
平成31年度 糸魚川市物品・役務入札参加資格者名簿

商号又は名称 地域

平成31年4月1日現在

郵便番号 住所

糸 本店有限会社相沢ｶﾞﾗｽ･ｱﾙﾐ建材店 941-0071 糸魚川市大字大野1222

糸 本店有限会社朝日自動車 941-0064 糸魚川市上刈6‐2‐8

糸 本店ｱﾃﾅ工芸 941-0007 糸魚川市大字大和川401‐1

糸 本店株式会社ｱﾄﾞ･ｸﾘｰｸ 941-0067 糸魚川市横町4‐3‐39

糸 本店株式会社あぶらや木島商店 941-0067 糸魚川市横町2‐1‐17

糸 本店株式会社安全糸魚川営業所 941-0007 糸魚川市大字大和川1046‐1

糸 本店株式会社五十嵐商店 941-0023 糸魚川市上覚124‐3

糸 本店有限会社池原印刷所 941-0065 糸魚川市新鉄1‐4‐5

糸 本店糸魚川重機工業株式会社 941-0066 糸魚川市寺島3‐1‐1

糸 本店糸魚川綜合印刷株式会社 941-0061 糸魚川市大町2‐5‐1

糸 本店糸魚川二幸株式会社 941-0051 糸魚川市押上2‐14‐13

糸 本店糸魚川防災株式会社 941-0071 糸魚川市大字大野1522‐1

糸 本店有限会社ｲﾄｳ自動車販売 941-0067 糸魚川市横町4‐2‐43

糸 本店株式会社ito 941-0066 糸魚川市寺島2‐6‐25

糸 本店株式会社井上商会糸魚川支社 941-0061 糸魚川市大町2‐3‐47

糸 本店株式会社猪又鉄工所 941-0022 糸魚川市大字新町55

糸 本店有限会社いまいｽﾎﾟｰﾂ 941-0053 糸魚川市東寺町3‐11‐2

糸 本店株式会社栄進設備工業 941-0052 糸魚川市南押上2‐10‐31

糸 本店株式会社ｴｽｼｰｴﾑ 941-0058 糸魚川市寺町2‐8‐20

糸 本店合資会社大久保電機商会 941-0067 糸魚川市横町3‐5‐6

糸 本店岡田自動車 941-0069 糸魚川市南寺島2‐3‐22

糸 本店有限会社ｶｰﾄﾋﾟｱあらい 941-0071 糸魚川市大字大野1917‐1

糸 本店ｶﾜｲ･ｻｲﾝ企画 941-0067 糸魚川市横町5‐7‐13

糸 本店有限会社木島商事 941-0004 糸魚川市大字梶屋敷990

糸 本店株式会社謙信堂糸魚川 941-0062 糸魚川市中央1丁目4番29号

糸 本店高坂防災株式会社 949-0393 糸魚川市大字青海2209

糸 本店株式会社ｺﾅﾔ 941-0068 糸魚川市本町7-8

糸 本店有限会社十字堂 941-0068 糸魚川市本町2‐2

糸 本店有限会社住宅設備ｻｰﾋﾞｽ 941-0047 糸魚川市大字平牛942‐4

糸 本店株式会社上越第一ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 941-0067 糸魚川市横町3‐7‐21

糸 本店合資会社信越環境ｻｰﾋﾞｽ 941-0066 糸魚川市寺島2‐6‐6

糸 本店合資会社信越電設 941-0066 糸魚川市寺島2‐1‐39

糸 本店株式会社ｼﾝﾎﾞ 941-0006 糸魚川市大字竹ヶ花135‐3

糸 本店有限会社関澤造園土木 941-0047 糸魚川市大字平牛2123‐2

糸 本店株式会社大昭安全 941-0061 糸魚川市大町1‐6‐10

糸 本店たつみ電器株式会社 941-0065 糸魚川市新鉄1-5-5

糸 本店田辺商事株式会社糸魚川営業所 941-0066 糸魚川市寺島2‐3‐18

糸 本店有限会社ﾁｬｰﾐﾝｸﾞ 941-0069 糸魚川市南寺島2‐9‐32

糸 本店株式会社中央自動車 941-0047 糸魚川市大字平牛293

糸 本店綱島ﾓｰﾀｰｽ株式会社 941-0066 糸魚川市寺島2丁目5番15号

糸 本店合資会社なわぶん 941-0047 糸魚川市平牛903‐15

糸 本店原ｻｰﾋﾞｽ株式会社 941-0007 糸魚川市大和川607-1

糸 本店ひすい農業協同組合 941-0061 糸魚川市大町1‐3‐4

糸 本店合資会社姫川ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 941-0066 糸魚川市寺島2‐6‐6

糸 本店合資会社藤巻電業 941-0064 糸魚川市上刈1‐13‐1

糸 本店有限会社二葉ﾃﾞﾝｷ商会 941-0058 糸魚川市寺町1‐1‐21

糸 本店株式会社北陸家具 941-0061 糸魚川市大町1‐5‐10

糸 本店北陸自動車株式会社 941-0066 糸魚川市寺島3‐1‐8

糸 本店株式会社ﾎｻｶ 941-0064 糸魚川市上刈1‐9‐28

糸 本店株式会社真砂電機製作所 941-0071 糸魚川市大字大野1327

糸 本店株式会社松沢電業 941-0058 糸魚川市寺町3‐9‐28

糸 本店有限会社ﾏﾙﾄﾐ糸魚川 941-0067 糸魚川市横町2‐3‐38

糸 本店ﾏﾙﾆ木島商店 941-0061 糸魚川市大町2丁目2番18号

糸 本店丸仁商事株式会社 941-0061 糸魚川市大町2‐4‐2

糸 本店明星自動車工業株式会社 941-0064 糸魚川市上刈5‐4‐45

糸 本店明東設備工業株式会社 941-0064 糸魚川市上刈6‐2‐40

糸 本店株式会社大和屋 941-0058 糸魚川市寺町3‐10‐25

糸 本店有限会社みずき商会 941-0063 糸魚川市清崎1番9号

糸 本店渡辺ｴﾝｼﾞﾝ工業株式会社 941-0051 糸魚川市押上2‐8‐16

糸 支店株式会社ｲﾘｽ糸魚川営業所 941-0051 糸魚川市押上2‐9‐53

糸 支店株式会社ｶﾅﾓﾄ糸魚川営業所 941-0069 糸魚川市南寺島一丁目9番48号

糸 支店小林石油株式会社糸魚川営業所 941-0066 糸魚川市寺島二丁目3-11

糸 支店株式会社ｻﾝｺｰ糸魚川支店 941-0071 糸魚川市大字大野字松ﾉ木1205‐1

糸 支店株式会社ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ糸魚川事業所 941-0051 糸魚川市押上2‐12‐33
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糸 支店新潟ﾄﾖﾀ自動車株式会社糸魚川店 941-0051 糸魚川市押上2‐9‐46

糸 支店新潟日産自動車株式会社糸魚川店 941-0004 糸魚川市大字梶屋敷1137

糸 支店二葉商事株式会社糸魚川営業所 941-0067 糸魚川市横町5‐6‐45

糸 支店丸三開発工機株式会社糸魚川営業所 941-0007 糸魚川市大字大和川761‐1

糸 支店株式会社ﾏﾙﾄﾐ糸魚川営業所 941-0067 糸魚川市横町2‐3‐38

糸 支店株式会社ﾖｼｶﾜ糸魚川営業所 941-0064 糸魚川市上刈7‐2‐1

糸 支店株式会社ﾚﾝﾀﾙのﾆｯｹﾝ糸魚川営業所 941-0066 糸魚川市寺島3‐7‐18

能 本店株式会社ｴﾑｺﾐ･ﾈｯﾄﾜｰｸ 949-1352 糸魚川市大字能生6881‐3

能 本店株式会社笠原建設 949-1352 糸魚川市大字能生1155‐6

能 本店笠原商事株式会社 949-1352 糸魚川市大字能生852‐2

能 本店株式会社ｶﾈｶ 949-1352 糸魚川市大字能生7147‐1

能 本店株式会社笹川建設 949-1314 糸魚川市大字中野口1‐1

能 本店株式会社平建設 949-1316 糸魚川市大字柱道字天神ﾊﾜ734‐4

能 本店有限会社滝川機械店 949-1331 糸魚川市大字大沢544‐7

能 本店能生燃料株式会社 949-1352 糸魚川市大字能生2102

能 本店白山自動車 949-1352 糸魚川市大字能生2617‐1

能 本店株式会社山仙糸魚川支店 949-1352 糸魚川市大字能生1059‐14

青 本店有限会社石原ﾓｰﾀｰｽ 949-0301 糸魚川市大字須沢151‐3

青 本店有限会社青海ｶﾞｽ水道公社 949-0301 糸魚川市大字須沢3354

青 本店株式会社ｵｰﾐｵｰﾄ 949-0301 糸魚川市大字須沢3436

青 本店有限会社小野崎電気工業所 949-0305 糸魚川市大字青海1126‐5

青 本店小野萬蔵商店 949-0301 糸魚川市大字須沢字大坪3460

青 本店有限会社串橋 949-0304 糸魚川市大字寺地204番地の1

青 本店田辺運輸株式会社自動車整備工場 949-0303 糸魚川市大字田海12‐1

青 本店田辺工業株式会社青海支店 949-0398 糸魚川市大字青海1650

青 本店株式会社ﾋﾞｲﾒｯｸ 949-0301 糸魚川市大字須沢3590

青 本店松尾株式会社 949-0304 糸魚川市大字寺地2150番地

青 支店ｻｶヰ産業株式会社糸魚川営業所 949-0301 糸魚川市大字須沢3815

青 支店株式会社横瀬ｵｰﾃﾞｨｵ糸魚川営業所 949-0305 糸魚川市大字青海177

県内昱工業株式会社上越支店 942-0061 上越市春日新田1‐20‐7

県内朝日航洋株式会社上越支店 942-0003 上越市東町1‐3

県内ｱｼﾞｱ航測株式会社新潟営業所 950-0087 新潟市中央区東大通2‐3‐28

県内株式会社ｱｽﾃｯｸ上越営業所 943-0175 上越市大日角橋144‐2

県内ｱｽﾞﾋﾞﾙ金門株式会社新潟営業所 950-0951 新潟市中央区鳥屋野2‐5‐37

県内株式会社ｱﾙｽｼｽﾃﾑ 950-2112 新潟市西区内野町1371

県内株式会社ｲﾋﾞｿｸ新潟支店 950-0864 新潟市東区紫竹4丁目13番1号

県内株式会社ｲﾝｿｰｽ新潟事業所 950-0087 新潟市中央区東大通2-1-20

県内英和株式会社新潟営業所 950-0912 新潟市中央区南笹口1丁目1番54号

県内NECﾈｯﾂｴｽｱｲ株式会社新潟支店 950-0084 新潟市中央区明石1‐6‐6

県内NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社新潟支店 950-0088 新潟市中央区万代三丁目1-1

県内株式会社ｴﾇｴｲﾁｹｲｱｲﾃｯｸ新潟事業所 950-0946 新潟市中央区女池西2丁目6番12号

県内株式会社NS･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 940-0045 長岡市金房3‐3‐2

県内NTTﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社新潟支店 951-8068 新潟市中央区上大川前通六番町1215-7

県内株式会社ｴﾑ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 943-0823 上越市高土町1‐8‐3

県内株式会社ｴﾙｺﾑ 943-0878 上越市下馬場317‐4

県内応用地質株式会社北信越支店 950-0864 新潟市東区紫竹7‐27‐35

県内株式会社大原鉄工所 940-8605 長岡市城岡2‐8‐1

県内小形商工株式会社上越営業所 942-0145 上越市頚城区上吉川端21‐22

県内沖電気工業株式会社新潟支店 940-0071 長岡市表町1‐11‐1

県内株式会社ｵｽﾎﾟｯｸ 949-8556 十日町市馬場癸1536‐157

県内株式会社ｵﾘｽ 950-0951 新潟市中央区鳥屋野310

県内株式会社ｶｼｯｸｽ 945-0833 柏崎市若葉町2‐22

県内ｶﾅｲ医療器株式会社 943-0824 上越市北城町4‐12‐17

県内株式会社金森医療器械店 943-0831 上越市仲町3‐2‐15

県内株式会社ﾊﾞｲﾀﾙﾈｯﾄ上越支店 943-0165 上越市大字上島字上川原457-1

県内株式会社ｶﾝｺｰ 940-2127 長岡市新産3‐3‐5

県内株式会社企画興業 942-0082 上越市国府1‐15‐5

県内ｸｼﾔ株式会社 950-0148 新潟市江南区東早通1-1-26

県内協同組合くびき野地理空間情報ｾﾝﾀｰ 943-0834 上越市西城町2‐10‐18

県内株式会社ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄｺｱ 950-0916 新潟市中央区米山1‐11‐11

県内ｸﾞﾛｰﾘｰ株式会社新潟営業所 950-0917 新潟市中央区天神1‐17‐1

県内謙信ｱｲﾃﾑｻｰﾋﾞｽ株式会社 942-0064 上越市大字塩屋新田2‐1

県内ｺｰｴｨ株式会社E･C事業部上越営業所 943-0807 上越市春日山町3‐1350‐1

県内郡ﾘｰｽ株式会社新潟支店 950-0916 新潟市中央区米山4‐1‐28ﾌｼﾞﾏｷﾋﾞﾙ

2/7 P



平成31年度 糸魚川市物品・役務入札参加資格者名簿

商号又は名称 地域

平成31年4月1日現在

郵便番号 住所

県内国際航業株式会社新潟支店 950-0087 新潟市中央区東大通2‐3‐26

県内株式会社ｺﾊﾞﾘｷ 951-8052 新潟市中央区下大川前通四之町2185

県内ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ株式会社関越ｶﾝﾊﾟﾆｰ 950-1185 新潟市西区山田2310番地43

県内小松屋装飾株式会社 949-8422 十日町市市之越卯1144

県内小山株式会社新潟営業所 940-2117 長岡市石動南町13番地4

県内近藤産業株式会社上越営業所 942-0013 上越市大字黒井2641‐8

県内ｻｶヰﾌﾟﾛﾊﾟﾝ株式会社新潟営業所 942-0074 上越市石橋2‐4‐6

県内ｻｶﾀ調理機株式会社 950-2003 新潟市西区東青山2‐8‐5

県内株式会社ｻﾆｰｻﾆﾀｰ上越営業所 943-0826 上越市幸町15‐34

県内株式会社三京上越営業所 943-0173 上越市富岡652‐3

県内三条教材工具製作株式会社 955-0046 三条市興野1‐7‐11

県内三和航測株式会社新潟営業所 950-0053 新潟市東区宝町4番1号

県内CEC新潟情報ｻｰﾋﾞｽ株式会社 950-0913 新潟市中央区鐙2‐10‐6

県内ｼﾞｪｲﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社上越営業所 942-0052 上越市上源入129‐1

県内株式会社ｼﾞｪｰﾐｯｸｽ 943-0832 上越市西城町2丁目2番11号

県内株式会社ｼﾞｪｽｸﾎﾘｳﾁ上越営業所 942-0004 上越市西本町3‐9‐5

県内株式会社ｼﾞｬｸｴﾂ上越店 943-0821 上越市大字土橋2304

県内株式会社上越無線 944-0008 妙高市柳井田町4-11-8

県内株式会社上智新潟支店 953-0062 新潟市西蒲区並岡215

県内昭和株式会社長岡営業所 940-0061 長岡市城内町3‐8‐7

県内ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ株式会社新潟営業所 950-0945 新潟市中央区女池上山1-15-10

県内株式会社ｼﾝ技術ｺﾝｻﾙ新潟支店 950-2004 新潟市西区平島1‐3‐3

県内株式会社新宣 950-0983 新潟市中央区神道寺2‐3‐23

県内株式会社ｼﾝﾃﾝ新潟支店 945-0042 柏崎市長浜町6番17号

県内水ingｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社新潟営業所 950-0965 新潟市中央区16‐4荏原新潟ﾋﾞﾙ

県内株式会社ｽｽﾞｹﾝ上越支店 942-0062 上越市松村新田3‐1

県内ｾｺﾑ上信越株式会社 950-8557 新潟市中央区新光町1‐10

県内株式会社ｾﾗﾋﾟ 943-0151 上越市平成町554

県内株式会社ｾﾞﾝﾘﾝ新潟営業所長岡ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 940-0097 長岡市山田2‐2‐30

県内株式会社創風ｼｽﾃﾑ 945-0816 柏崎市田中20‐22

県内双峰通信工業株式会社 950-0031 新潟市東区船江町1‐55‐11

県内ｿﾘﾏﾁ株式会社 940-0071 長岡市表町1‐4‐24

県内株式会社第一印刷所上越支店 943-0802 上越市大豆1‐12‐7

県内第一公害ﾌﾟﾗﾝﾄ株式会社上越営業所 942-0241 上越市大字上吉野160‐1

県内株式会社大輝新潟支店 950-2261 新潟市西区赤塚17番地

県内大興電子通信株式会社新潟支店 950-0087 新潟市中央区東大通2‐3‐26

県内第四ﾘｰｽ株式会社上越支店 942-0001 上越市中央2‐10‐4

県内大和ﾘｰｽ株式会社新潟営業所 950-0973 新潟市中央区上近江1‐1‐9

県内中越ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ株式会社上越営業所 942-0156 上越市下門前899‐1

県内株式会社中央設計技術研究所上越事務所 943-0807 上越市春日山町二丁目4番19号

県内敦井産業株式会社上越支店 942-0002 上越市住吉町5‐16

県内ﾃﾞｭﾌﾟﾛ販売株式会社新潟営業所 950-0951 新潟市中央区上沼714-1

県内東京電機産業株式会社上越営業所 942-0071 上越市東雲町2-6-17

県内東洋計器株式会社新潟営業所 951-8057 新潟市中央区月町1988

県内株式会社都市ﾊﾟｲﾛｯﾄ社 950-0961 新潟市中央区東出来島23‐12

県内株式会社中西製作所新潟営業所 950-0872 新潟市東区牡丹山5‐2‐15

県内株式会社ﾅｶﾞﾜ上越営業所 943-0803 上越市春日野2‐3‐17

県内鍋林株式会社上越営業所 942-0033 上越市大字福橋字前田744‐1

県内新潟維持ｻｰﾋﾞｽ株式会社長岡営業所 954-0124 長岡市中之島1785‐40

県内新潟企業株式会社上越営業所 943-0804 上越市新光町2‐3‐10

県内株式会社新潟県厚生事業協同公社 940-0871 長岡市北陽3丁目1番地1

県内新潟原動機株式会社新潟支店 950-0821 新潟市東区岡山1300

県内新潟照明技研株式会社 950-0066 新潟市東区長者町15‐42

県内新潟綜合警備保障株式会社 950-8633 新潟市東区小金町1‐17‐20

県内新潟調理機器株式会社 950-0855 新潟市東区江南6‐2‐14

県内株式会社新潟ﾃﾞｯｸ上越営業所 943-0805 上越市木田2‐7‐18

県内株式会社新潟日栄 950-1241 新潟市南区下塩俵1460

県内新潟ﾆｯﾀﾝ株式会社 950-0973 新潟市中央区上近江2‐5‐10

県内株式会社新潟富士薬品 951-8066 新潟市中央区東堀前通3番町375

県内新潟ﾓﾘﾀ株式会社 950-0811 新潟市東区材木町3番21号

県内株式会社日情ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ新潟支店 950-0911 新潟市中央区笹口1丁目2番

県内株式会社日さく上越支店 943-0804 上越市新光町3‐14‐15

県内日成ﾋﾞﾙﾄﾞ工業株式会社新潟支店 950-0916 新潟市中央区米山10番8号 

県内日通商事株式会社新潟営業ｾﾝﾀｰ 950-8539 新潟市中央区万代4‐4‐20
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県内日本電気株式会社長岡支店 940-0033 長岡市今朝白1‐8‐18長岡DNﾋﾞﾙ

県内株式会社日本海ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ上越支店 943-0814 上越市大字岩木2177‐49

県内日本海綿業株式会社新潟営業所 942-0043 上越市三ﾂ橋1488

県内一般財団法人日本気象協会新潟支店 950-0962 新潟市中央区出来島1‐11‐26

県内日本調理器株式会社新潟営業所 950-0922 新潟市中央区山二ﾂ4‐6‐19

県内日本通信株式会社 950-0986 新潟市中央区神道寺南2-4-21

県内日本無線株式会社北陸支店 950-0925 新潟市中央区弁天橋通3‐1‐5

県内有限会社日本幼年教育研究社上越営業所 943-0884 上越市上中田1003‐24 ALPS102号

県内株式会社ﾊﾟｽｺ新潟支店 950-0916 新潟市中央区米山3‐1‐63

県内株式会社ﾋﾞｰｱｲﾃｯｸ 950-0916 新潟市中央区米山1‐11‐11

県内株式会社BSNｱｲﾈｯﾄ上越支社 943-0805 上越市木田1‐2‐4 新潟日報ﾒﾃﾞｨｱﾌﾛﾝﾄ2F

県内東日本電信電話株式会社 新潟支店 951-8519 新潟市中央区東堀通七番町1017番地1

県内株式会社日立ｼｽﾃﾑｽﾞ関東甲信越支社新潟営業所 950-0088 新潟市中央区万代4丁目1番6号

県内株式会社日立製作所新潟支店 950-0911 新潟市中央区笹口1丁目2番地

県内株式会社新潟ﾑﾄｳ 943-0832 上越市本町2‐3‐23

県内藤島無線工業株式会社 940-0012 長岡市下々条3‐1438‐3

県内富士ｾﾞﾛｯｸｽ新潟株式会社営業統括部 950-0087 新潟市中央区東大通1‐2‐23

県内富士通株式会社新潟支社 951-8055 新潟市中央区礎町通二ﾉ町2077番地

県内富士通ｴﾌ･ｵｰ･ｴﾑ株式会社新潟営業所 951-8055 新潟市中央区礎町通二ﾉ町2077

県内株式会社富士通ｴﾌｻｽ新潟支店 951-8055 新潟市中央区礎町通二ﾉ町2077

県内富士通ﾘｰｽ株式会社新潟営業所 951-8055 新潟市中央区礎町通二ﾉ町2077

県内富士電機株式会社新潟営業所 950-0965 新潟市中央区新光町16‐4

県内扶桑電通株式会社新潟営業所 950-0916 新潟市中央区米山3‐1‐63

県内船山株式会社 940-8577 長岡市稲保4‐713‐2

県内株式会社武揚堂北陸営業所 950-0163 新潟市江南区東船場3‐2‐3

県内ﾌﾟﾗｲﾑﾃｯｸ株式会社 950-0951 新潟市中央区鳥屋野453‐34

県内株式会社ﾌﾞﾚｽ 950-0954 新潟市中央区美咲町1‐4‐15

県内株式会社米峰 945-0113 柏崎市大字中田1804‐1

県内北酸株式会社上越営業所 942-0062 上越市大字松村新田105‐5

県内北陸ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 951-8006 新潟市中央区附船町1‐4401

県内北陸ｶﾞｽﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社 951-8006 新潟市中央区附船町1‐4401

県内北陸電々株式会社 950-0953 新潟市中央区大島3‐1

県内ﾎｼｻﾞｷ北信越株式会社上越営業所 943-0821 上越市土橋1677

県内株式会社ﾏｲｼｽﾃﾑ 950-0911 新潟市中央区笹口2‐12‐10

県内株式会社前澤ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ新潟営業所 950-0087 新潟市中央区東大通1‐3‐10

県内前田道路株式会社上越営業所 942-0051 上越市大字下源入94‐1

県内株式会社丸互 942-0061 上越市春日新田4‐1‐1

県内株式会社ﾏﾙｾﾞﾝ長岡営業所 940-2216 長岡市南七日町12‐4

県内株式会社ﾏﾙﾀｹ上越店 942-0146 上越市頚城区下吉字本田77‐1

県内株式会社丸菱行政地図新潟営業所 953-0054 新潟市西蒲区漆山7129-5-104

県内株式会社ﾐﾀｶ上越営業所 943-0171 上越市藤野新田353‐3

県内三菱電機株式会社新潟支店 950-8504 新潟市中央区東大通2‐4‐10

県内三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社東日本本部新潟支
社

950-0087 新潟市中央区東大通二丁目4番10号

県内ﾐﾄﾞﾘ安全新潟株式会社上越営業所 942-0061 上越市春日新田5丁目3番4号

県内源川医科器械株式会社上越営業所 943-0807 上越市春日山町3‐18‐54

県内ﾑﾗﾀ興業株式会社上越営業所 942-0061 上越市春日新田5‐175

県内株式会社室岡林業 942-0022 上越市大字下荒浜393‐1

県内明和工業株式会社 950-1348 新潟市西蒲区打越135‐1

県内ﾒﾀｳｫｰﾀｰ株式会社新潟営業所 950-0917 新潟市中央区天神1‐12‐7

県内株式会社ﾒﾃﾞｨｾｵ上越支店 942-0081 上越市五智1‐1‐11

県内株式会社ﾔﾏﾀﾞ電機上越営業所 943-0173 上越市富岡3439

県内株式会社有電社北越支店 950-0088 新潟市中央区万代3‐1‐1

県内横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ株式会社新潟営業所 950-0913 新潟市中央区鐙2‐9‐5

県内ﾖｼﾀﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ株式会社上越営業所 943-0142 上越市下新町799

県内理想科学工業株式会社理想新潟支店 950-0983 新潟市中央区神道寺2‐1‐9

県内株式会社ﾘﾎﾞｰﾝ 943-0175 上越市大字大日34‐5

県内株式会社菱電社 950-2023 新潟市西区小新3699‐1

県内緑水工業株式会社 940-0004 長岡市高見町3063‐1

県内株式会社ﾚｯｸｽ上越支店 942-0023 上越市大字石橋新田字六貫野126‐1

県内ﾜｲｽﾞ公共ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ株式会社新潟事業所 950-0892 新潟市東区寺山1‐2‐40

県外株式会社ｱｰﾙ･ｹｰ･ｹｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ･ｻｰﾋﾞｽ 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺一丁目5番11号

県外愛知時計電機株式会社東京支店 163-6018 東京都新宿区西新宿6‐8‐1 新宿ｵｰｸﾀﾜｰ 

県外IBJL東芝ﾘｰｽ株式会社 105-0001 東京都港区虎ﾉ門1‐2‐6
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県外ｱｼｽﾄ株式会社 458-0021 愛知県名古屋市緑区滝ﾉ水5‐1310

県外ｱｽﾞﾋﾞﾙ株式会社ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ北関東支店 330-6012 埼玉県さいたま市中央区新都心11‐2

県外ｱﾀｶﾒﾝﾃﾅﾝｽ株式会社 110-0015 東京都台東区東上野3‐1‐13

県外ALSOKあんしんｹｱｻﾎﾟｰﾄ株式会社 143-0023 東京都大田区山王1‐3‐5

県外石垣ﾒﾝﾃﾅﾝｽ株式会社東京支店 100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

県外株式会社ｲｽﾞﾐ 939-8232 富山県富山市南央町3‐38

県外株式会社ｲﾝﾃｯｸ行政ｼｽﾃﾑ事業本部 930-8573 富山県富山市牛島新町2‐2

県外ｳｴｽﾄﾛｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 105-0003 東京都港区西新橋3‐16‐11

県外株式会社内田洋行 営業統括ｸﾞﾙｰﾌﾟ 135-0016 東京都江東区東陽2‐3‐25

県外株式会社HYSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ本部 187-8512 東京都小平市御幸町32番地

県外ｴｽｴﾇ環境ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社東京支店 140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番3号

県外NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社公共第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ 108-8338 東京都港区三田一丁目4番28号

県外NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ株式会社営業統括本部 136-8627 東京都江東区新木場一丁目18番7号

県外大倉工業株式会社東京支店 170-0013 東京都豊島区東池袋3‐13‐2

県外株式会社岡部 939-1901 富山県南砺市祖山39

県外株式会社会議録ｾﾝﾀｰ 369-0112 埼玉県鴻巣市鎌塚1‐4‐12

県外株式会社会議録研究所 162-0844 東京都新宿区市谷八幡町16

県外柏原計器工業株式会社関東営業部千葉営業所 272-0121 千葉県市川市末広1‐2‐10

県外株式会社管総研東京支店 103-0021 東京都中央区日本橋本石町3‐3‐10

県外株式会社ぎじろくｾﾝﾀｰ東京営業所 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町9‐3

県外株式会社北川鉄工所 522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町1258

県外北日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ株式会社 010-0013 秋田県秋田市南通築地15‐32

県外共信ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社信越営業所 390-0811 長野県松本市中央1-21-3長野県理容会館3階

県外株式会社ぎょうせい関東支社 136-8575 東京都江東区新木場1‐18‐11

県外ｸﾎﾞﾀ環境ｻｰﾋﾞｽ株式会社 104-8307 東京都中央区京橋2‐1‐3

県外ｸﾘｰﾝﾕｰｷ株式会社 382-0000 長野県須坂市大字八町1096‐2

県外株式会社ｸﾘﾀｽ北関東支店 300-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4‐261

県外株式会社ｹｲｴﾙｼｽﾃﾑ 700-0952 岡山県岡山市北区平田117‐120

県外株式会社現代けんこう出版 130-0026 東京都墨田区両国一丁目12番8号

県外公共地研株式会社 333-0811 埼玉県川口市戸塚3‐25‐27

県外株式会社高志ｲﾝﾃｯｸ 930-0804 富山県富山市下新町5番23号

県外神戸綜合速記株式会社 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通4‐3‐8

県外株式会社ｺｰｹﾝ 394-0000 長野県岡谷市2398番地1

県外国土情報開発株式会社 154-8530 東京都世田谷区池尻2‐7‐3

県外ｺｽﾓ工機株式会社仙台支店 984-0014 宮城県仙台市若林区六丁の目元町5‐1

県外山王株式会社関東営業所 360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻3072

県外三信電気株式会社ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 108-8404 東京都港区芝4‐4‐12

県外三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ株式会社東京支店 160-0022 東京都新宿区新宿4‐3‐17

県外ｼﾞｰｴﾑいちはら工業株式会社 322-0046 栃木県鹿沼市樅山町上原267

県外株式会社ｼﾞｪｲ･ﾌｨｯﾄ 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-6-23

県外株式会社ｼﾞｪｲ ｴｽｷｭｰﾌﾞ東部ｻｰﾋﾞｽ部 135-0062 東京都江東区東雲1‐7‐12

県外JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ株式会社営業本部 111-0051 東京都台東区蔵前2‐17‐4

県外株式会社JECC 100-8341 東京都千代田区丸の内3‐4‐1

県外株式会社ｼｽﾃﾑﾌｧｲﾌﾞ東京本社 102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10平河町第一生命
ﾋﾞﾙ

県外株式会社ｼﾅﾉ計器製作所 394-0024 長野県岡谷市堀之内二丁目12番12号

県外ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 105-0023 東京都港区芝浦1‐2‐3

県外株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ総合研究所 615-0851 京都府京都市右京区西京極西池田町9‐5

県外株式会社ｼﾝｸ 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2‐19‐24

県外ｼﾝｺｰｽﾎﾟｰﾂ株式会社 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁目1番1号

県外新明和ｵｰﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社さいたまｻｰﾋﾞｽ工場 339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野3‐10‐28

県外新菱工業株式会社 101-0044 東京都千代田区鍛冶町2‐2‐1

県外水道機工株式会社東北支店 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目10番17号

県外ｾｲｺｰﾀｲﾑｼｽﾃﾑ株式会社信越営業所 390-0834 長野県松本市高宮中12‐6

県外ｾﾝﾄﾗﾙﾁｬｰﾄ株式会社 939-8036 富山県富山市高屋敷823‐39

県外株式会社創和 133-0061 東京都江戸川区篠崎町3‐33‐8

県外ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社 法人事業戦略本部 105-7316 東京都港区東新橋一丁目9番1号

県外ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 160-0022 東京都新宿区新宿6丁目27番30号

県外第一環境株式会社 107-0052 東京都港区赤坂二丁目2番12号

県外第一法規株式会社 107-8560 東京都港区南青山2‐11‐17

県外高千穂商事株式会社 105-0001 東京都港区虎ﾉ門5‐3‐20‐415

県外株式会社立山ｼｽﾃﾑ研究所 939-8058 富山県富山市大泉1583

県外株式会社丹青社 108-8220 東京都港区港南1‐2‐70

県外月島機械株式会社水環境事業本部東京支社 104-0053 東京都中央区晴海3‐5‐1
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県外株式会社TKC 320-8644 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地

県外株式会社ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ東京支店 103-0023 東京都中央区日本橋本町2‐8‐12

県外電気興業株式会社中央営業部 100-0005 東京都千代田区丸の内3‐3‐1

県外株式会社電算 380-0904 長野県長野市敦賀七瀬中町276‐6

県外株式会社天満電機産業 729-0141 広島県尾道市高須町有江台2956‐10

県外東京ｾﾝﾁｭﾘｰ株式会社 101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地

県外東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 105-0022 東京都港区海岸一丁目2番3号

県外株式会社東京法規出版 113-0021 東京都文京区本駒込2‐29‐22

県外東京法令出版株式会社 380-8688 長野県長野市南千歳町1005

県外東興産業株式会社関越営業所 350-0821 埼玉県川越市福田239

県外東芝ﾗｲﾃｯｸ株式会社東日本支店 140-8660 東京都品川区南品川2‐2‐13

県外東北ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ通信株式会社 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3‐7‐1

県外株式会社図書館流通ｾﾝﾀｰ 112-8632 東京都文京区大塚3‐1‐1

県外株式会社富山ﾌｫｰﾑ印刷 939-8214 富山県富山市黒崎173‐1

県外長野ﾎﾟﾝﾌﾟ株式会社 920-0841 石川県金沢市浅野本町ﾛ145

県外株式会社西原環境高崎営業所 370-0831 群馬県高崎市あら町206番地

県外株式会社ﾆｯｺｸ東北支店 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町一丁目6-10-103

県外株式会社日展東京支店 110-0015 東京都台東区東上野6‐21‐6

県外日本ｶﾙﾐｯｸ株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南1‐5‐10

県外日本ｹｰﾌﾞﾙ株式会社長野支店 381-0014 長野県長野市北尾張部145番地

県外日本会計ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 105-7110 東京都港区東新橋1‐5‐2

県外一般社団法人日本家族計画協会 162-0843 東京都新宿区市谷田町1‐10保健会館新館

県外日本機械工業株式会社本社営業部 192-0041 東京都八王子市中野上町2‐31‐1

県外日本教育情報機器株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町1‐7‐1

県外日本光電工業株式会社 北関東支店 336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸3‐16‐17

県外日本ｺﾑﾃｯｸ株式会社東京支店 101-0047 東京都千代田区内神田2‐12‐12

県外日本ﾋﾞｽｱｯﾌﾟ株式会社 105-7110 東京都港区東新橋1‐5‐2

県外日本ﾕﾆｼｽ株式会社 135-8560 東京都江東区豊洲一丁目1番1号

県外能登印刷株式会社 富山営業所 939-8064 富山県富山市赤田761-1

県外株式会社乃村工藝社 135-8622 東京都港区台場2‐3‐4

県外有限会社橋本屋 324-0032 栃木県大田原市佐久山2034

県外ﾊﾟﾅｿﾆｯｸESｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社東京本部 135-0064 東京都江東区青海1‐1‐20

県外ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社関越社 330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心4‐1 FSKﾋﾞﾙ

県外日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社 105-8712 東京都港区西新橋1‐3‐1

県外株式会社日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ関越支社 370-0849 群馬県高崎市八島町265

県外株式会社福島製作所 東京営業所 143-0016 東京都大田区大森北1-5-1

県外株式会社ﾌｼﾞｸﾗｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 135-0042 東京都江東区木場1-5-1

県外富士ｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ株式会社公共事業本部首都圏
支店

101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目25番

県外株式会社富士通ｾﾞﾈﾗﾙ情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部 213-8502 神奈川県川崎市高津区末長3‐3‐17

県外富士ﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社北関東地区営業本部 330-0842 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2‐240

県外平和機械株式会社 460-0022 愛知県名古屋市中区金山二丁目1番5号

県外株式会社ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ営業本部 700-8686 岡山県岡山市北区南方三丁目7番17号

県外株式会社ﾎｰﾌﾟ 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1‐14‐5MG薬院ﾋﾞﾙ

県外株式会社保健科学研究所 240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106

県外北海道地図株式会社東京支店 102-0093 東京都東京都千代田区平河町2‐6‐1

県外株式会社ﾏｰｸ 505-0021 岐阜県美濃加茂市森山町3‐12‐1

県外株式会社松村電機製作所東京支店 110-0008 東京都台東区池之端2‐7‐17井門池之端ﾋﾞﾙ

県外丸硝株式会社 503-0034 岐阜県大垣市荒尾町674

県外丸善雄松堂株式会社金沢支店 920-0024 石川県金沢市西念1‐1‐3

県外丸茂電機株式会社 101-0041 東京都千代田区神田須田町1‐24

県外三谷ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ株式会社 910-0393 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1‐13

県外三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社 105-0023 東京都港区芝浦1‐2‐3

県外三菱電機ｸﾚｼﾞｯﾄ株式会社 141-8505 東京都品川区大崎1‐6‐3

県外株式会社向田工業所 421-1121 静岡県静岡県藤枝市岡部町岡部1826‐1

県外株式会社ﾑﾗﾔﾏ 135-0061 東京都江東区豊洲3‐2‐4

県外株式会社森田鉄工所東京営業支店 101-0032 東京都千代田区岩本町1‐8‐15

県外ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ株式会社 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41‐12

県外株式会社ﾗｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ 102-0072 東京都千代田区飯田橋2丁目1‐4 

県外株式会社ﾗｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ 102-0072 東京都千代田区飯田橋2-1-4 日東九段ﾋﾞﾙ6F

県外LibraryContentsService株式会社 101-0035 東京都千代田区神田紺屋町20番地1

県外ﾘｺｰﾘｰｽ株式会社関東支社 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4‐261

県外株式会社両備ｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｽﾞ 700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町10‐12交通ｵｱｼｽﾋﾞﾙ

県外株式会社両備ｼｽﾃﾑｽﾞ 700-8504 岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号
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県外ﾜｰﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰﾊﾞｯｸﾞ株式会社 546-0003 大阪府大阪市東住吉区今川1‐6‐23

県外株式会社YSKe-com 400-0864 山梨県甲府市湯田1‐13‐2
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