下越支部賛助会員名簿

事務所名

代表者氏名

アイカ工業(株)
1
新潟営業所

岸田

武

2

(株)アイテック
コーポレーション

高野

真人

3

アキュテック(株)

新潟支店
加藤 治夫

取扱種目

化学・化成品、化粧板、建材商品

各種防水、屋上・バルコニー・プール各種水槽ガラス、コー
ティング剤アットシールド・クリア各種塩ビ加工

表層地盤改良工法、柱状地盤改良工法、ハッカクくん圧入工
法、Σ-i工法、アルファウイングパイル工法、RES-P工法、各種
地盤調査

〒・所在地
電話・FAX
〒950-0916
新潟市中央区米山3-1-63
マルヤマビル3F
TEL 025-245-8596
FAX 025-245-8597
〒950-0134
新潟市江南区
曙町3-11-30
TEL 025-383-3535
FAX 025-383-3388
〒950-0951
新潟市中央区
鳥屋野300-1
TEL 025-290-2678
FAX 025-290-7679
〒950-0925
新潟市中央区
弁天橋通3-1-24
TEL 025-286-0206
FAX 025-287-0153
〒102-0084
東京都千代田区二番町5-6
あいおい損保・二番町ビル
TEL 03-3239-4840
FAX 03-3239-4460

5 (株)旭企業

吉津

雅史

各種防水工事全般、内外装吹付工事、塗装・塗床工事、エポキ
シ樹脂注入・ライニング工事、外装・屋上改修工事全般

6

朝日スチール工業(株)

東京支店
藤澤 秀人

積雪地用フェンス、ＵＮ、ＡＲフェンス、ＰＣフェンス、格子
フェンス、目隠しフェンス、防風防雪柵、防球フェンス、公園
施設資材

7

阿部工業(株)

阿部

真大

〒950-0861
防水工事(アスファルト防水、ゴムシート防水、塗膜防水、塗布
新潟市東区中山6-20-1
防水、注入工事、シングル工事)、内外装吹付工事、塗床工事、
TEL 025-274-7621
外壁・屋上補修工事
FAX 025-271-8050

安中

正和

〒959-1795
重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、高速 五泉市本田屋1144-1
シートシャッター、鋼製ドア、建築金物等の製造、販売、施工 TEL 0250-58-6195
FAX 0250-58-8111

8 (株)安中製作所

9 (株)池田看板

池田

洋子

サイン業

〒950-3102
新潟市北区島見町
字芝田2434-36
TEL 025-257-4088
FAX 025-255-3899

10 (有)いけだ建工

佐藤

裕美

〒950-2022
屋上防水遮熱・断熱工事、各種防水工事、シーリング工事、内 新潟市西区小針6-71-22
装外装吹付け工事、内外塗装工事、各種リフォーム工事
TEL 025-266-2637
FAX 025-231-0686

11 (株)石井電光社

土田

芳朗

昇降機設備、クレーン等荷役機械、受変電設備、産業用電気
品、産業用機械、制御用機器、通信設備、電動工具

12

石本隆太郎

〒951-8053
ＡＬＣ・押出成形セメント板等外壁材工事・軽量天井下地及び
新潟市中央区川端町2-12
各種ボード工事・ガラス工事・手摺等各種建築金物工事・各種
TEL 025-228-3111
厨房機器
FAX 025-229-3133

戸川

正昭

〒950-0912
建築・土木・住宅資材販売、住宅建築増改、内外装仕上工事、
新潟市中央区南笹口1-7-10
ＲＣ耐震補強・劣化リフレッシュ工事、法面緑化工事、太平洋
TEL 025-247-3381
セメント・吉野石膏特約代理店
FAX 025-241-1210

石本金属(株)

13 (株)いりやまと

〒950-0863
新潟市東区卸新町3-1-11
TEL 025-275-2111
FAX 025-273-1181

14 (株)岩村セラミック

岩村

陽樹

〒959-2123
越の緑青瓦、ニューセラルーフ、セランシア、ニューフレン
阿賀野市姥ヶ橋13
チ、越後瓦、ローマン21、ファインセラ、安田瓦、三州瓦、そ
TEL 0250-67-2303
の他の瓦
FAX 0250-67-2609

15 (有)インフラックス

遠藤

竜生

〒950-0003
床暖房(各方式)・融雪設備・全館空調システム・酸素クラス
新潟市東区下山2-1773
ター除菌脱臭装置・活水器・遮熱施工・ホウ素系木材保存剤・
TEL 025-270-1401
太陽光発電システム
FAX 025-270-1405

16

ＦＳテクニカル(株)

17

岡部(株)信越支店

18

カトウ・サイン

信州営業所
藤田 真之

後藤

雅光

工業(株)
加藤 貴之

FST工法施工及び指導・低騒音ドリルのリース業

〒390-0803
長野県松本市元町
1-2-31
TEL 0263-88-9990
FAX 0263-88-9991

203

〒950-0922
コンクリート型枠関連材料・仮設機材・構造機材・耐震補強工 新潟市江南区山二ッ652-1
事・新技術新工法の開発
TEL 025-287-7711
FAX 025-287-7720
〒950-0871
各種屋内外サイン＆ディスプレイ、企画・設計・製作・施工・
新潟市東区山木戸8-4-18
メンテナンス・展示装飾業務請負、内装家具工事、塗装工事、
TEL 025-274-3333
雑金物工事、精密板金加工、各種プラスチック加工
FAX 025-274-3331

下越支部賛助会員名簿

事務所名

代表者氏名

19

カネカケンテック(株)

堀江

20

兼松サステック(株)

新潟営業所
樋口 智士

21 (株)カヤノ

22 (株)角藤

23

茅野与志樹

新潟支店

高橋

弘之

元旦ビューティ
工業(株)
新潟営業所

村上

雅幸

栗野

勝

松山

浩

24 (株)企画商事

25

北川瀝青工業(株)
新潟支店

26 (株)桐井製作所

27

28

29

新潟営業所
金子 敏久

クマリフト(株)
新潟営業所

クリナップ(株)

(株)建築資料研究社
日建学院

30 (株)コンステック

31

康則

郷

剛

新潟営業所
谷口 裕光

増田

浩之

新潟営業所
小林 数馬

〒950-0954
住宅総合資材販売、材木、建材、住宅設備商品、松下電工(株) 新潟市中央区美咲町1-23-1
代理店
TEL 025-285-3111
FAX 025-285-3115
〒950-0087
ＡＬＣ・押出成形板・穴あきＰＣ板・金属サンドイッチパネ
新潟市中央区東大通2-4-10
ル・金属パネル・学校間仕切・元旦工事、基礎杭(既製杭・現場
日本生命ビル7F
造成杭) 硬質地盤掘削・地盤改良工事
TEL 025-241-7101
FAX 025-241-9796
〒950-0948
・金属屋根製品等の製造・販売および設計施工の請負
新潟市中央区女池南2-4-11
・太陽光発電システム等環境製品の製造・販売および施工の請
創ビル1F
負
TEL 025-285-8161
・シート防水屋根材の製造・販売及び設計施工の請負
FAX 025-285-8162
〒950-0134
新潟市江南区亀田曙町
塗料卸売業全般、アウサレーション湿式外断熱工事(サンクビッ
3-13-28
ト)、ＴＯＴＯ光触媒塗装工事(JHCC)、放射線防護工事
TEL 025-381-1991
FAX 025-381-1997
〒950-0941
屋上・室内・橋梁防水、外壁補修・塗装、断熱・保冷、止水・
新潟市中央区女池1784-4
防食、シーリング、太陽光発電関連(ソーラーシート)、屋上緑
TEL 025-283-8911
化、漏水・改修 等の調査・見積・工事
FAX 025-285-7480
建築用鋼製下地材(耐震天井、鋼製床、二重床)を中心とする各
兼長岡出張所
種建築用金属製品

〒950-0932
システムキッチン、システムキャビ流し台、木キャビ流し台、 新潟市中央区
システムバスルーム、人工大理石浴槽、ステンレス浴槽、洗面
長潟1203-21
化粧台、業務用厨房機器、留守番ロッカー
TEL 025-286-1338
FAX 025-286-1339
〒950-0911
新潟市中央区笹口1-21-1
建設関連、その他講座・資格取得スクール及び書籍発行・販売
新潟日建工科専門学校6F
TEL 025-245-5001
FAX 025-245-5009
〒950-0087
１．鉄筋コンクリート建造物の調査・診断、補修・改修工事、 新潟市中央区東大通1-3-1
耐震診断・耐震補強工事
帝石ビル3F
２．アスベスト処理及びダイオキシン除去工事
TEL 025-250-1892
FAX 025-250-1893

32

小松ウオール工業(株)

各種パーティション・学校用間仕切・鋼製軽量建具(開き戸・ハ
清野新潟支店
哲也 ンガー戸) スライディングウォール・トイレブース

33

小山金属工業(株)

小山

幸一

新潟支店
毛内

隆

松井

仁之

35

〒950-0912
新潟市中央区南笹口1-9-29
サンライズ笹口3F
TEL 025-243-0320
FAX 025-241-0731

〒950-0913
エレベーター(ロープ式・油圧式各種)、ホームエレベーター、 新潟市中央区鐙3-12-37
小荷物専用昇降機、階段昇降機
TEL 025-241-4602
FAX 025-241-9662

本田

三協立山(株)
三協アルミ社
新潟支店

〒・所在地
電話・FAX

〒950-0087
(株)カネカグループで建設用資材の販売会社です。
新潟市中央区東大通1-3-10
断熱材「カネカライトフォーム」「カネカライトパネル」他嵩
三井生命新潟ビル2F
上材
TEL 025-248-3860
FAX 025-248-3862
〒950-0973
新潟市中央区
地盤調査・地盤改良工事・沈下修正工事
上近江3-25-18
TEL 025-283-3231
FAX 025-283-7585

高層(株)

34 (株)サムシング

邦男

取扱種目

仮設足場工事、建築物竣工前清掃、ビル外壁等清掃

〒950-0855
新潟市東区江南4-2-9
TEL 025-286-8080
FAX 025-286-8177
〒950-0951
新潟市中央区
鳥屋野中沼314
TEL 025-283-1595
FAX 025-283-1596

〒950-1456
金属屋根外壁の製造、施工。各種建築金物工事。軽量鉄骨、内 新潟市南区茨曽根1865
装工事。
TEL 025-375-4191
FAX 025-375-4157

地盤調査、地盤改良工事、沈下修正工事

〒950-1262
新潟市南区西白根49
TEL 025-372-0007
FAX 025-372-8686

ビル用建材、住宅用建材、住宅機器、エクステリア

〒950-0932
新潟市中央区長潟3-16-1
TEL 025-287-3152
FAX 025-287-5515

下越支部賛助会員名簿

事務所名

代表者氏名

取扱種目

〒・所在地
電話・FAX

金属屋根外壁、ＳＵＳ防水、シート防水、ソーラー、緑化、塗
装

〒950-0087
新潟市中央区東大通2-5-8
東大通野村ビル5F
TEL 025-247-6221
FAX 025-247-6223
〒950-0961
新潟市中央区東出来島4-4
TEL 025-285-3011
FAX 025-285-3010

36

三晃金属工業(株)

新潟営業所
赤塚 太郎

37

三和シャッター
工業(株)
新潟営業所

池

孝嘉

・ビル建材商品/シャッター、ＯＳＤ、パーテーション、ドア、
金属屋根 ・店装建材商品/アルミ、ステンレスフロント、シー
スルーシャッター ・住宅建材商品/玄関ドア、雨戸、ブライン
ドシャッター、エクステリア、ベッド

宮川

昌江

ソフトウエア開発および販売
リバー土木

修平

カーテン・壁紙・カーペット・長尺シート・椅子張り生地・家
具などを扱うインテリア総合メーカー

英樹

〒951-8003
防水・外壁改修(緑化、外断熱、遮熱、長寿命化工法の複合提
新潟市中央区雲雀町32
案、タイル剥落保全防止工法提案)、アスベスト処理、太陽光発
TEL 025-228-0351
電連結システム、建物調査診断提案業務
FAX 025-229-5983

38 (株)シーピーユー

39

40

41

シンコール(株)
新潟支店

茂興業(株)

44

高橋

若木

信江物産(株)

42 (株)新研基礎

43

山田

コンサルタント
鈴木 正喜

荒井

新菖工業(株)

新日建業(株)

後藤

45 (株)ジオック技研

46

ジャパンパイル(株)

47

ＪＦＥ建材(株)
新潟支店

49 (株)セキノ興産

肇

新潟店

英之

真

〒921-8043
マドリックＡＤ-１、ゴールデン 石川県金沢市西泉4-60
TEL 076-241-0001
FAX 076-241-0002

・住宅機器/ユニットバス、システムキッチン ・外構資材/各
種フェンス、キャノピー、車止、連棟物置、自転車置場、各種
門扉 ・プール/ヤマハＦＲＰプール、プール施設
・内外装
材/東レグラサル、トイレブース ・公園資材/木製遊具、東
屋、バーゴラ、木柵

〒950-8035
新潟市中央区
船場町2-3436-1
TEL 025-227-5111
FAX 025-225-6606

〒950-2031
新潟市西区
流通センター4-2-6
TEL 025-260-5110
FAX 025-260-5138

〒950-0922
ボーリング、スウェーデン式サウンディング、土質試験、Ｇー 新潟市江南区山二ッ309-1
ＥＣＳパイル、地盤改良工事、カンイウェル、仮設土留工事
TEL 025-286-7188
FAX 025-287-0096

管工事、水道施設工事、消防施設工事、都市ガス工事

〒950-0922
新発田市富塚町1-1-33
TEL 0254-22-5523
FAX 0254-22-5168

〒950-0953
各種塗床材・各種ルーバーシステム・エキスパンションジョイ
新潟市中央区大島69-4
ントシステム・コンクリート保護劣化防止工法・打放しコンク
TEL 025-284-6281
リート補正仕上工法・アスベスト除去工事
FAX 025-283-9531

〒950-0162
地盤調査(ＳＳ・オートマチックラムサウンド試験)、ボーリン 新潟市江南区亀田大月
3-3-21
横山 政俊 ク調査、平板載荷、土質試験、敷地調査、地盤改良(柱状・表
層)、鋼管杭、環境パイル、沈下修正
TEL 025-383-5757
FAX 025-383-5758
〒950-0916
新潟市中央区米山4-1-23
建築、土木の杭基礎全般、ＰＨＣ杭、節杭、鋼管杭、場所打ち
米山Ｎビルディング3F
林新潟営業所
裕司 杭その他障害撤去、杭抜き等
TEL 025-244-1191
FAX 025-241-8616
〒950-0087
新潟市中央区東大通1-2-23
ＱＬデッキ、フラットデッキ等鋼製床材、リバービューロン、
北陸ガスビル3F
飯塚
勝 リバーウォール(光触媒金属系外装パネル)の製造販売
TEL 025-246-3233
FAX 025-246-3255

関野

光俊

建築板金資材製造・販売
屋根/セキノルーフ、長尺横葺シリーズ、改修工法
壁/セキノサイデングシリーズ、各種窯業系サイディング

アスベスト除去、ダイオキシン除染・除去、解体工事、一般土
木工事、産業廃棄物収集運搬処理業、スクラップ加工販売業

50 (株)セキヤ

関屋

園一

51

石油連盟

木村

康

52

総合資格学院
新潟校

益子

敦

〒950-0871
新潟市東区山木戸7-6-21
TEL 025-273-9121
FAX 025-273-9125

〒950-1467
新潟市南区
東萱場字土居下2161-1
TEL 025-375-5108
FAX 025-275-5424
〒100-0004
石油産業が直面する内外の諸問題について、公正、率直な意見
東京都千代田区大手町
をまとめ、問題の解決を促進し、社会的な調和をもとに石油の
1-3-2
経団連会館17F
安定供給を維持し、石油産業の健全な発達をはかることを目的
TEL 03-5218-2303
とした業務
FAX 03-5218-2320
〒950-0088
1.スクール事業
4.出版事業
新潟市中央区万代1-3-7
2.法人サポート事業
5.法定講習事業
ＮＤＫ万代ビル3F
3.学校・学生サポート事業
TEL 025-242-2811
FAX 025-242-2821

下越支部賛助会員名簿

事務所名

代表者氏名

取扱種目

〒・所在地
電話・FAX
〒950-0912
新潟市中央区南笹口1-2-16
新潟ＣＤビル3F
TEL 025-365-3010
FAX 025-365-3011

53 (株)ダイフレックス

建材及び土木防水・外装材・スポーツ舗装材・舗道材・外壁塗
阿部
新潟営業所
譲 料・塗り床材などのシステム開発、製造及び販売事業

54 (株)たかだ

高田

政俊

〒950-3304
建築関連資材・施工、構造材(プレカット)、内外装材、屋根
新潟市北区木崎802-18
材、断熱材、体育施設、オール電化商品、エクステリア、住宅
TEL 025-384-5410
建材、住宅資材、土木資材ほか
FAX 025-384-5420

55 (株)タケシン

吉田

新市

昭和電工建材(株)/セメント中空押出成形板ラムダ
コマニー(株)/パーティション、トイレブース他
その他/各種内外装仕上工事

56 (株)タツミ

57

大建工業(株)

信越支店

58

大成電気工事(株)

59

太陽工業(株)空間

山口紳一郎

〒950-0863
構造用接合金具テックワン他、建築金具、新商品Ｊ-耐震開口フ 新潟市東区卸新町3-16-19
レーム、制震ダンバー剛太の構造販売、接合金具用プレカット
北越産業(株)内
加工
TEL 090-4669-7783
FAX 0258-66-5817

堀口

哲也

〒950-0993
フローリング、建具、収納、化粧板、壁材、天井材、内装建設 新潟市中央区上所中1-13-8
資材全般
TEL 025-285-5887
FAX 025-285-5660

若槻

勉

弱電、防災設備、電障対策調査等の設計施工・保守管理

〒950-0015
新潟市東区河渡庚154-2
TEL 025-273-4311
FAX 025-271-6426

〒153-0043
膜構造建築物、テント倉庫、各種シェルターの設計施工・土木 東京都目黒区東山3-16-19
TEL 03-3714-3461
FAX 03-3791-7731

デザインカンパニー
上村
尚 関連シート設計施工
関東営業二課

60 (株)高木防水興業

高木

61 (株)高助

高橋

豊隆

〒950-2033
防水、外装工事全般、雨漏り対策工事その他全般、リフォーム
新潟市西区亀貝2385-67
工事
TEL 025-268-3666
社長自ら雨漏り止めます。
FAX 025-268-3969

秀松

〒951-8632
施工部門/サッシ(三協)、硝子(日本板)、エレベーター(三菱)、
新潟市中央区礎町通4-2100
システムバス(日立)、ＡＬＣ、押出成形板、遠赤外線暖房(日精
TEL 025-222-7161
オーバル)、システムキッチン(ナス)、厨房工事
FAX 025-222-7160
耐火野地板、高断熱耐火野地板、木毛セメント板・下地兼用打
込型枠スラボー・型枠兼用断熱ボードケイソーＷ

63

竹村工業(株)

岩口

弘幸

64

立川ブラインド工業(株)

林

直純信越支店
料、室内外装飾品の製造および販売

65

〒950-0885
新潟市東区下木戸611-1
TEL 025-272-7571
FAX 025-272-7572

敦井産業(株)

66 (株)トーテック

67

トライエンジニアリング
(株)

68

ＴＯＴＯ(株)信越支社

69

東北ポール(株)
新潟営業所

70

東北電力(株)

各種ブラインド、各種間仕切、カーテンレールその他建築材

敦井

一友

服部

正

石田

正司

〒399-3301
長野県下伊那郡
松川町上片桐4604
TEL 0265-36-6111
FAX 0265-36-6555
〒950-0813
新潟市東区大形本町1-2-23
TEL 025-270-8111
FAX 025-270-8112

〒951-8610
露出型固定柱脚工法（ハイベースＮＥＯ）、昇降機設備（東芝
新潟市中央区
エレベータ）、板硝子、パイル、ＡＬＣ、アスロック、セメン
下大川前通4-2230-12
ト、生コンクリート、受変電設備、自家発設備、空調機器、書
TEL 025-229-8020
架設備、鋼製建具
FAX 025-229-8021
〒950-0813
へーベル(ＡＬＣ版)、ベースパック(露出型弾性固定柱脚工
新潟市東区
法)、ユーネックス(石材調内外装仕上材)、ヘビーテンバー(大
大形本町6-19-21
断面集成材)、メース(セメント中空押出成形板)
TEL 025-270-7320
FAX 025-270-7321
〒950-0811
アルミ製スーパーデザイン笠木21タイプ、防犯デザイン面格
新潟市東区材木町3-30
子、アルミ手摺、アルミ隔板、改修用笠木、手摺等の開発設計
TEL 025-275-3258
製造販売
FAX 025-274-6009

大久保 宏司

〒950-0914
衛生陶器、水栓金具、ウォシュレット、洗面化粧台、システム 新潟市中央区紫竹山5-1-11
バスルーム、システムキッチン、電気温水器
TEL 0570-005-561
FAX 025-241-2319

本宮

守

コンクリートポール、パイル他製造販売及び施工請負(ＮＡＫＳ
工法、ＲＯＤＥＸ工法、ＨＢＭ工法。ＨＦ工法、各種施工法)

新潟支店
武田

眞二

電気供給業

〒950-0082
新潟市中央区東万代町9-14
ユアテック万代ビル
TEL 025-245-0236
FAX 025-241-5316
〒951-8633
新潟市中央区
上大川前通5-84
TEL 025-223-3151
FAX 025-223-3361

下越支部賛助会員名簿

事務所名

代表者氏名

取扱種目

〒・所在地
電話・FAX

71 (株)特殊技研興業

徳田

忠

建築防水工事、外装工事、リニューアル工事、構造物調査(目
視・打診調査・中性化試験・圧縮強度試験他)、構造物補修工事
(クラック・錆鉄筋モルタル及びタイル浮き補修他)、耐震補強
工事(炭素繊維シート・鋼板補強他)、塗床工事(ウレタン・ＦＲ
Ｐ他)

72 (株)ナカムラ

田中

弼

1.空気調和、給排水衛生、電気設備の設計・施工・管理
2.住宅機器の販売
3.住宅・店舗・ビルのリフォーム
4.省エネ、環境、ＥＳＣＯ事業、太陽光発電事業

〒950-0916
新潟市中央区米山4-6-12
TEL 025-241-7121
FAX 025-241-7128

西澤

哲彦

アルミサッシ、金属製建具、設計、製造、施工

〒950-0207
新潟市江南区二本木4-5-29
TEL 025-383-1670
FAX 025-381-8259

73

(株)
ナガオカサッシ工業
新潟支店

74 (株)中西製作所

75

新潟営業所(厨房)
遠藤 尚武

ニチハ（株）
新潟営業所

76 (株)ニチベイ

河津

敏幸

新潟営業所
高野 秀樹

(株)ニュースト
77
新潟出張所

大山

敦之

78

一般財団法人 にいがた住宅センター
髙木
実

79

新潟センチュリー(株)

80

新潟寺岡オートドア (株) 平尾

坂上 登世史

之宏

〒950-0923
新潟市中央区
姥ヶ山4-12-18
TEL 025-286-7781
FAX 025-286-1664

〒950-0872
業務用厨房機器/製造・販売・施工・設計
新潟市東区牡丹山5-2-15
(取扱品目)食器洗浄機、全自動炊飯システム、マイコンスライ
TEL 025-250-9271
サー、食器消毒保管機、ステンレスシンク、調理台
FAX 025-250-9281

窯業系外装材の製造および販売

〒950-0916
新潟市中央区米山3-1-63
マルヤマビル7F
TEL 025-245-6528
FAX 025-243-5649

〒950-0992
ブラインド(横型・縦型・布製)、アコーデオンドア、スライデ 新潟市中央区上所上1-7-17
ングウォール、パーティション
TEL 025-285-1888
FAX 025-285-3191
(建具工事設計・施工)
ＡＷ(木・アルミ断熱複合建具)
ＢＧ(木・アルミ複合防球格子建具)
(ＮＢ(防音関連商品)設計・施工)
(外装金属パネル工事 設計・施工)
建築基準法などの建築関連法に基づく住宅に関する確認審査・
検査、定期報告、構造計算適合性判定、住宅の保険・評価、長
期優良住宅技術的審査の他、住まいやまちづくりに関する情報
提供
輻射式冷暖房システム(天井放射・床放射・壁放射、各種)、
木製建具・家具、内装用塗壁、外装用塗壁

テラオカ自動ドア開閉装置、テラオカセナージドア、テラオカ
ステンレスサッシ(自社工場製造)、その他開口部関連各種建材
輸入・国産各種タイル、各種石材・施工販売、各種陶板レリー
フのデザイン施工、木造鉄骨造住宅等の外壁乾式タイル貼工法
(主取扱)ＡＢＣ商会・アドヴァン・イワオ・フッコー・ＴＯＴ
Ｏタイル・名古屋モザイク・カルチャードブリック・フカケン
のレンガ

〒950-0923
新潟市中央区姥ヶ山2-18-15
エムケー精工(株)新潟支店内

TEL 025-287-0950
FAX 025-287-0940
〒950-0965
新潟市中央区新光町15-2
公社総合ビル7F
TEL 025-283-0851
FAX 025-283-1148
〒950-0961
新潟市中央区
東出来島12-23
TEL 025-285-4788
FAX 025-285-4666
〒950-2031
新潟市西区
流通センター4-2-1
TEL 025-268-3221
FAX 025-268-3210
〒950-0853
新潟市東区東明6-5-4
TEL 025-286-5795
FAX 025-286-8555

(株)新潟デザイン
81
タイルセンター

藤井

正

82 (株)新潟トライ

渡辺

悠二

主要取扱メーカー
理研軽金属工業(株)、(株)サンレール、岩井金属工業(株)、
(株)アルテック、(株)パラキャップ社、トライエンジニアリン
グ(株)、(株)ツヅキ、(株)ダイケン、ミカミ工業(株)

正治

〒950-0892
自動ドア装置、ステンレス建具、排煙トップライト、高速
新潟市東区寺山1-18-36
シャッター、スタッキングドア、特定防火設備、ロスカドア、
TEL 025-271-1191
セフティウォール
FAX 025-271-5362

83 (株)新潟ナブコ

吉原

〒950-0871
新潟市東区山木戸8-10-22
TEL 025-271-2823
FAX 025-271-7569

〒950-0965
建築確認検査業務、住宅性能評価、瑕疵担保保険検査、フラッ
新潟市中央区新光町10-3
ト35適合証明、長期優良住宅審査、低炭素建築物審査、建築物
技術士センタービルⅡ6F
省エネ法の技術的審査、住宅省エネラベル、すまい給付金向け
TEL 025-283-2112
証明書
FAX 025-283-2115
〒950-0867
(設計・施工)
新潟市東区竹尾卸新町
空調・給排水衛生設備、冷凍・冷蔵・冷却設備、昇降機・防
752-10
災・照明設備
TEL 025-273-4159
FAX 025-271-1125

84 (株)新潟建築確認

若月
検査機構
康二

85 (株)新潟日立

斉藤

光明

エレベーター(株)
今井

孝二

〒950-0911
各種エレベーター・小荷物専用昇降機(リフト)、舞台装置、音
新潟市中央区笹口2-11-1
響装置、舞台照明設備、機械式駐車装置、階段昇降機(ステップ
TEL 025-245-5361
リフト)、ＯＡ機器
FAX 025-243-1287

朋之

軽量形鋼・角型鋼管・コラム(ＢＣＲ・ＳＴＫＲ)・ＮＤコア・
デッキプレート製品等の製造メーカー

86

新潟富士

87

日鐵住金建材
(株)新潟支店

瀧沢

〒950-0087
新潟市中央区東大通1-3-10
三井生命新潟ビル8F
TEL 025-247-1321
FAX 025-241-8304

下越支部賛助会員名簿

事務所名

88

日東成工(株)

89

日本ＥＲＩ(株)
新潟支店

代表者氏名

尾形

山岸

90 (株)日本アンカー

91

誠

村山
システム
四次

〒・所在地
電話・FAX

〒950-3308
防食・各種防水・内外壁改修・プール浄化装置・空調設備・一
新潟市北区下大谷内378-55
般土木・ＤＡＳシステム・半導体、液晶製造装置・薬液供給ユ
TEL 025-259-6886
ニット・純水配管・塩ビダクト製作取付
FAX 025-259-6870
〒950-0087
建築確認検査、住宅性能評価、瑕疵担保保険検査、フラット35
新潟市中央区東大通2-4-10
適合証明、長期優良住宅技術審査、低炭素建築物技術審査、エ
日本生命新潟ビル8F
ネルギーパス、ＢＥＬＳ認証、省エネ適合性判定、建築基準法
TEL 025-240-6692
適合状況調査
FAX 025-244-2215
とび・土木、鋼構造物工事業(耐震アンカー工事・スタッド工
事・アンカー工事全般)

〒950-0891
新潟市東区上木戸2-23-10
TEL 025-270-1478
FAX 025-270-1489

〒950-0087
屋根・外壁用鋼板類(高機能塗装鋼板・フッ素鋼板・塗装ステン 新潟市中央区東大通1-3-1
帝石ビル3F
平井 秀典 レス・亜鉛メッキステンレス)、チタン製品、建材製品(美段一
文字・金属サイディング・Ｚワイルドルーフ)
TEL 025-247-8246
FAX 025-241-6079
〒950-2031
照明器具、電設資材、太陽光・蓄電池、ＨＥＭＳ・ＢＥＭＳ関 新潟市西区
流通センター1-1-3
エコソリューションズ社
森
雅一 連機器、テレビドアホン、設備時計、空調機器、換気機器、建
新潟営業所
材関連商品、住宅設備機器
TEL 025-260-7711
FAX 025-260-7399

日本鐵板(株)
新潟支店

92 パナソニック(株)

93

充文

取扱種目

ＢＸカネシン(株)
新潟営業所
(下越支部)

94 (株)日立ビルシステム

白倉

関越支社
岡田

95

平川塗装（株）

平川

96

福井コンピュータ(株)

風間

97

不二サッシ(株)
新潟営業所

紺野

98

藤木サッシ(株)

森田

99

藤村ヒューム管(株)
新潟営業所

100 (株) 藤村式黒板製作所

池田

藤村

幸治

木造住宅用接合金物製造・販売
在来工法金物、２×４工法金物、金物工法、制震装置、リ
フォーム製品

〒955-0001
三条市三貫地新田134
TEL 0256-47-1451
FAX 0256-64-8499

〒950-0911
エレベーター・エスカレーターの製造、販売、据付、メンテナ 新潟市中央区笹口1-2
プラーカ２ 3F
泰彦 ンス、リニューアル各種ビル設備の監視、制御並びにビル管理
新潟営業所
（セキュリティ、ファシリティ、省エネルギー）など
TEL 025-249-1212
FAX 025-249-1246
〒950-0950
新潟市中央区
鳥屋野南3-1-15
由博 塗装工事全般
TEL 025-281-9258
FAX 025-281-9260
〒950-0914
新潟市東区紫竹山2-4-43
建築、測量、土木のＣＡＤソフトウェアの開発及び販売
渡辺ビルＢ棟3F
嘉浩
新潟営業所
TEL 025-246-9255
FAX 025-246-9268
〒950-0917
ビル用アルミニウム製建具、アルミカーテンウォール、スチー 新潟市中央区天神1-12-8
レクスンＢ 6F
良介 ル製建具、軽量スチール製建具、太陽光発電システム、他各種
環境事業
TEL 025-249-5177
FAX 025-249-5181
〒957-0101
聖籠町東港3-872-11
TEL 025-256-2116
FAX 025-257-5705

眞一

ビル用アルミサッシ、鋼製建具、金属製金物、再生木工事

真澄

〒950-0971
コンクリートパイル(ＰＨC・ＳＴ・ＰＲＣ・ＳＣ・節杭)
新潟市中央区近江2-20-38
杭打工事施工、ソイルセメントコラム施工、コンクリート二次
堀之内ビル 4F
製品(ヒューム管、擁壁、マンホール他)
TEL 025-285-4501
FAX 025-285-4505

実

各種黒板、ホワイトボード、電動可動黒板、掲示板、映写スク
リーン、ＴＶ台、造作特注家具工事、特別教室用設備(実験台、
調理台等)、サイン工事(装飾看板・銘板・箱文字・内外案内
板)、内装インテリア工事一式

〒950-1217
新潟市南区白根3024
TEL 025-373-2922
FAX 025-373-2286

文化シャッター(株)
101
新潟営業所

加藤

雄二

〒950-0865
軽量・重量各種シャッター、オーバースライデングドア、シー
新潟市中央区
スルーシャッター、木製・鋼製学校用間仕切り、トイレブー
本馬越2-12-14
ス、木製防火ドア、軽量鋼製ドア、自閉引戸、バルコニー、テ
TEL 025-246-2296
ラス、アルミ手摺、笠木
FAX 025-246-2297

103 北越産業(株)

渡邊

秀照

〒950-0863
防水、吹付、テント、トラス、屋根工事、置換地盤コロンブ
新潟市東区卸新町3-16-19
ス、タツミ新軸組工法、プール、体育器具、鋼製床組、収納ス
TEL 025-270-2500
テージ台車、スチール家具、アスベスト除去、簡易免震床
FAX 025-270-2501

104 北越不動産(資)

大友

利治

不動産売買・仲介、中古住宅買取、住宅リフォーム

一友

〒950-8748
都市ガスの製造供給及び販売、ガス受注工事の施工、ガス器具 新潟市中央区東大通1-2-23
の販売
TEL 025-245-2211
FAX 025-245-3050

105 北陸瓦斯(株)

敦井

〒950-0863
新潟市東区卸新町3-16-19
TEL 025-271-4955
FAX 025-250-6932

下越支部賛助会員名簿

事務所名

保土ヶ谷バンデックス
106
建材(株)

代表者氏名

西川

範夫

取扱種目

防水材、床材、防食材等の製造販売
既製杭の製造販売及び施工工事、既製杭（PHC、ST、CPRC、SC、
MF、RCMF） 85N/mm2、105N/mm2、123N/mm2 基礎杭施工/プレ
ボーリング拡大根固工法（BRB工法、HBM工法、Hyper-MAGATOP工
法）、プレボーリング根固工法（MFC工法、MFC-Ⅱ工法）、中掘
拡大根固工法（STJ工法、New-STJ工法）、無溶接継手杭（略称

〒・所在地
電話・FAX
〒104-0028
東京都中央区八重洲1-2-23
常和八重洲ビル 9F
TEL 03-5299-8170
FAX 03-5299-8275
〒950-0948
新潟市中央区
女池南2-10-16
TEL 025-283-7555
FAX 025-283-7551
〒950-0813
新潟市東区
大形本町5-16-34
TEL 025-275-9526
FAX 025-275-9501

107 前田製管(株)

新潟支店
小林 吉行

108 （有）丸常

丸山

常彦

各種タイルの販売、タイル工事の請負 頑張って健康「呼吸す
る壁」エコカラット（タイル）「結露を抑制」「ダニ・カビの
繁殖を抑制」「有害物質を吸着」「ニオイを軽減」「ヤニ汚れ
を軽減」美しい壁を維持します。

109 三浦装業（株）

三浦

英敏

〒950-1202
建築工事業、内装仕上工事業（木材、新建材、軽量鉄骨材、内 新潟市南区大通南1-164
装建材の販売）
TEL 025-371-2850
FAX 025-371-2851

三菱電機住環境
110 システムズ（株）
東京支社新潟支店

山本

浩一

北陸支店
森永

貴之

112 （株）湊創業

帆刈

健治

113 （株）モリケン

森

114 山崎パイル（株）

渡邉

115 （株）ユープラン

111 三谷セキサン(株)

116

ヨシダ宣伝（株）
新潟支店

117 吉野石膏（株）

118

（株）淀川製鋼所
新潟営業所

119 （株）ＬＩＸＩＬ

120

菱機工業（株）
新潟支店

121 （株）菱電社

ロンシール工業（株）
122
北関東営業所

慎一郎

〒950-0150
家庭用電気機械機器・空調設備機器・照明設備機器・通信関連 新潟市江南区下早通柳田
機器・冷凍機械器具
2-2-17 ニュージニアス1F
前項機械機器の設計・施工・保守並びに関連工事の請負
TEL 025-383-0555
FAX 025-383-0561
〒950-0941
新潟市中央区女池6-1-21
(新潟マルヤマサービス本社ビル3F)
コンクリートパイル製造販売
新潟営業所
TEL 025-384-0088
FAX 025-384-0045
足場工事・除雪工事

〒950-0107
新潟市江南区三百地4657
TEL 025-278-5005
FAX 025-278-5006

〒950-0812
防水・塗装・止水工事、耐震補強工事、改修工事、マンション
新潟市東区豊2-2-36
リニューアル全般工事、各種建築構造物調査及び診断・施工、
TEL 025-271-4474
橋梁補修・補強工事、トンネル補修・補強工事
FAX 025-271-1189

宣生

コンクリートパイル製造・販売

〒959-2221
阿賀野市保田1280-7
TEL 0250-47-3277
FAX 0250-47-3278

川崎

康夫

（株）エービーシー商会取扱商品の販売と施工
塗床材、無機床材、長尺床材、内外壁材、木質材、現場発泡
剤、人工大理石、その他

〒950-0994
新潟市中央区上所3-5-13
TEL 025-242-3639
FAX 025-242-3646

川上

聡

新潟支店
福田 秀篤

〒950-3102
ネオン、広告塔、ビルサイン、展示会、博覧会、ディスプレ
新潟市北区島見町2434-3
イ、店舗内装、設計施工、交通広告（ＪＲ広告・バス広告）、
TEL 025-257-4075
道路標識
FAX 025-257-4076
〒950-0087
新潟市中央区東大通1-3-1
帝石ビル
TEL 025-245-7681
FAX 025-244-9646
〒950-0088
新潟市中央区万代4-1-11
鋼板・建材商品製造販売（屋根材・壁材・物置・自転車置場・
太陽生命ビル 7F
大型倉庫・ゴミ収納庫・ガレージ・カーポート）
TEL 025-243-3661
FAX 025-243-3050
石膏ボード・ブラスター、パテ、ソーラトン（岩綿吸音板）、
デラクリートセメントボード、ＮＢＬ（スラグ石膏板）

永清

嘉道

茅野

基明

〒950-0941
住宅用アルミサッシ、ビル用サッシ販売施工、アルミバルコ
新潟市中央区女池1-13-7
ニードア、引戸、雨戸シャッター、エクステリア関連商品、店
TEL 025-283-1763
舗用各種アルミ建材、住宅設備機器、その他
FAX 025-283-1764

小島

正巳

〒950-8740
冷暖房空調設備、給排水衛生設備、冷凍冷蔵設備等の設計・施 新潟市中央区笹口3-7-15
工並びにその機器販売
TEL 025-245-0221
FAX 025-241-2850

岡村

健吉

産業用電気・電子機器卸、販売
電気・通信・管・機械器具設置工事業請負
ＦＡシステム開発・設計・施工

康志

〒331-0812
ノンシックリウム、ロンリゥム、ツートンリゥム、特殊機能性 さいたま市北区宮原町3-376-1
サンフィール大宮宮原403号
床材、塩ビシート系防水材、ロンプルーフェース、ベストプ
TEL 048-664-1511
ルーフ
FAX 048-664-3431

村松

〒950-2023
新潟市西区小針3699-1
TEL 025-264-1620
FAX 025-264-1531

下越支部賛助会員名簿

事務所名

123 （株）ＹＫイノアス

124

ＹＫＫ ＡＰ（株）
新潟ビル建材支店

代表者氏名

相川
新潟支店
文雄

黒川

巌

取扱種目
バリアフリー建材、軽量鉄鋼間仕切、学校間仕切、環境関連商
品、セメント関連、内装材（東リ製品など）

〒・所在地
電話・FAX
〒950-0964
新潟市中央区網川原
1-15-23 新光ビル3F
TEL 025-280-9122
FAX 025-280-9155

〒950-0914
ビル用・住宅用アルミサッシ、木質建材、エクステリア外構商
新潟市中央区紫竹山5-1-11
品、ペア硝子、新断熱基準適合商品、バリアコントロール商
TEL 025-244-3700
品、環境配慮商品群各種
FAX 025-244-6113
〒950-0213
新潟市江南区
木津工業団地6-10
TEL 025-385-4455
FAX 025-385-4460

125 和島工業(株)

白井

雅彦

透明耐熱ガラス入特定防火設備ドア、透明ガラス入耐火間仕切
壁、防音ドアー、一般スチールドア

126 （株）渡大組

渡辺

幸雄

総合建設業

〒950-1342
新潟市西蒲区河間50
TEL 025-375-3033
FAX 025-375-2172

建築用シーリング材・各種防水材(アスファルト・塗膜・シー
ト)・内外装塗料・床材(長尺・塗)・外壁補修・躯体保護材・土
木関連材料・上下水道コンクリート防食材・工具・副資材その
他

〒950-0812
新潟市東区豊2-5-21
TEL 025-278-3112
FAX 025-274-1829

建築事業、不動産事業、土木事業

〒950-0034
新潟市東区浜谷町1-2-6
TEL 025-271-5521
FAX 025-271-5913

127 化研マテリアル(株)

128 (株)大建建設

新潟営業所
高波 正巳

高橋

秀彰

