上越支部賛助会員名簿
事務所名

1 (株)ＳＧ宮越

2 (株)江口金属

3

ＦＳテクニカル(株)
信州営業所

代表者氏名

笹川

江口

治

武

取扱種目

〒・所在地
電話・FAX

〒943-0831
ビル用サッシ、住宅用アルミサッシ、ガラス工事、アルミ建材全 上越市仲町2-6-12
般
TEL 025-525-1120
FAX 025-525-1107

建築内外装パネル・建築金物製作・産業機械製缶

〒942-0255
上越市下五貫野開田136-21
上越市企業団地内
TEL 025-520-3636
FAX 025-520-3639
〒390-0803
長野県松本市元町
1-2-31 203
TEL 0263-88-9990
FAX 0263-88-9991

藤田 真之

FST工法施工及び指導・低騒音ドリルのリース業

4 (株)カスガ

春日 尚一

アルミサッシ、硝子、建築資材販売

5 (株)栗原金属

栗原 健一

金属製屋根材の成型・販売及び施工、金属製外壁材の販売及び施工、住 上越市高士町1-10-5
宅用サッシ・建材・住設機器等の販売
TEL 025-524-7175

〒942-0336
上越市浦川原区飯室2006
TEL 025-599-3900
FAX 025-599-2893
〒943-0823
FAX 025-524-6243

6

謙信アイテム
サービス（株）

井部 一夫

造作家具・什器・備品販売
(学校及び病院)
給食器具及び厨房機器販売・メンテナンス
コーヒーマシン販売・メンテナンス

〒942-0064
上越市塩屋新田2-1
TEL 025-546-7001
FAX 025-546-7002

高坂 榮一

消防用設備・防犯用設備・アスベスト等環境対策用品、販売及びメンテ 上越市大手町4-14
ナンス
TEL 025-524-6175

〒943-0838

7

高坂防災（株）

FAX 025-522-5746

8 (株)サトコウ

佐藤 憲二

〒943-0225
一般鋼材・配管資材・住宅設備機器・カラー鋼板等加工販売・空
上越市三和区野5903-1
調衛生設備・融雪・鉄筋・鉄骨・ユニット式ホテル・アパート建
TEL 025-532-4488
築工事
FAX 025-532-4486

9 (株)サンエツ

岩崎 哲男

外壁工事・内装工事・金属工事・タイル工事・三菱メース・シポレック
ス・アイジーヴァンド・トステムセラブリック・菊水モダンアートス
トーン・アキレスカタダン・ネットワークフロア・天龍プレパーク・ス
タイロフォーム

10

シマヅ防水（株）

三原田 貞雄

〒942-0043
上越市三ツ橋262-2
TEL 025-543-0033
FAX 025-543-1125

〒943-0184
土木建築の防水・止水・ゴムシート防水・塗膜防水・シーリング
上越市本道上沖260-1
防水・アスファルト防水・結露防水・注入・断熱・塗床・金属笠
TEL 025-524-4161
木・塩ビシート防水・アクリル塗膜防水・吹付工事
FAX 025-524-9462
〒942-0033

11 (株)新金谷

金谷

剛

一般鋼材・鋼材二次製品・機械工具・土木建築資材・配管資材・住宅設 上越市福橋670-1
備機器・土木工事・建築工事・配管工事・環境機器販売
TEL 025-543-4111

FAX 025-543-8351

広川 康博

〒944-0101
建設関連資材販売・施工、構造材（プレカット）、内外装材、屋
上越市板倉区稲増185-13
根材、断熱材、体育施設、オール電化商品、エクステリア、住宅
TEL 0255-78-5080
建材、住設資材、土木資材、他
FAX 0255-78-5155

高助（名）

高橋 信雄

地盤調査・改良工事(ウルトラコラム)・杭(コンクリートＡТТコラム、
ＥＡＺＥТ Ｇ-ＥＣＳ)・日立ハイベース・ＡＬＣ/成形板・電子塗装ケ
ミカルＥＢボード・三菱日立エレベーター・太陽光発電(ソーラーフロン
ティア/三菱)・断熱材吹付

14 (株)トーコー防水

入村 将彦

〒944-0032
建築土木防水工事・コンクリート構造物補修補強・耐震補強・ブ
妙高市小出雲2-15-23
レス補強・増築壁モルタル圧入・各種グラウト工事・炭素繊維
TEL 0255-72-3455
シート補強・防触工事・ザイペックス特約店
FAX 0255-72-3571

伴

送電線・配電線・通信線・内線・計装電気工事全般の設計・施工・空調 上越市平成町570
設備・家庭用電気器具販売
TEL 025-524-1418

12

13

(株)たかだ
上越営業所

〒942-0011
上越市港町1-8-2
TEL 025-543-7111
FAX 025-543-2126

〒943-0151

15 (株) 東光クリエート

長門

FAX 025-524-1341

16

(株)新潟ナブコ
上越営業所

小林 雄一郎

自動ドア、ステンレスサッシ、トップライト、ターボドア他

〒943-0805
上越市木田1-13-23
TEL 025-524-0925
FAX 025-524-0927
〒943-0151

17 (株)平林塗装

平林 健恒

建築内外装塗装・吹付工事・塗床工事・防水工事
上越市平成町604
【所属団体】(一社)日本塗装工業会・マスチック事業協同組合・新潟県
TEL 025-523-2826
橋梁塗装技術協会・新潟県外壁補修工事業協同組合

廣瀬 真一

内外吹付工事、塗装一般、ウレタン現場発泡、防水、塗床工事、
難燃処理剤塗布工事
日本塗装工業会会員、日本ウレタン断熱工事業組合員、新潟外壁
補修工事業組合員、全国住宅火災防止協会会員

岩野 俊明

ＲＣ・ＰＣ・ＰＨＣパイル、МＣ高強度パイル、ＳＣパイル(外殻鋼管付
上越市春日山町2-5-38
複合コンクリート杭)、ヒューム管、その他コンクリート二次製品、生コ
TEL 025-525-5922
ン

FAX 025-522-1262

18 (有)美装ヒロセ

19

藤村ヒューム管（株）
上越営業所

〒943-0112
上越市上野田736-1
TEL 025-524-6218
FAX 025-522-0251
〒943-0807

FAX 025-525-2527

上越支部賛助会員名簿
事務所名

20

文化シャッター (株)
上越営業所

21 (株)ホリカワ

22

眞野建材（株）

代表者氏名

取扱種目

〒・所在地
電話・FAX

小熊 直樹

〒943-0165
各種シャッター・オーバードア・各種ドア・パーティション・住
上越市上島474-8
宅用窓シャッター・エクステリア・各種オーニング・特殊開閉シ
TEL 025-524-1508
ステム開発
FAX 025-524-0023

堀川 嘉夫

床工事/Ｐタイル長尺シートカーペット等床貼・モザイクパーケットフ
ローリング貼
壁装/クロス貼銘木化粧シートダイノック貼・金箔和紙等特殊施工
その他/パーティション全般・クリーンルーム間仕切・ブラインドカーテ
ン舞台機構緞帳

真野 耕太郎

〒943-0144
アルミサッシ、杭工事、柱状改良工事、石・タイル工事、外壁工
上越市桜町21
事、合併浄化槽工事、万協フロアー工事、ＴＯТＯ、住設機器、
TEL 025-524-2153
左官資材、建材
FAX 025-525-7588
金属・内装・タイル石・ＩＬＢ・インクリート・サッシ・金物・各種パ
ネル・パワーボード・へーベルライト・ユカテック・アスロック・デラ
クリート・耐火断熱吸音材販売工事・スタイロフォーム・МＬボード・
ネオマフォーム・アイジー・左官湿式材料卸販売

〒943-0155
上越市四ヶ所294-18
TEL 025-520-8857
FAX 025-520-8867

23 (株)嶺村建材工業

嶺村

24

上谷
薫
(霜越則之)

〒941-0067
軽天工事・内外装工事・スレート工事・床工事・新建材・銘木・
糸魚川市横町5-2-18
住宅機器・インテリア・アルミサッシ・建具・シャッター・ブラ
TEL 025-552-1139
インド・セメント及び二次製品・家具全般・木材製品
FAX 025-552-8726

奥村 滋基

アルミ建材・内装建材・住設設備機器の製造販売

ラック（株）

茂

〒944-0045
妙高市中町6-2
TEL 0255-72-2348
FAX 0255-72-2607

〒943-1073
上越市富岡3502
TEL 025-526-1103
FAX 025-526-1220

25

（株）ＬＩＸＩＬ
新潟支店長岡営業所
（上越）

26

ＹＫＫ ＡＰ(株)
新潟ビル建材支店
上越営業所

高津 良行

〒943-0171
住宅用アルミサッシ・ビル用アルミサッシ・エクステリア製品販 上越市藤野新田353-3
売施工・自動ドア販売施工・大理石御影石販売施工・その他
TEL 025-539-5155
FAX 025-539-5156

27

和光物産(株)
高田支店

安藤 信雄

金属製建具工事、金属工事、住宅設備品、住宅サッシ、土木資材、環境 上越市幸町14-12
資材、道路安全施設工事、セメント、コンクリート二次製品他
TEL 025-524-3300

〒943-0826
FAX 025-524-3349

2F

