
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [都道府県] [住所] [HPアドレス]

1 アルテサーノ
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県 新潟市中央区笹口2-9-16

2
市村二三代税理士事務
所

専門・技術サー
ビス業

新潟県 長岡市三和1丁目3番42号 http://www.tax-ichimura.com

3 ㈱ミニマックス 卸売・小売業 新潟県 長岡市喜多町462番地1 http://faith-of-h.com/

4 A'vi
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市中央区上近江2丁目
2-20-2

http://nail-avi.com

5 ㈱佐藤重機建設 建設業 新潟県
北蒲原郡聖籠町大字藤寄
2888番地

http://satojuki.com/

6 ㈱新潟ギフト企画 卸売・小売業 新潟県 長岡市川崎5丁目3880番地 http://shiny01.com

7 ㈲ティーアールエー 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区西堀前通4-
738-1

http://apartment.ne.jp/

8 Hair Work's FLO-WER
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 三条市興野2-14-4 http://flo-wer.com/

9 ㈲びんしょう
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県 小千谷市本町1-3-5 http://www.binsho.com

10 ファブ・エス㈱ 製造業 新潟県 新発田市新保小路849
11 ㈱博進堂 製造業 新潟県 新潟市東区木工新町378-2

12
㈱メディア・アナライ
ザ

情報通信業 新潟県
新潟市中央区米山5丁目6-
31

http://www.media-a.co.jp

13 新潟ワコール縫製㈱ 製造業 新潟県
新潟市西蒲区旗屋字前谷内
263番地

14
㈱新潟アルビレックス
ランニングクラブ

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区白山浦1丁目
614-5　白山ビル7Ｆ

http://www.albirex-rc.com/

15
㈱佐野鉄工スプリング
製作所

製造業 新潟県
新潟市北区島見町字山興野
3399-23

http://www.sano-sp.co.jp/

16 ㈱ユースフルハウス 建設業 新潟県
新潟市中央区新光町19-8
パブリシティ・フレックス
ビル506

http://yousefulhouse.com

17
社会福祉法人　飛翔福
祉会

医療、福祉 新潟県 阿賀野市南安野町8番20号

18
株式会社ウーマンスタ
イル

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市新保本町４－
５３

www.woman-style.jp

19 株式会社金城樓 飲食店、宿泊業 石川県
石川県金沢市橋場町２番２
３号

www.kinjohro.co.jp

20 株式会社智朗 不動産業 石川県
石川県河北郡津幡町字横浜
ヘ８３番地２

21 株式会社美容室フジ
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県かほく市高松ノー１
－１４

22 ＣＬＥＭＡＴＩＳ
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市高柳一字５１
－１

http://hairsalon-clematis.jp

23 株式会社アスターズ 情報通信業 石川県
石川県金沢市横川５－４４
５　ＹＳビル１０１

www.asters.co.jp

24
カラーズジャパン株式
会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県野々市市稲荷１－７
８

www.colorsjapan.jp
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25 示野タクシー株式会社 運輸業 石川県
石川県金沢市示野町イ８番
地

26 株式会社十二タクシー 運輸業 石川県
石川県野々市市徳用町３２
－１

27 平和タクシー株式会社 運輸業 石川県
石川県金沢市若草町２番３
６号

28 みどり交通株式会社 運輸業 石川県
石川県金沢市松寺町卯１０
０

29 音頭金属株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市小坂町中18番
地４

www.ondo-k.co.jp

30
Hair square SAMM
RAII

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市芳斉2丁目３
－１５

31 株式会社ドット
サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県羽咋市川原町チ１６
９番地

www.dotto.co.jp

32 株式会社プラス 飲食店、宿泊業 石川県
石川県加賀市作見町リ８２
－１

33 株式会社イノセンス 情報通信業 石川県
石川県金沢市新保本町4丁
目65番地２３

http://ihhosehce.co.jp

34
Ｓｐｅｒａｎｚａ株式
会社

卸売・小売業 石川県
石川県金沢市三池栄町20番
地

35
ＯＮＥ・ＭＡＫＥ株式
会社

建設業 石川県
石川県金沢市金石東１－３
－１５

36 有限会社　糀谷鉄工所 製造業 石川県
石川県金沢市無量寺１－９
６

37
株式会社パインズカン
パニー

卸売・小売業 石川県
石川県金沢市野町２－２４
－２

38 ひなた接骨院
サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市畝田西３－１
８７

39 石川交通株式会社 運輸業 石川県
石川県金沢市長田2丁目25
番25号

www.ishikawakotsu.jp/

40 株式会社金城三和交通 運輸業 石川県
石川県金沢市千木１丁目４
７番地

www.kinjou.co.jp

41 金城交通株式会社 運輸業 石川県
石川県金沢市千木１丁目４
７番地

www.kinjou.co.jp

42 金沢交通株式会社 運輸業 石川県 石川県金沢市松村５丁目６

43 有限会社金沢ミサイル 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市疋田３丁目３
３

44 音金機械株式会社 製造業 石川県
石川県金沢市八田町東６９
３

www.onkin.jp

45 飛鳥住宅株式会社 建設業 石川県
石川県金沢市三口新町３丁
目３番１８号

www.asuka-home.com

46
日本海電化鋳造株式会
社

製造業 石川県
石川県河北郡津幡町能瀬ホ
６８

www.nihonkaidenka.jp

47 四季料理　はる馬 飲食店、宿泊業 石川県
石川県金沢市田上本町１８
９－１

48
株式会社キャリアドッ
トコム

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市駅西本町３－
１４－２４

http://hokuriku-career.com

49 居酒屋　いたちゃん 飲食店、宿泊業 石川県
石川県金沢市田上町第5土
地区画整理地３４－１街区
７

50 Ａｉｒ　Ｂｉｊｏｕ
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市有松５－９－
１２－A

http://banana_crazy458.@live.jp

51 ㈱富山栄養 卸売・小売業 富山県 富山市塚原7-1
52 ㈱アポケアとやま 医療、福祉 富山県 富山市向新庄町4-14-48 http://www.shinjyou-hills.jp

53 ㈱渡辺鉄工 製造業 富山県 富山市婦中町萩島3253-22 http://www.watanabetekkou.co.jp

54
㈱山口ガラス健窓セン
ター

卸売・小売業 富山県 富山市大泉東町1-8-15

55 （有）宮田鉄工所 建設業 富山県 小矢部市小神72-2
56 ㈱たきでん 建設業 富山県 高岡市問屋町262-3
57 ㈱リバン・イシカワ 製造業 富山県 南砺市国広62 http://www.riban.co.jp
58 三協ワシメタル㈱ 製造業 富山県 高岡市長慶寺575 http://www.sankyo-washimetal.co.jp



59 長七製麺㈱ 製造業 富山県 小矢部市津沢80 http://www.choumen.co.jp

60 モトエ鉄工㈱ 製造業 富山県 砺波市太田1888-2 http://www.motoe-tekkou.co.jp

61 ㈱丸善塗装 建設業 富山県 高岡市能町828-1
62 ㈱熊野製作所 製造業 富山県 砺波市苗加21 http://www.kumano-ss.com

63
ＮＰＯ法人ケアサーク
ルひばり

医療、福祉 富山県 射水市戸破4466-2

64 ㈱ケアサークルこかげ 医療、福祉 富山県 射水市作道302
65 ㈱増田空調 建設業 福井県 敦賀市曙町3-5 http://www.masudakucho.co.jp

66 ㈱昭和不動産 不動産業 福井県 敦賀市本町2丁目9番21号 http://www.syowafudousan.co.jp

67
(有)エスエス自動車整
備工場

サービス業（他に
分類されないも
の）

福井県
勝山市荒土町新保24－12－
1

68
(株)大野ケーブルテレ
ビ

情報通信業 福井県 大野市中荒井町1丁目1015

69 稲山織物㈱ 製造業 福井県 大野市春日64－50 http://www.inayama-enashop.com

70 朝日印刷㈱ 製造業 福井県
勝山市昭和町3丁目2番63－
1

http://www.asahi-p.jp

71 エスケイファクトリー
サービス業（他に
分類されないも
の）

福井県 勝山市滝波町5丁目1003－1

72 ミツヤ自動車㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

福井県
吉田郡永平寺町牧福島14－
3

http://www.328.ne.jp

73 (株)マインいしがみ 卸売・小売業 福井県 勝山市昭和町1丁目8－3

74 ㈱アシスト 情報通信業 新潟県
新潟市中央区花町2069　新
潟花町ビル5Ｆ

http://www.assist-group.co.jp

75
㈱クラビス　ぽかぽか
はーと

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市西区平島1-7-2　山
口ビル1F

http://www.pokapoka-heart.jp

76 ㈱サン・メタル 建設業 新潟県
新潟市江南区三百地5180番
地4

77 ㈱ゆめ旅
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市東区山木戸5丁目1-5

78
ヘアメイクスプラッ
シュ

生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市東区はなみずき1-
15-36

79 ㈲丸吉銅鉄 卸売・小売業 新潟県 長岡市高見町3008番地31

80 ㈱ナナコ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
三条市荒町2丁目19-19
バーン荒町A棟1F

81 ㈱入広瀬 卸売・小売業 新潟県 魚沼市穴沢892番地1 http://www.irihirose.jp/
82 トレド 卸売・小売業 新潟県 新潟市中央区万代3-5-36 http://c-toledo.jp/

83 ㈱マックス
サービス業（他に
分類されないも
の）

富山県 小矢部市鷲島18 http://www.matsutani-g.co.jp

84 ㈱北陸製版センター 製造業 富山県 高岡市白金町5-35 http://www.hsc-d.co.jp
85 センダン電子㈱ 製造業 富山県 南砺市土生新1010
86 日石硝子工業㈱ 製造業 富山県 高岡市戸出栄町7 http://www/exe.ne.jp

87 ㈱catch M
専門・技術サー
ビス業

富山県 富山市下野16 http://www.catch-m.jp

88 （有）浦野工業 製造業 富山県 富山市婦中町高日附10
89 松下電機㈱ 建設業 富山県 富山市上滝280
90 （医社）楽山会 医療、福祉 富山県 射水市三ケ835 http://www.rakusankai.com

91 ㈱瑞穂 製造業 富山県 高岡市六家58
92 ㈱三和製作所 製造業 富山県 高岡市荒屋敷147
93 ㈱北日本炊飯 製造業 富山県 高岡市西藤平蔵1262-1
94 （有）柴忠製作所 製造業 富山県 高岡市野村1613

95 ㈱ソフィア
生活関連サービ
ス・娯楽業

富山県 魚津市北鬼江2-18-10

96
㈱プレインファクト
リー

サービス業（他に
分類されないも
の）

富山県 富山市八尾町福島194-1

97 ㈱三基精工 製造業 富山県 富山市水橋肘668-5

98 （有）エイプラス
専門・技術サー
ビス業

富山県 滑川市開676

99 北辰自動車工業㈱
専門・技術サー
ビス業

富山県 黒部市三日市946



100 ㈱ジュープラス 建設業 富山県 富山市下堀7

101 SAMSON ＆ DELILA北陸
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市三馬３－３０
３

102
株式会社マックスカン
パニー

教育、学習支援
業

石川県 石川県白山市安田町１番地 www.maks.co.jp

103
株式会社金沢彩の庭ホ
テル

飲食店、宿泊業 石川県
石川県金沢市長田２丁目４
番８号

www.sainoniwa-hotel.jp/

104
有限会社オフィス・
べっぴん

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県白山市千代野東５－
６－７

www.beppinsan.com/

105 株式会社コムラ 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市諸江町上丁５
７４

www.me-komura.com

106 株式会社イーブ 情報通信業 石川県
石川県能美市旭台２丁目１
いしかわフロンティアラボ
内

www.eeb.co.jp/

107 株式会社はなこや
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県野々市市押野１－３
５３

www.hanakoya.com/

108 株式会社アットマーク
サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市昭和町２１番
１０号

www.parisu.co.jp

109 石川可鍛製鉄株式会社 製造業 石川県
石川県かほく市宇気い９番
地

www.ishikawakatan.

110 合同会社　天神町 医療、福祉 石川県
石川県金沢市天神町１丁目
１４－３３

111
Ｓｍｉｌｅ　☆　Ｄｏ
ｇ

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県 石川県小松市沖町ロ７４

112
株式会社アクロスソ
リューションズ

情報通信業 石川県
石川県金沢市北安江３丁目
６－６－１Ｆ

http://www.acros-solution.co.jp/

113
Ｅｎｏｍｏｔｏ　Ｇｒ
ｏｕｐ

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県野々市市押野３丁目
４７－２

http://www.enomoto-manis.com/

114 株式会社Ｗａｐｏｎ 情報通信業 石川県
石川県白山市新田町８５番
地

http://wapon.co.jp

115 なるわ交通株式会社 運輸業 石川県
石川県金沢市大樋町２番３
号

http://naruwa.jp

116 株式会社ドマックス 飲食店、宿泊業 石川県 石川県白山市田中町６１７ www.sushikuine.co.jp

117
有限会社スピードマネ
ジメント

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市久安１－３２
５

118
株式会社フィットアカ
デミー

教育、学習支援
業

石川県
石川県金沢市小坂町西１３
３番地１

http://fitac.jp

119 安井電気工事株式会社 建設業 石川県 石川県白山市三浦町４９１ http://yasui-denki.dreamblog.jp/

120
株式会社タカナリ　ゆ
めたか接骨院

医療、福祉 石川県 石川県金沢市袋町１－１

121 株式会社ミカド電設 建設業 石川県
石川県野々市市御経塚４－
７８

www.mikado-sc.co.jp

122 JEWEL その他のｻｰﾋﾞｽ業 福井県 敦賀市和久野27-5-1 ｈｔｔｐ://ｊｅｗｅｌ-eｓｔ.com

123 （株）丸菱商会
サービス業（他に
分類されないも
の）

福井県 大野市犬山7－11－1 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-ononishi/

124 （株）タイセー 建設業 福井県 勝山市遅羽町蓬生17－9

125 ニッサン建機（有）
専門・技術サー
ビス業

福井県 勝山市荒土町新保6－106

126 オクエツ観光(株) 運輸業、郵便業 福井県 勝山市郡町2－3－28－4

127 ㈱はあとふるあたご 医療、福祉 新潟県
新潟市中央区新島町通三ノ
町2284番地

http://www.heartfull.jp/

128 ㈱長岡総合設備 建設業 新潟県 長岡市柳原町3-12 http://www.sogosetsubi.co.jp

129 共同重機㈱ 建設業 新潟県 長岡市越路中沢721番地 http://www.shokokai.or.jp/15/1540110013/index.htm

130 ㈲大塚金属工業 建設業 新潟県 長岡市原町1丁目4番2号

131 ㈲新栄重機工業 建設業 新潟県
新潟市江南区駒込1丁目11
番7号

132
サンリバーベストケア
㈱

医療、福祉 新潟県
新潟市秋葉区中野5丁目2番
27号

133 ORGA
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市中央区古町通3番町
661-1　木村第三ビル

http://orga-hair.com/sp

134 ㈱西山カートン 製造業 新潟県 三条市西潟24番34号 http://www.nishiyama-ct.jp



135
税理士法人近藤まこと
事務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市西区山田3081番地6 http://www.charisma-z.com

136
佐渡緑のリサイクル協
同組合

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 佐渡市目黒町1068番地1

137
Ｐ・Ｆオートメーショ
ン㈱

卸売・小売業 富山県 富山市池田1831

138 丸三開発工機㈱ 卸売・小売業 富山県 富山市上飯野32 http://www.marusankk.co.jp

139 ㈱フードシステム 製造業 富山県 富山市新庄北町11-26

140 ㈱ウイン・ディー
専門・技術サー
ビス業

富山県 高岡市オフィスパーク6 http://www.nichinan-group.com

141
㈱富山岸グリーンサー
ビス

建設業 富山県 富山市赤田827-5 http://www.kishigreen.co.jp/toyama/

142 ㈱森崎 建設業 富山県 富山市向新庄町3-7-22
143 富山製紙㈱ 製造業 富山県 富山市下新西町3-14
144 ㈱文運堂　富山工場 製造業 富山県 砺波市太郎丸268
145 日本キャンバス㈱ 製造業 富山県 砺波市安川284 http://www.nippon-canvas.co.jp

146 ㈱システック 製造業 富山県 高岡市渋谷179
147 高精㈱ 製造業 富山県 射水市広上2000-31
148 ㈱アップライト 卸売・小売業 富山県 富山市布瀬町南2-10-2

149
（有）エス設備設計企
画

専門・技術サー
ビス業

富山県 富山市荒川2-9-34

150 （有）天然温泉海王
生活関連サービ
ス・娯楽業

富山県 射水市鏡宮361

151
株式会社髙屋設計環境
デザインルーム

専門・技術サー
ビス業

石川県
石川県金沢市瓢箪町１２番
４７号

http://www3.ocn.ne.jp/~takaya88/

152
加賀第一交通株式会社
小松営業所

運輸業 石川県
石川県小松市上本折町２９
２

153 料理　蓮 飲食店、宿泊業 石川県
石川県白山市中成１丁目７
０番地

http://ren.g-keiei.com

154 株式会社共同印刷 製造業 石川県
石川県能美市辰口町５０８
番地１

155 傳丞通商株式会社 建設業 石川県
石川県金沢市赤土町ワ７４
－１

156
石川近鉄タクシー株式
会社

運輸業 石川県
石川県金沢市北安江２丁目
３０番２６号

http://www.ishikawakintetsu.co.jp

157 株式会社山本製作所 製造業 石川県
石川県河北郡津幡町竹橋カ
４５番地１

158 株式会社山崎屋
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市藤江南２－４
１

159
株式会社エルアンドエ
ルシステム北陸

教育、学習支援
業

石川県
石川県金沢市米泉町７丁目
２８番地１

http://www.landl-tac.co.jp

160
株式会社ディーシー
コーポレーション

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市粟崎町ヌ１０
－１４

161 SSS株式会社 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市駅西新町３丁
目１９－２４

http://www.sss-corporation.biz/

162 LOUVRE
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市福久町ホ１３
－３

http://louvre-kanazawa.com

163
株式会社グローバル
アート

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市打木町東１４
２４

http://www.kanazawa-net.ne.jp/~global

164 有限会社モリクニ 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市駅西本町２丁
目１１－４２

165 有料老人ホーム宝寿 医療、福祉 石川県
石川県金沢市野田土地区画
整理事業施工地区内４街区
２０

http://www.houjyunoda.jp

166
エスブイシージャパン
株式会社

卸売・小売業 石川県
石川県金沢市出雲町イ２２
８

www.svc-japan.com

167 三星サンワ株式会社 建設業 石川県
石川県金沢市二日市町へ１
７７

www.m-sanwa.co.jp

168 マルセ実業株式会社 不動産業 石川県
石川県金沢市金石東１丁目
１番５８号

www.ヨイフドウサン.com/



169 加賀整骨院 医療、福祉 石川県
石川県金沢市入江３－１１
７

www.kagaseikotuin.com

170 株式会社日環商事 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市無量寺５丁目
７５番地

www.nikkan-shoji.co.jp

171 株式会社パレネ
サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県野々市市扇が丘２７
－７

www.parrainer.jp

172
株式会社エムズ・クリ
エイティブ

情報通信業 石川県
石川県小松市国府台１－１
４３

www.mscreative.jp

173 中橋タイル株式会社 建設業 石川県
石川県金沢市神田１丁目３
１番１号

www.nakahashi-tile.co.jp

174 大西運輸株式会社 運輸業 石川県
石川県金沢市示野町西５１
番地

175 株式会社キョー・エイ 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市問屋町３丁目
１０番地

www.kyoei-d.co.jp/

176
株式会社エイトコンサ
ルタント

医療、福祉 石川県
石川県河北郡内灘町千鳥台
２丁目１４３番

177 株式会社トーケン 建設業 石川県 石川県金沢市入江３－２５ www.token-web.com/
178 有限会社織元すみや 製造業 石川県 石川県金沢市神野東９５ www.sanadahimo.com

179 株式会社ノトアロイ 製造業 石川県
石川県羽咋郡志賀町若葉台
２６番地

www.notoalloy.co.jp/

180 株式会社AT情報研 情報通信業 石川県 石川県金沢市鞍月２－１ www.at-j.co.jp/

181 株式会社エオネックス 建設業 石川県
石川県金沢市東蚊爪町１－
１９－４

www.chika.co.jp

182 株式会社利水社
専門・技術サー
ビス業

石川県
石川県金沢市東蚊爪町１－
１９－４

http://www.risuisha.co.jp

183
株式会社システムサ
ポート

情報通信業 石川県
石川県金沢市本町１－５－
２

www.sts-inc.co.jp/

184 砂山商事株式会社 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市浅野本町１－
１５－２３

www.sunayamanet.jp

185 株式会社岡田商会 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市横川３－１８
３

www.s-okada.co.jp

186 株式会社ふれあいの里 医療、福祉 石川県
石川県金沢市木越町レ３１
番地１

187 株式会社こよみ 飲食店、宿泊業 石川県
石川県野々市市押越１－４
７

www.koyomi.co.jp/

188
株式会社北陸綜合防災
センター

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市上安原町９３
４番地

www.hsb-center.co.jp

189
株式会社ジェイ・エ
ス・エス

情報通信業 石川県
石川県金沢市示野中町２－
１１５

http://www.jss-grp.co.jp

190 上村電建株式会社 建設業 石川県
石川県金沢市専光寺町カ70
番地１

191 株式会社トルハート 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市問屋町1丁目7
番地

http://www.trueheart.co.jp

192 株式会社ビコー
サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市湊3丁目29番
地５

193 ヴィスト株式会社 医療、福祉 石川県
石川県金沢市広岡1丁目２
－１４

http://www.visst.co.jp

194
株式会社ムラカミ自動
車

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県小松市上本折町２０
８

http://www.murakamijidousha.com

195 金沢QOL支援センター 医療、福祉 石川県
石川県金沢市西泉１－１４
９－７

http://www.k-qol.com

196 株式会社みやもり 卸売・小売業 石川県
石川県野々市市上林5丁目
２９－１

http://www.kk-miyamori.co.jp

197
株式会社イノクチモー
タース

専門・技術サー
ビス業

石川県
石川県金沢市中村町２８－
２９

http://www.inokuchi-motors.co.jp

198 株式会社アクシス 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市大友2丁目83
番地

http://www.ax-jp.com

199 株式会社ハーティ
サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市大友2丁目83
番地

http://www.heartysalon.com

200 若松工業株式会社 製造業 石川県
石川県金沢市打木町東３１
５－５

http://www.wakamaz.com/



201 有限会社グロウス 運輸業 石川県
石川県金沢市専光寺町レ4
番地４

http://www.grows１.com

202
株式会社クリエイター
ズ

医療、福祉 石川県
石川県金沢市諸江町丁３０
７－２５

203
株式会社ロードスター
ワールド

卸売・小売業 石川県
石川県金沢市八日市4丁目
３６７

204 株式会社ポラリス
専門・技術サー
ビス業

石川県
石川県金沢市本町2丁目15
番1号金沢１２F

http://www.polaris-grp.com

205 株式会社中野製作所 製造業 石川県
石川県能美郡川北町字田子
島ハ４２

http://www.nakanoss.co.jp/

206 株式会社加田設備 建設業 石川県
石川県金沢市黒田1丁目80
番地

http://katasetsubi.web.fc2.com/

207
北研エンジニアリング
株式会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市松島3丁目79
番地

http://www.hokken.com

208 株式会社ダイセー 製造業 石川県
石川県金沢市増泉5丁目5番
22号

http://www.kdaise.co.jp/

209
住友林業ホームエンジ
ニアリング株式会社

建設業 石川県
石川県金沢市鞍月５－１６
７

http://www.sumirin-he.co.jp

210 株式会社オトムラ
専門・技術サー
ビス業

石川県
石川県金沢市畝田西4丁目
67番地

http://www.otomura.co.jp

211
株式会社アルパイン設
計事務所

専門・技術サー
ビス業

石川県
石川県金沢市金石本町ハ１
３－２

http://www.alpain.com

212
かもめタクシー株式会
社

運輸業 石川県
石川県金沢市旭町2丁目9番
1号

http://www.kamome-taxi.jp

213 キタサキ工業株式会社 製造業 石川県
石川県金沢市藤江南1丁目
75番地

http://www.kitasaki.co.jp

214
株式会社金沢テック
サービス

卸売・小売業 石川県 石川県金沢市進和町67番地

215
有限会社七尾自動車教
習所

教育、学習支援
業

石川県
石川県七尾市古府町南谷２
１

http://www.nanao-drive.co.jp

216 美ien
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市泉野出町２－
９－１６

http://www.vert-salon.com/

217 株式会社アンドエム 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市野町3丁目2番
33号

http://www.and-m.co.jp

218
株式会社ドゥコミュニ
ケーションズ

情報通信業 石川県
石川県金沢市上堤町1番33
号アパ金沢ビル2階

http://www.doco.co.jp

219 株式会社稲本製作所 製造業 石川県
石川県白山市源兵島町948
番地

http://www.inamoto.co.jp

220
森造型センター株式会
社

建設業 石川県 石川県小松市河田町ル４３ http://www.morizoukei.co.jp

221 加州建設株式会社 建設業 石川県
石川県金沢市小金町３－３
１

http://www.kashu.co.jp/

222 Ｊ・Ｈ株式会社 建設業 石川県
石川県金沢市二宮町15番25
号

223 株式会社明石合銅 製造業 石川県
石川県白山市横江町1484番
地

http://www.akashigo.com

224 株式会社イガム 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市問屋町２丁目
９３番地

http://www.igam.jp

225 金沢育英センター
教育、学習支援
業

石川県
石川県金沢市本町２－１－
２５

http://www.ic-ikuei.co.jp

226 株式会社村井
サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市野町1丁目1番
17号

http://www.murai-web.com

227 株式会社麒麟 金融・保険業 石川県
石川県野々市市粟田１－１
８６－１

http://www.meo.co.jp/

228
総合建築アズ　株式会
社

建設業 石川県 石川県金沢市示野町ホ３３ http://www.as-housing.com/

229
株式会社レガシーホー
ルディングス

飲食店、宿泊業 石川県
石川県野々市市野代３－１
００

http://www.legacyhd.co.jp

230 アスパック株式会社 製造業 石川県
石川県金沢市打木町東３６
３番地

231 株式会社苗加不動産 不動産業 石川県
石川県金沢市もりの里２－
２１

http://www.noka.co.jp



232
ホシザキ北信越株式会
社

卸売・小売業 石川県 石川県金沢市松島２－２６ http://www.hoshizaki.co.jp/h07/

233
株式会社畔柳インテリ
ア

建設業 石川県
石川県金沢市松村６丁目１
３２番地

234 株式会社イデアーテ 医療、福祉 石川県
石川県金沢市もりの里２丁
目２２６番地

http://www.houjyunoda.jp

235
有限会社シティ・エイ
ト・ナカデン

建設業 石川県
石川県金沢市八日市四丁目
２５０－４

http://www.city8.co.jp

236 株式会社小林製作所 製造業 石川県
石川県白山市水島町４２９
番地１７

http://www.kobayashi-mfg.co.jp

237 アキュテック株式会社 建設業 石川県 石川県金沢市玉鉾４－７３ http://www.e-accutech.com

238 株式会社安達電設 建設業 石川県
石川県金沢市湊２丁目１１
４－３５

239 北星産業株式会社 卸売・小売業 石川県 石川県野々市市横宮６－１ http://www.hokusei.co.jp

240
みつぼしテクノ株式会
社

建設業 石川県
石川県金沢市京町２６－２
２

http://www.mituboshi.co.jp

241
株式会社国土開発セン
ター

専門・技術サー
ビス業

石川県
石川県金沢市寺町三丁目９
番４１号

http://www.kokudonet.co.jp

242
株式会社タガミ・イー
エクス

製造業 石川県
石川県能美市粟生西２番地
２

http://www.tagamiex.co.jp/

243 株式会社テルメ金沢 飲食店、宿泊業 石川県 石川県金沢市松島１７番地 http://www.terume.net

244
株式会社ニューハウス
サービス

金融・保険業 石川県
石川県金沢市西泉１丁目６
６番地１

245
株式会社金沢エンジニ
アリングシステムズ

情報通信業 石川県
石川県金沢市朝霧台２丁目
１４８番地

http://www.kanazawa-es.com

246 マツシタ工業株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

石川県
石川県金沢市東蚊爪１丁目
２９番２号

http://www.matsushita-industry.jp

247
株式会社スポーツクラ
ブヴィテン

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市泉野町４丁目
８番８号

http://www.v10.co.jp

248 有限会社マナー
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市福久東１－１
４－１－１Ｆ

http://www.cutie-w.jp

249
有限会社熊坂の庄スッ
ポン堂商事

卸売・小売業 石川県
石川県金沢市神野町東９０
番地

http://www.suppondo.co.jp

250
シシクアドクライス株
式会社

製造業 石川県
石川県金沢市長土塀１－１
６－１５

http://www.sisiku.com

251 株式会社リトロヴォ 飲食店、宿泊業 石川県
石川県かほく市中沼ル４５
番地

252
ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ
ＣＵＴＩＥ

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市福久町１－１
０３

http://www.cutie-w.jp

253 株式会社リンケージ 情報通信業 石川県
石川県金沢市広岡１－１－
１８－４階

http://www.linkage-jp.com

254
丸福物流サービス有限
会社

運輸業 石川県
石川県金沢市専光寺町そ１
００番地

255
株式会社いんぎら～と
金沢

医療、福祉 石川県
石川県金沢市寺地２－１－
８

http://www.ingiratto.jp

256 スーパーびゅー蓮花寺 医療、福祉 石川県
石川県野々市市蓮花寺町２
５番地

http://www2.spacelan.ne.jp/~rengeji

257
ラ　ヴィーチ　（理容
カワバタ）

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市高尾南３－２
０

http://www.kanazawa-loveich.com/

258 丸六株式会社 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市問屋町２丁目
３０

http://www.maru-x.co.jp

259 ㈱LABwel 医療・福祉 福井県 敦賀市古田刈66-803-2

260 羽生広告店 情報通信業 福井県 大野市下据32-9-1 http://www.sellclub-sp.com/kanban/

261
介護老人保健施設　ビ
ハーラ大野

医療、福祉 福井県 大野市牛ケ原154-1-1

262 福井和泉リゾート(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

福井県 大野市朝日前坂27 http://www.fukuiizumi.com

263
㈲テジマ・ジェーアン
ドエフ

製造業 新潟県 新潟市西区大野町2827-3

264
untime be loved be
hair

生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市東区牡丹山5丁目12-
3

http://www.untime.jp



265 K・I架設工業㈱ 建設業 新潟県
新潟市北区太田甲5850番地
1

266 ㈲タイセイプラン 不動産業 新潟県 新潟市中央区明石1-6-20 http://www.taiseyplan.com

267 ㈱エアテック新潟 建設業 新潟県
新潟市北区木崎字尾山前
852-2

268
㈱生活サポーターふる
まい

医療、福祉 新潟県 見附市本所1丁目26番18号 http://www.hurumai.com

269 つなぐ㈱ 製造業 新潟県
新潟市中央区神道寺1丁目
12番15号

http://www.tunagu.biz/

270 ㈱ヤマダ
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市東区豊3丁目3番19号 http://www.yamada-eco.com

271 三芝硝材㈱ 製造業 富山県 高岡市岩坪23-2 http://www.sanshiba-g.co.jp

272 ㈱サンセイキ 製造業 富山県 南砺市是安4472-6
273 ㈱ニッポー 製造業 富山県 砺波市鹿島251
274 ㈱本田庭園 建設業 富山県 高岡市戸出吉住638
275 ㈱駒井漆器製作所 製造業 富山県 高岡市東海老坂1523-1 http://www.kamaishikki.co.jp

276 (有)池崎機工所 製造業 富山県 黒部市山田666-1
277 ㈱村井工業 製造業 富山県 富山市馬瀬口92 http://www.murai-craft.co.jp

278 菱光商事㈱ 卸売・小売業 富山県 富山市金屋1634-11 http://www.ryoko-t.co.jp

279 ㈱柴田地所 不動産業 富山県 富山市蓮町3-9-33

280
マインドサロン
Liberar

サービス業（他に
分類されないも
の）

富山県 高岡市伏木中央町5-6

281
株式会社コスモサミッ
ト

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市示野中町二丁
目１１３番地

http://www.csn.co.jp

282 株式会社オートモ 卸売・小売業 石川県 石川県金沢市竪町８６番地 http://www.o-tomo.co.jp

283
ジェイ・オーシャン
コーポレーション株式
会社

建設業 石川県
石川県金沢市疋田２丁目１
６４

284 積和建設北陸株式会社 建設業 石川県
石川県金沢市疋田３丁目２
８番地

http://sekiwakensetsu.com

285 京町産業車輌株式会社 製造業 石川県
石川県金沢市京町１０－３
０

http://www.kyomachi.net

286
ニューハウス工業株式
会社

建設業 石川県
石川県金沢市西泉一丁目６
６番地１

http://www.newhouse-newhouse.co.jp

287 株式会社ハイテクス
専門・技術サー
ビス業

石川県
石川県小松市大領町な４－
１

http://www.hi-techs.co.jp

288
株式会社会宝総合研究
所

専門・技術サー
ビス業

石川県
石川県金沢市東蚊爪１丁目
２５番地

http://www.kaihosouken.jp/

289 株式会社ヤマモト 卸売・小売業 石川県
石川県白山市横江町１１３
８－１

http://www.yamakai-metal.com

290 株式会社クマ
サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市法島町１番１
０号

291 有限会社クマビーエス
サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市法島町１番１
０号

292 クマテクノ株式会社 建設業 石川県
石川県金沢市法島町１番１
０号

293
有限会社若草ホーム産
業

不動産業 石川県
石川県金沢市若草町１６－
１

http://www.wakakusa-home.co.jp/

294 株式会社プラス 飲食店、宿泊業 石川県
石川県加賀市作見町リ８２
－１

295
特定非営利活動法人石
川バリアフリーツアー
センター

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市千木１丁目７
５番地

http://ibarifuri.com

296
株式会社塗装館エス・
エス

建設業 石川県
石川県金沢市千木１丁目７
５番地

http://www.tosokan.jp

297 株式会社中本鉄工 製造業 石川県
石川県金沢市湊３丁目８番
地

http://www.nakamototekkou.co.jp

298
ＬＵｃｃｉｃａ　ｈａ
ｉｒ　ｍａｋｅ

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県野々市市稲荷２－１
４６

http://luccica.biz

299
イーストメディック株
式会社

卸売・小売業 石川県
石川県金沢市割出町７０２
番２

http://www.east-medic.jp



300 株式会社ツカモト 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市打木町東１３
２９番

http://www.tsukamoto-p.com

301
喜多ハウジング株式会
社

建設業 石川県 石川県金沢市新保本３－３ http://www.kita-net.co.jp

302
株式会社ナカシマグ
ループ

卸売・小売業 石川県
石川県加賀市大聖寺南町ロ
７－６

303 きぬや 卸売・小売業 石川県
石川県加賀市山中温泉東一
丁目マ２２

http://www.kagaenuma.jp/kinuya/.

304
パティスリーラ・ナ
チュール

飲食店、宿泊業 石川県
石川県野々市市御経塚２－
２８８

http://www.lanature.jp

305 ＩＰサポート 情報通信業 石川県
石川県金沢市武蔵町１４番
３１号ー５Ｂ４

306 株式会社リンクネット 情報通信業 石川県
石川県金沢市横川４丁目１
８８番地

http://www.link-nt.co.jp

307 竹中繊維株式会社 製造業 石川県
石川県かほく市高松オ９０
－３

308
中島メッキ工業株式会
社

製造業 石川県
石川県金沢市湊１－９３－
１１

309 石川中央魚市株式会社 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市西念４丁目７
番１号

http://www.ishikawa-uoichi.co.jp

310 株式会社すずらん 医療、福祉 石川県
石川県金沢市西念２丁目１
－３９－１０１

311
株式会社エイムイン
タービジョン

医療、福祉 石川県
石川県野々市市御経塚４丁
目１０番地

http://aimkaigo.fitness-aim.com

312
協同組合　全国企業振
興センター

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市大友町ニ６５
番地１

http://www.ikoc.net

313 社会福祉法人　陽風園 医療、福祉 石川県
石川県金沢市三口新町１丁
目８番１号

http://www.yofuen.com

314
株式会社マナコーポ
レーション

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市もりの里２－
２２５

http://www.h246.com

315 株式会社　気谷 製造業 石川県
石川県かほく市木津ハー４
１－２

http://gomupro.com

316 株式会社トップス
サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市窪７丁目２８
５番

http://www.554510.com

317 北陸運輸興業㈱ 運輸業 福井県 福井市和田2丁目923
318 ㈱西谷重工 建設業 福井県 福井市大東3丁目8-13

319 ㈱第一環研究
その他のサービ
ス業

福井県 福井市成和1丁目1503

320 ㈲やまと 飲食店 福井県 小浜市四谷町20-13
321 井上金庫販売㈱ 卸売・小売業 福井県 西木田3丁目5番1号

322
アイビーエージェント
㈱

教育・学習支援
業

福井県 福井市日之出4丁目1-6

323 ケイカン交通㈱ 運輸業 福井県 あわら市二面34-4-8
324 長谷川造園㈱ 建設業 福井県 坂井市春江町大針8-23
325 ㈱橋谷 製造業 福井県 福井市江端町3-8-3

326 ㈱マルヤテキスタイル 製造業 福井県
坂井市春江町金剛寺1丁目
3-2

327 ㈱カンパネラ 卸売・小売業 福井県 坂井市春江町針原15-8

328 くまちゃん動物病院
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市江南区亀田四ツ興野
4-5-5

http://kumachan-ah.com

329 ラーメンなおじV3 飲食店、宿泊業 新潟県
新潟市東区はなみずき1-
15-23

330 舟弘刃物製作所 製造業 新潟県 長岡市与板町与板953

331 ㈲ダイシン工芸 製造業 新潟県
新潟市江南区亀田大月3-
1907-7

http://www.daishin-kogei.jp

332
社会福祉法人　いじみ
の福祉会

医療、福祉 新潟県 新発田市岡田1746番地1 http://hidamarien.ne.jp/

333 ㈱cheap・trick
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市東区新松崎1-10-5

334 ㈱大和屋 建設業 新潟県 新潟市中央区清五郎616-2 http://n-exterior.jp/
335 一菱金属㈱ 製造業 新潟県 燕市燕49-7 http://ichibishi.com



336 エヴァ　亀田店
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市江南区亀田四ツ興野
3-2-29

http://evah-hair.com

337
カットサロン　ハヤカ
ワ

生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県 新潟市中央区米山1-11-15

338 ケープタウン㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市西区真砂1丁目13番
27号

339 ㈲医療衛生研究所 医療、福祉 新潟県
新潟市中央区横七番町通5
丁目4694

340
㈱コミュニティサービ
ス新潟

医療、福祉 新潟県
新潟市西区青山7丁目3番16
号

http://aigo-care.com

341 ㈱ディーフィット
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区女池南2丁目
4-11　創ビル2F

http://www.dfit.co.jp

342
㈱あやめコーポレー
ション

製造業 新潟県
新潟市西区寺尾朝日通15番
34号

http://www.ayame-poppo.com/

343 ㈱中澤商会
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市東区豊2丁目3番12号

344
㈱太陽メディケアサー
ビス

医療、福祉 新潟県 長岡市千歳3丁目2番35号 http://kawasaki.medic-taiyo.jp/

345
社会保険労務士法人
パーソナルサポート

専門・技術サー
ビス業

新潟県
長岡市大島本町2丁目3番地
12

http://www.personal-support.net

346 ㈱楠電機商会
電気・ガス・熱
供給・水道業

新潟県 三条市今井野新田286

347 原価率研究所 飲食店、宿泊業 新潟県
新潟市中央区南万代町14-
20

http://genkaritsu.com

348 ㈱ハイサーブウエノ 製造業 新潟県 三条市福島新田丙2406番地 http://www.hi-serv.com

349
㈱永井工業　住宅事業
部　　　　　　　大き
な森

建設業 新潟県 長岡市新産4-4-6 http://www.okina-mori.com

350 ㈱デンチャー工房
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市西区平島819番地1

351
NPO法人　ハートリンク
ワーキングプロジェク
ト

飲食店、宿泊業 新潟県
新潟市中央区万代3-1-1　ﾒ
ﾃﾞｨｱｼｯﾌﾟ1F

http://cchlwp.com

352 足ツボ屋さん
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市西区寺尾東1-1-10 http://ashitubo.jp/

353 ㈲愛光園 医療、福祉 新潟県 燕市小高1148 http://www.ｌｌ20aikouen.co.jp

354 ㈱アイ・プラント 建設業 新潟県
新潟市西区寺尾西4丁目9番
3号

355 五十嵐建設㈱ 建設業 新潟県
新潟市西区青山1丁目12番8
号

356 ㈱中央ウィンドー 建設業 新潟県
新潟市東区津島屋6丁目138
番地1

http://www.order-furniture.jp/

357 ㈲西山動物病院
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市東区竹尾3-9-21 http://www.nishiyama-ah.com

358 新プロ産業㈱
電気・ガス・熱
供給・水道業

新潟県 新潟市北区神谷内2927-6 http://niipuro.com

359 丸運自動車工業㈱
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市西区流通センター6
丁目2番地2

360 ㈱富樫工務所 建設業 新潟県 村上市早稲田766-2
361 ㈱加茂製作所 製造業 新潟県 三条市下保内1198-1 http://www.fsinet.or.jp/~kamose

362 ㈲トーゴスタジオ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市東区東明7丁目5-9 http://www.tohgo-studio.co.jp

363 新潟鶴峰産業㈱ 製造業 新潟県 新潟市北区新崎386番地18 http://www.n-kakuhou.jp

364 新潟保温工業㈱ 建設業 新潟県
新潟市西区新通西2丁目9番
16号

365 ㈱大庄 卸売・小売業 新潟県 長岡市中之島405 http://www.daishogroup.co.jp

366 ㈱YUMETEN.com 建設業 新潟県
新潟市西区鳥原新田397番
地1

http://www.yumeten.com

367
平野社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市秋葉区中野3-4-14

368
デイサービス・ショー
トステイ
スマイル花はな

医療、福祉 新潟県 新潟市秋葉区小戸下組24-1 http://hanahana-care.com/



369
デイサービスセンター
花はな

医療、福祉 新潟県
新潟市秋葉区新津東町1-7-
53

http://hanahana-care.com/

370
新津ショートステイ
花はな

医療、福祉 新潟県
新潟市秋葉区新津4528番地
1

http://hanahana-care.com/

371 ㈲エムズ　（LUXE)
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区下大川前通3-
2230　Bridges2F

http://www.luxe-salon.jp

372 アイウッド㈱ 製造業 新潟県 新潟市東区木工新町372-9 http://www.iwood.co.jp

373 ㈱コーマベレニケ
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県 新潟市中央区笹口1-19-9

374
ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ
ｍｉｔｓｕｄｏｒｉ

生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市中央区米山3-5-8
越村ビル1F

http://blog.goo.ne.jp/mitsudori

375
㈲アートプロポーショ
ン

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市西蒲区茨島1842番地
14

376
共栄エンジニアリング
㈱

製造業 新潟県 阿賀野市山倉1912-2 http://www.kyoeieng.co.jp

377
㈲田中金作商店
スポーツガーデン新潟

生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県 新潟市中央区米山6-14-7 http://www.sports-garden.co.jp

378 診断技術㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市西区平島1346-2
ウェルズ21平島E号室

http://shindangi.hotcom-web.com/

379 ㈱オカ
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市西区大野188-1 http://www.dymac.co.jp

380 ㈱環境科学 製造業 新潟県 新潟市西区山田3380番地 http://www.kankyo-k.jp

381 GRAVIDE　Hair　Labo
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区堀之内南1-1-
22　坂木ビル1F

http://gravide.jp

382 ㈱メディアトップ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市中央区愛宕1-4-7 http://www.media-top.jp

383 ㈱Ａ-ＴＲＡＤ 製造業 新潟県
新潟市江南区曙町3丁目7番
12号

384 ㈱せいだ 卸売・小売業 新潟県 新発田市大伝540番地1 http://seida.co.jp

385 ㈱わいけい住宅 建設業 新潟県
新潟市中央区附船町1丁目
4273番地1

http://www.ykhome.co.jp/

386 A,one管工 建設業 新潟県
新潟市秋葉区七日町字内野
1612番地3

387 ㈱スミヨシ 飲食店、宿泊業 新潟県
長岡市左近町114-2　ｴﾊﾞｰ
ｸﾞﾘｰﾝ左近102

388 ㈱東江総業 製造業 新潟県
新潟市江南区木津工業団地
1-28

389 シマト工業㈱ 製造業 新潟県 三条市柳川新田978 http://shimato.co.jp/
390 ㈱新潟容器製作所 製造業 新潟県 新潟市北区新崎386-7 http://www3.ocn.ne.jp/~nys/index.html

391 ㈲本間製作所 製造業 新潟県 阿賀野市保田5511番地

392 ㈱竹内電機工業所
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市東区臨港町三丁目
4914番地

393 ㈲共栄化工 製造業 新潟県 新潟市北区松栄町2843番地

394 ㈱徳利 製造業 新潟県
新潟市北区下大谷内378番
地38

http://www.k-tokuri.com

395 ㈲イズミフーズ 卸売・小売業 新潟県
新潟市江南区酒屋町330番
地

396 ㈲鈴木カメラ修理店
専門・技術サー
ビス業

新潟県 長岡市錦2丁目4番6号

397 ㈲皆喜組 建設業 新潟県
新潟市北区新元島町3953番
地10

398 ㈱Ｊ.ＳＥＣＵＲＩＴＹ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区女池7丁目1番
6号

http://www.j-security.co.jp/

399 ㈱プレステージ・ワン
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区女池8丁目12
番43号

400 豊心建設㈱ 建設業 新潟県 新潟市江南区曽川乙839-1

401
シーサイド・ファクト
リー㈱

製造業 新潟県 佐渡市二見117

402 ㈱萩田換地 不動産業 新潟県 佐渡市東大通1220-7 http://www.hagita-kanchi.com/



403 ㈱ひまわりオート 卸売・小売業 新潟県
村上市九日市字江添145番
地3

404 アルバ㈱
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市東区江南6丁目8-4 http://www.aruba-g.jp

405 ジーライズ㈱ 建設業 新潟県 新潟市東区江南6丁目8-4

406
㈲サンケイエンジニア
リング

製造業 新潟県
新潟市北区早通北1丁目4番
8号

http://www.sankei-e.net

407 ㈱安田工作所
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区美咲町2丁目3
番19号

408 アクイール
専門・技術サー
ビス業

新潟県 見附市上新田町439-13

409 エヌメック東日本㈱ 建設業 新潟県
新潟市東区豊1丁目11番55
号

http://www.n-mec.co.jp

410 新潟スチール㈱ 製造業 新潟県 三条市猪子場新田1421番地 http://www.niigatasteel.co.jp

411 rapport MIYOSHI
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県 三条市東裏館2-13-9-1

412 ㈱月下氷人 飲食店、宿泊業 新潟県
新潟市中央区万代島5-1
万代島ビル6Ｆ

413 ㈱アクセスビギン 情報通信業 新潟県
新潟市中央区万代2-3-16
リバービューSDビル4Ｆ

http://www.access-begin.co.jp/index.html

414 ㈱アチーブ
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区南出来島1-
10-7　                出
来島第一ビル4F

415 ㈲阿部仏壇製作所 製造業 新潟県
新潟市東区木工新町372番
地10

http://www.ab.auone-net.jp/~abe-bu/index.htm

416 美容室シャワー
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市秋葉区中野3-18-1 http://www.yamazaki-biyou.com

417 美容室ラビィ
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市西区槇尾字布割404-
2

http://www.yamazaki-biyou.com

418 ヤマザキ美容室
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市秋葉区新保47-3 http://www.yamazaki-biyou.com

419 ㈱壱成 卸売・小売業 新潟県 新潟市北区朝日町2-13-17

420 ㈱清起商店 卸売・小売業 新潟県
長岡市寺泊片町9353番地
472

http://www.tarakoya.com/

421 ㈲小田工業 建設業 新潟県 長岡市両高1227番地

422 ㈲村山健次商店 製造業 新潟県
新潟市江南区船戸山3丁目
10番11号

423
社会福祉法人 春陽福祉
協会

医療、福祉 新潟県 新潟市北区太夫浜1747番地 http://www6.ocn.ne.jp/~matuhama/

424 ㈱たかだ 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区八千代2丁目2
番1号

http://www.takada-n.co.jp/

425
㈱シーエスレポーター
ズ

情報通信業 新潟県
新潟市中央区南出来島1-
10-7　出来島第一ビル3Ｆ

http://www.cs-reporters.com

426 ㈱日特コイデ 製造業 新潟県 見附市新幸町9-3
427 増井商事㈱ 卸売・小売業 新潟県 新潟市東区山木戸3-14-10 http://www.masui.biz
428 ㈲中野製作所 製造業 新潟県 新潟市東区河渡庚296-16

429 ㈱BLOW
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市北区木崎1754-12

430 ナムヂャイ
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区花町2069　新
潟花町ビル3Ｆ

http://www.namjai.jp/

431 ㈱ビューズ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区鐙西2丁目35-
6　PINEビル2Ｆ

http://www.happy-pass.com

432 ㈱ホクエツ 卸売・小売業 新潟県 燕市物流センター2-29 http://www.hokuetsu.jp

433
Lauto Decoration &
NailSalon

生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市東区はなみずき1-
14-12　2F

http://lauto.jp

434 ㈱さくら印刷 製造業 新潟県 小千谷市大字桜町1454番地

435 美容室ビビック
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市北区松浜新町1-17

436 スタジオマーチ
専門・技術サー
ビス業

新潟県 小千谷市平成1-7-4

437 ネイルサロンリュクス
専門・技術サー
ビス業

新潟県 燕市井土巻2-201-1 http://www.luxe-nail.com



438 ａｔ　ＬＵＸＥ
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区下大川前通3-
2230-2Ｆ    美容室ＬＵＸ
Ｅ内

439 ㈱Dawn Dish Project 飲食店、宿泊業 新潟県
新潟市中央区古町通9番町
1475番地　芳眞ビル1Ｆ

440 河政刃物 製造業 新潟県
長岡市与板町与板乙1616-
15

441 ㈱大屋造園 建設業 新潟県 新潟市西蒲区道上11

442 ㈱ＪＫカンパニー
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区堀之内南1丁
目1-22　坂本ビル101

http://www.nailresort-momo.com

443 ㈱LIFE KNOWLEDGE
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市中央区万代1-2-3
コープ野村万代1F

444
リラクゼーション　ス
ペース　ＳＫＹＰＩＡ

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
十日町市千歳町2-1-17 1F-
C

http://www13.plala.or.jp/skypia3000/

445 ㈲ナガイ商店 卸売・小売業 新潟県
新潟市江南区元町4丁目2-
56

446 Raftel HAIR SALON
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県 新潟市中央区米山2-8-13

447
ネイルサロン＆スクー
ル　C.Cnail

専門・技術サー
ビス業

新潟県
見附市昭和町2-9-6　Tハウ
ス12号室

448 Nayuta
専門・技術サー
ビス業

新潟県 三条市東裏館1-14-15 http://nayuta-hair.com

449
美容室ボンジュールヘ
アー

専門・技術サー
ビス業

新潟県 三条市塚野目6-1-41

450 ヘアーオアシスパル
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県 三条市三竹2丁目3-11 http://oasis-pal.com

451 リトルリーフ小葉 建設業 新潟県 新潟市西区坂井624-8

452 ㈱リープ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市北区嘉山4-13-29

453 ㈲美容室トモコ
専門・技術サー
ビス業

新潟県 加茂市栄町13-32

454 ㈱荒惣
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 胎内市本町5番1号 http://www.araso.co.jp

455
下越生コンクリート圧
送協同組合

建設業 新潟県
新潟市中央区愛宕1丁目4番
18号

456 ㈲ファナティック 運輸業 新潟県
南蒲原郡田上町大字坂田甲
56-1

457 アイマーク環境㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 佐渡市潟端403番地5 http://www.i-mark.gr.jp

458 長岡空調工業㈱ 建設業 新潟県
長岡市南陽一丁目1216番地
6

http://nagaoka-kucho.co.jp

459 品田産業㈱ 製造業 新潟県 新潟市北区新崎293番地16 http://www.shinadaindustrial.com

460
特定非営利活動法人
青りんごの会

医療、福祉 新潟県 新潟市北区白新町1-9-7

461 タケダ自動車㈱
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市西蒲原郡弥彦村美山
6562番地

462 ㈱和穏 医療、福祉 新潟県 燕市吉田鴻巣106-1 http://www.rabbit-hanahana.com/

463 ㈱あおば中央人事労務
専門・技術サー
ビス業

新潟県 燕市井土巻2-238

464 ㈲櫂舟歩道 建設業 新潟県 新潟市北区上土地亀303-1

465 西巻印刷㈱ 製造業 新潟県
三条市西裏館二丁目1番33
号

http://www.nishimaki.co.jp

466 ㈲ニールストリート
専門・技術サー
ビス業

新潟県 三条市林町1丁目18番6号 http://blog.goo.ne.jp/nealstreet

467 ㈲星六 卸売・小売業 新潟県 長岡市摂田屋4-5-11 http://hoshi6.com
468 ㈲大矢組 建設業 新潟県 新潟市南区白根古川485

469
㈱アーバン・セキュリ
ティ

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市北区太田甲5198番地
2

http://www.urban-security.jp/

470
フラワーショップ ｌｉ
ｅｂｅ.

卸売・小売業 新潟県 五泉市宮野下6455番地1



471 ㈲カーフレッシュ新潟
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市秋葉区田島824-2 http://www.carfresh.jp

472 ㈲佐藤製作所 製造業 新潟県 三条市吉田1205番地
473 ㈱早川組 建設業 新潟県 長岡市寺泊下曽根103番地

474 ㈱百笑市場
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市東区逢谷内3丁目519
番地1

475 白新工業㈱ 建設業 新潟県
新潟市北区白新町1丁目8番
1号

476 トラストラボ㈱
専門・技術サー
ビス業

新潟県 十日町市三領163-2 http://trustlab.jp/

477 ネイルサロン　Felice
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区西堀前通5番
町761番地

http://n-felice.com

478 ㈱たべたがり 農業・林業 新潟県 長岡市岩田227-1 http://www.tabetagari.jp

479 パール金属㈱ 卸売・小売業 新潟県 三条市五明190番地 http://www.p-life.co.jp

480 ㈱中川工業所 製造業 新潟県
新潟市北区太夫浜字加治川
向3960-2

481 ㈱ペガ総合設備 建設業 新潟県 長岡市才津南町1332-1
482 ㈱シーアンドシー 卸売・小売業 新潟県 三条市三貫地新田488-1 http://www.candc.ne.jp

483 ㈲新開発測量
専門・技術サー
ビス業

新潟県 南魚沼市南田中331番地1

484 ㈱信濃車体製作所 製造業 新潟県 新潟市西区流通2丁目1番地

485 ㈱Tableau 情報通信業 新潟県
新潟市中央区西堀通6番町
876　千歳ﾋﾞﾙ4F

http://tableau.co.jp

486 ㈲小林木興社 製造業 新潟県
新潟市西区坂井3丁目6番10
号

http://www.mokkousha.co.jp

487
社会福祉法人　しろね
福祉会

医療、福祉 新潟県 新潟市南区庄瀬8120番地 http://www.shinanoen.net/

488 ㈱アルバ建設 建設業 新潟県 新潟市東区大形本町3-2-26
489 見附染工㈱ 製造業 新潟県 見附市月見台1-3-1 http://www.mitsuke-senko.co.jp

490 ㈱シルバーホテル 飲食店、宿泊業 新潟県 新潟市中央区万代1-3-30 http://www.silverhotel.co.jp/

491 ㈲ユニーク 製造業 新潟県 新潟市西区的場流通1-1-1 http://unique-office.com

492 ㈱ハピネス 飲食店、宿泊業 新潟県
新潟市中央区鳥屋野288番
地1　2F

http://www.n-happiness.jp

493 ㈱三共電機
電気・ガス・熱
供給・水道業

新潟県 三条市松ノ木町2番8号

494
㈱ラックコンサルティ
ングファーム

専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市中央区米山3-5-8

495 ㈱中央印刷 製造業 新潟県 長岡市学校町1-9-21 http://chuo-p.com

496 サトウ労務研究所
専門・技術サー
ビス業

新潟県 三条市須頃1-28 http://www.sato-group.net/

497 ㈱HUSE
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県 新潟市中央区八千代2-3-8

498 ㈲YOU美容室
専門・技術サー
ビス業

新潟県 三条市下坂井2-23 http://www.you-web.jp

499
第一コンピュータ印刷
㈱

製造業 新潟県 三条市塚野目3-20-24 http://www.ichi-com.co.jp/

500 ㈱どら
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市江南区両川2丁目
4500番地4

http://www.dola-net.com

501 ㈱山村製作所 製造業 新潟県 三条市金子新田丙875-6 http://www.yamamura-mfg.co.jp

502 ㈱平山電気商会 建設業 新潟県 村上市上片町2番19号 http://hirayama-denki.co.jp/

503
カットスペース　ダ
ディ

専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市北区柳原2-9-25 http://daddy.bestsalon.jp

504 ㈱アイガー 建設業 新潟県 新潟市東区河渡庚227
505 ㈱ＢＥＬＬＳＯＦＴ 情報通信業 新潟県 長岡市亀貝町468番地 http://xbs.jp/
506 ㈱大堀商会 建設業 新潟県 新発田市五十公野3439 http://www.oohori.biz/
507 ナカヤマ紙工㈱ 製造業 新潟県 燕市秋葉町1-10-6

508 ㈲ヒサキ美容室
専門・技術サー
ビス業

新潟県 三条市本町二丁目13番8号 http://e-hisaki.com

509 ㈱ツボフジ 製造業 新潟県 三条市大字尾崎3904番地3 http://www.tsubofuji.com

510 ㈲オート・フリーク 卸売・小売業 新潟県
新潟市南区大通南1丁目38
番地

http://www.climb-company.com



511 こじま事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区八千代2-3-1
ＮＳＴビル203

http://www.officemasa.com

512 久保誠電気興業㈱ 製造業 新潟県 長岡市宝1-1-1 http://www.kubosei.co.jp

513 ㈲鈴木鈑金車輛販売
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市北区長場1385番地 http://www.suzuki-sharyo.com/

514 長岡乳配㈱ 運輸業 新潟県
長岡市高島町字新保930番
地

http://ｎewhigh.jp

515 ㈱マイスター
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市東区卸新町2丁目
2066番地8　eﾌﾟﾗｻﾞ2F

516 ㈱ＮＩＳ保険サービス 金融・保険業 新潟県 新発田市御幸町2丁目9-3 http://nis-insurance.co.jp/

517 ザンシン㈱ 情報通信業 新潟県
新潟市中央区紫竹山1-8-6-
204

http://www.zansin.co.jp

518
ｷｬﾘｱﾊﾟｽｹｰｽﾞﾀｳﾝ女池教
室

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区女池8丁目
1822番地1

 

519 ㈱インテリア山下 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区堀之内南１丁
目32番16号

http://www.re-shop02.com/

520 ㈱ナビック 卸売・小売業 新潟県
新潟市東区松島1丁目2番8
号

http://www.navic-n.co.jp

521 ㈱サノックス 運輸業 新潟県 新潟市西蒲区桜林3223番地

522 都タクシー㈱ 運輸業 新潟県
新潟市中央区礎町通2ノ町
2142番地1

http://park23.wakwak.com/~miyako/

523 ㈱フジレメック 製造業 新潟県
新潟県三条市北入蔵1丁目2
番5号

http://www.fjr.co.jp

524
介護老人保健施設回生
園

医療、福祉 新潟県 新潟市西蒲区押付678

525 ㈱セキヤ 建設業 新潟県
新潟市南区東萱場字土居下
2161番地1

http://sekiya-eco.com

526 佐藤泰男事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟県三条市興野1丁目10
番14号

http://www.chuetsu-traffic.com

527 中越交通㈱ 運輸業 新潟県 三条市北入蔵1丁目9番5号

528 ㈱コンヨ 卸売・小売業 新潟県
新潟県三条市大字福島新田
丁345番地

529 ㈲エヌデーエス 運輸業 新潟県 新潟市西蒲区桜林3223番地

530 ㈱加島屋 製造業 新潟県
新潟市中央区東堀前通八番
町1367番地

http://www.kashimaya.jp/

531 ㈱悠 医療、福祉 新潟県 新潟市西区善久730番地1 http://www.yuu-kurosaki.sakura.ne.jp/

532 ㈲ビー・ブロー 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区弁天橋通2丁
目1番21号

533 ㈲みなと設備 建設業 新潟県 新潟市北区松浜みなと34-6

534 ㈱ホスピターレかえで 医療、福祉 新潟県
新潟県新発田市住吉町3-4-
3

535 三越タクシー㈱ 運輸業 新潟県 長岡市柏町1丁目1番7号 http://www.35-6161.com

536 ㈱ウスタ
専門・技術サー
ビス業

新潟県 三条市須頃1丁目26番地 http://www.usuta.jp

537 マルス蒲鉾工業㈱ 製造業 新潟県
新潟市中央区本町通11番町
1827-5

http://www.marusu-kamaboko.com

538 ㈲アルプスオート
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市西区山田3350番地 http://www.juniigata.com/shop/0235/

539 ㈱にいがた三昧
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市西区平島3-7-6　第2
中山ビル1F

http://www.zanmai.info

540 ㈱ファーマみらい 卸売・小売業 新潟県
新潟市西区平島3-5-13　Y
ビル

http://www.phmirai.co.jp/company/summary.html

541 ㈲石垣設備 建設業 新潟県
新潟市北区島見町上往来
1590

542 ㈲アスタードライ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市北区木崎866-4

543 ㈲新潟コアサービス 建設業 新潟県 新潟市西区木場2256番地
544 ㈱コム・メディカル 医療、福祉 新潟県 三条市下須頃18番1 http://www.kom-medical.co.jp



545 ㈲栄オート商会
専門・技術サー
ビス業

新潟県 三条市吉野屋甲4186番地

546 ㈱スパンギャルド 製造業 新潟県 新潟市東区松和町8-26 http://www.jamila.jp

547 ㈱池田看板 製造業 新潟県
新潟市北区島見町字芝田
2434-36

http://ikeda-kanban.com

548 信田精肉店 卸売・小売業 新潟県 燕市吉田7452
549 新潟煙火工業㈱ 製造業 新潟県 新潟市中央区白山浦2-213

550
一般財団法人
健康医学予防協会

医療、福祉 新潟県
新潟市東区はなみずき2丁
目10番35号

http://www.kenko-i.jp

551 ㈱三友組 建設業 新潟県 魚沼市吉田163番地 http://mitomogumi.co.jp/

552 ㈱田中米穀 卸売・小売業 新潟県 長岡市新組町2250 http://www.tanaka-b.co.jp/

553 ㈱ハーヴィッド
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市東区牡丹山3丁目12-
10

http://heavid.com/

554 すみれ建装㈱ 建設業 新潟県 新潟市東区柳ケ丘19番16号

555
㈲中条メディカルサー
ビス

医療、福祉 新潟県 胎内市羽黒1017 http://www.nakajo-ms.jp/

556 エスエスシステム㈱ 卸売・小売業 新潟県 新潟市東区中島1-4-5

557
社会福祉法人　きんし
有明福祉会

医療、福祉 新潟県
新潟市西区小針が丘2番43
号

http://kinshi-ariake.jp

558
ＨＡＩＲ　ＶＩＮＣＵ
ＬＵＭ

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市秋葉区みそら野3-1-
2

http://hairvinculum.sharepoint.com

559 和光車体工業
専門・技術サー
ビス業

新潟県 三条市棚鱗242

560 ㈱大川自動車整備工場
専門・技術サー
ビス業

新潟県 長岡市摂田屋町2856番地

561 ㈲ビープロヴァイド
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市中央区下大川前通2
ノ町2230-33

562 ㈱アン
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区古町通5-624
石本ビル2Ｆ

http://www.ann-web.co.jp

563 ㈱柳都入船 製造業 新潟県 新潟市東区下場25番地3

564 ㈲メタル・システム 建設業 新潟県
新潟市江南区曙町3丁目4-
17

http://www.metal-sys.net

565 ㈲ヨシハラ建材店 卸売・小売業 新潟県 長岡市新産東町70番
566 ㈱結城製作所 製造業 新潟県 新潟市北区新崎293番地14

567 太平工業㈱ 建設業 新潟県
新潟市江南区山二ツ322-6
番地

568 ㈱トプカピ
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市中央区上所中1-7-19
北村ﾋﾞﾙ1F

http://www.topkapi-jp.com

569
㈱スリーマイルズテー
シー

卸売・小売業 新潟県
新潟市西区平島１丁目6番
地2

http://www.threemiles.co.jp

570 ㈱サンワ女池 医療、福祉 新潟県
新潟市中央区女池上山4丁
目5番1号

http://www.sanwameike.co.jp

571 ㈱パロム 医療、福祉 新潟県
新潟市中央区上近江1丁目2
番20号

http://www.paromu.co.jp

572 はとタクシー㈱ 運輸業 新潟県
新潟市中央区高志1丁目8番
7号

573 ㈱保険ジャパン新潟 金融・保険業 新潟県
新潟市中央区白山浦2丁目
171番地59

http://www.hokenjpn.com/

574 ㈲ニクス 卸売・小売業 新潟県 新潟市中央区南長潟12-8 http://www.decoworld.co.jp

575 ㈱トアイリンクス
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区新和1-6-20
アーク笹出

http://www.twoailinks.com

576 ㈲コバト交通 運輸業 新潟県
新潟市中央区高志1丁目8番
7号

577
アルカディアシステム
ズ㈱

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区花園2丁目1番
16号

http://www.arcadia-systems.net

578 ㈲山田ライフ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 三条市本町4丁目1番地8

579 ㈱Re-size. 建設業 新潟県 新潟市中央区上所1-12-16 http://re-size.biz

580
エコビジネスネット
ワーク・新潟

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市西区坂井東6-12-40

581 ㈱サンウッドビーピー 卸売・小売業 新潟県 新潟市中央区高美町3-17 http://www.sunwood-bp.jp



582 三陽工業㈱ 製造業 新潟県 小千谷市平沢2丁目3番20号 http://www.sanyo-ind.co.jp

583
クリエイトエンジニア
リング㈱

専門・技術サー
ビス業

新潟県
長岡市沢田1-1-6　SFビル
2F

584
魚沼タクシー㈱わくわ
く長岡

運輸業 新潟県 長岡市城岡2-7-18

585 ㈱カバサワ 製造業 新潟県
長岡市与板町本与板230番
地

http://www.kabasawa-saw.jp

586 一般社団法人　葵学園
教育、学習支援
業

新潟県
長岡市大手通1-4-12　都屋
ビル2-3F

http://www.medical-heart.com/aoitop.html

587 ㈱青海製作所 製造業 新潟県
新潟市南区下曲通字中江下
787

http://www.aomi-ss.jp/

588 ㈱リゼミ
教育、学習支援
業

新潟県 三条市興野3-21-30 http://www.rizemi.jp

589 ㈱かわい 飲食店、宿泊業 新潟県 長岡市寺泊野積1045-4

590 美容室　Ｃｒｉｓｐ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市北区白新町3-9-1

591 旅館割烹しかい 飲食店、宿泊業 新潟県 新潟市北区松浜本町4-2-38 http://r-shikai.com/
592 ㈱インプレッシヴ 情報通信業 新潟県 新潟市中央区米山4-1-31 http://www.impressive.jp

593 ㈱真友社
教育、学習支援
業

新潟県
新潟市中央区花園1-5-3
ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞﾙ

http://shinyusya.jp

594 ㈲坂上製作所 製造業 新潟県
新潟市北区松浜みなと42番
14号

595
㈱トスネット
信越・北陸地区

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市中央区上所上3-1-27 http://www.tosnet.co.jp

596
スワン・バートナーズ
㈱　　　　　　長潟 ス
ワンの里

医療、福祉 新潟県
新潟市中央区長潟1134番地
1

http://swan-partners.com/

597 新潟ニッタン株式会社 建設業 新潟県 新潟市中央区上近江2-5-10 http://nittan-fts.com/niigata-ni/

598 ㈱サイバーアート 情報通信業 新潟県
新潟市西区小針4丁目26-36
2Ｆ

http://www.cyber-art.co.jp

599 ㈱推建工業 建設業 新潟県 三条市三竹1丁目16番12号
600 テラノ精工㈱ 製造業 新潟県 長岡市三島新保420番地 http://www.terrano-seiko.co.jp

601 ハル電子㈱長岡工場 製造業 新潟県 長岡市三島新保3066番地3 http://www.hal-e.co.jp
602 ㈲高儀農場 農業・林業 新潟県 新潟市北区新崎2757番地 http://www.fruitstomato.com

603 ㈱ヨカロ 飲食店、宿泊業 新潟県
新潟市中央区綱川原1丁目
14番20号

http://www.yokaro.com/

604 ㈱ケルヴィン 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区紫竹山7丁目
10番16号

http://www.kelvin-web.jp/

605 ㈱番場工業所 建設業 新潟県 長岡市上除町甲368-2 http://banba-k.co.jp
606 ㈱長沢 卸売・小売業 新潟県 加茂市本町2番18号 http://www.nagasawa-p.co.jp

607 ㈲エキップ 卸売・小売業 新潟県 長岡市水梨町147-1 http://www.equipe.jp/

608 モリパワー㈱ 情報通信業 新潟県
新潟市中央区上近江3丁目
35-5

http://www.moripower.jp

609 ㈱巻中央自動車学校
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市西蒲区河井706番地 http://makichuo.co.jp/

610 ㈲ハヤシ漬物店 製造業 新潟県 新潟市西区赤塚下荒所5991
611 丸和ケミカル㈱ 製造業 富山県 高岡市野村1636-1 http://www.e-maruwa.bog

612 ㈱安田紙業
サービス業（他に
分類されないも
の）

富山県 高岡市戸出栄町20

613 高岡サポート㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

富山県 高岡市米島282

614 ㈱豆川自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

富山県 高岡市佐野1274-1 http://www.mamekawa.jp

615 ㈱富山サロン 製造業 富山県 小矢部市下後亟203
616 (有)シーテック 製造業 富山県 富山市楡原165

617
学校法人北日本自動車
学校

教育、学習支援
業

富山県 富山市五福4186 http://www.jimu@kitaniti.com

618 フランシーヌ
生活関連サービ
ス・娯楽業

富山県 小矢部市綾子510-2



619 ㈱アイザック・オール
サービス業（他に
分類されないも
の）

富山県 富山市山本字重治ヶ市22

620 高岡明光化成㈱ 製造業 富山県 高岡市戸出栄町50-1
621 高陵産業㈱ 製造業 富山県 高岡市戸出栄町50-10
622 ㈱タケシタ 製造業 富山県 高岡市中保483
623 ㈱堀プラスチック富山 製造業 富山県 高岡市戸出吉住285

624 ㈱キタカド
サービス業（他に
分類されないも
の）

富山県 高岡市中川1-3-19

625 ケービーエフ株式会社 卸売・小売業 石川県
金沢市尾張町２丁目１６－
３

626 宝機械工業株式会社 製造業 石川県 白山市旭丘３－２０ www.d7.dion.ne.jp/~takara

627
株式会社エー・オー・
シー

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
金沢市広岡１丁目３番２０
号

www.aoc-net.co.jp

628
株式会社エー・オー・
シー・キャリア

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
金沢市広岡１丁目３番２０
号

www.aoc-career.com

629
株式会社アクティブ・
ワン・コミュニケー
ションズ

教育、学習支援
業

石川県
金沢市広岡１丁目３番２０
号

630
社会福祉法人能登福祉
会

医療、福祉 石川県
七尾市矢田町２２号七株田
１２番地５

631 株式会社タロダ 卸売・小売業 石川県 河北郡内灘町室へ１番地９

632 株式会社クロダハウス 建設業 石川県
金沢市駅西新町３丁目１３
番２号

www.kurodahouse.jp

633 株式会社金沢倶楽部
専門・技術サー
ビス業

石川県
金沢市泉野出町２丁目２２
番１２号

www.k-club.co.jp/

634 カナカン株式会社 卸売・小売業 石川県 金沢市袋町３番８号 www.kanakan.co.jp/

635
株式会社新日本ツーリ
スト

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
野々市市本町２丁目１番３
０号

www.nj-tourist.com

636
株式会社アキトカンパ
ニー

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県 金沢市本江町１０－１ www.akito-g.jp

637 有限会社エノモト
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
野々市市押野３丁目４７－
２

www.enomoto-manis.com/

638 株式会社アルファ通信 建設業 石川県 金沢市松村５－２３８
639 株式会社四緑園 卸売・小売業 石川県 金沢市松寺町子２４番地１ www.shiryokuen.com/

640
スタンドアドサービス
株式会社

建設業 石川県 金沢市松寺町辰３２番地１ www.sas-co.jp

641 サンコー企画株式会社 製造業 石川県
河北郡津幡町字旭山１１－
２

www.sanko-kikaku.com

642
株式会社建設ドット
ウェブ

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県 金沢市鞍月２丁目１番地 www.kendweb.net

643 株式会社堀他 卸売・小売業 石川県 金沢市駅西本町２－３－１ www.e-horita.co.jp
644 ウィルビー株式会社 建設業 石川県 金沢市問屋町３丁目７番地 www.will-b.jp

645
野々市運輸機工株式会
社

運輸業 石川県 金沢市湊１－５５－２３ www.nonoichiunyu.com

646
フルタニランバー株式
会社

卸売・小売業 石川県 金沢市湊１丁目８６ www.furu-tani.co.jp

647 大村印刷株式会社 製造業 石川県 金沢市湊１丁目７番地１ www.omura-p.co.jp

648 有限会社エムジェイ
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県 野々市市粟田１－１７９ www.mj-petit.jp

649
株式会社エム・アイ・
エス

情報通信業 石川県
金沢市鞍月５丁目１８１番
地

www.mis.co.jp

650
アール・デコホーム株
式会社

建設業 石川県
金沢市駅西新町３－９－３
４

www.art-deco-home.jp

651 テラピ株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
金沢市北安江３丁目１５－
１５

www.therap.jp

652
株式会社アール・
ティー・シー

情報通信業 石川県
金沢市諸江町中丁３２２－
５

www.rtc-jp.com

653 株式会社C－GRIP 情報通信業 石川県
金沢市諸江町中丁３２２－
５

www.c-grip.com

654
金沢中央市場冷蔵株式
会社

運輸業 石川県 金沢市西念４丁目７－１



655 株式会社正花園 卸売・小売業 石川県 金沢市駅西本町３－２－６ www.shokaen.com
656 東亜電機工業株式会社 製造業 石川県 金沢市増泉２－１８－１５ www.toa-ele.co.jp
657 株式会社木村精工 製造業 石川県 金沢市示野町西６４番地 www.kimura-seiko.co.jp

658
株式会社五洋設備事務
所

建設業 石川県
金沢市藤江南１丁目２５番
地

659 エイコウ商事株式会社 卸売・小売業 石川県 金沢市福増町北８３４番地 www.eikou-kanazawa.co.jp/

660
株式会社信和電機製作
所

製造業 石川県 金沢市赤土町ワ８１番地 www.shinwa-elcc.jp

661 株式会社森工業 製造業 石川県
金沢市打木町東１４０３番
地１

662 株式会社ヤスジマ 製造業 石川県 金沢市福増町北７３３番地 www.yasujima.co.jp

663
株式会社ホンダカーズ
石川

卸売・小売業 石川県
金沢市古府２丁目１２５番
地１

www.hondacars-ishikawa.co.jp/

664 株式会社サン技研
専門・技術サー
ビス業

石川県 金沢市高畠３－２２３ www.sungiken.com

665
アーク引越センター北
陸株式会社

専門・技術サー
ビス業

石川県 金沢市高畠３丁目２３７ www.0003.co.jp

666 大幸建設 建設業 福井県 小浜市中井43-56
667 ＫＩＴＡＧＯ　BASE 卸売・小売業 福井県 勝山市北郷町伊知地53-6 http://rakuten.co.jp./kitagobase/

668
特定非営利活動法人
かっちゃまふぁみりー
ぐるーぷ

医療、福祉 福井県 勝山市立川町1－11－24

669 (株)マツイ印刷 製造業 福井県 勝山市滝波町1－607－2 http://www.insatsuyasan.com

670 (株)ニットク 製造業 福井県 勝山市片瀬10-1 http://www.nt-jp.com/
671 (有)オクエツ鋼建 製造業 福井県 大野市吉3-13 http://www.o-kouken.com

672 M's構造設計 建設業 新潟県
新潟市中央区西堀通三番町
799番地　西堀カメリア902

http://www.ms-structure.co.jp/

673 Laugh's style ㈱ 建設業 新潟県 新潟市西区亀貝104-1

674 ㈱水野屋 飲食店、宿泊業 新潟県
南魚沼市六日町2153-2　仲
町ビル2F-C

675
税理士法人モザワ事務
所

専門・技術サー
ビス業

新潟県 長岡市川崎町568番地5 http://www.tkcnf.com/mozawa

676 ㈱ワタコウテクノ 建設業 新潟県
新潟市西区坂井1丁目19番
29号

677
ジャミールデザインプ
ランニング

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
長岡市城内町2丁目5-3　樋
熊ビル4F

http://www.jamile.jp

678 ANNIE 卸売・小売業 新潟県 新潟市南区大通南1-10 http://annie-corporation.jp/

679 ㈱ライフワーク
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市西区大野町2664-2 http://lifework.boy.jp

680
㈱ケア・クリエイト・
アソシエーション

医療、福祉 新潟県 新潟市西区青山5-10-43 http://care-create.com/

681 ㈱シビル旭 建設業 新潟県
新潟市江南区亀田大月一丁
目4番27号

682 ㈱サーヴメント
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市西区小新南1-20-17 http://www.k-srv.com

683
㈲愛和　デイサービス
センター 慶寿苑

医療、福祉 新潟県 新潟市江南区俵柳176番地 http://keijuen-care.com/

684 ㈱イトウ 製造業 新潟県
新発田市富塚二丁目4番28
号

http://www.ito-futon.net/

685 フジトモ㈱ 建設業 新潟県
新潟市中央区鳥屋野2丁目
13番32号   ウエルズ21鳥
屋野Ｂ-7

http://www.fujitomo-niigata.co.jp/

686 ASTEC㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市江南区亀田向陽3-2-
16

687 ㈱国土 建設業 新潟県 新潟市西区善久1068番地1 http://www.k-kokudo.co.jp/

688 ㈱ダイアテック
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市西区山田2554 http://www.diatec-net.co.jp

689 新潟メタリコン工業㈱ 建設業 新潟県
新潟市東区下水戸1丁目18
番2号

http://www.nii-meta.jp

690 ㈱渡辺眼鏡店 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区沼垂東六丁目
7-14



691 中野畳店 製造業 新潟県 新潟市中央区美の里5-17
692 ㈱桑野製作所 製造業 新潟県 新潟市東区豊2-3-9
693 ㈱アリショー 卸売・小売業 新潟県 新潟市西蒲区巻乙285

694 ㈱キタカタ 飲食店、宿泊業 新潟県
新潟市中央区女池上山1-5-
17

http://www.kitakata.co.jp/

695 ㈱文武堂 卸売・小売業 新潟県 新潟市北区新崎110番地5 http://www.bunbudou.co.jp

696 ナミックス㈱ 製造業 新潟県 新潟市北区濁川3993番地 http://www.namics.co.jp

697 ㈱ジオック技研 建設業 新潟県
新潟市江南区亀田大月3丁
目3-21

http://www.geoc.co.jp

698
㈲リフレッシュメント
サービス

飲食店、宿泊業 新潟県
新潟市江南区亀田四ツ興野
3丁目1-74　　　ホーユウ
パレス新潟亀田506号

http://refreshment.sakura.ne.jp/

699 ㈱文久堂 製造業 新潟県
新潟市中央区新島町通四ノ
町2242番地乙

http://www.bunkyudo.com/

700 ㈱テクノワークス 医療、福祉 新潟県
新潟市東区中野山5丁目18
番30号

http://www.technoworks.biz/

701 ㈲川上鉄工所 製造業 新潟県 新潟市北区木崎778番地37

702 ㈱千代田設備 建設業 新潟県
新潟市中央区下所島2丁目
17番3号

http://chiyodasetsubi.com

703 ㈱内山組 建設業 新潟県 村上市肴町18番12号

704 源川医科器械㈱ 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区東中通2番町
279

705
㈱グランセナフット
ボールクラブ

生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県 新潟市西区小新4088 http://www.granscena.jp

706 ㈲保険パートナーズ 金融・保険業 新潟県 新潟市中央区高美町5-15 http://www.sjnk-ag.com/a/kuwabara/

707 ㈱テルベル 情報通信業 新潟県
新潟市西区内野西2丁目
2421番地

http://telvel.main.jp/

708
特定非営利活動法人心
つくし会

医療、福祉 新潟県 五泉市村松甲5600番地1

709 社福）自立生活福祉会
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市西区小針5-1-47 http://www.jiritsu.or.jp/

710 ㈱ベストテック 建設業 新潟県 長岡市上前島町77

711 Azzurri 飲食店、宿泊業 新潟県
新潟市中央区東堀前通り6-
1062-2　西堀ローサ7番街

712 ㈲木原製作所 製造業 新潟県 三条市矢田3204番
713 与板大丸㈲ 製造業 新潟県 長岡市与板町与板1297-1 http://www.yoitadaimaru.com

714 ㈱新潟マテリアル 製造業 新潟県 長岡市寺泊竹森1510 http://www.niigata-material.co.jp/

715
㈱ワールドパフォーマ
ンスサービス

卸売・小売業 新潟県 長岡市宮関4丁目9-12 http://www.wps-speed.com

716 ㈲伊豆屋青果 卸売・小売業 新潟県 長岡市新産1丁目1番地2 http://www.izuya-gift.jp
717 光正㈱ 製造業 新潟県 三条市大島下川原3842 http://kosei.ne.jp
718 村山ハウス㈱ 建設業 新潟県 長岡市新栄町3丁目4番3号 http://www.mm-house.com

719
社会福祉法人秋葉福祉
会　特別養護老人ホー
ムかんばらの里

医療、福祉 新潟県
新潟市秋葉区吉田字南613-
1

http://care-net.biz/15/akihanet/

720
社会福祉法人秋葉福祉
会　特別養護老人ホー
ムこうめの里

医療、福祉 新潟県
新潟市秋葉区小屋場335番
地1

721 ㈱坂りん 卸売・小売業 新潟県 新発田市豊町2-12-27
722 ㈱日伸設備 建設業 新潟県 新潟市江南区曽川甲380-18 http://www.nissin-setsubi.com/

723 ㈲新潟市民映画館
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市中央区八千代２丁目
1番1号

http://www.cinewind.com

724
社会福祉法人ﾌﾚﾝﾄﾞﾗﾝﾄﾞ
福祉会　 羽ばたきﾍﾙ
ﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

医療、福祉 新潟県 新潟市東区寺山3丁目32-21 http://www016.upp.so-net.ne.jp/friendland/habataki.html

725 社会福祉法人颯和会 医療、福祉 新潟県 新潟市西区小針6丁目43-1

726
新潟県ﾜｰｷﾝｸﾞｳｰﾏﾝ・ｻ
ﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

医療、福祉 新潟県 新潟市西区小針6丁目43-1

727 ㈱ファンタジスタ 情報通信業 新潟県
新潟市中央区白山浦2丁目1
番28号　　　　　ITP白山
浦ビル2F

http://fantasista-net.jp

728 ㈲東松工業所 製造業 新潟県
新潟市北区太夫浜1817番地
5



729 ㈱村尾技建
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市中央区女池南2-4-17 http://www.muraogiken.co.jp

730 中部川崎㈱ 建設業 新潟県
新潟市中央区東出来島1番
15号

http://park12.wakwak.com/~c.kawasaki/

731 ㈱北都 製造業 新潟県
新潟市江南区木津工業団地
4番1号

http://www.hokuto-com.co.jp

732 ㈱ＩＰＭ 製造業 新潟県 新潟市東区平和町3-11 http://www.ipmold.co.jp

733
㈱アクティーインター
ナショナル

卸売・小売業 新潟県
新潟市西区小新大通1丁目8
番45号

734
㈲ワイズ・シンフォ
ニー　（店舗名ラ・バ
トゥール）

生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市中央区下大川前通３
ノ町２２３０
ブリッジスビル1Ｆ

http://www.labatur.com

735 いくの歯科医院 医療、福祉 新潟県 新潟市中央区鐙西2-18-14

736 ㈱スピードリサーチ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市東区小金町1丁目7-1

737 ㈲東京プリント社 製造業 新潟県
新潟市中央区関新1丁目
2471番地

738 新西工業 建設業 新潟県 新潟市西蒲区仁箇1033-13

739 ㈱新潟関屋自動車学校
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区関屋浜松町22
番地

http://sekiyads.co.jp

740
ＮＰＯ法人ライフネッ
ツにいがた

医療、福祉 新潟県
新潟市中央区女池神明3-4-
9

http://www.machinoeki.org/

741
大矢社会保険労務士
行政書士事務所

専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市北区嘉山2-3-23 hrrp://ooyasr.blogdehp.ne.jp

742 高志美装工芸 建設業 新潟県 新潟市西区坂井490番地

743 ㈱新潟米山薬品
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区女池8丁目15
番16号

http://park1.wakwak.com/~yoneyamayakuhin/

744 ㈱シンコー 卸売・小売業 新潟県 新潟市江南区西山784番地9
745 ㈱クマキ 建設業 新潟県 新潟市西区小新3820番地1 http://www.kumaki.co.jp

746
㈲ときわフーズサービ
ス

専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区西船見町
5932-300

747 ㈱西野 卸売・小売業 新潟県 新潟市中央区花園2-6-5

748 ㈱ホンダン 卸売・小売業 新潟県
新潟市西蒲区巻甲4052番地
1

http://hondan.co.jp

749
新潟県トラック協会新
潟支部

運輸業 新潟県
新潟市中央区新光町6-4
新潟県トラック総合会館3
Ｆ

750 大協リース㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市中央区文京町12-31 http://www.daikyo-lease.co.jp/

751 ㈱カサイ 製造業 新潟県 新潟市西区新田517
752 ㈱きもの廣島 卸売・小売業 新潟県 新潟市江南区旭3-1-6 http://wafu.jp
753 社会福祉法人健悠会 医療、福祉 新潟県 新潟市東区栗山455番地1
754 ㈱富山 卸売・小売業 新潟県 新潟市北区島見町2434-43 http://www.tomiyama-agri.com

755 ㈱ループラ 製造業 新潟県
新潟市北区高森新田80番地
2

http://www.loopla-japan.com

756 ㈲白井オート
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市西区小新1-6-4

757 ㈱小柳善三郎商店
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市北区松浜本町2丁目
10番14号

http://www.oyanagi-z.com/

758 ㈱本間建設 建設業 新潟県 新潟市北区下大谷内400-1

759 ㈱ビックフォール 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区東幸町15番17
号

http://www.bigfall.com

760 ㈱nBb-1on1
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区紫竹山1丁目
10番17号

http://www.nbb-1on1.com

761 fuller 卸売・小売業 新潟県
新潟市江南区鵜ノ子3丁目
10-54

762 ㈲野村木工所 製造業 新潟県 長岡市日赤町1-7-16 http://nomu.s1.bindsite.jp/

763 ㈱日野屋玩具店 卸売・小売業 新潟県
新潟市西区坂井砂山3-13-
10

http://www.comg.co.jp

764 ㈲三栄木型製作所 製造業 新潟県 新潟市北区新崎293番地12 http://www.sanei-kg.jp



765 ㈲カネヒオート販売 卸売・小売業 新潟県
新潟市江南区早苗4丁目252
番5号

766 ㈲カネシン 建設業 新潟県
新潟市江南区東本町2番19
号

http://www.kaneshin-ltd.com

767 ㈲良テック 建設業 新潟県
新潟市東区船江町2丁目16
番27号

768 ㈲ホーイーテック 建設業 新潟県
新潟市東区卸新町2丁目
2066-8

http://hoetec.net/

769 ㈱ＷＥＳＴ 製造業 新潟県
新潟市中央区山二ツ4丁目
19-31

http://www.o-west.co.jp

770 ㈱ウメダニット 製造業 新潟県 五泉市今泉137番地 http://www.umeda-knit.com/

771 ライブデザイン㈱ 建設業 新潟県
新潟市中央区本町通12番町
2743番地

http://livedesign.jpn.com/

772
㈲魚沼総合保険サービ
ス

金融・保険業 新潟県 魚沼市吉田923-3 http://www.sjnk-ag.com/a/uonumaso/

773 ㈲八百傳商店
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市江南区亀田本町3-3-
8

http://www.yaoden.co.jp

774
㈱ハニーインターナ
ショナル

卸売・小売業 新潟県 見附市本所1丁目6-41 http://www.honeyinter.com

775 石本金属㈱ 建設業 新潟県
新潟市中央区川端町2丁目
12番地

776 ㈱北地区清総
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市北区松浜みなと29番
5

http://www.kitachiku.co.jp

777 ホクリク総業㈱ 卸売・小売業 新潟県 三条市須頃2丁目26番地 http://hoxo.jp

778
ホクリク総業㈱ホテル
事業部　（燕三条ワシ
ントンホテル）

飲食店、宿泊業 新潟県 三条市須頃2丁目26番地 http://hoxo.jp

779 積和建設新潟㈱ 建設業 新潟県 新潟市中央区山二ツ4-9-38 http://sekiwakensetsu.com/network/company/niigata/

780 美容室ココアール
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市中央区米山1-9-10 http://coco-r.net/

781 ホテルシエラリゾート 飲食店、宿泊業 新潟県
南魚沼郡湯沢町大字土樽
731番地1

http://yuzawa.sierra.ne.jp

782 ㈱八幡タイヤ 卸売・小売業 新潟県
新潟市江南区茅野山3丁目2
番38号

783 ㈱山本製作所 製造業 新潟県
長岡市大積町2丁目乙705番
地

784 ㈲オオタキ 卸売・小売業 新潟県 新潟市中央区堀之内18

785 ジェイメディカル㈱ 卸売・小売業 新潟県
新潟市東区紫竹卸新町
1808-22

http://www.jeimedical.com

786 ㈱マルト長谷川工作所 製造業 新潟県 三条市土場16番1号 http://www.keiba-tool.com

787
社会福祉法人　正瑛会
デイサービスセンター
翠風園

医療、福祉 新潟県
新潟市南区高井東2丁目13
番33号

http://www.suifuuen.jp/

788 ㈲楓建設 建設業 新潟県 新潟市東区一日市2216-1
789 ㈱シー・アイ・シー 建設業 新潟県 新潟市西区新田709-1 http://www.n-cic.com

790 Relaxation Space Chai
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区女池5-9-19
charites1F

http://www.pixy1999.com/

791
ヘルパーステーション
ハンド・ハンド

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区文京町6番27
号

http://hand-hand.net/company.php

792 ㈱鈴木コーヒー 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区竜が島1丁目4
番4号

http://www.bellmate.com

793 ㈱阿部塗装店 建設業 新潟県
新潟市西区小新2丁目13番9
号

794 ㈲信協通信 建設業 新潟県 長岡市笹崎2丁目6番地14

795 ㈱エイ・エス・ケイ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 三条市塚野目4-18-16

796 ㈲テックイカラシ 製造業 新潟県
新潟市北区島見町字山興野
3440番地7

http://www10.plala.or.jp/tec-ikarashi/

797 ㈱サンユー印刷
専門・技術サー
ビス業

新潟県 三条市東光寺3689-1 http://www.sunyou-pmp.co.jp

798 ㈱クラビス 製造業 新潟県 新潟市東区津島屋7-23 http://www.cravis.co.jp



799 ㈱装都工房
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市西区内野西2丁目2番
36号

http://www.so-to.info/

800 ㈲星山技研
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市江南区大渕1599-2

801 新潟県基準寝具㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市東区中木戸382番地 http://www.kijunshingu.co.jp

802 ㈲寺尾車体工業
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市西区寺尾10番30号

803 ㈲アイテック
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市中央区女池南3-5-36 http://jpbms.com

804 ㈱アイペックス 金融・保険業 新潟県
新潟市中央区神道寺南1-
15-3

805 ㈲わんわん物語
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市西区松美台5-5 http://www.wanwanmonogatari.com

806 ㈱あけぼの
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市江南区曙町2丁目5番
19号

http://www.akebono-care.com

807
㈱新潟西コロナサービ
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市東区牡丹山6丁目8-
30

http://www.nnc-service.com

808
㈱ボヌール　（ボヌー
ル寺尾）

医療、福祉 新潟県
新潟市中央区女池7丁目25
番12号

http://www.n-bonheur.jp/

809 ㈲スカイボックス
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区上所中2丁目1
番6号

http://www.frisbeedog.co.jp/

810 ㈱ナカノアイシステム
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区鳥屋野432番
地

http://www.nais21.co.jp/

811 ㈲永松動物病院 医療、福祉 新潟県
新潟市西区坂井砂山2丁目3
番10号

http://nagamatsu-ah.com

812 ㈱ＴＮＦ 医療、福祉 新潟県 南魚沼市早川189-1 http://tnf1996.com

813 ㈱ワークスマート
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区女池東1丁目
5-12　2Ｆ

http://worksmart.co.jp

814 ㈲丸喜鉄工所 製造業 新潟県 新潟市北区島見町3268-29

815
一般社団法人　小規模
多機能ホーム　笑顔

医療、福祉 新潟県 新潟市中央区上近江1-5-13 http://www.egao.uh-oh.jp

816
合同会社にいがたまち
の駅　さわやか総合企
画

医療、福祉 新潟県
新潟市中央区女池神明3-4-
9

http://www.machinoeki.org/

817 ㈱諸長 製造業 新潟県 魚沼市十日町352-15 http://www.morocho.co.jp

818 ㈱トップカルチャー 卸売・小売業 新潟県 新潟市西区小針4-9-1 http://www.topculture.co.jp

819 ㈲野島刺繍 製造業 新潟県 三条市旭町2-13-15-5
820 ㈱高木屋 製造業 新潟県 南魚沼市舞子1992番地 http://www.takagiya.com

821 Ｒａｆｆｉｎｅ’
専門・技術サー
ビス業

新潟県
長岡市表町1-9-7　サンピ
ア表町201

822 ㈱ツルマキ工業 製造業 新潟県 加茂市幸町1丁目16-3 http://www.tsurumaki-k.com

823 ㈱越季 卸売・小売業 新潟県 南魚沼市茗荷沢381番地4 http://www16.ocn.ne.jp/~koshiki/

824 ㈲奈良工房 製造業 新潟県
南蒲原郡田上町大字川船河
1683-2

http://www.narakoubou.com/

825 ＯＮＥ＆ＰＥＡＣＥ㈱ 卸売・小売業 新潟県
新潟市南区大通黄金3丁目
1-26

http://www.oneandpeace.com

826 東日本損害保険調査㈱
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区笹口3番25号
ダイヤモンドハイツ笹口2-
A

http://www.sontyou.com

827 ㈲板井木材住設 建設業 新潟県 五泉市太田993番地1

828
社会福祉法人　新潟慈
恵会

医療、福祉 新潟県 新潟市中央区川岸町2-1-20 http://care-net.biz/15/jikeikai/

829
ＰＥＯＰＬＥ　ＩＳＬ
ＡＮＤ

専門・技術サー
ビス業

新潟県 長岡市下々条町606 http://people-island.com

830 ㈱目崎 建設業 新潟県 長岡市青山新町35 http://nn-mezaki.co.jp

831 ㈱エム・エスオフィス
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 長岡市坂之上町2丁目5-1 http://www.ms-office.co.jp

832 ダイワ電気工事㈱ 建設業 新潟県 十日町市松代3773-25 http://www.daiwadenken.com



833 ㈱阿賀建設 建設業 新潟県 阿賀野市沢田329番地4

834 ㈱ことりや 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区万代3丁目4-
36

①http://www.uniform1.com/②http://www.kotoriya.co.jp/

835 サントピアワールド㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県 阿賀野市久保1番地の1 http://www.suntopi.com

836 Ｂｉｓｅｔｕ 建設業 新潟県 三条市福島新田丁314番地
837 ㈱共栄鍛工所 製造業 新潟県 三条市尾崎2781 http://www.kyoei-fw.co.jp

838
関司法書士・行政書士
事務所

専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区山二ツ5丁目2
番25号

839 ㈲寿々瀧
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 長岡市堀金1-3-13 http://shosuzukiinc.com

840 ㈱ＧＮＳ 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区西大畑町591-
13　異人池ヒルズ東ウイン
グ4Ｆ

841 ㈱ニッセイ新潟
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 長岡市中之島4086-1 http://www.nissei-niigata-mat.co.jp

842 ゆう美容室
専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市西蒲区巻甲3143-4 http://www.just.st/?in=311691

843 ㈲新潟メカニクス 製造業 新潟県 三条市上大浦498-1

844 ㈱シアンス 情報通信業 新潟県
新潟市中央区万代2-3-16
ﾘﾊﾞﾋﾞｭｰSDﾋﾞﾙ10階

http://www.siance.co.jp/

845 ㈱コンプケア 情報通信業 新潟県
三条市石上一丁目6番5号
三栄実業ビル3Ｆ

http://www.compcare.co.jp

846 美容室beans
専門・技術サー
ビス業

新潟県 五泉市郷屋川2-54-2

847 ㈱野上米穀 卸売・小売業 新潟県 長岡市千手2丁目10-20 http://www.nogami-kome.jp/

848
社会福祉法人　苗場福
祉会

医療、福祉 新潟県
中魚沼郡津南町大字芦ケ崎
乙317番地1

http://www.naebafukushikai.com

849
社会福祉法人　田上町
社会福祉協議会

専門・技術サー
ビス業

新潟県
南蒲原郡田上町大字原ケ崎
新田3071番地

http://tagami-shakyo.com/

850 長沼工業 建設業 新潟県 新潟市南区高井東2-10-25
851 ㈱叶味家 卸売・小売業 新潟県 新潟市西区山田2310番地1 http://www.kamiya3.jp/
852 ㈲堀石油店 卸売・小売業 新潟県 長岡市上除町西1丁目32
853 ㈲クリエーション 製造業 新潟県 長岡市宝5丁目1番地19
854 ゼノア下越 卸売・小売業 新潟県 新潟市東区山木戸6-10-7

855 ㈲シミズキガタ 製造業 新潟県
長岡市西神田町1丁目6番地
1

856 ㈲吉田板金工業 建設業 新潟県 長岡市春日1丁目5番3号

857 ㈱マスヤ商店 医療、福祉 新潟県
新潟県　新潟市西区小針4-
25-13

http://www1.tlp.ne.jp/oboriseikotu/

858 岩橋印刷㈱ 製造業 新潟県 三条市北入蔵1-9-26 http://www.prograf.co.jp/

859 ㈱梨本商店 卸売・小売業 新潟県 三条市西本成寺2-20-30 http://www.nsmt.co.jp/

860
特定非営利活動法人
地域たすけあいネット
ワーク

医療、福祉 新潟県 三条市本町6丁目3番76号 http://tasukeai.sakura.ne.jp/html/

861 ㈱共友工機 製造業 新潟県 長岡市稲保4丁目741番地17
862 ㈱小杉電機 建設業 新潟県 長岡市浦瀬町132-1
863 ㈲丸高重量 建設業 新潟県 新潟市江南区沢海3-4-26 http://05j.jp
864 ㈲花邑 卸売・小売業 新潟県 長岡市南七日町25番地5

865 グレイス
専門・技術サー
ビス業

新潟県 三条市横町1丁目1番23号 http://ameblo.jp/sanjyo-grace/

866 ササゲ工業㈱ 製造業 新潟県 長岡市寺泊竹森1337-1 http://www.sasage-industry.co.jp

867 ㈱ブレーク 情報通信業 新潟県
長岡市沢田1-1-6　SFビル4
Ｆ

http://www.break.ac

868 ㈱オルエ
専門・技術サー
ビス業

新潟県 長岡市三ツ郷屋町387-1

869 中越鶏卵㈱ 卸売・小売業 新潟県 長岡市中沢町2350番地 http://www.c-keiran.co.jp

870
㈱アクタスインターナ
ショナル

専門・技術サー
ビス業

新潟県 長岡市喜多町163-6

871 ㈱FREEDOM
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
小千谷市城内2丁目10-31
城川ビル3Ｆ



872 小林工業㈱ 建設業 新潟県
新潟市南区清水字24番割
4361-1

http://www.kobayashi-k.jp/

873 ㈱シンドー 製造業 新潟県 燕市燕5525-1 http://www.shindo1947.com/

874 羽鳥建設㈱ 建設業 新潟県 十日町市木落531番地1
875 吉原建設㈱ 建設業 新潟県 長岡市信濃1-2-17

876 ㈱トラスト
専門・技術サー
ビス業

新潟県 小千谷市東栄1丁目1番15号 http://www.trust-coms.com

877 第四電設㈱ 建設業 新潟県 長岡市藤橋2丁目660番地1 http://www.daiyon-wave.co.jp

878 ㈲関亀商店 製造業 新潟県 加茂市岡ノ町6番8号
879 ㈱AOZORA COMPANY 卸売・小売業 新潟県 新潟市西区黒鳥5243番地1

880 ㈱ハートネット新潟
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市西区善久699 http://www.heart-nn.co.jp

881
高齢者共同住宅オード
リー

医療、福祉 新潟県
新潟市南区大通黄金7-14-
14

http://yashiroaudrey.web.fc2.com

882 ㈱タカトシ 医療、福祉 新潟県
新潟市秋葉区荻島3丁目20-
43

883 ㈲やなぎだ
専門・技術サー
ビス業

新潟県
西蒲原郡弥彦村大字弥彦
1043-37

http://0256944155.com

884 ㈱三和住研 建設業 新潟県
新潟市中央区小張木1丁目4
番21号

http://www.rurban-t.com/

885
㈱アトムコーポレー
ション

医療、福祉 新潟県 新潟市西区小針6丁目71-12

886 バンダイ 建設業 新潟県 新潟市中央区高志1丁目7-6

887
マゴコロ介護サービス
㈱

医療、福祉 新潟県 新潟市南区白根1219番地2

888 ㈱モード 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区姥ヶ山3丁目8
番8号

http://www.mode-beauty.com/about.html

889 ㈱アイト 医療、福祉 新潟県 新潟市西区寺尾31-28

890 青木環境事業㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市北区島見町3268番地
15

http://www.aokikankyo.com

891 ㈱Nクローバー 情報通信業 新潟県 新潟市西区山田2839-103 http://www.n-clover.info/

892 ㈲サクセスライフ新潟 飲食店、宿泊業 新潟県
新潟市中央区関屋大川前1-
2-15

893 ㈱新光エア 建設業 新潟県 新潟市東区月見町6番27号
894 ㈱大湊文吉商店 製造業 新潟県 加茂市秋房1-26 http://www.oominatobunkichi.com

895 ㈱江東工業
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市北区笠柳105番地3 http://www.kotoh-niigata.com

896 ニコハウス㈱ 卸売・小売業 新潟県
新潟市江南区天野1丁目25
番15号

http://nicohouse.info/

897 ㈱芳賀塗装 建設業 新潟県
新潟市江南区亀田大月2-3-
12

898 ㈲幸和空調 建設業 新潟県 五泉市町屋甲940-18
899 ㈲ケービーワーク 建設業 新潟県 新潟市西区亀貝956番地 http://www.kbwork.net
900 ㈱三宝 飲食店、宿泊業 新潟県 新潟市西区鳥原1830番地1 http://sanpou-g.co.jp

901 ㈱リブウェル新潟松崎
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市東区新松崎1丁目8-
14

http://www.hot40yoga.com

902 ㈱小林印刷所 製造業 新潟県
新潟市中央区東湊町通三ノ
町2569番地

http://www.kobayashi-insatsu.co.jp/

903 ㈱VILINX
専門・技術サー
ビス業

新潟県
長岡市殿町1-4-1　鉢伏屋
ビルA201

http://www12.plala.or.jp/NailSalon_Gem/

904 ㈱アイ・シー・オー
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市中央区米山2丁目7番
地4

http://www.ico-ad.co.jp/

905
㈱アイ・シー・オー
スポーツマーケティン
グ

教育、学習支援
業

新潟県
新潟市中央区米山2丁目7番
地4

http://albirex-cheerleaders.com

906
㈱アイ・シー・オー
プロモーション

情報通信業 新潟県
新潟市中央区米山2丁目7番
地3

907
㈲川口ダイヤモンド工
業

建設業 新潟県
新潟市北区神谷内字川跡
2927番地66

908 西山経営労務事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区堀之内南2-1-
16



909 ㈱カワラボ・ジャパン
複合サービス事
業

新潟県 新潟市中央区女池南3-2-32 http://kawalabo.jp/

910 Nail Latte
専門・技術サー
ビス業

新潟県
長岡市坂之町2-4-11　アメ
ジストビル

http://www.naillatte.jp

911
㈱ベンディングサービ
ス

卸売・小売業 新潟県
新潟市西区流通センター4
丁目1番地3

http://www.sunvending.jp/

912 ㈱Tenico
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県 長岡市中沢3-355-5 http://www.amazing-hair.co.jp

913 藤岡染工場 製造業 新潟県 阿賀野市中央町2-11-6 http://www.kamegonya.com

914
セブンイレブン新潟山
田店

卸売・小売業 新潟県 新潟市西区山田3353

915
セブンイレブン新潟鳥
屋野店

卸売・小売業 新潟県 新潟市中央区鳥屋野334-1

916 ㈱インタークロス 情報通信業 新潟県
新潟市中央区万代4-4-27
新潟テレコムビル10F

917 サークルＫ新潟弥生店 卸売・小売業 新潟県 新潟市中央区弥生町2-34

918
合同会社グランプリ
ネット

卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区西堀通11番町
2876番地

http://www.toy-world.net/

919
新潟税理士法人　深滝
合同事務所

専門・技術サー
ビス業

新潟県 新潟市西区小新西3-15-7 http://fukatakigoudoujimusyo.tkcnf.com/pc/

920 ウイング 情報通信業 新潟県 新潟市中央区蒲原町5-29 http://www.weing.co.jp
921 ㈱ユニークワン 情報通信業 新潟県 新潟市江南区西町1-3-22 http://www.unique1.co.jp

922 ㈲柏建機サービス
専門・技術サー
ビス業

新潟県
新潟市北区樋ノ入凧渕１７
３６番地２

923 ㈱新宣
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区神道寺2丁目
3-23

http://shinsen.biz

924 ㈱かたぎり 卸売・小売業 新潟県 阿賀野市中央町1-13-40 http://komeyakatagiri.com

925 ㈱大建建設 建設業 新潟県
新潟市東区浜谷町1丁目2番
6号

http://www.heartlifedaiken.com

926 ㈱ごはん 農業・林業 新潟県
中魚沼郡津南町大字下船渡
己5895

http://www.uonuma-gohan.com

927 ドコドア㈱ 情報通信業 新潟県
三条市一ノ門二丁目7番21
号

http://docodoor.co.jp

928 ㈱ユウワ 建設業 新潟県
新潟市東区粟山2丁目1番2
号

http://www.refopark.co.jp

929 （有）三光電気 建設業 富山県 富山市東富山寿町2-3-15
930 亀谷塗装㈱ 卸売・小売業 富山県 富山市東町2-2-18

931 舘下コンサルタンツ㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

富山県 富山市水橋的場234

932 富士商事㈱ 卸売・小売業 富山県 富山市桜新町2-10 http://www.fujisyoji.co.jp

933 ㈱三幸富山センター 製造業 富山県
富山市中大久保字沼野割
196-16

934
サイバーステーション
株式会社

情報通信業 石川県
石川県金沢市鞍月４丁目１
８７番地

www.cyberstation.co.jp

935
株式会社エムアンドケ
イ

飲食店、宿泊業 石川県
石川県金沢市八日市３－６
０４

www.maimon-susi.com/

936 hair/make YOHC
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県野々市市御経塚２－
１８６

www.yohc.com

937
北陸シューター株式会
社

建設業 石川県
石川県金沢市黒田２－２０
７

938 エナテックス株式会社 建設業 石川県
石川県金沢市間明町２丁目
２５９番地２

www.enetecs.jp

939 株式会社エフ 建設業 石川県
石川県金沢市間明町２丁目
２１７番地

www.f-ex.jp

940
有料老人ホームスー
パーびゅー蓮花寺

医療、福祉 石川県
石川県野々市市蓮花寺町２
５番

http://www2.spacelan.ne.jp/~rengeji/

941 サンケイ自動車 卸売・小売業 石川県
石川県野々市市若松町２２
１

http://w2223.nsk.ne.jp/sankei/

942 有限会社カオス 卸売・小売業 石川県
石川県野々市市押野４丁目
３６

http://www.car-os.jp

943 有限会社ジョアン 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市三ツ屋町ロ２
番地３

www.freshbake-joan.com



944
Lagoon hair＆
agingcare

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市泉野出町３－
１１－３

www.lagoon-8.com

945 株式会社山徳 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市長坂台１番３
８号

www.yamatoku.jp

946 liberte'
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市久安１－４８
４

www.liberte484.com

947 HAIR DESIGN kirin
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市久安２－４３
４

www.kirin-b.com/

948 ライドオン株式会社 情報通信業 石川県
石川県金沢市保古２丁目６
１

www.rideon-c.com

949
株式会社ホクハイサー
ビス

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市尾山町９番１
０号

http://www.hokuhai.jp

950 北陸環境衛生株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市小坂町西２２
番地

http://www.heh.co.jp

951 カジナイロン株式会社 製造業 石川県
石川県金沢市梅田町ハ４８
番地

http://www.kajigroup.co.jp

952
有限会社ティワイテク
ノ

運輸業 石川県
石川県金沢市問屋町１－２
６－１

953 よつば接骨院 医療、福祉 石川県
石川県金沢市東長江町い
７番地１７

954 奥村建装株式会社 建設業 石川県
石川県野々市市太平寺４－
７

955 あぶり肉がらん 飲食店、宿泊業 石川県
石川県金沢市本町２－６－
２

956 中村孝治税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

石川県
石川県金沢市広岡１－３－
１－２０２

957 株式会社　ＥＬＵ 建設業 石川県
石川県金沢市割出町３２８
－１

958 株式会社向川外樹園 建設業 石川県
石川県野々市市二日市町７
７６－１

http://www.mukougawa.co.jp

959
株式会社カラフルカン
パニー

情報通信業 石川県 石川県金沢市玉鉾３－２９ http://www.colorfulcompany.co.jp/index.php

960
株式会社リバーヘッド
システムズ

専門・技術サー
ビス業

石川県 石川県金沢市鞍月２－２

961
社会福祉法人希済軒傳
六会

医療、福祉 石川県
石川県金沢市彦三１－８－
８

http://www.kirakuen.net/

962
株式会社　アイ・シ・
エス新潟工場

製造業 新潟県
新潟市北区島見町３２６８
－５

963 北陸ヒーティング㈱ 製造業 福井県 三方郡美浜町河原市18-8 http://hokuriku-heating.com/

964 ㈱日盛興産 製造業 福井県 大飯郡高浜町青17-21-6 http://wakasa.nissei-web.co.jp

965 ㈱林自工 製造業 福井県
坂井市坂井町田島窪11-55-
4

966 ㈱藤井造園 建設業 福井県 坂井市丸岡町安田新13-1-1
967 ㈱ハート＆ハート 医療・福祉 福井県 坂井市坂井町上兵庫48-28

968 ㈱エクシート
専門・技術サー
ビス業

福井県 坂井市三国町東6-5-5

969 ㈲アステム 卸売・小売業 福井県
坂井市春江町江留下屋敷
115

970 ㈲ミズノ金型製作所 製造業 福井県 坂井市丸岡町熊堂3-1-26-2
971 ㈱松川レピアン 製造業 福井県 坂井市丸岡町内田15-7

972 ソニョーポリ 飲食店、宿泊業 福井県
敦賀市金ヶ崎町4-1　敦賀
赤レンガ倉庫

http://sogno-poli,jp

973 桑田テント㈱ 卸売・小売業 福井県 小浜市千種1-1-2
974 ㈲伊与部板金 建設業 新潟県 村上市大字山辺里233番地

975 ティオペペ 飲食店、宿泊業 新潟県
新潟市中央区東中通1番町
86-81　ｻｶｴﾋﾞﾙ1F

http://www.tiopepe.info/

976 ㈱日新 製造業 新潟県 新潟市北区島見町3399-36
977 ㈱サクラフーズ 飲食店、宿泊業 新潟県 新発田市中央町3-12-4 http://sakurafoods.com-m.jp

978
H.C.コミュニケーショ
ンズ

生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
新潟市中央区花園1-4-6
柳都ビル502

979 ㈱第一測範製作所 製造業 新潟県 小千谷市大字坪野826番地2 http://www.issoku.jp



980 ㈱プロジェクトゼロ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県
新潟市中央区関新2-1-73
新潟ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ遊学館6Ｆ

http://www.pro-zero.jp

981 ㈱リアライズ
サービス業（他に
分類されないも
の）

富山県 富山市赤田232-9

982 ㈱富山重車輌工業
サービス業（他に
分類されないも
の）

富山県 富山市開143

983 富山通商㈱ 運輸業 富山県 富山市八町3309
984 ㈱Ｆan 金融・保険業 富山県 富山市一番町4-10
985 山与㈱ 卸売・小売業 富山県 高岡市問屋町103
986 中村プレス㈱ 製造業 富山県 高岡市中田4455
987 渡辺サッシ㈱ 製造業 富山県 高岡市福田六家168
988 ㈱大高 建設業 富山県 高岡市二塚1219-1
989 ㈱藤田銅器製作所 卸売・小売業 富山県 高岡市野村69
990 （社福）宣長康久会 医療、福祉 富山県 富山市下夕林141 http://www.sasazuen.or.jp

991 (有)小野沢家具 製造業 富山県 富山市月岡町4-98 http://www.onozawakagu.co.jp

992 多国食彩ウフ 飲食店、宿泊業 富山県 富山市新富町2-1-4

993
（有）ヘアースタジオ
ドゥドゥ

生活関連サービ
ス・娯楽業

富山県 氷見市大野新69-1

994
株式会社イーネットソ
リューションズ

情報通信業 石川県
石川県金沢市上堤町１－１
２－８Ｆ

http://enetsolutions.co.jp

995 服部社会保険事務所
専門・技術サー
ビス業

石川県
石川県金沢市西泉３－２８
－２０３

http://www.hattori-sr.biz

996 株式会社シェーヌ
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県 石川県金沢市窪４－４１２ http://www.le-chene.jp/

997 株式会社あすなろ住販 不動産業 石川県
石川県金沢市駅西新町１丁
目３９番８号

http://asunarojyuhan.co.jp

998
株式会社アイティプラ
ス

卸売・小売業 石川県
石川県白山市茶屋町１－２
６

http://itp-h.co.jp

999
株式会社ＶＯＩＣＥ
パートナーズ

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市古府３丁目７
０－２Ｆ

http://www.voicepa.co.jp

1000 株式会社ＺＵＩＵＮ 建設業 石川県 石川県野々市市野代１－８ http://www.zuiun.jp

1001 株式会社城西 建設業 石川県
石川県金沢市間明２丁目１
４２

http://www.jousai.ne.jp

1002
株式会社アイ・サービ
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市問屋町３丁目
３０番地

1003 (株)東野東吉織物 製造業 福井県 勝山市元町2丁目9－21 http://www13.ocn.ne.jp/~reijin/

1004 (株)勝山自工
専門・技術サー
ビス業

福井県 勝山市若猪野26－1－1

1005 ㈱オートパーク 卸売・小売業 新潟県 長岡市下条町803番地 http://www.autopark.co.jp

1006 ㈱フォード新潟 卸売・小売業 新潟県 新潟市西区善久1063番地1 http://www.ford-niigata.co.jp

1007 ㈱サンライト 建設業 新潟県 新潟市秋葉区川口578-24

1008
社会福祉法人　八海福
祉会

医療、福祉 新潟県 南魚沼市穴地14番地1 http://www.hakkai-fukushikai.jp/

1009 ㈱竹鼻工業 建設業 富山県 中新川郡上市町竹鼻571

1010 ㈱Ｄ＆ＨＬＣ 金融・保険業 富山県
富山市小泉町11-3 TOKITﾋﾞ
ﾙ2F

1011 ㈱タカズミ 卸売・小売業 富山県 高岡市二塚199-18 http://www.takazmi.com

1012 桜藤ビーミング㈱ 製造業 富山県 小矢部市鷲島652
1013 ㈱雅覧堂 卸売・小売業 富山県 高岡市定塚町1239
1014 犬田製麺㈱ 製造業 富山県 高岡市戸出春日82-4
1015 やまざき歯科医院 医療、福祉 富山県 射水市二口438-1

1016 有限会社ジョイテル 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市鳴和１丁目１
３－１

http://joy-tel.co.jp

1017 キタオ株式会社 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市神宮寺３－９
－６

http://www.kitao.ne.jp/

1018 株式会社香林鉄工所 製造業 石川県
石川県かほく市高松ケ３６
－３

http://korin.ishikawa.jp/

1019 塚田建築 建設業 石川県
石川県河北郡内灘町白帆台
２－５２５

1020
株式会社インターステ
イト

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市諸江町上丁５
８５

http://www.realstate.jp



1021 ㈱小林工業 建設業 福井県 福井市和田中1丁目1716
1022 クレスト商事㈱ 製造業 福井県 福井市八重巻中町4-5
1023 ㈱田中箸店 製造業 福井県 小浜市生守第23号4番地 http://www.tanaka-hasi.co.jp

1024 ㈲ジャンクション 卸売・小売業 新潟県 新潟市中央区大島172番地1 http://www.junction-web.co.jp

1025 ㈲テーオーテック 建設業 新潟県
新潟市江南区両川2丁目
4500番地1

1026 A-craft 建設業 新潟県 新潟市北区神谷内2927-23
1027 三晶技研㈱ 製造業 富山県 滑川市上小泉1586 http://www.sanshogiken.co.jp

1028 西川産業㈱ 製造業 富山県 南砺市城端737

1029 （有）北ト
専門・技術サー
ビス業

富山県 高岡市下伏間江10 http://www.kitato.com

1030 丸和製器㈱ 製造業 富山県 高岡市昭和町1-3-1
1031 （有）渡辺農園 卸売・小売業 富山県 高岡市戸出伊勢領2460
1032 松島工業㈱ 建設業 富山県 高岡市戸出町3-1-72
1033 立山製紙㈱ 製造業 富山県 中新川郡立山町141 http://www.tateyamaseishi.jp

1034 （有）洋光不動産 不動産業 富山県 富山市本町1-14
1035 ㈱藤木自動車商会 卸売・小売業 富山県 富山市問屋町1-7-43
1036 タカラ産業㈱富山工場 製造業 富山県 高岡市福岡町三日市290 http://www.takaranet.co.jp

1037 ㈱アイカワ 運輸業 富山県 富山市水橋市田袋291-1

1038 金沢第一交通株式会社 運輸業 石川県
石川県金沢市山科２丁目３
番２３号

1039 石川建設工業株式会社 建設業 石川県 石川県金沢市桂町ホ８５ http://www.ishikawa-kk.co.jp/

1040
合同会社ダイバーズ・
システム

製造業 石川県 石川県かほく市七窪ヘ２６

1041
株式会社ビッグチョイ
ス

飲食店、宿泊業 石川県
石川県金沢市神野１丁目４
０番地２０１

http://big-choice.co.jp/

1042 若狭機械工事㈱ 建設業 福井県 敦賀市古田刈53-1-4
1043 上野電機㈱ 建設業 福井県 福井市乾徳3丁目9-1
1044 堀田製作所 製造業 福井県 福井市みのり1-8-21

1045 ㈱アクティブ・プラン
専門･技術サービ
ス業

福井県 福井市河合鷲塚町23-2-4

1046 福貨通運㈱ 運輸業 福井県 福井市花堂北1-4-42

1047 ㈱アーツ 建設業 福井県
坂井市春江町石塚第27号18
番地

1048 ヤマシン建設㈱ 建設業 福井県 坂井市三国町宿1-2-16

1049 ㈲美容室レディ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福井県 敦賀市若葉町1丁目519番地

1050 ㈱創祉 医療・福祉 福井県 坂井市丸岡町羽崎4-8-1
1051 ㈱ザカモア 卸売・小売業 福井県 坂井市丸岡町一本田29-5-1

1052 ㈲嶺北電子工業 製造業 福井県
坂井市丸岡町一本田中46-
10

1053 ㈲ヨネムラ土木 建設業 福井県 坂井市坂井町宮領50-22-2

1054 北陸マシナリー㈲ 製造業 福井県
坂井市坂井町下兵庫251-1-
1

1055 SOLEIL㈱
専門・技術サー
ビス業

福井県
坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16
（福井県産業情報センター
805）

1056 ㈱ヤヒロ 建設業 福井県 福井市飯塚町7-40
1057 ㈲石川研磨製作所 製造業 福井県 坂井市丸岡町舟寄9-3-1
1058 ㈱ASSET 卸売・小売業 福井県 福井市大和田町32-2
1059 ㈱長田工業所 製造業 福井県 坂井市春江町西長田41-1-1
1060 あやめ重機 建設業 新潟県 新発田市日渡22-1

1061 ㈱中越クリエイティブ
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 小千谷市平成2-4-17 http://www.chuetsu.net

1062
㈱トヨサカ阿部電機工
業

電気・ガス・熱
供給・水道業

新潟県 新潟市北区木崎877番地1

1063 昭栄印刷㈱ 製造業 新潟県 新発田市住田97 http://www.shoei-p.jp
1064 ㈱神林電気商会 建設業 新潟県 新潟市東区江南3-5-35

1065 新興商事㈱ 卸売・小売業 新潟県
新潟市中央区女池上山1-4-
43

http://www.sinko-sj.co.jp

1066 富士総業㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市中央区長潟853番地 http://www.fsn.co.jp/

1067 中華SOBA鬼にぼ 飲食店、宿泊業 新潟県 燕市井土巻2-18



1068 新潟ラーメンなおじ 飲食店、宿泊業 新潟県 長岡市蓮潟4-11-18
1069 ㈲大輪 医療、福祉 新潟県 東蒲原郡阿賀町平堀1855 http://www.dairin.tv

1070 ㈱ダスキン西蒲原
サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 新潟市西蒲区漆山7640

1071 ㈱AIGO 卸売・小売業 新潟県
新潟市東区中山8-15-2ヴァ
ンテアンC102

http://www.cocolisse.jp

1072 ㈲渕田工業所 製造業 新潟県
新潟市北区下大谷内堤下
1672番地14

http://ncokyoudoukumiai.jp/fuchita/index.html

1073 ㈱松村精型 製造業 富山県 高岡市長慶寺805
1074 ㈱ニシオ 製造業 富山県 小矢部市安養寺1657 http://www.enishio.com
1075 ㈱クリエイトダイス 製造業 富山県 高岡市戸出栄町46-6
1076 ㈱呉羽アパレル 製造業 富山県 富山市呉羽町宮ノ下1884-1
1077 富山サンリン㈱ 卸売・小売業 富山県 富山市婦中町萩島3251
1078 ㈱ハシヅメ鉄工 製造業 富山県 富山市横内428
1079 北陸築炉保温工業㈱ 建設業 富山県 富山市八町4826

1080 株式会社アグリシア 農業・林業 石川県
石川県金沢市南新保町チ１
３０

http://www.agrishia.jp/

1081
高尾社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

石川県
石川県野々市市御経塚３－
３７

1082 加藤企業株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市諸江町中丁３
４８

http://www.man-bow.co.jp

1083 ㈱DRESSNESS 卸売・小売業 福井県
敦賀市呉竹町2丁目13-15ビ
ブロスビル1F

1084 ㈲かつみソーイング 製造業 福井県 大飯郡高浜町宮崎65-12-1
1085 ㈱サラマット 製造業 福井県 大飯郡高浜町宮崎65-11-1

1086
特定非営利活動法人市
民活動ネットワーク
かっちゃまＨＵＢ

情報通信業 福井県 勝山市片瀬町1丁目402

1087 フクイセイシ(株) 製造業 福井県 大野市北御門27－1

1088 (有)藤田写真館
専門・技術サー
ビス業

福井県 勝山市本町1丁目6－31

1089 ㈲希麗美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

新潟県
南蒲原郡田上町大字吉田新
町333番地9

http://kirei-up.jp/

1090 ㈱MRT 製造業 新潟県 長岡市堺町194-7

1091 ㈱ビーマックス
サービス業（他に
分類されないも
の）

富山県 富山市上赤江町2-2-67

1092 ㈱大澤商会 卸売・小売業 富山県 富山市向新庄町6-8-14
1093 （有）北辰工業所 製造業 富山県 高岡市戸出栄町45-5
1094 ㈱今井機業場 製造業 富山県 南砺市野口888
1095 ㈱ＫＥＣ 製造業 富山県 富山市中大久保173-10 http://www.kecjapan.co.jp

1096 二葉精密(有) 製造業 富山県 富山市大久保129-7

1097 ㈱リンケージ
専門・技術サー
ビス業

富山県 富山市二口4-7-15

1098 （有）吉塚工務店 建設業 富山県 富山市新屋60-7
1099 ㈱アートウイン 製造業 富山県 小矢部市福上396

1100 株式会社 陽電社 製造業 石川県
石川県金沢市金石本町 イ
１３－２

1101
株式会社 ふらん・どー
る

卸売・小売業 石川県
石川県金沢市山科１丁目３
－１７

1102
ツアーシステム　株式
会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県 石川県金沢市入江２－８８ http://www.toursystem.co.jp/

1103 ㈱アットマーク 情報通信業 福井県 敦賀市新松島町4-15 http://www.a-mark.jp
1104 おうちパーク㈱ 不動産業 福井県 敦賀市新松島町1-1 http://tsuruga-housedo.com/

1105 ㈱山英舎 建設業 福井県 敦賀市金ヶ崎町9-6

1106 ㈲創栄産業 建設業 福井県
三方上中郡若狭町北前川
29-1-1

http://www.soei-gp.com

1107 ㈱中村住設 建設業 福井県 敦賀市津内町1丁目7-6
1108 ㈱ケア・システム 医療・福祉 福井県 坂井市坂井町上兵庫38-9-1
1109 田嶋牧場（個人事業） 農業・林業 福井県 あわら市国影6-23

1110 ㈲室田設備工業
電気・ガス・熱
供給・水道業

福井県 あわら市中川6-10-5

1111 敦賀FM放送㈱ 情報通信業 福井県 敦賀市本町2丁目12-3 http://harbor779.com



1112 ㈲平田木材店
製造業・不動産
業

福井県 大飯郡高浜町和田1-28

1113
㈲セレモ九州要　カナ
メ新潟支店

サービス業（他に
分類されないも
の）

新潟県 三条市須頃1051-1

1114
㈱新研基礎コンサルタ
ント

建設業 新潟県
新潟市江南区山二ツ309番
地1

http://www2.odn.ne.jp/~aao24580

1115 ㈱小林屋 飲食店、宿泊業 新潟県 見附市今町2-4-38 http://www.kobayashiro.com

1116 アルボオル工業㈱ 製造業 新潟県 新潟市東区木工新町372-4

1117 ㈱アクセス 建設業 新潟県
新潟市北区下大谷内396番
地1

http://access-com.jp/

1118 ㈱新潟造形 製造業 新潟県 新潟市北区川西1-8-18 http://www.niigata-zokei.com

1119 ㈱荻荘電機 建設業 新潟県 新潟市江南区荻曽根2-1-7 http://ogisho.co.jp/
1120 ㈱セキノワークス 製造業 新潟県 見附市新幸町10番3号 http://www.sekino.co.jp/

1121 ㈱日本海カッター工業 建設業 富山県 高岡市野村1589-1
1122 ㈱亀谷 製造業 富山県 富山市水橋伊勢屋268-1
1123 ㈱オーフェン機器 製造業 富山県 富山市婦中町萩島3253-32
1124 ㈱田村鉄工所 製造業 富山県 黒部市田家新689-2
1125 ㈱山崎 製造業 富山県 小矢部市金屋本江454-1

1126 城東建設　株式会社 建設業 石川県
石川県金沢市小立野５丁目
２番２２号

http://www.joto.co.jp

1127 太谷　株式会社 卸売・小売業 石川県
石川県金沢市瓢箪町２２－
２８

http://oya-grp.jp

1128 株式会社　トコシエ 飲食店、宿泊業 石川県
石川県金沢市富樫１－５－
２

1129 有限会社　モアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市駅西本町２丁
目１－４４

http://bb-more.co.jp/

1130
有限会社　フラワー
ガーデン

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市駅西本町２丁
目１－４４

http://flower.com/

1131
株式会社　不動住宅
ローン

金融・保険業 石川県
石川県金沢市泉野出町４丁
目１番２２号

http://www.fudog.jp

1132
株式会社　不動ジャパ
ン

不動産業 石川県
石川県金沢市泉野出町４丁
目１番２２号

http://www.fudog.jp

1133
株式会社　不動ホール
ディングス

不動産業 石川県
石川県金沢市泉野出町４丁
目１番２２号

http://www.fudog.jp

1134
金沢トレーニングプラ
ザ・アイアンホースジ
ム

サービス業（他に
分類されないも
の）

石川県
石川県金沢市無量寺１－６
９

http://www.ironhorse-co.jp/

1135 株式会社　創研 製造業 石川県
石川県能美市和気町　井
５８番地

http://i-sk.co.jp

1136
株式会社　冨士トラベ
ル金沢

生活関連サービ
ス・娯楽業

石川県
石川県金沢市浅野本町　ニ
１５０番地

http://www.spacelan.ne.jp/~fujitravel

1137 株式会社　冨士交通 運輸業 石川県
石川県金沢市浅野本町　ニ
１５０番地

http://www.fujikotsu-bus.com

1138 坪田電機　株式会社 建設業 石川県
石川県金沢市千木１丁目１
７１番地

1139
株式会社　山口トータ
ルサービス

卸売・小売業 石川県
石川県河北郡津幡町庄 リ
８７－１

1140
株式会社　ＰＲ　ＥＮ
ＧＩＮＥ

情報通信業 石川県
石川県金沢市横川７丁目３
５番１－２Ｆ

http://pr-engine.co.jp

1141 ㈱武笠 建設業 福井県
三方上中郡若狭町気山290-
10

http://www.takegasa.biz/

1142 岡本エンジニアリング 建設業 福井県 敦賀市津内67-3-5
1143 (有)横山テクノ 建設業 福井県 勝山市滝波町3－109 http://www.yokoyama-techno.net/

1144 荒鹿建設(株) 建設業 福井県 勝山市滝波町4－102－2


