
有限会社　ヒダカ 新潟東港運輸株式会社

株式会社セキュリティリサイクル研究所 株式会社佐久間組

有限会社エヌ・ティ・エル 株式会社大橋商会

株式会社金井電設新潟支社 株式会社カントリーフーズSp

嶋崎工業 有限会社　幸栄設備

新潟北土地改良区 株式会社　大橋商会

有限会社　筒井製作所 宮島石油販売　株式会社

株式会社　ハトリ 堀川建設　株式会社

成上興業　株式会社 村上環境　株式会社

植木食品工業　株式会社 有限会社　ホクヨー製作所

株式会社　後藤運輸 北辰通商　株式会社

有限会社　NHS-JAPAN Ｐ＆Ｄ　株式会社

株式会社　栗山米菓 三幸製菓　株式会社

新潟高速運輸　株式会社 有限会社　近工業

株式会社　エクセルプラン 株式会社　日昇工業

環境整備　株式会社 フタバ工業株式会社

有限会社　細野建設 八木建材　有限会社

有限会社　第一モータース 有限会社　サンアルミ

中央企業　株式会社 株式会社　豊栄わくわく広場

新潟興産　株式会社 株式会社　大鐡

株式会社　清水 東港タクシー　株式会社

株式会社　カンエツ 有限会社　山田重機

健康宣言事業所一覧　（令和4年7月末時点）

下越地域

【新潟市】

北区



ｅｎｎ株式会社 有限会社石川重機建設

株式会社タカヨシ 株式会社テックアサヒ

株式会社カネシン 亀田製菓株式会社

サクラパックス株式会社　新潟事業所 株式会社テクニカル通信

有限会社星山技研 株式会社シビル旭

株式会社EXC　デリバリー・タイヤ 株式会社　ブラッシュアップ新潟

北陸パブリックメンテナンス　株式会社 株式会社　エムエフデザイン

有限会社　上田工業所 株式会社　協和製作所

株式会社　別所材木店 株式会社　HOT  STAND  ALONE

サクマ工事　株式会社 農事組合法人　カミハヤ

株式会社　新研基礎コンサルタント 株式会社　アンジェル

有限会社　愛和 大野青果　株式会社

株式会社　サイタメ 株式会社　シービー工業

新潟県観光物産　株式会社 有限会社　オートウェーブニイガタ

株式会社　アークビルド 株式会社　坂上自動車販売

株式会社　須田組 アジカル　株式会社

株式会社　ＮＫ交通

有限会社石澤製作所 株式会社川内自動車

東部運送株式会社 越後天然ガス株式会社

株式会社徳永製作所 新津商工会議所

株式会社　大野建設 社会福祉法人　愛和

北本建設　株式会社 株式会社　プログレス

日佑電子　株式会社 株式会社　レボリューション

株式会社　human 有限会社　ウイング

株式会社　かどや まくあけびー

株式会社　坂電工業 新潟県労務管理総合センター

秋葉建設興業　株式会社 株式会社　アウル

有限会社　ケアサプライどりーむ 合同会社　メロディ

株式会社　作新工業 株式会社　石井商店

秋葉区

江南区



株式会社青海製作所 株式会社藤﨑兄弟商会

新潟電子工業株式会社 山崎ヒューマンコンクリート株式会社

株式会社福宝 有限会社　清水自動車販売

新潟ウレタンフォーム　株式会社 興和商事　株式会社

中央陸運　株式会社 株式会社　昭工務店

有限会社　麺匠高野 有限会社　こめや

新洋技研工業　株式会社

南区



北陸保全工業株式会社 株式会社志賀医科器械店

株式会社景 株式会社新潟中央物流

株式会社北偉工業 三和薬品株式会社

エー・エイチ・テック株式会社 新潟空調株式会社

日本ハンガーボード株式会社 株式会社大建建設

株式会社ライフプロモート 新潟マツダ自動車株式会社

エアプラック株式会社 株式会社日本フードリンク

新潟陸運株式会社 双峰通信工業株式会社

有限会社フクヤ 森鐵工株式会社

有限会社CIRCLE・SEVEN 株式会社柳都入船

株式会社アクアリゾート 新潟綜合警備保障株式会社

株式会社近藤組　新潟支店 株式会社元洋

株式会社中喜 東新運輸株式会社

株式会社　新潟自動車学校 合同会社　穂の風

株式会社　新菱 西川運輸興業　株式会社

株式会社　藤工配管 株式会社　コンドルレック

有限会社　楓建設 久保田電機工業　株式会社

株式会社　日青堂 新潟鉄道荷物　株式会社

有限会社　後藤工業 有限会社　小川鉄工所

有限会社　坂本鉄工所 株式会社　八福

株式会社　親和 株式会社　アルファ技研

一般社団法人　新潟県溶接協会 株式会社　新光企業

有限会社　新潟化工 株式会社　勇莉

有限会社　ミタニ アルボオル工業　株式会社

有限会社　アート ワークス 有限会社　新栄自動車整備工場

株式会社　サウンドエイト 株式会社　ネイグル新潟

ダイドーホーム　株式会社 有限会社　日装工芸

有限会社　きゃすと 株式会社　博進堂

有限会社　泰成産業 株式会社　メッツゲライテラ

株式会社　ニイガタマシンテクノ 第三貨物自動車　株式会社

すみれ建装　株式会社 新潟ファーネス工業　株式会社

大越工業　株式会社 東新興業　株式会社

株式会社　メリーズ 株式会社　新日不動産

ほけんのアスキット　株式会社

東区



株式会社はあとふるあたご 日本海曳船株式会社

あおやまメディカル株式会社 株式会社ハヤマ

星野電気株式会社 株式会社新潟藤田組

大洋工業株式会社 株式会社村尾技建

保険システム株式会社 株式会社藤田設計

社会保険労務士法人こじま事務所 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会

株式会社クレイズプラン 日本サミコン株式会社

社会福祉法人健周福祉会 株式会社シアンス

株式会社福地設計 株式会社シーキューブ

株式会社ファイブ 研冷工業株式会社

株式会社田中組 合同会社GARDEN

アレーゼ新潟株式会社 ハーバーハウス株式会社

株式会社シナゼン 一般財団法人健康医学予防協会

有限会社三共ハウジング 新潟メタリコン工業株式会社

新潟商工会議所 株式会社OROｃｏｄｅＭＯＣ

株式会社山装 木山産業株式会社

ワンハート株式会社 株式会社フジ・クリエイティブセンター

株式会社人材計画 六協リース株式会社

株式会社トランスアームネクスト 豊和建設株式会社

株式会社技研 株式会社技研運輸

株式会社カネコ物流 弁護士法人一新総合法律事務所

株式会社シナノ総合企画 株式会社シナノメディカルプランニング

株式会社エーアンドエム アルンレア法律事務所

株式会社　新宣 日高商事　株式会社

新潟古河バッテリー　株式会社 株式会社　アイオス

株式会社　anna 株式会社　アイセック

合同会社　CocoKara 株式会社　保苅米穀

株式会社　小林印刷所 株式会社　マツダモビリティ新潟

株式会社　興電社 株式会社　ネットスリー

第一建設工業　株式会社 株式会社　中央グループ

株式会社　熊谷 株式会社　新潟中央自動車学校

株式会社　ウエスト ハーバーエステート　株式会社

税理士法人　石田経理事務所 日本海不動産　株式会社

株式会社　ネクスト・サポート新潟 カナン建物　株式会社

一般社団法人　新潟県歯科医師会 株式会社　たかだ

株式会社　ことりや 丸新電機照明　株式会社

有限会社　山賀鉄工所 新潟ニッタン　株式会社

株式会社　双葉メディカル 株式会社　エフプラス

株式会社　ＣＳコーポレイション しろやまの会

中央区



株式会社　ＩＣＨＩ 株式会社　山新塗料店

新潟縣護國神社　迎賓館TOKIWA 有限会社　阿部金属

有限会社　工友電設 株式会社　KENKI

小林事務機　株式会社 株式会社　サンビデオ映像

株式会社　近藤組 鍋谷電機工業　株式会社

株式会社　オリス 株式会社　いかの墨

株式会社　斉藤工業 株式会社　加藤塗装店

株式会社　スペースアルファーシステム 株式会社　ＳＡＣＯ

株式会社　zero-G 株式会社　誠

有限会社　ＴＶアート 茂興業　株式会社

有限会社　川瀬高架 株式会社　グラスドリーム

株式会社　ext 有限会社　エーシートーマス

株式会社　カネコ商会 北陸瓦斯　株式会社

株式会社　豊栄運輸倉庫 有限会社　愛冨岡看護婦ケアホームヘルパー紹介所

株式会社　尚和 有限会社　新潟清野

株式会社　西方組



有限会社トレス 株式会社ひらせいホームセンター

社会福祉法人葵新生会　特別養護老人ホーム

葵の園・新潟内野
株式会社環境科学

医療法人 泰庸会  新潟脳外科病院 JIグローバルライフ合同会社

三和第一交通株式会社 株式会社ケアライフ新潟

株式会社フォークス 恒陽測量株式会社

株式会社青木農場 株式会社新潟電装

青山ホーム株式会社 朝日建設株式会社

有限会社アート通信設備 有限会社マサミ工業

株式会社高圧技研 株式会社　ホンマ

株式会社　スマイルワン 株式会社　新潟ふるさと村

新潟興業　株式会社 社会福祉法人　新潟さくら会

社会福祉法人　啓真会 株式会社　LB.Housing

社会福祉法人　新潟みずほ福祉会 内野農産　株式会社

有限会社　アタカ急送 匠サポートセンター　株式会社

医療法人すずき会　寺尾整形外科クリニック 有限会社　クローバー企画

有限会社　大和木材店 株式会社　金由建設

株式会社　オートコレクション 株式会社　キョーヤク

有限会社　中哲商店 日本香華　株式会社

合同会社　ＬＩＮＫ 株式会社　国土

税理士法人　フォーカスクライド 株式会社　紫竹屋

株式会社　源助 株式会社　サイバーアート

有限会社　佐々木電気 株式会社　笠井組

有限会社　遊翔 株式会社　新潟市環境事業公社

株式会社　志賀組 ガレージエナジー　株式会社

ユニトライク　株式会社 株式会社　ワンツーユニオン

株式会社　シー・アイ・シー エル・シー・エス　株式会社

株式会社　建商 有限会社　稲葉基礎工事

株式会社　朱鷺貿易 株式会社　バオバブ

有限会社　ムネケン 株式会社　新潟文化自動車学校

株式会社　リノベホーム

西区



株式会社イエスト 株式会社イエストサービス

株式会社岩室車体 株式会社　巻電設

株式会社内山熔接工業 株式会社渡大組

社会福祉法人遊生会 新潟ボンド工業株式会社

株式会社早川設備 株式会社中村鉄工所

株式会社　久保田鉄工所 成田鉄建　株式会社

株式会社　新潟ルーフ 東洋メンテナンス　株式会社

株式会社　宮島化学工業 エコ・マテ　株式会社

小川オート 有限会社　穂苅製作所

株式会社　トラベルマスターズ 有限会社　そら野ファーム

株式会社　はるかぜツアー 株式会社　タクミ電設

株式会社　いのラボ 株式会社　細山商店

西蒲区



株式会社岩村組 一般財団法人下越総合健康開発センター

株式会社ほっとしばたケアセンター 新発田商工会議所

三福運輸株式会社 昭栄印刷株式会社

株式会社加治川の里 社会保険労務士法人篠田パートナーズ事務所

株式会社花安新発田斎場 新発田運輸株式会社

株式会社大堀商会 株式会社五十嵐薬品

株式会社宮野食品工業所 有限会社ひかり電工

大進電業株式会社 株式会社ＮＩＳ保険サービス

株式会社王紋電気 株式会社三和商会

合同会社マザーアース 有限会社エルエイチブイ重機建設

フジマ舗道株式会社 株式会社中山商会

社会福祉法人のぞみの家福祉会 有限会社サンフラワー介護福祉センター

新発田食品工業団地協同組合 有限会社関自動車

株式会社弘新機工 株式会社伊藤組

株式会社長谷川建設 ジョワイズ合同会社

合同会社　LEGIT'III 黒崎白土工業　株式会社

北興化学工業　株式会社　新潟工場 株式会社　松浦製作所

株式会社　ホンダオート新発田 株式会社　増子工業所

阿部工業　合同会社 社会福祉法人　新発田市社会福祉協議会

有限会社　斎藤建築 認定特定非営利活動法人　新発田市総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

税理士法人　小野寺税務会計事務所 合同会社　Calm Due

有限会社　七葉オートサービス 株式会社　イノウエ

有限会社　シーテック 株式会社　カエツクリーンサービス

株式会社　岩村工業 西新発田整形外科クリニック

株式会社　中村組 株式会社　坂りん

有限会社　結城堂 株式会社　オオハシ

三福運輸　株式会社 株式会社　本間建材

株式会社　小島屋 株式会社　トラスト

【新発田市】



株式会社ワイテム 村上商工会議所

株式会社フォト・スタンプ新潟 株式会社加藤組

株式会社川上製作所 パルス電子株式会社

株式会社ヤマノイ 株式会社中山商会

有限会社ジェイユウ軽送 株式会社ユニゾンむらかみ

あまい住設株式会社 株式会社地酒の店たむら

株式会社又上 株式会社村電テクニカルサービス

公益財団法人　イヨボヤの里開発公社 有限会社　スエヒロファーム

株式会社　ＭＫＴ（すし誠） 株式会社　髙橋電機

株式会社　横山電機商会 藤観光タクシー　株式会社

新潟ゆうき　株式会社 テクノ平成

朝日相互燃料　株式会社 合同会社　リリック

NPO法人　総合型地域スポーツクラブ愛ランドあさひ 株式会社　稲葉組

新潟巧測　株式会社 株式会社　サクマ

有限会社　村上警備保障 株式会社　村上エレテック

有限会社　板垣鉄工所 有限会社　山三鉄工所

有限会社　美越 有限会社　丸実

【村上市】



下村企販株式会社 エコー金属株式会社

ユタカ電子工業株式会社 有限会社相田会計

社会福祉法人　燕市社会福祉協議会 株式会社西部市場運送

一般財団法人新潟健康増進財団 スワロー工業株式会社

燕商工会議所 ＮＡ＆ＨＲコンサルティング社会保険労務士法人

スワオメッキ有限会社 株式会社明治屋

株式会社丸山組 株式会社ゴトウ溶接

株式会社ダイワメカニック 株式会社玉虎堂製作所

株式会社ダイソウ ゴッドハンド株式会社

株式会社ユメール・エム・ジェー・ピー 株式会社シミズクラフト

有限会社船山理研工業所 有限会社五十嵐技研

株式会社大泉清治郎商店 有限会社金仁製作所

株式会社カンダ 株式会社やま電

有限会社富久屋 株式会社RアンドM

株式会社キントラ 株式会社ハンドメタルイターキ

株式会社羽賀研工業 株式会社マルエム

株式会社タケダ 株式会社DANKE

株式会社i-D international 株式会社神子島製作所

燕運送　株式会社 株式会社　藤田組

株式会社　青芳 株式会社　鈴木組

株式会社　Ｒ－ＣＲＡＦＴ 日光車体

株式会社　シンドー 株式会社　アイリック

有限会社　本間金型製作所 株式会社　殿島

飯塚金属　株式会社 サミット工業　株式会社

有限会社　中島組 有限会社　新潟システム制御

有限会社　フカウミ 有限会社　制作工房武田

三宝産業　株式会社 株式会社　早川器物

有限会社　笠吉製作所 株式会社　小柳商店

燕市厚生福祉事業協同組合 株式会社　新興

株式会社　ほしゆう 有限会社　三幸精機

ウエスト観光バス　株式会社 有限会社　斎藤ゴム工業

株式会社　サンアイ 祥和精工　株式会社

有限会社　エムテック 株式会社　ハンズワタベ

有限会社　マサルモータース商会 株式会社　芯美

有限会社　イワセ 株式会社　中央モータース

【燕市】



株式会社目黒建設 あしなが保険株式会社

株式会社アークリード 横山建設株式会社

株式会社大湊 有限会社村松自動車

有限会社松尾組 中村工業株式会社

株式会社　介護サービス　虹 新潟県花卉球根農業協同組合

社会福祉法人　中東福祉会 株式会社　植木鉄工所

有限会社　斎藤砂利 株式会社　インテリア　かのう

株式会社　ウメダニット 有限会社　ティー・エム・シー

五泉商工会議所

株式会社　板谷電機商会 株式会社　新越工業

株式会社　ラ・マーノ

大昌運輸株式会社 株式会社バイオテックジャパン

安田設備工業株式会社 丸三安田瓦工業　株式会社

架設工事ＩＴＯ　株式会社 有限会社　水原衛生社

株式会社　坂詰組 株式会社　神山工業所

スカイ・エンジニアリング株式会社 一般社団法人　みらいず

有限会社下越保険事務所 信越建設工業　株式会社

三和システム・エンジニアリング　株式会社 トラインスミス　株式会社

株式会社　カワウチ塗装 興発石油　株式会社

株式会社　天木セメント瓦工場 オノエンタープライズ　株式会社

株式会社　佐藤機工 株式会社　大平組

株式会社　カエツ工業 オリジナルテクノロジー　株式会社

【阿賀野市】

【胎内市】

【五泉市】



藤屋段ボール株式会社 浅見鉄工建設株式会社

藤木鉄工株式会社 株式会社　堀川

株式会社聖籠第一設備 有限会社髙喜鉄工

有限会社　タカハシ工業 森田工業　株式会社

株式会社　遠山熔接 有限会社　土田組

山ス流通サービス　株式会社 藤木サッシ　株式会社

株式会社　Ripi farm 株式会社　Ｚｅａｌ新潟

株式会社　小林ボディサービス 株式会社　紀曽屋

関ベン鉱業株式会社 株式会社三川土建

株式会社ラッセルフィールド 社会福祉法人　桜井の里福祉会

株式会社　百萬粒

有限会社　熊倉プレス 株式会社　イタヤ

株式会社　Ｔ’ｓ　ＬＯＶＥ 田上化工　株式会社

江戸川ポリマー　株式会社

株式会社　松田輪業 有限会社　石山測量設計事務所

株式会社　ヤマサ商事

【岩船郡】

【南蒲原郡】

【北蒲原郡】

【東蒲原郡】

【西蒲原郡】


