
 (公社)新潟県防犯協会関係

 (一社)新潟県警備業協会  新潟市中央区新光町

 (一社)新潟県猟友会  新潟市中央区川岸町１丁目

 イワツキ（株）  西蒲原郡弥彦村大字弥彦

 （株）ウオロク  新潟市中央区鐙２丁目

 （株）エヌエスケイ  新潟市東区卸新町１丁目

 （株）カタプロ建設  新潟市中央区鳥屋野１丁目

 （株）桑野写真館  新潟市中央区東大通２丁目

 （株）サンプラス  新潟市西区寺尾東３丁目

 （株）サンプラス下越  村上市藤沢

 （株）新宣  新潟市中央区神道寺２丁目

 （株）シンセンリフォーム  新潟市中央区神道寺２丁目

 （株）末広製菓  新潟市西蒲区西長島

 （株）全研ビルサービス  三条市西本成寺２丁目

 （株）大創  新潟市中央区関屋下川原町１丁目

 （株）たいよう共済新潟支店  新潟市中央区新光町

 （株）トスネット上信越  新潟市中央区上所上３丁目

 （株）トップロード  新潟市西区平島１丁目

 （株）中条ゴルフ倶楽部  胎内市村松浜

 （株）プレステージ・ワン  新潟市中央区愛宕３丁目

 （株）ほけんらいふ新潟  新潟市中央区米山２丁目

 （株）メイクスジャパン  新潟市中央区女池神明１丁目

 （株）山田写真製版所新潟支店  新潟市東区松島１丁目

 吉川化工(株)  新潟市西蒲区門田

 （公財）新潟県交通安全協会  新潟市中央区新光町

 サンエス技研（株）  神奈川県横浜市都筑区北山田2丁目

 上信越たばこ販売協同組合連合会新潟県支部  長岡市城内３丁目

 新光金属（株）  燕市杣木

 セコム上信越（株）  新潟市中央区新光町

 チューリップライフ（株）  新潟市西区的場流通２丁目

 新潟県アミューズメント施設営業者協会  新潟市東区江南６丁目

 新潟県カラオケ防犯協会  長岡市表町１丁目

 新潟県ゴルフ連盟  新潟市中央区堀之内南１丁目

 新潟県自動車販売店協会  新潟市中央区東出来島

 新潟県社交飲食業生活衛生同業組合防犯協力会  新潟市中央区本町通７番町

 新潟県中古自動車販売商工組合  新潟市南区根岸

 新潟県遊技業協同組合(新潟県防犯協力連合会)  新潟市中央区上近江２丁目

 新潟県料理生活衛生同業組合(防犯協力会)  新潟市中央区西堀前通９番町

 新潟綜合警備保障（株）  新潟市東区小金町１丁目

 日本郵便（株）信越支社  長野県長野市栗田

 フェイズ（株）  新潟市中央区本馬越

 富士総業（株）  新潟市江南区長潟

 （有）中川シール印刷  新潟市江南区曙町４丁目

 （有）みさわ  新潟市中央区白山浦１丁目

 新潟地区防犯組合連合会関係

 大倉漁業（株）　  新潟市中央区万代島

 （株）加賀田組　　  新潟市中央区万代４丁目

 （株）新潟三越伊勢丹　  新潟市中央区八千代１丁目

 （株）三井住友銀行新潟支店　  新潟市中央区西堀通６番町

 第一建設工業（株）　  新潟市中央区八千代１丁目

 大成建設（株）北信越支店　  新潟市中央区八千代１丁目

 新潟交通（株）　  新潟市中央区万代１丁目

 新潟トヨタ自動車（株）　  新潟市中央区女池南１丁目

(公社) 新潟県防犯協会賛助会員名簿
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 日本通運（株）新潟支店　  新潟市中央区上大川前通５番町

 北陸瓦斯（株）　  新潟市中央区東大通１丁目

 新潟中央防犯協会連合会関係

 （株）第四北越銀行本店　  新潟市中央区東堀前通７番町

 （株）塚田牛乳　  新潟市江南区木津

 （株）新潟ケンベイ　  新潟市江南区亀田工業団地２丁目

 （株）新潟放送　  新潟市中央区川岸町３丁目

 （株）福田組　  新潟市中央区一番堀通町

 （株）北陸銀行新潟支店　  新潟市中央区東堀前通７番町

 （株）本間組　  新潟市中央区西湊町通３ノ町

 （株）三菱UFJ銀行新潟支店　  新潟市中央区古町通７番町

 （株）みずほ銀行新潟支店　  新潟市中央区西堀通６番町

 清水商事（株）　  新潟市中央区堀之内

 新栄信用組合東堀支店　  新潟市中央区東堀前通４番町

 東光商事（株）　  新潟市中央区上大川前通６番町

 新潟縣信用組合　  新潟市中央区営所通１番町

 新潟県信用農業協同組合連合会　  新潟市中央区東中通１番町

 新潟信用金庫　  新潟市中央区西堀通５番町

 （有）高𣘺𣘺石油　  新潟市中央区赤坂町１丁目

 新潟東地区防犯協会関係

 （株）ヒウラ  新潟市東区牡丹山１丁目

 新潟西地区防犯組合連合会関係

 （株）東邦アーステック  新潟市西区黒鳥

 （株）新潟文化自動車学校　  新潟市西区青山１丁目

 （株）マルタケ　  新潟市西区流通センター４丁目

 新潟酒販（株）　  新潟市西区流通センター３丁目

 丸山幸男　　  新潟市西区

 江南地区防犯組合連合会関係

 亀田製菓（株）　  新潟市江南区亀田工業団地３丁目

 山崎製パン（株）新潟工場　  新潟市江南区二本木

 新潟北防犯組合連合会関係

 JA東日本くみあい飼料（株）新潟工場　  北蒲原郡聖籠町東港３丁目

 石崎ボルト（有）　  新潟市北区下大谷内

 （株）DHC酒造　  新潟市北区嘉山１丁目

 （株）岩村組　  新発田市大手町４丁目

 （株）髙松機工　  北蒲原郡聖籠町大字亀塚

 （株）新潟飼糧　　  新潟市北区横土居

 （株）皆川組　  新潟市北区名目所２丁目

 グリーン産業(株)　  新潟市北区島見町

 新共企業（株）新潟事業所　  北蒲原郡聖籠町東港１丁目

 東北電力（株）東新潟火力発電所　  北蒲原郡聖籠町東港１丁目

 東北発電工業（株）東新潟支社　  北蒲原郡聖籠町東港１丁目

 新潟運輸（株）新発田支店　  北蒲原郡聖籠町東港３丁目

 新潟石油共同備蓄（株）新潟事業所　  北蒲原郡聖籠町東港１丁目

 日軽新潟（株）  新潟市北区太郎代

 日本エア・リキード（株）新潟工場　  北蒲原郡聖籠町東港１丁目

 日本海エル・エヌ・ジー（株）　  北蒲原郡聖籠町東港１丁目

 日本ケミコン（株）新潟工場　  北蒲原郡聖籠町東港６丁目

 日本中央競馬会新潟競馬場　  新潟市北区笹山

 藤木鉄工（株）　  北蒲原郡聖籠町東港３丁目

 松山重車輌工業（株）　  新潟市北区下大谷内

 （有）渡藤工業所　  北蒲原郡聖籠町大字網代浜



 佐渡市安全安心まちづくり協会関係

 （株）マルゴ　  佐渡市石田

 コマツ佐渡（株）　  佐渡市泉

 佐渡農業協同組合　  佐渡市原黒

 新潟県遊技業協同組合佐渡支部(相川)   佐渡市東大通

 新潟県遊技業協同組合佐渡支部(両津)   佐渡市東大通

 新発田地区防犯連合会関係

 （株）伊藤組　  新発田市島潟

 （株）紫雲ゴルフ倶楽部　  新発田市元郷

 （株）ＴＯＷＡ　ＪＡＰＡＮ  新発田市新富町３丁目

 （株）新野商店　  新発田市御幸町１丁目

 菊水酒造（株）　  新発田市島潟

 新発田ガス（株）　  新発田市豊町１丁目

 新発田遊技場防犯組合　  新発田市本田

 新潟フォレストカントリー倶楽部（株）　  新発田市万代

 村上地区連合防犯協会関係

 旭電工（株）　  村上市塩町

 （株）廣田商事　  村上市田端町

 三桂興産（株）新潟工場　  村上市遠矢崎

 村上・岩船地区遊技業協同組合　  村上市仲間町

 （株）斎藤工業　  村上市猿沢字上野

 胎内市防犯組合連合会関係

 JX石油開発（株）中条油業所　  胎内市村松浜

 桂川電機（株）中条工場　  胎内市高畑字新割

 （株）内山大鍛冶屋　  胎内市本郷町

 （株）小野組　  胎内市西栄町

 （株）クラレ新潟事業所　  胎内市倉敷町

 （株）三進製作所新潟工場　  胎内市塩沢谷内

 （株）日本海カントリー　  胎内市荒井浜

 （株）日立産機システム中条事業所　  胎内市富岡

 櫛形ゴルフ倶楽部　  胎内市小牧台

 信越建設工業（株）　  胎内市羽黒

 胎内市農業協同組合  胎内市本郷字家の下

 マルイ工業（株）　  胎内市高畑字新割

 水澤化学工業（株）中条工場　  胎内市水沢町

 阿賀野市防犯協会関係

 越後桜酒造（株）　  阿賀野市山口町１丁目

 （株）遠清商事　  阿賀野市保田

 （株）坂詰組　  阿賀野市保田

 安田建設（株）　  阿賀野市保田

 東蒲原郡防犯協会関係

 （株）巴山組　  東蒲原郡阿賀町日出谷乙

 麒麟山酒造（株）　  東蒲原郡阿賀町津川

 新潟昭和（株）　  東蒲原郡阿賀町向鹿瀬

 五泉市防犯組合連合会関係

 越後天然ガス（株）　  新潟市秋葉区新津
 たいまつ食品（株）  五泉市村松
 デンカ（株）五泉事業所　  五泉市木越



 山隆リコム（株）  五泉市三本木
 横山建設（株）  五泉市太田

 秋葉区防犯連合会関係  
 秋葉建設興業（株）　  新潟市秋葉区程島

 阿部木材工業（株）　  新潟市江南区二本木４丁目

 大森電子（株）　  新潟市秋葉区小戸上組字前田

 （株）大野建設　  新潟市秋葉区新津

 （株）甲田石油店　  新潟市秋葉区山谷２丁目

 （株）徳永製作所　  新潟市秋葉区小戸下組

 （株）八重電業社　  新潟市秋葉区川口

 （株）カワマツにいつフードセンター　  新潟市秋葉区新津字山谷南
 北本建設（株）　  新潟市秋葉区中沢町

 三条市防犯協会関係

 （株）オーシャンシステム  三条市東新保
 （株）コロナ　  三条市西本成寺２丁目

 （株）三條機械製作所　  三条市猪子場新田

 三条信用金庫　  三条市旭２丁目

 三条地区遊技業組合　  新潟市南区茨曽根

 にいがた南蒲農業組合　  三条市興野３丁目

 新潟南区防犯協会関係

 イオンリテール（株）イオン白根店　  新潟市南区能登

 古河マグネットワイヤ（株）白根工場　  新潟市南区上八枚

 西蒲地区連合防犯協会関係

 岩室温泉旅館組合　  新潟市西蒲区岩室
 越後中央農業協同組合　  新潟市西蒲区巻字鎧潟甲

 （株）新潟カントリー倶楽部　  新潟市西蒲区峰岡

 （株）水倉組　  新潟市西蒲区巻甲

 （株）宮川組　  新潟市西蒲区門田

 新潟煙火工業（株）　  新潟市中央区白山浦２丁目

 水庄建設（株）　  新潟市西蒲区巻甲

 弥彦神社　  西蒲原郡弥彦村大字弥彦

 燕地区防犯組合連合会関係

 （株）東陽理化学研究所　  燕市杣木

 協栄信用組合　  燕市東太田

 燕振興工業（株）　  燕市小池

 燕遊技場組合　  三条市横町１丁目

 フジイコーポレーション（株）　  燕市小池

 北越工業（株）　  燕市下粟生津

 三星金属工業（株）　  燕市小関

 山崎金属工業（株）　  燕市大曲

 加茂・田上防犯協会関係

 阿部精麦（株）　  加茂市岡ノ町

 （一社）加茂市医師会　  加茂市幸町１丁目

 （株）オヤナギファッション　  加茂市神明町１丁目

 （株）堀内組　  加茂市番田

 東芝ホームテクノ（株）　  加茂市大字後須田

 湯田上温泉旅館組合　  南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田

 防犯組合見附地区連合会関係

 見附・中之島地区金融機関警察連絡協議会　  見附市本町２丁目



 長岡地区防犯協会連合会関係

 アクシアルリテイリング（株）  長岡市中興野

 朝日酒造（株）　  長岡市朝日

 岩塚製菓（株）　  長岡市浦
 越後交通（株）　  長岡市千秋２丁目
 （株）大原鉄工所　  長岡市城岡２丁目

 （株）大光銀行　  長岡市大手通１丁目

 （株）多田組　  長岡市平２丁目

 （株）東亞　  長岡市今朝白２丁目

 （株）ロン・リバイス　  長岡市東町

 川上建材（株）　  長岡市天下島

 共榮建設（株）　  長岡市栃尾山田町

 小林石油（株）　  長岡市福住２丁目

 三信興業（株）　  長岡市赤谷

 栃尾自動車整備組合　  長岡市金町１丁目

 栃尾自動車工業（株）　  長岡市平１丁目

 長岡市遊技場防犯組合　  長岡市大手通１丁目

 長岡信用金庫　  長岡市大手通２丁目

 日本精機（株）　  長岡市東蔵王２丁目

 原田工業（株）新潟事業所　  長岡市滝の下町

 山田修整（有）　  長岡市栄町１丁目

 （有）鈴木銃砲火薬店　  長岡市旭町２丁目

 （有）長岡銃砲火薬店　  長岡市表町１丁目

 山三商事（株）  長岡市表町３丁目

 吉乃川（株）　  長岡市摂田屋４丁目

 与板地区防犯組合連合会関係

 （株）石黒　  長岡市与板町本与板

 （株）中村組　  長岡市与板町与板

 （株）山長組　  長岡市脇野町

 共和建設（株）　  長岡市与板町広野

 久須美酒造（株）　  長岡市小島谷

 寺泊産業（株）　  長岡市寺泊上田町

 新潟県建設業協会与板支部　  長岡市与板町本与板

 （有）棚橋組　  三島郡出雲崎町大字大門

 （有）山﨑製材所　  長岡市与板町与板乙

 与板警察署管内金融機関防犯連絡協議会　  長岡市与板町与板

 小千谷地区防犯協会連合会関係

 （株）たかの　  小千谷市大字千谷甲

 （株）西脇商店　  小千谷市本町２丁目

 米岡石油（株）　  小千谷市元町

 魚沼市防犯協会関係

 （株）シンガポールファッション　  魚沼市堀之内

 （株）中村バルブ製作所　  魚沼市堀之内

 （株）理研計測器製作所　  魚沼市堀之内

 北魚沼農業協同組合　  魚沼市中原

 電源開発（株）東日本支店小出電力所　  魚沼市小出島字坂之下

 東洋電機工業（株）　  魚沼市原虫野

 ホリカフーズ（株）　  魚沼市堀之内

 （有）小出自動車工業　  魚沼市四日町

 南魚沼地域安全協会関係

 湯沢東映ホテル  南魚沼郡湯沢町大字湯沢



 十日町地区連合防犯協会関係

 （株）吉楽土建　  十日町市上新井

 （株）小嶋屋総本店　  十日町市中屋敷

 （株）高橋工務所　  中魚沼郡津南町大字下船渡戊

 （株）滝沢印刷  十日町市本町２丁目

 （株）司工務店　  十日町市松代

 （株）丸山工務所　  十日町市稲葉

 （株）村山商会　  十日町市子

 （株）村山土建　  十日町市山本

 （株）ラポート十日町　  十日町市本町２丁目

 （株）涌井土木　  中魚沼郡津南町上郷宮野原

 上村建設工業（株）　  中魚沼郡津南町大字下船渡戊

 協和建設（株）　  十日町市寅乙

 タナベ防災（株）　  十日町市西本町１丁目

 十日町地区遊技業防犯組合　  中魚沼郡津南町大字下船渡甲

 十日町農業協同組合   十日町市高山

 苗場建設サービス（株）   十日町市伊達甲

 柏崎警察署地区防犯連合会関係　

 柏崎運送（株）　  柏崎市荒浜３丁目

 柏崎刈羽原子力職場防犯連絡協議会　  柏崎市青山町

 柏崎信用金庫　  柏崎市東本町１丁目

 柏崎交通（株）　  柏崎市東本町３丁目

 柏崎遊技業組合  柏崎市田中

 （株）タカハシ　  柏崎市宝町

 （株）ブルボン　  柏崎市松波４丁目

 （株）リケン柏崎事業所　  柏崎市北斗町

 藤林コンクリート工業（株）　  柏崎市安田

 藤村クレスト（株）  柏崎市栄町

 上越市防犯協会関係

 イオンリテール（株）イオン上越店　  上越市富岡

 （株）ＩＮＰＥＸロジスティクス  上越市大潟区渋柿浜

 大島農機（株）　  上越市土橋

 （株）MARUWA  上越市福田町

 （株）小イチコ  上越市本町１丁目　

 （株）一印上越魚市場　  上越市木田３丁目

 （株）上越商会　  上越市土橋

 （株）高舘組　  上越市西本町２丁目

 （株）武江組　  上越市浦川原区虫川

 （株）古田組　  上越市柿崎区百木

 （株）宮崎商店　  上越市南本町３丁目

 頸城建設（株）　  上越市浦川原区下猪子田

 頸城自動車（株）　  上越市石橋２丁目

 自主防犯パトロール団体 ブルーエンジェルズ　  上越市柿崎区馬正面

 上越信用金庫　  上越市中央１丁目

 上越遊技業組合　  上越市藤巻

 信越丸大食品（株）新潟工場　  上越市大潟区土底浜

 大陽開発（株）　  上越市浦川原区横川

 田辺建設（株）　  上越市栄町２丁目

 直江津海陸運送（株）　  上越市港町２丁目

 西田建設（株）　  上越市大潟区土底浜

 三井企画（株）　  上越市藤巻

 妙高地区防犯協会関係

 （株）松ヶ峯カントリー倶楽部　  上越市中郷区岡川

 妙高観光開発（株）妙高カントリークラブ　  妙高市関山



 糸魚川市防犯組合連合会関係

 猪又建設（株）　  糸魚川市大町１丁目

 （株）笠原建設　  糸魚川市能生

 （株）カネヨ松木商店　  糸魚川市寺町５丁目

 （株）後藤組　  糸魚川市上刈６丁目

 （株）タナベ　  糸魚川市大字大野

 （株）谷村建設　  糸魚川市寺町１丁目

 デンカ（株）青海工場　  糸魚川市青海

 新潟県建設業協会糸魚川支部　  糸魚川市南押上３丁目

 明星セメント（株）　  糸魚川市上刈７丁目
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