
令和３年７月２１日現在

No. 業種 会社名 No. 業種 会社名

1 製造業 （株）IHIインフラシステム 65 建設業 北陸パブリックメンテナンス（株）　
2 製造業 岩崎工業（株）　 66 建設業 北陸保全工業（株）　
3 製造業 （株）荏原製作所 67 建設業 （株）星野工業　
4 製造業 遠藤鋼機（株）　 68 建設業 本間道路（株）　
5 製造業 新日本海重工業(株)　 69 建設業 真柄建設（株）　
6 製造業 水機工業(株)　 70 建設業 町田建設（株）　
7 製造業 （株）鶴見製作所 71 建設業 （株）松井組　
8 製造業 (株)電業社機械製作所　 72 建設業 （株）マック興業
9 製造業 新潟トランシス(株) 73 建設業 松本建設（株）　

10 製造業 日東河川工業（株） 74 建設業 丸運建設（株）　
11 製造業 (株)NICHIJO 75 建設業 丸建道路（株）　
12 製造業 範多機械(株)　 76 建設業 （株）三友組　
13 製造業 日立造船（株） 77 建設業 宮口建設（株）　
14 製造業 藤木鉄工（株）　 78 建設業 （株）森下組　
15 製造業 北越工業(株)　 79 建設業 よこたライフ㈱
16 製造業 明和工業（株） 80 建設業 吉田道路（株）　
17 製造業 矢崎エナジーシステム(株) 81 建設業 （株）吉光組　
18 建設業 （株）IHIインフラ建設 82 建設業 （株）渡辺建材
19 建設業 安達建設（株） 83 商事会社 昱工業（株）　
20 建設業 射水建設興業（株）　 84 機械整備業 青葉重工（株）　
21 建設業 射水工業（株）　 85 機械整備業 （株）上原自動車工業　
22 建設業 （株）植木組　 86 機械整備業 （株）大島自動車整備工場　
23 建設業 （株）ガイアート 87 機械整備業 （株）岡村自動車　
24 建設業 （株）加賀田組　 88 機械整備業 （有）小出自動車工業　
25 建設業 （株）笠原建設　 89 機械整備業 コベルコ建機日本（株）
26 建設業 鹿島道路（株） 90 機械整備業 コマツカスタマーサポート（株）
27 建設業 加州建設（株）　 91 機械整備業 コマツ富山（株）　
28 建設業 （株）金沢舗道　 92 機械整備業 （株）小柳機械整備工場　
29 建設業 川田建設（株） 93 機械整備業 （株）サカイ綜合自動車
30 建設業 川田工業（株）　 94 機械整備業 （資）坂町重機工業
31 建設業 北川ヒューテック（株）　 95 機械整備業 （株）サンコー
32 建設業 （株）グランテック 96 機械整備業 （株）三越　
33 建設業 （株）興和　 97 機械整備業 新星建機工業（株）　
34 建設業 小杉土建工業（株）　 98 機械整備業 （株）田中自動車修理工場　
35 建設業 （株）佐藤渡辺 99 機械整備業 千代田機電（株）　
36 建設業 笹嶋工業（株） 100 機械整備業 （株）テッコ横山　
37 建設業 沢田工業（株）　 101 機械整備業 （株）豊商　
38 建設業 （株）上越商会　 102 機械整備業 （株）長岡計器　
39 建設業 世紀東急工業（株） 103 機械整備業 （株）ニットク　
40 建設業 創伸建設（株） 104 機械整備業 日本ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ（同）
41 建設業 大成ロテック(株) 105 機械整備業 日立建機日本（株）
42 建設業 大陽開発（株）　 106 機械整備業 （株）日の出自動車　

43 建設業 （株）田中組　 107 機械整備業 北国テクノ（株）　

44 建設業 田中産業（株）　 108 機械整備業 北陸自動車（株）
45 建設業 （株）種村建設　 109 機械整備業 （株）星野自動車工業　
46 建設業 （株）テック柏 110 機械整備業 （株）安田工作所　
47 建設業 鉄建建設（株） 111 機械整備業 （株）山崎サービス　
48 建設業 東亜道路工業（株） 112 レンタル業 （株）アクティオ
49 建設業 道路技術サービス（株）　 113 レンタル業 （株）カナモト
50 建設業 （株）戸田組 114 レンタル業 能登建販（株）
51 建設業 （株）富山環境整備　 115 レンタル業 ユナイト（株）
52 建設業 （株）中元組　 116 その他 （株）建設システム
53 建設業 長岡舖道（株）　 117 その他 （株）建設マネジメント北陸
54 建設業 西田建設（株）　 118 その他 コマツ教習所（株）
55 建設業 日瀝道路（株） 119 その他 サイテックジャパン（株）
56 建設業 日本サミコン（株）　 120 その他 （株）シーティーエス
57 建設業 日本道路（株） 121 その他 長栄工業（株）　
58 建設業 （株）NIPPO 122 その他 （株）トップライズ
59 建設業 ハイウェイ・リバーメンテナンス（株） 123 その他 （株）トプコンソキアポジショニングジャパン

60 建設業 （株）笛田組　 124 その他 永井ｺﾝｸﾘｰﾄ工業（株）　
61 建設業 福田道路（株）　 125 その他 新潟県土質改良事業協同組合
62 建設業 （株）文明屋　 126 その他 福井コンピュータ（株）
63 建設業 （株）北越トラスト 127 その他 （株）北越アローサービス
64 建設業 北陸ハイウェイ建設（株）　 128 その他 (一社）北陸地域づくり協会
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