
９５０-３１９５ 三幸製菓 (株),新潟県,新潟市北区,新崎,２-６番１号

９５０-３１９８ 新潟医療福祉大学,新潟県,新潟市北区,島見町,１３９８-

９５０-３１９７ 新潟食料農業大学 新潟キャンパス,新潟県,新潟市北区,島見町,９４０-

９５０-３３９３ 新潟市北区役所,新潟県,新潟市北区,葛塚,３１９７

９５０-８７３５ 一正蒲鉾 (株),新潟県,新潟市東区,津島屋,７-７７

９５０-８７２３ 出光興産 (株) 新潟石油製品輸入基地,新潟県,新潟市東区,臨港町,３-４９１４番４７９

９５０-８６４０ (株) ダイヤメット,新潟県,新潟市東区,小金町,３-１番１号

９５０-８７１５ (株) ナビック,新潟県,新潟市東区,松島,１-２－８

９５０-８７０７ (株) 新潟日立,新潟県,新潟市東区,竹尾卸新町,７５２－１０

９５０-８６８０ 公立大学法人 新潟県立大学,新潟県,新潟市東区,海老ケ瀬,４７１

９５０-８７３０ 佐藤食品工業 (株),新潟県,新潟市東区,宝町,５－１３

９５０-８７２５ 社会医療法人 新潟臨港保健会 新潟臨港病院,

９５０-８７２５ 新潟県,新潟市東区,桃山町,１-１１４-３

９５０-８７２０ 白勢商事 (株),新潟県,新潟市東区,山木戸,８-８－１

９５０-８６７８ ジャスコ (株) 新潟東支店,新潟県,新潟市東区,大形本町,３-１－２

９５０-８７４４ 東北電力 (株) 新潟火力発電所,新潟県,新潟市東区,桃山町,２-２００

９５０-８６３９ 新潟県立 新潟東高等学校,新潟県,新潟市東区,小金町,２-６－１

９５０-８６７７ 新潟県立 新潟養護学校,新潟県,新潟市東区,海老ケ瀬,９９４

９５０-８７０９ 新潟市東区役所,新潟県,新潟市東区,下木戸,１-４番１号

９５０-８６３３ 新潟綜合警備保障 (株),新潟県,新潟市東区,小金町,１-７－２０

９５０-８７０８ 白新商会,新潟県,新潟市東区,竹尾,６３８

９５０-８７１６ 新潟地域振興局,新潟県,新潟市東区,竹尾,２-２番８０号

９５０-８７４５ 新潟日産自動車 (株),新潟県,新潟市東区,榎町,７５

９５０-８５２０ 伊藤忠商事 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,東大通,１-３－１

９５０-８６０１ 医療法人 恒仁会 新潟南病院,新潟県,新潟市中央区,鳥屋野,Jun-０７

９５０-８５５６ 医療法人 仁愛会 新潟中央病院,新潟県,新潟市中央区,新光町,１－１８

９５０-８７３２ 大塚製薬 (株) 新潟出張所,新潟県,新潟市中央区,上近江,２-１９－１４

９５０-８５２８ 大林組 北陸支店,新潟県,新潟市中央区,東大通,２-３－２８

９５０-８５５０ 鹿島建設 (株) 北陸支店,新潟県,新潟市中央区,万代,１-３－４

９５０-８５７６ (株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,八千代,１-３－９

９５０-８５６５ (株) 興和,新潟県,新潟市中央区,新光町,６－１

９５０-８６６０ (株) ウオロク,新潟県,新潟市中央区,鐙,２-１４－１３

９５０-８５８１ (株) エフエムラジオ新潟,新潟県,新潟市中央区,幸西,４-３－５

９５０-８６５０ (株) オリエントコーポレーション 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,東大通,１-３－１０

９５０-８５８６ (株) 加賀田組,新潟県,新潟市中央区,万代,４-５番１５号

９５０-８６５４ (株) キョードー北陸,新潟県,新潟市中央区,万代,３－１－１

９５０-８５３３ (株) シルバーホテル,新潟県,新潟市中央区,万代,１-３－３０

９５０-８５０３ (株) 第４銀行 新潟駅前支店,新潟県,新潟市中央区,東大通,２-１－１８

９５０-８５５５ (株) テレビ新潟放送網,新潟県,新潟市中央区,新光町,１－１１

９５０-８５４１ (株) トーメン 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,万代,４-４－２７

９５０-８５１４ (株) 東芝 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,東大通,１-４－２

９５０-８５８９ (株) 新潟伊勢丹,新潟県,新潟市中央区,八千代,１-６－１

９５０-８５７７ (株) 新潟クボタ,新潟県,新潟市中央区,鳥屋野,３３１

９５０-８５７２ (株) 新潟総合テレビ,新潟県,新潟市中央区,八千代,２-３番１号

９５０-８６１９ (株) 新潟東急イン,新潟県,新潟市中央区,弁天,１-２－４

９５０-８５４６ (株) 新潟日報事業社,新潟県,新潟市中央区,万代,３-１番１号

９５０-８５４７ (株) 新潟日報事業社 保険部,新潟県,新潟市中央区,万代,３-１番１号

９５０-８５４８ (株) 新潟放送 事業局,新潟県,新潟市中央区,万代,３-１番１号

９５０-８６８１ (株） ニューズ・ライン,新潟県,新潟市中央区,女池南,３-２－３２

９５０-８７４１ (株) 芳樹園,新潟県,新潟市中央区,愛宕,３-１－１

９５０-８５３１ (株) ホテル新潟,新潟県,新潟市中央区,万代,５-１１－２０

９５０-８５４０ (株) リンコーコーポレーション,新潟県,新潟市中央区,万代,５-１１－３０

９５０-８７２７ (株) レックス,新潟県,新潟市中央区,南長潟,１２－１０

９５０-８６２３ 関東財務局 新潟財務事務所,新潟県,新潟市中央区,美咲町,１-２番１号

９５０-８５３０ 麒麟麦酒 (株) 新潟支社,新潟県,新潟市中央区,東大通,１-２－２３

９５０-８５０７ ＫＮＴ近畿日本ツーリスト (株） 信越仕入メイトセンター,

９５０-８５０７ 新潟県,新潟市中央区,東大通,１-２－３０

９５０-８５１２ 国際石油開発帝石 (株) 国内事業本部,新潟県,新潟市中央区,東大通,１-３番１号

９５０-８５３７ 国土交通省 北陸信越運輸局,新潟県,新潟市中央区,美咲町,１-２番１号

９５０-８８０１ 国土交通省 北陸地方整備局,新潟県,新潟市中央区,美咲町,１-１－１

９５０-８５０１ 五洋建設 (株) 北陸支店,新潟県,新潟市中央区,東大通,１-２番２５号

９５０-８７３３ 清水商事 (株),新潟県,新潟市中央区,堀之内, 1-５５

９５０-８７３６ 市民生協にいがた生活協同組合,新潟県,新潟市中央区,小張木,１５

９５０-８５７５ 社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会,新潟県,新潟市中央区,上所,２-２－２

９５０-８５０２ 社団法人 新潟県年金福祉協会,新潟県,新潟市中央区,東大通,２-２－１８

９５０-８６５５ 昭栄産業 (株),新潟県,新潟市中央区,鐙西,２-２９－１２

９５０-８５２２ 住友商事,新潟県,新潟市中央区,東大通,１-２－３０

９５０-８５０５ 住友生命保険 相互会社 新潟支社,新潟県,新潟市中央区,東大通,１-２－３０

９５０-８６６８ 住友林業 (株) 住宅事業本部 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,弁天橋通,３-１番１５号

９５０-８５５９ セコムジャスティック上信越 (株),新潟県,新潟市中央区,新光町,１-１０

９５０-８５５７ セコム上信越 (株),新潟県,新潟市中央区,新光町,１－１０

９５０-８６６１ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),新潟県,新潟市中央区,万代,１-４－３３

９５０-８５２３ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),新潟県,新潟市中央区,東大通,１-２－２３

９５０-８７５９ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),新潟県,新潟市中央区,東大通,２-２番１８号

９５０-８５１１ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),新潟県,新潟市中央区,東大通,２－２－１８

９５０-８５８５ 大成建設 (株) 北信越支店,新潟県,新潟市中央区,八千代,１-４－１６

９５０-８７２４ 第一印刷所,新潟県,新潟市中央区,和合町,２-４－１８

９５０-８５８２ 第一建設工業 (株),新潟県,新潟市中央区,八千代,１-４－３４

９５０-８５４３ 第九管区海上保安本部,新潟県,新潟市中央区,美咲町,１-２番１号

９５０-８６２１ 中越運送 (株),新潟県,新潟市中央区,美咲町,１-２３－２６

９５０-８６２０ 東急観光 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,南笹口,１-１－５４

９５０-８５４５ 東京海上日動火災保険 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,万代,２-３－６

９５０-８６０６ 東芝コンシューマーマーケティング (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,女池,６-１－２１

９５０-８７２２ トヨタカローラ新潟 (株) 新潟桜木店,新潟県,新潟市中央区,和合町,１-９－１６

９５０-８６３０ 新潟いすゞ自動車 (株),新潟県,新潟市中央区,美咲町,２-２－２８

９５０-８６１０ 新潟運輸 (株),新潟県,新潟市中央区,女池北,１-１－１

９５０-８５５３ 新潟県 警察本部,新潟県,新潟市中央区,新光町,４－１

９５０-８５６０ 新潟県 国民健康保険団体連合会,新潟県,新潟市中央区,新光町,７－１

検索はPCのキーボードで Ctrl+f 「同時押し」で入力窓が開かれます。検索語(ひらかなOK)を入力して Enter で実行

http://tainak.jp/

http://tainak.jp/


９５０-８５５１ 新潟県 市町村職員共済組合,新潟県,新潟市中央区,新光町,４-１

９５０-８５６７ 新潟県 社会保険診療報酬支払基金,新潟県,新潟市中央区,新光町,１１-２

９５０-８５６６ 新潟県 総合生活協同組合,新潟県,新潟市中央区,新光町,６-６

９５０-８７１８ 新潟県 土地改良事業団体連合会,新潟県,新潟市中央区,長潟,１３８-

９５０-８５７９ 新潟県民エフエム (株),新潟県,新潟市中央区,万代,２-１－１

９５０-８６０２ 新潟県立 図書館・新潟県立 生涯学習推進センタ・新潟県立 文書館,

９５０-８６０２ 新潟県,新潟市中央区,女池,３-１－２

９５０-８５３２ 新潟公共職業安定所,新潟県,新潟市中央区,美咲町,１-２番１号

９５０-８５４４ 新潟交通 (株),新潟県,新潟市中央区,万代,１-６－１

９５０-８６０８ 新潟工販 (株),新潟県,新潟市中央区,女池,６-１８－１１

９５０-８７１１ 新潟商工会議所,新潟県,新潟市中央区,万代島,５－１

９５０-８６６６ 新潟市立 万代高等学校,新潟県,新潟市中央区,沼垂東,６-８－１

９５０-８５７１ 新潟青果協会,新潟県,新潟市中央区,上所,３-１０－１

９５０-８７９４ 新潟地域センター,新潟県,新潟市中央区,万代,２-３－１６

９５０-８５８３ 新潟中央青果 (株),新潟県,新潟市中央区,上所,３-１０－１

９５０-８５８０ 新潟通信機 (株),新潟県,新潟市中央区,上所中,３-１４－８

９５０-８７９８ 新潟逓信病院,新潟県,新潟市中央区,八千代,２-２－８

９５０-８６０５ 新潟トヨタ自動車 (株),新潟県,新潟市中央区,女池南,１-２－１３

９５０-８７１７ 新潟トヨペット (株),新潟県,新潟市中央区,幸西,２-６－１９

９５０-８５３５ 新潟日報社,新潟県,新潟市中央区,万代,３-１番１号

９５０-８７１０ 新潟万代島総合企画 (株),新潟県,新潟市中央区,万代島,６－１

９５０-８５８４ 新潟万代病院,新潟県,新潟市中央区,八千代,２００２/２/８

９５０-８６２４ 新潟労働基準監督署,新潟県,新潟市中央区,美咲町,１-２番１号

９５０-８６２５ 新潟労働局,新潟県,新潟市中央区,美咲町,１-２番１号

９５０-８５３９ 日通商事 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,万代,４-４－２０

９５０-８５１８ 日本信販 (株) 新潟統括部,新潟県,新潟市中央区,東大通,２-４－１０

９５０-８６１２ 日本年金機構 北関東・信越ブロック本部 新潟事務センター,

９５０-８６１２ 新潟県,新潟市中央区,弁天,３-２－３

９５０-８６１１ 日本年金機構 北関東・信越ブロック本部 新潟事務センター,

９５０-８６１１ 新潟県,新潟市中央区,弁天,３-２－３

９５０-８５５２ 日本年金機構 新潟東年金事務所,新潟県,新潟市中央区,新光町,１－１６

９５０-８７５１ 日本生命保険 相互会社 新潟支社,新潟県,新潟市中央区,弁天,３-２－３

９５０-８５２４ ネスレ日本,新潟県,新潟市中央区,東大通,２-４－１０

９５０-８６０３ 東日本システム建設 (株) 新潟事業本部,新潟県,新潟市中央区,女池,４-１７－２６

９５０-８６４１ 東日本旅客鉄道 (株) 新潟支社,新潟県,新潟市中央区,花園,１-１－１

９５０-８５８８ 藤田金属 (株),新潟県,新潟市中央区,八千代,１-７－２０

９５０-８６２９ 北栄建設 (株),新潟県,新潟市中央区,美咲町,１-２３－５１

９５０-８６２２ 本間薬品 (株),新潟県,新潟市中央区,美咲町,１-２３－２

９５０-８５１０ 松下電器産業 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,東大通,２-４－１

９５０-８７３８ 丸運建設 (株),新潟県,新潟市中央区,幸西,１-４－２１

９５０-８６５１ 丸新照明 (株),新潟県,新潟市中央区,鐙西,２-３５－３０

９５０-８７５５ 三井住友海上火災保険 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,万代,４-４－８

９５０-８７５０ 三菱商事 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,東大通,１-３－８

９５０-８５０４ 三菱電機 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,東大通,一-４番１号

９５０-８７４２ 山市,新潟県,新潟市中央区,米山,５-１０－２０

９５０-８７３７ ユアサ商事 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,弁天橋通,３-４－１０

９５０-８７４０ 菱機工業 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,笹口,３-７－１５

９５０-８５５８ 連合新潟,新潟県,新潟市中央区,新光町,６－２勤労福祉会館内

９５０-８６２６ ＹＫＫＡＰ (株),新潟県,新潟市中央区,鳥屋野,３０１－１

９５０-１１９７ 新潟市民病院,新潟県,新潟市中央区,鐘木,４６３-７

９５０-８５７０ 新潟県庁,新潟県,新潟市中央区,新光町,４－１

９５０-８７４６ (株) 第４銀行,新潟県,新潟市中央区,東堀前通７番町,１０７１－１

９５０-８７５３ (株) エヌ・シー・エス,新潟県,新潟市中央区,沼垂東,２-１１－２１

９５０-８７４７ 第４銀行 事務センター,新潟県,新潟市中央区,鐙,１-１－１７

９５０-８７４９ 第４ビジネスサービス (株),新潟県,新潟市中央区,堀之内南,３-１－２０

９５０-８７４８ 北陸ガス (株),新潟県,新潟市中央区,東大通,１-２－２３

９５１-８６１０ 敦井産業 (株),新潟県,新潟市中央区,下大川前通４ノ町,２２３０－１２

９５１-８６１２ (株) 加島屋,新潟県,新潟市中央区,東堀前通８番町,１３６７

９５１-８６３２ (株) 高助,新潟県,新潟市中央区,礎町通４ノ町,２１００

９５１-８６０１ (株) 第４銀行,新潟県,新潟市中央区,東堀前通７番町,１０７１－１

９５１-８５２１ (株) 新潟テレビ２１,新潟県,新潟市中央区,下大川前通６ノ町,２２３０－１９

９５１-８６２０ (株) 新潟日報社,新潟県,新潟市中央区,西堀通３番町,２５８－２４

９５１-８６５５ (株) 新潟放送,新潟県,新潟市中央区,川岸町,３-１８

９５１-８６６８ (株) 福田組,新潟県,新潟市中央区,一番堀通町,３－１０

９５１-８６５０ (株) 本間組,新潟県,新潟市中央区,西湊町通３ノ町,３３００－３

９５１-８５３０ (株) 三越 新潟店,新潟県,新潟市中央区,西堀通５番町,８６６

９５１-８５２８ 環境をサポートする (株) キラメキ,新潟県,新潟市中央区,東堀前通６番町,１０６１

９５１-８６８０ (財) 新潟県保健衛生センター,新潟県,新潟市中央区,白山浦,２-１８０－５

９５１-８５８１ 社団法人 新潟県医師会,新潟県,新潟市中央区,医学町通２番町,１３

９５１-８５３１ 新和証券 (株),新潟県,新潟市中央区,上大川前通８番町,１２５１－１

９５１-８６１１ 大和證券 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,本町通７番町,１０９３－２

９５１-８５４０ 東光商事 (株),新潟県,新潟市中央区,上大川前通６番町,１１７８-

９５１-８６３３ 東北電力 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,上大川前通５番町,８４-

９５１-８５１３ 新潟家庭裁判所,新潟県,新潟市中央区,川岸町,１-５４番１

９５１-８５１２ 新潟簡易裁判所,新潟県,新潟市中央区,学校町通１番町,１

９５１-８６７８ 新潟県 経済農業協合組合連合会,新潟県,新潟市中央区,東中通１番町,８６

９５１-８６８６ 新潟縣 信用組合,新潟県,新潟市中央区,営所通１番町,３０２－１

９５１-８５７０ 新潟県 信用農業協同組合連合会,新潟県,新潟市中央区,東中通１番町,１８９－３

９５１-８６２９ 新潟県 農業団体健康保険組合,新潟県,新潟市中央区,南横堀町,２９４－１）

９５１-８６４０ 新潟県信用保証協会,新潟県,新潟市中央区,川岸町,１-４７-１

９５１-８５６６ 新潟県立 がんセンター新潟病院,新潟県,新潟市中央区,川岸町,２-１５－３

９５１-８５４４ 新潟県立 新潟高等学校 通信制,新潟県,新潟市中央区,関屋下川原町,２-６３５

９５１-８５５５ 新潟市水族館 マリンピア日本海,新潟県,新潟市中央区,西船見町,５９３２-４４５

９５１-８５６０ 新潟市水道局,新潟県,新潟市中央区,関屋下川原町,１-３－３

９５１-８５５０ 新潟市役所,新潟県,新潟市中央区,学校町通１番町,６０２－１

９５１-８５５４ 新潟市役所 ふるまち庁舎,新潟県,新潟市中央区,古町通７番町,１０１０

９５１-８５５２ 新潟市郵送証明センター,新潟県,新潟市中央区,西堀通６番町,８６６-

９５１-８６６６ 新潟信用金庫,新潟県,新潟市中央区,西堀通５番町,８５５－１



９５１-８６８５ 新潟税務署,新潟県,新潟市中央区,西大畑町,５１９１

９５１-８５１０ 新潟大学 医学部,新潟県,新潟市中央区,旭町通１番町,７５７

９５１-８５１８ 新潟大学 医学部保健学科,新潟県,新潟市中央区,旭町通２番町,７４６

９５１-８５２０ 新潟大学 医歯学総合病院,新潟県,新潟市中央区,旭町通１番町,７５４

９５１-８５１４ 新潟大学 歯学部・歯学部附属病院,新潟県,新潟市中央区,学校町通２番町,５２７４

９５１-８５８５ 新潟大学 脳研究所,新潟県,新潟市中央区,旭町通１番町,７５７

９５１-８５３５ 新潟大学教育学部附属学校,新潟県,新潟市中央区,西大畑町,５２１４

９５１-８５０７ 新潟地下開発 (株),新潟県,新潟市中央区,西堀前通６番町,８９４-１

９５１-８５０２ 新潟地方検察庁,新潟県,新潟市中央区,西大畑町,５１９１

９５１-８５１１ 新潟地方裁判所,新潟県,新潟市中央区,学校町通１番町,１

９５１-８５０４ 新潟地方法務局,新潟県,新潟市中央区,西大畑町,５１９１

９５１-８５０８ 新潟放送局（ＮＨＫ 新潟放送局）,新潟県,新潟市中央区,川岸町,１-４９

９５１-８６２２ 日本銀行 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,寄居町,３４４

９５１-８５８０ 日本歯科大学 新潟歯学部,新潟県,新潟市中央区,浜浦町,１-８

９５１-８５３６ 日本通運 (株） 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,上大川前通５番町,６８-１

９５１-８５１９ 東日本電信電話 (株) 新潟支店,新潟県,新潟市中央区,東堀通７番町,１０１７-１

９５１-８５０３ 福田道路 (株),新潟県,新潟市中央区,川岸町,１-５３

９５１-８５８６ 北陸瓦斯 (株) 新潟営業所,新潟県,新潟市中央区,附船町,１-４４０１

９５１-８５３３ ミサワホーム北越 (株),新潟県,新潟市中央区,関新,２-１番５３号

９５１-８６３０ 三井住友信託銀行 (株) 新潟支店,新潟県,

９５１-８６３０ 新潟市中央区,上大川前通六番町,１１７８-の１

９５１-８５６７ 源川医科器械 (株),新潟県,新潟市中央区,東中通２番町,２７９

９５１-８５５１ 読売新聞社 新潟支局,新潟県,新潟市中央区,白山浦,１-３３６

９５１-８５５６ 新潟市美術館,新潟県,新潟市中央区,西大畑町,５１９１-９

９５０-８７２１ 新潟刑務所,新潟県,新潟市江南区,山二ツ,３８１－４

９５０-０１９６ カーロッツ新潟,新潟県,新潟市江南区,下早通柳田,２-２番１２号

９５０-０１９２ 亀田製菓 (株) 亀田工場,新潟県,新潟市江南区,元町,２-３－５６

９５０-０１９８ 亀田製菓 (株) 本社,新潟県,新潟市江南区,亀田工業団地,３-１－１

９５０-０１９３ トヨタカローラ新潟 (株),新潟県,新潟市江南区,下早通柳田,２-２番１５号

９５０-０１９５ 新潟市江南区役所,新潟県,新潟市江南区,泉町,３-４－５

９５０-０２９２ 新潟市江南区役所 横越出張所,新潟県,新潟市江南区,横越中央,１-１－１

９５６-８６０１ 新潟市秋葉区役所,新潟県,新潟市秋葉区,程島,２００９

９５６-８６２５ 新潟地域振興局,新潟県,新潟市秋葉区,新津, 1-２４

９５６-８６３５ 新潟地域振興局 農林振興部,新潟県,新潟市秋葉区,程島,２００９

９５６-８６０３ 新潟薬科大学,新潟県,新潟市秋葉区,東島,２６５-１

９５６-８６０２ 新津税務署,新潟県,新潟市秋葉区,善道町,１-６－３８

９５６-０１９２ 新潟市秋葉区役所 小須戸出張所,新潟県,新潟市秋葉区,小須戸,１２０

９５０-１２９６ (株) ヰセキ関東甲信越,新潟県,新潟市南区,北田中,７８０－１２

９５０-１２９３ 白根健生病院,新潟県,新潟市南区,上下諏訪木,７７０－１

９５０-１２９８ ＪＡ新潟みらい,新潟県,新潟市南区,七軒,字前２１１－１

９５０-１４９８ ＪＡ新潟みらい フルーツフラワーしろね,新潟県,

９５０-１４９８ 新潟市南区,次郎右エ門興野,字沼６９７-

９５０-１４９５ ダイニチ工業 (株),新潟県,新潟市南区,和泉,６５１

９５０-１２９５ ダイニチ工業 (株),新潟県,新潟市南区,北田中,７８０－６

９５０-１２９２ 新潟市南区役所,新潟県,新潟市南区,白根,１２３５

９５０-１２９４ 新潟市南区役所 味方出張所,新潟県,新潟市南区,味方,１５４４

９５０-１４９２ (株) コメリ 本社,新潟県,新潟市南区,清水, 1-０１

９５０-２０８７ 信楽園病院,新潟県,新潟市西区,新通南,３-３番１１号

９５０-１１８８ (株) 新潟廣瀬組,新潟県,新潟市西区,善久,８２３

９５０-１１８９ (株) ニューメディア新潟センター,新潟県,新潟市西区,山田,２３１０－３９

９５０-１１８１ (株) ホクエー,新潟県,新潟市西区,緒立流通,１-２－１

９５０-１１８５ コマツ新潟 (株),新潟県,新潟市西区,山田,２３０７

９５０-１１８７ 社団法人 新潟県労働衛生医学協会 新潟ウェルネス,

９５０-１１８７ 新潟県,新潟市西区,北場,１１８５－３

９５０-１１９４ 生活協同組合 コープにいがた,新潟県,新潟市西区,山田,２３０９-７

９５０-１１９３ 全国農業協同組合連合会 新潟県本部,新潟県,新潟市西区,山田,２３１０－１５

９５０-１１９５ 中日本キャタピラー三菱建機販売 (株),新潟県,新潟市西区,山田,２３０７－１０８

９５０-１１９２ 新潟県 総合生活協同組合 生活事業部,新潟県,新潟市西区,流通,１-５－３

９５０-１１８３ 新潟県立 新潟翠江高等学校 通信制,新潟県,新潟市西区,金巻,字須上１６５７

９５０-１１８２ 新潟スバル自動車 (株),新潟県,新潟市西区,山田,２３０７

９５０-１１８６ 新潟日野自動車 (株),新潟県,新潟市西区,流通,１-５－１３

９５０-２０８８ (株) 新潟リョーショク,新潟県,新潟市西区,流通センター,３-１－１

９５０-２０８６ 学校法人 明倫学園 明倫短期大学,新潟県,新潟市西区,真砂,３-１６番１０号

９５０-２０９５ あきら工業 (株),新潟県,新潟市西区,流通センター,２-２－３

９５０-２１９８ アスカ商事 (株),新潟県,新潟市西区,流通センター,４-５－４

９５０-２１９２ 泉商事 (株),新潟県,新潟市西区,流通センター,４-４－６

９５０-２０８４ (株) 佐藤商会,新潟県,新潟市西区,流通センター,４-５－２

９５０-２０９６ (株) 田代,新潟県,新潟市西区,流通センター,１-１－２

９５０-２１９５ (株) ハマキン,新潟県,新潟市西区,流通センター,２-２－６

９５０-２０９２ (株) マルタケ,新潟県,新潟市西区,流通センター,４-６－２

９５０-２０８９ 神山物産 (株),新潟県,新潟市西区,流通センター,３-３－２

９５０-２０８２ 宏商物産 (株),新潟県,新潟市西区,流通センター,２-１－３

９５０-２０８５ 国立療養所 西新潟中央病院,新潟県,新潟市西区,真砂,１-１４－１

９５０-２０９３ 新潟企業 (株),新潟県,新潟市西区,寺尾朝日通,１７番９号

９５０-２０９７ 新潟市西区役所,新潟県,新潟市西区,寺尾東,３-１４番４１号

９５０-１１９６ 新潟市西区役所 黒埼出張所,新潟県,新潟市西区,大野, 1-４３

９５０-２１８１ 新潟大学,新潟県,新潟市西区,五十嵐２の町,８０５０

９５０-２１８８ 萬代電業 (株),新潟県,新潟市西区,流通センター,２-２－１

９５０-２２９２ 新潟国際情報大学,新潟県,新潟市西区,みずき野,３-１番１号

９５３-８５０３ 越後中央農業協同組合,新潟県,新潟市西蒲区,漆山,８８３３-

９５３-８５０１ (株) 伸和,新潟県,新潟市西蒲区,下和納,３１４５

９５３-８６６６ 新潟市西蒲区役所,新潟県,新潟市西蒲区,巻,甲２６９０－１

９５３-８６０２ 北越農事 (株),新潟県,新潟市西蒲区,巻,甲２５１７

９５３-８６０１ 巻税務署,新潟県,新潟市西蒲区,巻,甲４２６５

９５３-０１９３ (株) 末広製菓,新潟県,新潟市西蒲区,西長島,７７９-

９５３-０１９２ 新潟市西蒲区役所 岩室出張所,新潟県,新潟市西蒲区,西中,８６０

９５９-０４９２ 新潟市西蒲区役所 西川出張所,新潟県,新潟市西蒲区,旗屋,５８５－１

９５９-０５９５ (株) 高儀,新潟県,新潟市西蒲区,大原,３７４－１



９５９-０５９７ (株) ＵｎｉＢｉｏ,新潟県,新潟市西蒲区,新飯田潟,８８-

９５９-０５９３ スギコ産業 (株),新潟県,新潟市西蒲区,遠藤,3-１０

９５９-０５９２ 新潟市西蒲区役所 潟東出張所,新潟県,新潟市西蒲区,三方,１

９５９-０５９６ ピーアイエス (株),新潟県,新潟市西蒲区,新飯田潟,８８

９４０-８５７２ アルプス電気 (株),新潟県,長岡市,東高見,１-３－５

９４０-８６２１ 医療法人 立川メディカルセンター 立川綜合病院,

９４０-８６２１ 新潟県,長岡市,上条町,字谷内５６１－１

９４０-８６２２ 越後製菓 (株),新潟県,長岡市,呉服町,１-４－５

９４０-８５５０ 越後ながおか農業協同組合,新潟県,長岡市,今朝白,２-７－２５

９４０-８６３３ (株) ＮＴＴ東日本―新潟,新潟県,長岡市,坂之上町,３-２－２

９４０-８５２１ (株) 大石組,新潟県,長岡市,南町,２-４－４

９４０-８６０５ (株) 大原鉄工所,新潟県,長岡市,城岡,２-８－１

９４０-８６５１ (株) 大光銀行,新潟県,長岡市,大手通,１-５－６

９４０-８５５８ (株) ダイクラ,新潟県,長岡市,愛宕,１-４－２２

９４０-８５８６ (株) 大和 長岡店,新潟県,長岡市,大手通,２-３－１

９４０-８６３０ (株) ツガミ長岡工場,新潟県,長岡市,東蔵王,１-１－１

９４０-８６５０ (株) 北越銀行 本店,新潟県,長岡市,大手通,２-２－１４

９４０-８６４１ (株) 吉原組,新潟県,長岡市,南町,１-９－３１

９４０-８５１０ (株) シマキュウ,新潟県,長岡市,原町,１-５-１５

９４０-８６０３ 倉敷機械 (株),新潟県,長岡市,城岡,１-２－１

９４０-８６２０ しなの産業 (株),新潟県,長岡市,表町,１-３－４

９４０-８５１１ 住友生命保険 相互会社 長岡支社,新潟県,長岡市,東坂之上町,２-５－１１

９４０-８５５５ 石油資源開発 (株) 長岡鉱業所,新潟県,長岡市,東蔵王,２-２－８３

９４０-８６０２ 玉川マシナリー (株),新潟県,長岡市,城岡,２-４－１

９４０-８５８５ 中越高等学校,新潟県,長岡市,新保町,１３７１－１

９４０-８７０７ 東北電力 (株) 長岡営業所,新潟県,長岡市,城内町,３-１－１

９４０-８５７０ 長岡警察署,新潟県,長岡市,水道町,３-５－６０

９４０-８５３２ 長岡工業高等専門学校,新潟県,長岡市,西片貝町,８８８

９４０-８５０１ 長岡市役所,新潟県,長岡市,大手通,１-４-１０

９４０-８６６０ 長岡信用金庫,新潟県,長岡市,大手通,２-４－７

９４０-８６５４ 長岡税務署,新潟県,長岡市,千歳,１-３番８８号

９４０-８６５３ 長岡中央綜合病院,新潟県,長岡市,川崎町,２０４１

９４０-８５５４ 新潟県 教育庁中越教育事務所,新潟県,長岡市,４郎丸町,１７３－２

９４０-８５６７ 新潟県 長岡地域振興局,新潟県,長岡市,４郎丸町,１７３-２

９４０-８５８３ 新潟トーヨー (株),新潟県,長岡市,東蔵王,２-５８０－４７

９４０-８５８０ 日本精機 (株),新潟県,長岡市,東蔵王,２-２－３４

９４０-８６８６ 日本生命保険 相互会社 長岡支社,新潟県,長岡市,東坂之上町,３-２－６

９４０-８５７７ 船山 (株),新潟県,長岡市,稲保,４-７１３-２

９４０-８５０８ ヘアドクター発毛科学研究所,新潟県,長岡市,城内町,３-８－７

９４０-８６３１ 丸専繊維 (株),新潟県,長岡市,大手通,２-１－８

９４０-８５８８ 丸紅 (株) 長岡支店,新潟県,長岡市,東坂之上町,２-１－１

９４０-８５２２ ミツワ電機 (株) 長岡営業所,新潟県,長岡市,南町,１-２－３３

９４０-０２９６ ＪＡ越後ながおか 栃尾中央店,新潟県,長岡市,栄町,３-３－２１

９４０-０２９２ 鈴倉インダストリー (株),新潟県,長岡市,金沢,３-１－１

９４０-０２９４ 栃尾郷病院,新潟県,長岡市,栄町,２-１－５０

９４０-０２９５ 栃尾商工会,新潟県,長岡市,谷内,２-５番９号

９４０-０２９７ 長岡市 福祉事務所,新潟県,長岡市,金町,２-１－５

９４０-０２９８ 長岡市役所 栃尾支所,新潟県,長岡市,金町,２-１－５

９４０-０２９３ 新潟県立 栃尾高等学校,新潟県,長岡市,金沢,１-２－１

９４０-８６１１ 岩塚製菓 (株),新潟県,長岡市,南陽,１-１０２７－４

９４０-８６１２ 岩塚製菓 (株),新潟県,長岡市,南陽,１-１０２７－４

９４０-８６１０ 岩塚製菓 (株),新潟県,長岡市,南陽,１-１０２７－４

９４０-１１９６ (株) 新潟味のれん本舗,新潟県,長岡市,南陽,１-１０２７-４

９４０-１１９４ (株) ニチロサンフーズ,新潟県,長岡市,南陽,１-１０２７－１

９４０-１１９５ ＴＤＫラムダ (株) 長岡テクニカルセンター,新潟県,長岡市,摂田屋町,２７０４-１

９４０-１１９３ 長岡保養園,新潟県,長岡市,町田町,５７５

９４０-１１９８ 新潟県立 長岡農業高等学校,新潟県,長岡市,曲新町,３-１３－１

９４０-２１９８ (株) 田村商店,新潟県,長岡市,新産,２-５－８

９４０-２１８６ (株) 中越興業,新潟県,長岡市,喜多町,１０７８－１

９４０-２１９５ (株) 新村,新潟県,長岡市,新産,２-４－３

９４０-２１９２ (株) ピーコック,新潟県,長岡市,新産,３-２－１

９４０-２１８１ 国分関信越 (株) 新潟支社 長岡支店,新潟県,長岡市,新産,２-３－２

９４０-２１８２ 近藤産業 (株),新潟県,長岡市,大島本町,３-３３３

９４０-２０８２ (財） 公園緑地管理 越後公園管理センター,

９４０-２０８２ 新潟県,長岡市,宮本東方町,字三ツ又１９５０－１

９４０-２１８３ 崇徳会 田宮病院,新潟県,長岡市,深沢町,２３００

９４０-２１８８ 長岡技術科学大学,新潟県,長岡市,上富岡町,１６０３－１

９４０-２０８５ 長岡赤十字病院,新潟県,長岡市,千秋,２-２９７－１

９４０-２０８８ 長岡造形大学,新潟県,長岡市,千秋,４-１９７

９４０-２０８１ 長岡西病院,新潟県,長岡市,三ツ郷屋町,３７１－１

９４０-２０８３ 新潟県立 近代美術館,新潟県,長岡市,千秋,３-２７８－１４

９４０-２１８４ 新潟県立長岡向陵高等学校,新潟県,長岡市,喜多町,１０３０－１

９４０-２０９３ リバーサイド千秋 アピタ・モール,新潟県,長岡市,千秋,２-２７８-

９４０-２３９２ 長岡市役所 三島支所,新潟県,長岡市,上岩井,１２６１－１

９４０-２５９５ 角上魚類ホールディングス (株),新潟県,長岡市,寺泊,下荒町９７７２－２０

９４９-５２９２ 長岡市役所 小国支所,新潟県,長岡市,小国町法坂,７９３

９４９-５４９４ 朝日酒造 (株),新潟県,長岡市,朝日,８８０－１

９４９-５４９２ 岩塚製菓 (株),新潟県,長岡市,浦,９７５０

９４９-５４９３ 長岡市役所 越路支所,新潟県,長岡市,浦,７１５

９４９-７５９４ 信越工業 (株),新潟県,長岡市,西川口,５２８-

９４９-７５９２ 長岡市役所 川口支所,新潟県,長岡市,東川口,１９７４－２６

９５４-０１９２ 長岡市役所 中之島支所,新潟県,長岡市,中之島,７８８

９５５-８５０１ アークランドサカモト (株),新潟県,三条市,上須頃,４４５

９５５-８５５０ 大竹オール (株),新潟県,三条市,塚野目,２-３－２４

９５５-８５４３ 大竹産業 (株),新潟県,三条市,一ノ門,２-６－２８

９５５-８５６７ (株) 柄長,新潟県,三条市,北入蔵,３-１０－２０

９５５-８５１０ (株) コロナ,新潟県,三条市,東新保,７－７

９５５-８６１２ (株) 関マーク製作所,新潟県,三条市,大字井戸場,５６８－６



９５５-８６５５ (株) 高儀,新潟県,三条市,塚野目,２３４１－１

９５５-８５５５ (株) 高敏,新潟県,三条市,塚野目,５-３－１２

９５５-８５６７ (株) ハーモニック,新潟県,三条市,北入蔵,３-１０－２０

９５５-８６０１ 川口工器 (株),新潟県,三条市,一ノ門,２-４－４５

９５５-８６８８ 三恵 (株),新潟県,三条市,直江町,４-４－５

９５５-８５７５ 三条社会保険事務所,新潟県,三条市,興野,３-２－３

９５５-８６８６ 三条市役所,新潟県,三条市,旭町,２-３－１

９５５-８６０３ 三条商工会議所,新潟県,三条市,須頃,１-２０

９５５-８６６６ 三条信用金庫,新潟県,三条市,旭町,２-５－１０

９５５-８６０２ 三条税務署,新潟県,三条市,南新保,４－９号）

９５５-８５０３ 清水商事 (株),新潟県,三条市,鶴田,３-２番１２号

９５５-８５７７ シンワ測定 (株),新潟県,三条市,興野,３-１８－２１

９５５-８６７７ 高森コーキ (株),新潟県,三条市,南４日町,４-８－１８

９５５-８５５８ トラスコ中山 (株) 新潟支店,新潟県,三条市,新保,２８０

９５５-８５１１ 新潟県 済生会 三条病院,新潟県,三条市,大野畑,６-１８

９５５-８５８８ パール金属 (株),新潟県,三条市,五明,１９０

９５５-８５８５ パピー製販 (株),新潟県,三条市,三柳,１－１３

９５５-８５０５ マルソー (株),新潟県,三条市,月岡,字綾ノ前２７８３-１

９５５-０１９２ 三条市役所 下田庁舎,新潟県,三条市,荻堀,８３０－１

９５５-８５８９ 丸喜重量運輸 (株),新潟県,三条市,福島新田,丁６８１-

９４５-８５０１ 柏崎公共職業安定所、新潟地方法務局柏崎支局,新潟県,柏崎市,田中,２６－２３

９４５-８５０１ 柏崎労働基準監督署,新潟県,柏崎市,田中,２６－２３

９４５-８５０１ 経済産業省資源エネルギー庁原子力安全・保安院柏崎刈羽原子力保安検査官事務所,

９４５-８５０１ 新潟県,柏崎市,田中,２６－２３

９４５-８５０１ 新潟地方法務局柏崎支局,新潟県,柏崎市,田中,２６－２３

９４５-８５０１ 支局,新潟県,柏崎市,田中,２６－２３

９４５-８５５８ 柏崎財務事務所,新潟県,柏崎市,三和町,５－５５

９４５-８５５８ 柏崎地域福祉センター,新潟県,柏崎市,三和町,５－５５

９４５-８５５８ 柏崎土木事務所,新潟県,柏崎市,三和町,５－５５

９４５-８５５８ 柏崎農地事務所,新潟県,柏崎市,三和町,５－５５

９４５-８５５８ 刈羽農業改良普及センター,新潟県,柏崎市,三和町,５－５５

９４５-８５１１ 柏崎市役所,新潟県,柏崎市,日石町,２－１

９４５-８６８８ 柏崎税務署,新潟県,柏崎市,中央町,５－５３

９４５-８５３５ 柏崎総合医療センター,新潟県,柏崎市,北半田,２-１１－３

９４５-８６１１ (株) ブルボン,新潟県,柏崎市,駅前,１-３－１

９４５-８５５５ (株) リケン,新潟県,柏崎市,北斗町,１－３７

９４５-８５４０ (株) 植木組,新潟県,柏崎市,駅前,１-５番４５号

９４５-８５８５ 国立病院機構 新潟病院,新潟県,柏崎市,赤坂町,３－５２

９４５-８５０１ 通商産業省資源エネルギー庁柏崎刈羽運転管理専門事務所,

９４５-８５０１ 新潟県,柏崎市,田中,２６－２３

９４５-８５０１ 新潟地方法務局柏崎支局,新潟県,柏崎市,田中,２６－２３

９４５-０１９２ 柏崎ユーエステック (株),新潟県,柏崎市,大字藤井,字西沖１３５０

９４５-０１９４ カトウスプリング (株),新潟県,柏崎市,大字藤井,字西沖１３５５-２

９４５-０１９３ (株) アドバネクス,新潟県,柏崎市,大字藤井,字西沖１３５５

９４５-８６０１ 東京電力 (株) 柏崎刈羽原子力発電所,新潟県,柏崎市,青山町,１６－４６

９４５-１１９５ 新潟工科大学,新潟県,柏崎市,大字藤橋,１７１９

９４５-１３９２ 柏崎厚生病院,新潟県,柏崎市,大字茨目,字二ツ池２０７１－１

９４５-１３９５ (株) サイカワ,新潟県,柏崎市,大字安田,７５８６

９４５-１３９３ 新潟産業大学,新潟県,柏崎市,大字軽井川,４７３０

９４５-１３９７ 新潟産業大学附属高等学校,新潟県,柏崎市,大字安田,2-１０

９４５-１３９８ 富士ゼロックスマニュファクチュアリング (株) 新潟事業所,

９４５-１３９８ 新潟県,柏崎市,大字安田,７５４６

９４５-１５９５ 柏崎市役所 高柳町事務所,新潟県,柏崎市,高柳町岡野町,１８４９－１

９４９-４１９４ いきいき館,新潟県,柏崎市,西山町池浦,８７７

９４９-４１９３ 柏崎市役所 西山町事務所,新潟県,柏崎市,西山町池浦,１１７－２

９４９-４１９２ 永井コンクリート工業 (株),新潟県,柏崎市,西山町礼拝,４５７

９５７-８７０１ 京セラ (株) 新潟新発田工場,新潟県,新発田市,五十公野,字山崎５２７０-

９５７-８５８５ 敬和学園大学,新潟県,新発田市,大字富塚,１２７０

９５７-８６０１ 新発田建設 (株),新潟県,新発田市,富塚,１９４２

９５７-８５０６ 新発田公共職業安定所,新潟県,新発田市,大字日渡,９６

９５７-８５４０ 新発田社会保険事務所,新潟県,新発田市,新富町,１-１－２４

９５７-８６８６ 新発田市役所,新潟県,新発田市,中央町,３-３－３）

９５７-８５５０ 新発田商工会議所,新潟県,新発田市,中央町,４-１０－１０

９５７-８６６６ 新発田税務署,新潟県,新発田市,諏訪町,１-１２－２４

９５７-８５０６ 新発田労働基準監督署,新潟県,新発田市,大字日渡,９６

９５７-８５１１ 新潟県 新発田地域振興局 企画振興部,新潟県,新発田市,豊町,３-３－２

９５７-８５１１ 新潟県 新発田地域振興局 健康福祉環境部,新潟県,新発田市,豊町,３-３－２

９５７-８５１１ 新潟県 新発田地域振興局 県税部,新潟県,新発田市,豊町,３-３－２

９５７-８５１１ 新潟県 新発田地域振興局 地域整備部,新潟県,新発田市,豊町,３-３－２

９５７-８５１１ 新潟県 新発田地域振興局 農業振興部,新潟県,新発田市,豊町,３-３－２

９５７-８５１１ 新潟県 新発田地域振興局 農村整備部,新潟県,新発田市,豊町,３-３－２

９５７-８５５８ 新潟県立 新発田商業高等学校,新潟県,新発田市,板敷,５２１－１

９５７-８５５５ 新潟県立新発田高等学校,新潟県,新発田市,豊町,３-７－６

９５７-８５０２ 新潟県立新発田農業高等学校,新潟県,新発田市,大栄町,６-４－２３

９５７-８５８８ 新潟県立新発田病院,新潟県,新発田市,本町,１-２番８号

９５７-８５６７ 新潟県立新発田南高等学校,新潟県,新発田市,大栄町,３-６－６

９５７-８５２２ 新潟県立西新発田高等学校,新潟県,新発田市,西園町,３-１－２

９５７-８５０３ 新潟地方法務局 新発田支局,新潟県,新発田市,新富町,１-１－２０

９５７-８５３０ 陸上自衛隊 新発田駐屯地,新潟県,新発田市,大手町,６-４－１６

９５７-０２９３ 片山食品 (株),新潟県,新発田市,藤塚浜,3-１０

９５９-２３９３ フォレストゴルフクラブ,新潟県,新発田市,万代,８５５

９５９-２３９７ ホテル 清風苑,新潟県,新発田市,月岡,２７８－２

９５９-２３９５ ホテル 泉慶,新潟県,新発田市,月岡,４５３

９４７-８５８５ 阿部幸製菓 (株),新潟県,小千谷市,上ノ山,４-８－１６

９４７-８５０１ 小千谷市役所,新潟県,小千谷市,城内,２-７－５

９４７-８７０１ 小千谷総合病院,新潟県,小千谷市,大字平沢新田,１１１-

９４７-８５０６ (株) タカハシキカイ,新潟県,小千谷市,大字山谷,字新保４－１１

９４７-８５０４ 三陽工業 (株),新潟県,小千谷市,平沢,２-３－２０



９４７-８７６５ ジャスコ小千谷店,新潟県,小千谷市,大字平沢新田,字荒田３３９

９４７-８５０２ 新潟三洋電子 (株),新潟県,小千谷市,大字千谷,３０００

９４７-８５０３ 日本ベアリング (株),新潟県,小千谷市,大字千谷,２８３３

９４７-８５５５ 理研精機 (株）,新潟県,小千谷市,大字ひ生,乙６６４-

９４７-０１９２ 越後製菓 (株) 片貝工場,新潟県,小千谷市,片貝町, 1-８０

９４７-０１９３ 越後製菓 (株) 高梨工場,新潟県,小千谷市,高梨町,１００３－１

９４７-０１９８ (株) フーゲツ,新潟県,小千谷市,片貝町, 1-８９

９５９-１３９５ (株) 山忠,新潟県,加茂市,大字下条,甲４９６－１

９５９-１３９２ 加茂市役所,新潟県,加茂市,幸町,２-３－５

９５９-１３９３ 東芝ホームテクノ (株),新潟県,加茂市,大字後須田, 1-７０

９５９-１３９７ 新潟県立 加茂病院,新潟県,加茂市,青海町,１-９－１

９４２-１４９２ 十日町市役所 松之山支所,新潟県,十日町市,松之山,１２１２－２

９４８-８６０２ (株) 新川屋,新潟県,十日町市,駅通り,２０-

９４８-８５０３ (株) 関芳,新潟県,十日町市,大字山本,８７３

９４８-８５０４ 東北電力ネットワーク (株) 十日町電力センター,

９４８-８５０４ 新潟県,十日町市,本町,一-上１-５

９４８-８５０１ 十日町市役所,新潟県,十日町市,千歳町,３-３-

９４８-８５０２ 十日町税務署,新潟県,十日町市,宮田町,１-１８

９４８-０１９２ 十日町市役所 川西支所,新潟県,十日町市,水口沢,１２

９４９-８４９２ 十日町市役所 中里支所,新潟県,十日町市,上山,己２１３３-

９５４-８６１９ (株) 近藤商店,新潟県,見附市,柳橋町,１１０３－１

９５４-８６５８ (株) スノーピーク,新潟県,見附市,新幸町,５－８

９５４-８６８６ 見附市役所,新潟県,見附市,昭和町,２-１－１

９５４-０１９５ (株） カネタ馬場長,新潟県,見附市,今町,８-２－２

９５８-８５３３ 新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院,

９５８-８５３３ 新潟県,村上市,緑町,５-８番１号

９５８-８５５５ 新潟県厚生連瀬波病院,新潟県,村上市,瀬波温泉,２-４－１５

９５８-８５０１ 村上市役所,新潟県,村上市,三之町,１－１

９５８-８６０１ 村上信用金庫,新潟県,村上市,小町,２－１５

９５８-８６８６ 村上税務署,新潟県,村上市,三之町,１１－１

９５８-８５８５ 村上地域振興局,新潟県,村上市,田端町,６-２５

９５８-８５５８ 村上プラザ,新潟県,村上市,大字仲間町,２００

９５８-０２９２ 村上市 朝日支所,新潟県,村上市,岩沢,５６１１

９５９-３１９４ 新潟県立 荒川高等学校,新潟県,村上市,坂町,4-１６

９５９-３１９３ 新潟県立 坂町病院,新潟県,村上市,下鍜冶屋,５８９

９５９-３１９６ 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所,新潟県,村上市,藤沢,１-２７

９５９-３１９２ 村上市 荒川支所,新潟県,村上市,山口,４４４

９５９-３４９３ ＪＡ かみはやし,新潟県,村上市,山田,９３０－５

９５９-３４９２ 村上市 神林支所,新潟県,村上市,今宿,５６

９５９-３９９３ 村上市 山北支所,新潟県,村上市,府屋,２３２

９５９-０１９４ 新潟大栄信用組合,新潟県,燕市,分水桜町,１-４－１４

９５９-０１９２ パナソニック (株) 新潟工場,新潟県,燕市,大川津,字島畑１１１５

９５９-０１９３ 北越工業 (株) 新潟営業所,新潟県,燕市,笹曲,５－２２

９５９-０２９６ (株) 本宏製作所,新潟県,燕市,吉田法花堂, 1-４９

９５９-０２９２ ツインバード工業 (株),新潟県,燕市,吉田西太田,2-８４

９５９-０２９５ 燕市役所,新潟県,燕市,吉田西太田,１９３４-

９５９-０２９４ 富士通フロンテック (株) 新潟工場,新潟県,燕市,吉田東栄町,８-１７

９５９-０２９３ 北越工業 (株),新潟県,燕市,下粟生津,３０７４

９５９-１２９３ アステージ (株),新潟県,燕市,小池,３３７９-

９５９-１２９８ 遠藤商事 (株),新潟県,燕市,物流センター,２-３３

９５９-１２９４ 北日本物産 (株),新潟県,燕市,物流センター,２-３４

９５９-１２９６ 協栄信用組合,新潟県,燕市,東太田,６９８４

９５９-１２９２ 和平フレイズＭＳ (株),新潟県,燕市,物流センター,２-１６-

９４１-８５０１ 糸魚川市役所,新潟県,糸魚川市,一の宮,１-２－５

９４１-８６０１ 糸魚川商工会議所,新潟県,糸魚川市,寺町,２-８－１６

９４１-８６１１ 糸魚川税務署,新潟県,糸魚川市,東寺町,１-３－４０

９４１-８５０２ 糸魚川総合病院,新潟県,糸魚川市,大字竹ケ花,４５７－１

９４１-８６８６ (株) タナベ,新潟県,糸魚川市,大字大野,９７８

９４９-０３９２ 糸魚川市役所 青海事務所,新潟県,糸魚川市,大字青海, 1-５２

９４９-０３９８ 田辺工業 (株) 青海支店,新潟県,糸魚川市,大字青海,１６５０-

９４９-０３９３ 電気化学工業 (株) 青海工場,新潟県,糸魚川市,大字青海,２２０９-

９４４-８６０１ 新井信用金庫,新潟県,妙高市,栄町,２－３（新井郵便局私書箱第８号）

９４４-８５５０ (株) ダイセル 新井工場,新潟県,妙高市,新工町,１－１

９４４-８５０１ けいなん総合病院,新潟県,妙高市,田町,２-４－７

９４４-８５８８ 新光電気工業 (株) 新井工場,新潟県,妙高市,大字姫川原,宮の前９２１－３

９４４-８５５５ パナソニック (株) オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 セミコンダクター

９４４-８５５５ 事業部 北陸工場 新井地区,新潟県,妙高市,栗原,４-５番１号

９４４-８６８６ 妙高市役所,新潟県,妙高市,栄町,５－１

９４９-２１９４ 第一電工 (株) 田口工場,新潟県,妙高市,大字関川,７０

９４９-２１９３ 中央電気工業 (株) 田口工場,新潟県,妙高市,大字田口,２７２

９４９-２１９２ 妙高市 妙高高原支所,新潟県,妙高市,大字関川,９９７

９５９-１６９３ イーグルブルグマンジャパン (株),新潟県,五泉市,中川新,５１４

９５９-１６９２ 五泉市役所,新潟県,五泉市,大字太田,１０９４－１

９５９-１６９５ デンカ生研 (株) 新潟工場,新潟県,五泉市,南本町,１-２－２

９５９-１７９５ (株) 安中製作所,新潟県,五泉市,本田屋,１１４４-１

９５９-１７９７ 蒲原鉄道 (株),新潟県,五泉市,村松,甲１３６４

９５９-１７９４ たいまつ食品 (株),新潟県,五泉市,村松,１３４５

９４３-８５３０ 医療法人 三交病院,新潟県,上越市,新光町,３-１８－８

９４２-８５０１ ＮＴＴ上越営業支店,新潟県,上越市,西本町,４-３－３

９４２-８５０８ 頚城自動車 (株),新潟県,上越市,西本町,３-８－５７

９４２-８５６３ 上越市教育委員会,新潟県,上越市,下門前,５９３-

９４２-８６６６ 上越信用金庫 本店,新潟県,上越市,中央,１-１１－１

９４２-８５０５ 新潟県立 直江津高等学校,新潟県,上越市,西本町,４-２０－１

９４２-８５０２ 新潟労災病院,新潟県,上越市,東雲町,１-７－１２

９４２-８６１１ 三菱化学 (株) 直江津事業所,新潟県,上越市,福田町,１-

９４２-０１９６ (株) 新潟リョーショク 上越支店,新潟県,上越市,頸城区西福島,５２２－２

９４２-０１９２ 頸城区総合事務所,新潟県,上越市,頸城区百間町,６３６

９４２-０１９４ 三光サービス (株）,新潟県,上越市,頸城区百間町,１０６０



９４２-８６０１ 信越化学工業 (株) 直江津工場,新潟県,上越市,頸城区西福島,２８-１

９４２-０１９３ 直江津電子工業 (株),新潟県,上越市,頸城区城野腰,５９６－２

９４２-０１９５ 新潟運輸 (株) 上越主管支店上越支店,新潟県,上越市,頸城区西福島,５７５－４

９４２-０３９８ いきいきセンター,新潟県,上越市,浦川原区顕聖寺,２４２－２

９４２-０３９２ 浦川原地区公民館,新潟県,上越市,浦川原区釜淵,５

９４２-０３９３ 上越市役所 浦川原区総合事務所,新潟県,上越市,浦川原区釜淵,５

９４２-０４９２ 上越市役所 安塚区総合事務所,新潟県,上越市,安塚区安塚,７２２－３

９４３-８５５５ 一般社団法人 上越医師会,新潟県,上越市,春日野,１-２－３３

９４３-８６１０ (株) 有沢製作所,新潟県,上越市,南本町,１-５－５

９４３-８５２１ (株) 一印上越魚市場,新潟県,上越市,大字薄袋,６５

９４３-８５４０ (株) サトコウ,新潟県,上越市,藤巻,６－５５

９４３-８５２０ (株) ジョーセン,新潟県,上越市,本町,７-２－１２

９４３-８６１６ (株) 上越商会,新潟県,上越市,大字土橋,１０１２

９４３-８５８５ (株) 上越タイムス社,新潟県,上越市,高土町,２-４－６

９４３-８５４４ (株) みながわ製菓,新潟県,上越市,大字中田原,１１１

９４３-８５６１ 学校法人 関根学園,新潟県,上越市,大字大貫,１３２５

９４３-８５１２ 上越教育大学,新潟県,上越市,山屋敷町,１

９４３-８５２２ 上越ケーブルビジョン (株),新潟県,上越市,西城町,２-１０－２５

９４３-８５３４ 上越社会保険事務所,新潟県,上越市,西城町,３-１１－１９

９４３-８６０１ 上越市役所,新潟県,上越市,木田,１-１ー３

９４３-８５０２ 上越商工会議所,新潟県,上越市,新光町,１-１０－２０

９４３-８５３１ 上越地域医療センター病院,新潟県,上越市,南高田町,６－９

９４３-８５５１ 上越地域振興局,新潟県,上越市,本城町,５－６

９４３-８５１０ 高倉商事 (株),新潟県,上越市,東本町,１-１－１

９４３-８６０７ 高田信用金庫,新潟県,上越市,本町,３-１－９

９４３-８６０４ 高田税務署,新潟県,上越市,西城町,３-２－１８

９４３-８５８８ 高田税務署内申告書等集中処理担当部署（糸魚川税務署）,

９４３-８５８８ 新潟県,上越市,西城町,３-２番１８号

９４３-８５０５ 田中産業 (株),新潟県,上越市,大字土橋,１９２８

９４３-８５２５ 新潟県立 高田北城高等学校,新潟県,上越市,北城町,２-８－１

９４３-８５０３ 新潟県立 高田工業高等学校,新潟県,上越市,本城町,３－１

９４３-８５１５ 新潟県立 高田高等学校,新潟県,上越市,南城町,３-５－５

９４３-８５５２ 新潟県立高田南城高等学校,新潟県,上越市,南城町,３-３－８

９４３-８５４５ 新潟日報 上越支社,新潟県,上越市,木田,１-２－４

９４３-８５３３ 三井企画 (株),新潟県,上越市,藤巻,８－６４

９４３-８５０１ 陸上自衛隊高田駐屯地,新潟県,上越市,南城町,３-７－１

９４３-０１９３ 独立行政法人 農業技術研究機構中央農業総合研究センター 北陸研究センター,

９４３-０１９３ 新潟県,上越市,稲田,１-２－１

９４３-０１９２ 新潟県立 中央病院,新潟県,上越市,新南町,２０５

９４３-０５９５ 上越市役所 清里区総合事務所,新潟県,上越市,清里区荒牧,１８

９４３-０６９２ 牧村役場,新潟県,上越市,牧区柳島,５２２

９４４-０１９２ 上越市役所 板倉区総合事務所,新潟県,上越市,板倉区針,７２２－１

９４９-２３９４ 上越市役所 中郷区総合事務所,新潟県,上越市,中郷区藤沢,９８６－１

９４９-２３９２ 日本曹達 (株) 二本木工場,新潟県,上越市,中郷区藤沢,９５０

９４９-３１９２ 上越市役所 大潟区総合事務所,新潟県,上越市,大潟区土底浜,１０８１－１

９４９-３１９３ 独立行政法人 国立病院機構 さいがた病院,新潟県,上越市,大潟区犀潟,４６８－１

９４９-３１９４ 丸大食品 (株) 新潟工場,新潟県,上越市,大潟区土底浜,１７７９－３

９４９-３２９８ ウエノテックス (株),新潟県,上越市,柿崎区柿崎,10-９６

９４９-３２９３ (株) 柿崎機械,新潟県,上越市,柿崎区馬正面,１２７８－３０

９４９-３２９６ 新貝工業 (株),新潟県,上越市,柿崎区馬正面,１１５３

９４９-３２９２ 上越市役所 柿崎区総合事務所,新潟県,上越市,柿崎区柿崎,６４０５

９４９-３２９４ 理研製鋼 (株),新潟県,上越市,柿崎区柿崎,2-０２

９４９-３４９４ 上越市役所 吉川区総合事務所,新潟県,上越市,吉川区下町,１１２６

９５９-２０９２ 阿賀野市役所,新潟県,阿賀野市,岡山町,１０－１５

９５９-２０９３ 総合病院国民健康保険 水原郷病院,新潟県,阿賀野市,岡山町,１３－２３

９５９-２２９２ 阿賀野市役所 安田支所,新潟県,阿賀野市,保田,１７５６－１

９５２-８５０１ 佐渡市役所 両津支所,新潟県,佐渡市,湊,１９８

９５２-８５０２ 佐渡農業協同組合,新潟県,佐渡市,原黒,３００－１

９５２-１２９２ 佐渡市役所,新潟県,佐渡市,千種,２３２-

９５２-１３９３ 佐渡市役所 佐和田行政サービスセンター,新潟県,佐渡市,河原田本町,３９４

９５２-１５９２ 佐渡市役所 相川支所,新潟県,佐渡市,相川栄町,２７

９５２-１５９３ 佐渡税務署,新潟県,佐渡市,相川三町目新浜町,３－３

９４６-８５１３ アルプス電気 (株) 磁気応用事業部 小出工場,新潟県,魚沼市,小出島,１１７７

９４６-８６０１ 魚沼市役所 本庁舎,新潟県,魚沼市,小出島,９１０-

９４６-０２９２ 魚沼市役所 守門庁舎,新潟県,魚沼市,須原,５２０-

９４９-７４９４ 魚沼市役所 堀之内庁舎,新潟県,魚沼市,堀之内,１３０

９４９-７４９２ ホリカフーズ (株),新潟県,魚沼市,堀之内,２８６

９４９-７４９５ 堀之内小学校,新潟県,魚沼市,堀之内,４３０－３

９４９-７４９６ 堀之内中学校,新潟県,魚沼市,堀之内,２０８

９４９-６４９２ 南魚沼市役所 塩沢庁舎,新潟県,南魚沼市,塩沢,１３７０－１

９４９-６６９５ (株) 雪国まいたけ,新潟県,南魚沼市,余川,８９

９４９-６６９２ 日本年金機構 六日町年金事務所,新潟県,南魚沼市,六日町,字北沖９３－１７

９４９-６６９６ 南魚沼市役所 本庁舎,新潟県,南魚沼市,六日町,１８０－１

９４９-６７９７ 高速紙工業 (株),新潟県,南魚沼市,津久野,１１１２-１４

９４９-７２７７ 国際大学,新潟県,南魚沼市,国際町,７７７

９４９-７３９２ 南魚沼市役所大和庁舎,新潟県,南魚沼市,浦佐,１１８８－２

９５９-２６８８ (株) 日立産機システム 中条事業所,新潟県,胎内市,富岡,４６-１

９５９-２７１１ ＪＸ日鉱日石開発 (株) 中条油業所,新潟県,胎内市,村松浜,１８７３

９５９-２６９３ 胎内市役所,新潟県,胎内市,新和町,２番１０号

９５７-０１９６ (株) 堀川,新潟県,北蒲原郡聖籠町,位守町,１６０－１９

９５７-０１９７ グローバルウェーハズ・ジャパン (株),新潟県,北蒲原郡聖籠町,東港,６-８６１－５

９５７-０１９２ 聖籠町役場,新潟県,北蒲原郡聖籠町,大字諏訪山,１６３５－４

９５７-０１９３ 新潟県 警察本部運転免許センター,新潟県,北蒲原郡聖籠町,東港,７-１－１

９５７-０１９５ 日本海エル・エヌ・ジー (株),新潟県,北蒲原郡聖籠町,東港,１-１６１２－３

９５９-０３９３ 彌彦神社,新潟県,西蒲原郡弥彦村,大字弥彦,２８９８

９５９-０３９２ 弥彦村役場,新潟県,西蒲原郡弥彦村,大字矢作,４０２

９５９-４３９２ 阿賀町役場 鹿瀬支所,新潟県,東蒲原郡阿賀町,鹿瀬, 1-３１

９５９-４４９５ 阿賀町役場,新潟県,東蒲原郡阿賀町,津川,５８０



９５９-４４９７ 新潟県立 津川病院,新潟県,東蒲原郡阿賀町,津川,２００

９４９-４３９２ 出雲崎町役場,新潟県,三島郡出雲崎町,大字川西,１４０

９４９-４３９８ グループホームかめさんの家,新潟県,三島郡出雲崎町,大字船橋,４７９-２

９４９-４３９７ 社会福祉法人 中越老人福祉協会 やすらぎの里,

９４９-４３９７ 新潟県,三島郡出雲崎町,大字川西,６６０-１

９４９-６１９２ 湯沢町役場,新潟県,南魚沼郡湯沢町,大字神立,３００

９４９-６２９２ 苗場プリンスホテル,新潟県,南魚沼郡湯沢町,大字三国,２０２

９４５-０３９７ 刈羽村役場,新潟県,刈羽郡刈羽村,大字割町新田,２１５－１

９４５-０３９５ 日本ドレッサー (株) 刈羽事業所,新潟県,刈羽郡刈羽村,大字十日市,８００

９５９-３２９２ 関川村役場,新潟県,岩船郡関川村,大字下関,９１２




