
 2023.5.1現在

✜ 正 会 員 名 簿 53社

会社名 代表者名 所在地 電話番号 FAX番号

▶新潟・佐渡支部 23社

代表取締役 〒950-2095

中川　　崇 新潟市西区流通センター2-2-3

代表取締役社長 〒951-8165

倉田　　誠 新潟市中央区関屋金鉢山町53

代表取締役 〒950-0864

豊島　孝之 新潟市東区紫竹7-15-7

代表取締役 〒956-0031

笠原　　實 新潟市秋葉区新津4535

代表取締役 〒950-0952

酒井 巳喜雄 新潟市中央区親松138-21

代表取締役 〒951-8131

星野　幸作 新潟市中央区白山浦1-614-59

代表取締役 〒955-0864

本田　　晃 三条市曲渕3-2-15

代表取締役 〒950-1104

長谷川 豊之 新潟市西区寺地670-7

代表取締役 〒950-0855

難波　俊輔 新潟市東区江南1-2-2

支店長 〒950-0088　新潟東京海上日動ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3階　

加藤　琢巳 新潟市中央区万代2-3-6 

代表取締役 〒950-0913

加藤　久人 新潟市中央区鐙3-2-6

代表取締役 〒950-1148

澤田　　仁 新潟市中央区上沼707-3

代表取締役 〒950-0862

山作 奈穂子 新潟市東区竹尾3-20-5

代表取締役 〒950-0991

佐藤　信久 新潟市中央区下所島2-17-3

代表取締役 〒953-0041

長沼　　暁 新潟市西蒲区巻甲4137-3

代表取締役社長 〒950-0916

古屋　裕之 新潟市中央区米山4-6-12

代表取締役社長 〒950-0088

北村　正樹 新潟市中央区万代4-4-8 COZMIX Ⅱ　

代表取締役 〒950-0922

加藤　久男 新潟市江南区山二ツ607-1

代表取締役 〒950-0951

太田　英実 新潟市中央区鳥屋野448-18

取締役社長 〒950-0867

足立　　裕 新潟市東区竹尾卸新町752-10

代表取締役 〒950-0015

馬場野　勉 新潟市東区河渡庚296-60

代表取締役 〒950-0871

髙橋　和久 新潟市東区山木戸8-1-13

代表取締役 〒952-1207

刀根　哲也 佐渡市貝塚1203-8

丸高工業(株) 025-274-7586 025-274-3776

佐渡企業(株) 0259-61-1770 0259-61-1778

(株)新潟日立 025-273-2211 025-271-1125

日新工業(株) 025-271-8000 025-271-8009

新潟興業(株) 025-286-7338 025-286-7396

新潟配管(株) 025-283-5121 025-283-5123

(株)ナカムラ 025-241-7121 025-241-7128

新潟企業(株) 025-247-0123 025-241-1717

(株)千代田設備 025-284-1141 025-284-2816

長沼冷暖房(株) 0256-72-5002 0256-72-5083

(株)田代商会 025-273-2165 025-275-8762

(株)大二工業 025-241-1357 025-241-1459

大洋工業(株) 025-281-9001 025-281-9007

新冷工業(株) 025-286-1121 025-286-1710

ダイダン(株)新潟支店 025-247-0201 025-247-7653

進展工業(株) 025-267-3762 025-266-3495

(株)越配 0250-23-1611 0250-23-1616

研冷工業(株) 025-281-4800 025-281-4811

0256-33-9333(株)ｻﾝﾗｲﾌｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 0256-33-9337

昱工業(株) 025-260-3110 025-260-2316

東工業(株) 025-266-5166 025-266-5160

興洋管建(株) 025-267-1177 025-266-4933

エアプラック(株) 025-271-4456 025-271-3385



 2023.5.1現在

会社名 代表者名 所在地 電話番号 FAX番号

▶阿賀北支部 8社

代表取締役 〒958-0876

齊藤 　 源 村上市塩町12-14

代表取締役 〒957-0021

大堀　正幸 新発田市五十公野3439

代表取締役 〒958-0041

佐久間成一 村上市岩船三日市2-50

代表取締役 〒957-0062

栗原　　幹 新発田市富塚町3-1-15

代表取締役 〒957-0062

荒井　英之 新発田市富塚町1-1-33

代表取締役 〒957-0072

関川　良平 新発田市日渡112

代表取締役 〒957-0062

増子　浩二 新発田市富塚町1-2-4

代表取締役 〒959-2221

喜多　美俊 阿賀野市保田750-1

会社名 代表者名 所在地 電話番号 FAX番号

▶中越支部 8社

代表取締役社長 〒954-0124

今泉　裕市 長岡市中之島565-87

代表取締役 〒940-0086

今井　晋介 長岡市西千手2-6-7

代表取締役 〒940-0871

北澤　　晶 長岡市北陽2-14-31

代表取締役社長 〒940-2121

工藤　伸二 長岡市喜多町1077-3

代表取締役 〒940-0023

石田　  章 長岡市新町3-3-15

代表取締役 〒940-0072

佐野　朝子 長岡市柳原町3-12

取締役社長 〒945-1341

阿部　憲一 柏崎市大字茨目1810-1

代表取締役 〒945-0114

加治　正幸 柏崎市大字藤井字西沖1293
日新設備工業(株) 0257-23-3654 0257-22-1581

(株)長岡総合設備 0258-32-1286 0258-32-1298

新潟設備(株) 0257-24-5546 0257-22-4724

三協設備工業(株) 0258-27-6803 0258-27-6809

新日工業(株) 0258-33-3773 0258-33-3778

今泉設備(株) 0258-66-3365 0258-66-3389

(株)今井設備管工業 0258-33-2271 0258-33-2274

(株)北澤工業 0258-24-7472 0258-24-2398

(株)増子工業所 0254-24-4553 0254-24-4575

安田設備工業(株) 0250-68-3381 0250-68-3431

新菖工業(株) 0254-22-5523 0254-22-5168

(株)関川水道 0254-27-3221 0254-27-3480

菖栄ライフ(株) 0254-23-7777 0254-26-2223

旭電工(株) 0254-53-4261 0254-53-2610

(株)サクマ 0254-56-7634 0254-56-7952

(株)大堀商会 0254-24-4133 0254-26-1202



 2023.5.1現在

会社名 代表者名 所在地 電話番号 FAX番号

▶魚沼支部 6社

代表取締役 〒949-6408

大野　昌輝 南魚沼市塩沢1149

代表取締役 〒946-0057

横山　弘文 魚沼市中島124-1

代表取締役 〒946-0007

佐藤　正美 魚沼市四日町560-2

代表取締役 〒948-0003

関谷　克浩 十日町市新座甲403-55

代表取締役 〒948-0036

原山　文男 十日町市川治2116-1

代表取締役 〒949-7412

渡辺　和典 魚沼市与五郎新田39

会社名 代表者名 所在地 電話番号 FAX番号

▶上越支部 8社

代表取締役 〒942-0074

井上　一則 上越市石橋1-7-29

代表取締役 〒942-0061

中山　弘之 上越市春日新田5-13-10

代表取締役 〒943-0825

宮越　拓矢 上越市東本町2-4-7

代表取締役 〒943-8540

佐藤　憲二 上越市藤巻6-55

代表取締役 〒944-0009

井畑　　忠 妙高市東陽町2-2

代表取締役 〒942-0052

本山　　守 上越市大字上源入334-11

代表取締役社長 〒942-0074

山岸　匡之 上越市石橋2-4-61

代表取締役 〒942-0127

山田　政彦 上越市頸城区百間町428-3
(株)山田商会 025-530-2222 025-530-3140

(株)セイコースミダ 0255-72-2055 0255-72-9471

(有)渡辺工務店 025-794-2516 025-794-4047

025-543-3999025-543-3243北陸工業(株)

025-545-2880025-545-2855(株)富士産業

(株)高菱 025-523-7156 025-523-8347

(株)サトコウ 025-522-1133 025-522-2223

(株)井上商会 025-543-4464 025-543-0975

頸城水道(株) 025-543-2938 025-544-1444

(株)拓越 025-757-8211 025-757-4338

(株)羽生田 025-757-8511 025-752-4855

(株)コイデン 025-792-0440 025-792-6837

(有)佐藤配管工事店 025-792-1053 025-792-2839

(株)大野屋 025-782-0162 025-782-2612



 2023.5.1現在
✜ 賛 助 会 員 名 簿 28社

会社名 代表者名 所在地 電話番号 FAX番号

所長 〒950-0914

谷　　直樹 新潟市中央区紫竹山7-13-28

支社長 〒950-0965

中川　明彦 新潟市中央区新光町16-4

代表取締役社長 〒359-0012

森下　卓二 埼玉県所沢市大字坂之下597

所長 〒950-0161

杉渕　　悟 新潟市江南区亀田中島4-1-4

代表取締役 〒950-0162

小山　克己 新潟市江南区亀田大月1-5-18

代表取締役 〒940-2127

小島　健太 長岡市新産2-6-7

所長 〒330-0854　大同生命さいたま大宮ビル11階

高木　智之 さいたま市大宮区桜木町4-333-13

副所長 〒950-0994　　　　プレイスアイル101

本間　禎広 新潟市中央区上所3-15-9 

代表取締役 〒950-0871

坂爪　　豪 新潟市東区山木戸3-7-30

所長 〒950-0922

比企　　透 新潟市中央区山二ツ5-6-21

執行役員支店長 〒950-2031

小熊　正之 新潟市西区流通センター4-4-1

支社長 〒950-0914

小山内 健晴 新潟市中央区紫竹山5-1-11

支店長 〒950-0867

宮澤　健二 新潟市東区竹尾卸新町809-1

代表取締役 〒950-2003

黒坂　政弘 新潟市西区東青山1-3-1

代表取締役 〒950-0088

笠原　久義 新潟市中央区万代3-6-8

代表取締役社長 〒950-0922

菊地　正人 新潟市中央区山二ツ3-7-11

代表取締役 〒940-0004

外川　徹郎 長岡市高見町339

支店長 〒950-0812

稲垣　克之 新潟市東区豊1-11-33

支店長 〒950-0872

松下　哲智 新潟市東区牡丹山2-15-11

課長 〒950-0914

杉本　要人 新潟市中央区紫竹山1-10-26

代表取締役社長 〒146-0095

鈴木　一美 東京都大田区多摩川2-2-13

代表取締役 〒950-0912

北川　栄資 新潟市中央区南笹口2-7-32

所長 〒950-0941

丸山　　裕 新潟市中央区女池1-13-7

取締役支店長 〒950-8740

南　　芳夫 新潟市中央区笹口3-7-15

支店長 〒950-0864

大島　徹也 新潟市東区紫竹2-1-74

代表取締役 〒956-0015

坂田　正之 新潟市秋葉区川口580-22

所長 〒950-0965

岡山　盛夫 新潟市中央区新光町16-3

所長 〒950-0992

伊藤　友哉 新潟市中央区上所上1-9-11

日萬礦産(株) 025-286-4121 025-286-4123

渡辺パイプ(株)
　　　新潟サービスセンター

025-284-3161 025-284-3166

和光建材(株) 0250-23-3711 0250-23-4747

渡辺産商(株)新潟営業所 025-280-0333 025-280-1818

菱機工業(株)新潟支店 025-245-0222 025-241-2850

リンナイ(株)新潟支店 025-247-6610 025-240-3900

(株)丸北 025-246-1151 025-241-2461

(株)ＬＩＸＩＬ 甲信越支社
　　　　　　新潟営業所

025-280-9710 025-280-9720

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ化工品ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)
　　　　　　新潟営業課

025-368-8080 025-368-8090

(株)ベン 03-3759-0171 03-3759-0277

(株)日本容器工業長岡 0258-24-4400 0258-24-4405

橋本総業(株)新潟支店 025-272-0111 025-272-0199

冨士機材(株)新潟支店 025-333-8600 025-333-8605

新潟ノーミ(株) 025-243-1123 025-255-5876

ＴＯＴＯエムテック(株)
　　　　　　新潟支店

025-275-9511 025-275-9499

(株)新潟管材 025-267-6211 025-233-2103

東テク(株)新潟支店 025-260-2131 025-260-5529

ＴＯＴＯ(株)信越支社 0570-005561 025-241-2319

(株)中央コントロールズ社 025-274-4783 025-274-6499

テラル(株)新潟営業所 025-287-5032 025-287-3719

積水化学工業(株)
　関東設備システム営業所

048-646-0160 048-644-9316

(株)多久製作所 新潟出張所 025-281-2821 025-283-4388

(株)ＦＭバルブ製作所 04-2944-2161 04-2944-0044

(株)川本製作所 新潟営業所 025-381-4131 025-383-1178

(株)スクエア 0258-21-5100 0258-21-5105

(株)桑原板金工業所 025-382-3521 025-382-3523

(株)荏原製作所 北陸支社 025-282-4700 025-283-2552

(株)アカギ 新潟営業所 025-246-1191 025-246-6131


