業 上越

481 株式会社　原信　糸魚川東店 糸魚川市 商業 上越

482 株式会社　ナルス　北城店 上越市 商業 上越

483 株式会社　ナルス　柿崎店 上越市 商業 上越

484 株式会社　ナルス　大潟SC店 上越市 商業 上越

485 株式会社　ナルス　せきやま店 妙高市 商業 上越

486 株式会社　ナルス　国府店 上越市 商業 上越

487 株式会社　ナルス　浦川原店 上越市 商業 上越

488 株式会社　ナルス　能生町店 糸魚川市 商業 上越

489 株式会社　ナルス　鴨島店 上越市 商業 上越

490 株式会社　ナルス　上越インター店 上越市 商業 上越

491 株式会社　ナルス　南高田店 上越市 商業 上越

492 株式会社　ナルス　高田西店 上越市 商業 上越

493 株式会社　ナルス　直江津東店 上越市 商業 上越
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494 株式会社　ナルス　上越物流センター 上越市 運輸交通業 上越

495 株式会社　原信　吉田店 燕市 商業 三条

496 株式会社　原信　四日町店 三条市 商業 三条

497 株式会社　原信　燕店 燕市 商業 三条

498 株式会社　原信　見附店 見附市 商業 三条

499 株式会社　原信　水原店 阿賀野市 商業 新発田

500 株式会社　原信　村上西店 村上市 商業 新発田

501 株式会社　原信　村上インター店 村上市 商業 新発田

502 株式会社　原信　西新発田店 新発田市 商業 新発田

503 株式会社　原信　荒川店 村上市 商業 新発田

504 株式会社　原信　五泉店 五泉市 商業 新津

505 株式会社　原信　新津店 新潟市秋葉区 商業 新津

506 株式会社　原信　白根店 新潟市南区 商業 新津

507 株式会社　原信　寺沢店 五泉市 商業 新津

508 株式会社　原信　西小千谷店 小千谷市 商業 小出

509 株式会社　原信　六日町店 南魚沼市 商業 小出

510 株式会社　原信　塩沢店 南魚沼市 商業 小出

511 株式会社　原信　桜町店 小千谷市 商業 小出

512 株式会社　原信　小出東 魚沼市 商業 小出

513 株式会社　原信　十日町店 十日町市 商業 十日町

514 株式会社　原信　十日町北店 十日町市 商業 十日町

515 三星金属工業株式会社 燕市 製造業 三条

516 非公表 非公表 非公表 非公表


