中越支部賛助会員名簿
代表者氏名

アダチピーシー（株）

安達 正典

カーテンウォール・ＰＣバルコニー板・ガイザー床板版・ＶＦ
ＲＣ・ＧＲＣ他繊維補強コンクリート製品、他建築用ＰＣ部材
販売
建築資材に関する研究開発、設計及びコンサルティング

〒940-2146
長岡市大積町一字浜坂411
TEL 0258-47-1111
FAX 0258-47-1114

2 （株）井浦建設

井浦 素子

総合建設業
２×4住宅（枠組壁工法）、木造住宅（在来工法）

〒940-0871
長岡市北陽1-53-12
TEL 0258-86-7091
FAX 0258-86-7097

3

高野 政俊

特殊塗床工事/シリカル（ММＡ樹脂）工事 地盤改良工事/タフネルド
レーン工事 塗布型防水剤/ハイディ、ケミストップ 用地造成材料/暗
キョパイプ、排水材 景観修景材料/プラ擬木、メッシュリング 盛土
補強材料/テンサー、テールアルメ工法

〒955-0093
三条市下須原1039
TEL 0256-32-7878
FAX 0256-32-7843

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

1.屋根・外壁工事
3.神社仏閣銅板工事
5.軽量鉄骨工事

〒940-2121
長岡市喜多町289-1
TEL 0258-27-5000
FAX 0258-27-4714

1

4

栄光産業（株）

ＦＳテクニカル(株)
信州営業所

5 （株）オガタ

6

オムニ技研（株）

藤田 真之

小野塚 良作

小川 隆詞

取扱種目

〒・所在地
電話・FAX

事務所名

地質調査・地盤改良設計・各種土質試験。ＣＡＤ建築パース・
型枠基礎・沈下修正工事設計施工
金属金物

・スチール製作取付け、アルミ製品、
ステンレス製品加工取付け、塩ビ製品取り付け
エクステリア製品加工
・外構改修、金物(フェンス他)、建物鉄骨下地、
各種金物

〒940-2128
長岡市新産東町48
TEL 0258-21-0016
FAX 0258-21-0026
〒940-0013
長岡市原町1-4-2
TEL 0258-24-3312
FAX 0258-24-3341

7 （有）大塚金属工業

大塚

8

高野 敏晴

ＡＬＣ、ラムダ、アスロック、ジグラット鋼板パネル外壁工
事、防水・防湿、シーリング、耐火被覆、塗装、吹付、塗床、
エポキシ注入外壁改修工事

〒940-0035
長岡市東神田町3-2-2
TEL 0258-35-3597
FAX 0258-35-3875

9 （株）小林硝子

小林 武司

硝子総合請負、ビル住宅サッシ、鏡卸

〒940-0012
長岡市下々条2-1357
TEL 0258-24-0200
FAX 0258-24-0221

10 （株）桜井建工

桜井

ステンレス、アルミ、スチール板曲加工パネル、浴室、トイ
レ、階段、廊下、テラス手摺、門扉、笠木、ＥＸＰＪ、タラッ
プ、雪囲金物等各種建築金物の製作・取付

〒940-2311
長岡市三島新保3066-2
TEL 0258-42-2444
FAX 0258-42-4114

一般建築資材・住宅設備機器・タイル・石材販売施工・生コンクリート
製造販売・エクステリア用品販売・施工
太平洋セメント(株)・ＩＮＡＸ・ТＯТＯ(株)・(株)エービーシー商
会・(株)吉野石膏・(株)アドヴァ

〒940-0093
長岡市水道町1-6-3
TEL 0258-32-6135
FAX 0258-32-6177

波潟 勝栄

防水工事業

〒940-2117
長岡市石動南町22-8
TEL 0258-47-2500
FAX 0258-47-2501

13 （株）志田材木店

志田 喜弘

製材、大断面集製材製造、一般建築材、円柱加工、脱脂乾燥、住宅機
器、建材、土木、木工用材

〒940-0897
長岡市新組町2327
TEL 0258-24-0511
FAX 0258-24-0611

14

藤井 英夫

総合防水工事(アスファルト・ロンプルーフ・サラセヌ他)、各
種吹付工事(ボンタイル他)、ＡＬＣ版工事(へーベル)、美術陶
版(ＯＴセラミック他)、景観材料(モルドスター他)、内装工
事、屋上外壁改修工事及び診断

〒940-0085
長岡市草生津1-6-13
TEL 0258-36-1248
FAX 0258-35-1763

上村 寛男

断熱複層ガラス・建築用板ガラス・住宅用サッシ・ビル用サッシ・住宅
長岡市中之島3837
設備機器・家電空調機器・外壁材・自動ドア・プラスチック建材・高気
TEL 0258-61-2255
密高断熱パネル

カナショウ産業（株）

11 （株）塩善

12

茂興業（株）
長岡営業所

新建工（株）

実

2.板金・樋工事
4.建築金物加工
6.屋根吹付塗装

203

誠

佐藤 善之助

改修工事

〒954-0197

15 （株）スミック長岡硝子

FAX 0258-61-2778

（株）セキノ興産
16
見附店

17 （株）晴耕舎

18

扇長産業（株）

関野 光俊

カラー鋼板・高級塗装鋼板・鋼板・ステンレス・長尺成形加工
鋼板・雨どい・その他建材・住宅資材部材等を扱う商社

〒940-0076
見附市新幸町10-3
TEL 0258-61-4832
FAX 0258-61-4831

深見 政英

建設業（解体・土木工事・重機リース他）

〒940-2042
長岡市宮本町1-831
TEL 0258-46-5915
FAX 0258-46-6102

佐藤

防水工事、内外装吹付工事、樹脂注入工事、止水工事、発泡ウ
レタン吹付工事、岩綿吹付工事、シーリング工事、塗床工事、
ソフカット工事、特殊コンクリート混和材「アルファーゾル
4」、特殊止水材「アルファーゾルＲ」、下水道施設ライニング
工事

〒940-2039
長岡市関原南4-3934
TEL 0258-46-8846
FAX 0258-46-8799

渉

中越支部賛助会員名簿
事務所名

（株）ダイフレックス
19
新潟営業所
（中越支部）
20

（株）たかだ
長岡支店

代表者氏名

阿部

譲

長谷川 光夫

取扱種目

〒・所在地
電話・FAX

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

〒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

建設関連資材販売・施工、構造材（プレカット）、内外装材、
屋根材、断熱材、体育施設、オール電化商品、エクステリア、
住宅建材、住設資材、土木資材、他

〒940-2127
長岡市新産1-1-8
TEL 0258-46-4510
FAX 0258-42-8312
〒940-2316

21 （株）田村製作所

田村 正光

鉄骨建築・総合設計請負、クレーン製造許可工場、日本ホイストクレー 長岡市鳥越2255-1
ン販売代理店、メタルビル建築指定施工工場
TEL 0258-46-5051

FAX 0258-47-1373

22

（株）トーテック
長岡営業所

（株）
23
ナガオカサッシ工業

24 （株）中川商店

25 （株）長岡ガーデン

26

（株）新潟ナブコ
長岡支店

土佐 貴史

へーベル(ＡＬＣ版)、メース(押出成形セメント版)、ファブ
ラックス(鋳銅製柱脚接合部材) ベースパック（露出型弾性固定
柱脚工法） 杭工事（ＥＡＺＥＴ、ＡТТコラム、即製コンク
リート杭) 地盤改良(エルマッド)

〒940-2111
長岡市三ッ郷屋町387-1
TEL 0258-29-1191
FAX 0258-29-1190

西澤 哲彦

アルミサッシ、鋼製建具、設計製造施工

〒940-2121
長岡市喜多町字鎧潟486-6
TEL 0258-27-2744
FAX 0258-28-3227

中川 清宜

建設資材販売、鉄筋工事、鳶・土木工事、鋼構造物工事、舗装
工事、防水工事、左官、タイル・石工事その他

〒940-0856
長岡市美沢4-65-12
TEL 0258-32-2585
FAX 0258-32-4606

造園業、生花業

〒940-0053
長岡市長町1-1665
TEL 0258-32-1083
FAX 0258-32-1022

加藤 正昭

自動ドア、ステンレス建具

〒940-2116
長岡市南七日町37-13
TEL 0258-46-8515
FAX 0258-46-8521

加治 正幸

給水、排水、衛生、給湯、ガス、消火、消雪、冷暖房、空気調和、換気 柏崎市藤井字西沖1293
設備工事設計及び施工
TEL 0257-23-3654

佐藤 征之輔

〒945-0114

27

日新設備工業（株）

FAX 0257-22-1581

白倉 幸治

木造住宅用接合金物製造・販売

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

29 （株）藤田内装建築

藤田 英雄

内装仕上工事業、大工工事業

〒949-8724
小千谷市岩沢2352-3
TEL 0258-86-2576
FAX 0258-86-2289

30 藤村ヒューム管（株）

藤村 範夫

〒945-0017
各種コンクリートパイル製造・販売、杭打施工請負(Superニー
柏崎市荒浜1-3-50
デング・NEWニーデング・BFK・DANK工法)、各種コンクリート二
TEL 0257-24-1777
次製品製造・販売
FAX 0257-22-1088

31

稲川 一男

防水工事、塗装工事

〒940-0026
長岡市石内2-2-16
TEL 0258-33-0668
FAX 0258-37-1180

河村 三郎

内装仕上業

〒940-0086
長岡市西千手3-3-26
TEL 0258-36-7205
FAX 0258-36-7799

33 （株）南清四郎商店

南

木質建材、窯業建材、アルミ建材、住宅機器、上下水道、簡易水道設
備、プレカット、銘木各種、内装工事

〒940-2127
長岡市新産4-2-5
TEL 0258-47-1010
FAX 0258-47-0151

34 （株）目崎

目崎

総合建設業(住宅リフォーム、商業施設、建物解体)

〒940-1149
長岡市青山新町35
TEL 0258-86-0888
FAX 0258-86-0889

28

ＢＸカネシン(株)
新潟営業所
(中越支部)

丸稲興業（株）

32 （株）三閣

35

菱機工業（株）
長岡支店

高志

晃

〒940-0861

小越 錦悟

冷暖房、空気調和設備、給排水・衛生設備、冷凍・冷蔵設備、防災設
長岡市川崎町2279-27
備、公害防止設備、クリーンルーム設備、地域冷暖房設備、コンピュー
TEL 0258-31-7500
ターコントロールシステムRics、その他冷熱関連設備、融雪設備

FAX 0258-31-7501

中越支部賛助会員名簿

36

代表者氏名

ＹＫＫ ＡＰ（株）
信越支社 長岡支店

木村 光男

住宅用・ビル用アルミサッシ、木質建材、エクステリア外構商
品、ペア硝子、新断熱基準適合商品、バリアコントロール商品
群、景観商品、福祉医療施設向スチール引戸、DPGカーテン
ウォール、金属製建具工事全般、販売、施工

〒940-2117
長岡市石動南町22-10
TEL 0258-46-6121
FAX 0258-46-6942

若月 康裕

木製建具、家具、アルミ建具、アルミサッシ

〒940-2033
長岡市上除町甲363
TEL 0258-47-4731
FAX 0258-47-4699

37 （株）若月木工所

取扱種目

〒・所在地
電話・FAX

事務所名

