
（50音順）

【会 員】（ 34社） 【特別会員】（ 29団体・5法人）

昱工業株式会社 阿賀町
〒950-2095 新潟市西区流通センター二丁目２番地３　TEL 025-260-2221 〒959-4495 東蒲原郡阿賀町津川５８０番地  TEL 0254-92-3113
　

旭電工株式会社 阿賀野市
〒958-0876 村上市塩町１２番１４号　TEL 0254-53-4261 〒959-2092 阿賀野市岡山町10番15号   TEL 0250-62-2510
　

株式会社アスカ 出雲崎町
〒945-1105 柏崎市長峰町１１番２号   TEL 0257-22-1230 〒949-4392 三島郡出雲崎町大字川西１４０番地   TEL 0258-78-2290
　

株式会社アドヴァンス 糸魚川市
〒951-8133 新潟市中央区川岸町3丁目17番地２２  TEL 025-233-4131 〒941-8501 糸魚川市一の宮１丁目２番５号  TEL 025-552-1511

アルペン設備有限会社 魚沼市
〒949-6103 南魚沼郡湯沢町大字土樽４８０－６  TEL 025-787-4401 〒946-8601 魚沼市小出島９１０番地　TEL 025-792-1000

株式会社飯田ボーリング工業 小千谷市
〒943-0817 上越市藤巻８番１８号　TEL 025-522-0071 〒947-8501 小千谷市城内２丁目７番５号　TEL 0258-83-3511
　

株式会社池田工業 柏崎市
〒950-3346 新潟市北区下土地亀１５７番地　TEL 025-387-4738 〒945-8511 柏崎市日石町２番１号　TEL 0257-23-5111
　

株式会社イシザカ 加茂市
〒945-1105 柏崎市長峰町７番６号　TEL 0257-23-2151 〒959-1392 加茂市幸町２丁目３番５号　TEL 0256-52-0080

株式会社イノアック住環境 刈羽村
〒945-0397 刈羽郡刈羽村大字割町新田２１５番地１  TEL 0257-45-3913

　

株式会社上松設備 五泉市
〒959-2011 阿賀野市千原228番地１  TEL 0250-62-6827 〒959-1692 五泉市太田１０９４番地１　TEL 0250-43-3911

株式会社ウエルマン 佐渡市
〒959-1856 五泉市山崎１４５５  TEL 0250-25-7647 〒952-1292 佐渡市千種２３２番地　TEL 0259-63-3113

エムケイ開発株式会社 三条市
〒955-8686 三条市旭町二丁目３番１号   TEL 0256-34-5511

兼松サステック株式会社 ジオテック事業部 新潟営業所 新発田市
〒950-0973 新潟市中央区上近江３丁目２５番１８号  TEL 025-283-3231 〒957-8686 新発田市中央町３丁目３番３号   TEL 0254-22-3030
　

株式会社興和 上越市
〒950-8565 新潟市中央区新光町６番地１　TEL 025-281-8811 〒943-8601 上越市木田１丁目１番３号　TEL 025-526-5111
　

株式会社コロナ 聖籠町
〒955-8510 三条市東新保７番７号　TEL 0256-32-2111 〒957-0192 北蒲原郡聖籠町大字諏訪山１６３５番地４  TEL0254-27-2111
　

株式会社ジオック技研 関川村
〒950-0162 新潟市江南区亀田大月３丁目３番２１号  TEL 025-383-5757 〒959-3292 岩船郡関川村大字下関９１２  TEL0254-64-1476
　

上毛天然瓦斯工業株式会社 胎内市
〒379-0225 群馬県安中市松井田町八城１３３２番地３　TEL 027-381-5611 〒959-2693 胎内市新和町２番１０号  TEL 0254-43-6111
　

新越開発株式会社 田上町
〒946-0107 魚沼市下田３５１番地３２  TEL 025-799-3232 〒959-1503 南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田３０７０番地  TEL0256-57-6223
　

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー東日本支店 津南町
〒105-8566 東京都港区虎ノ門２-１０-４  オークラプレステージタワー  TEL 03-6748-6507 〒949-6192 中魚沼郡津南町大字下船渡戊５８５番地  TEL 025-765-3116

ゼネラルヒートポンプ工業株式会社 北信越営業所 燕市
〒939-8081 富山県富山市堀川小泉町809-1 サンリッチ堀川小泉１F   TEL 076-464-3086 〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地  TEL0256-77-8167
　

株式会社大隆工業 十日町市
〒959-1856 五泉市山崎甲１１４番地１　TEL 0250-41-0710 〒941-8501 十日町市千歳町３丁目３番地　TEL 025-757-3198
　

大和探査技術株式会社 長岡市
〒135-0016東京都江東区東陽五丁目１０番４号　TEL 03-5633-8080 〒940-0062 長岡市大手通２丁目２番６号　TEL 0258-39-2232
　

株式会社拓越 新潟市
〒948-0003 十日町市新座甲４０３番地５５　TEL 025-757-8211 〒951-8550 新潟市中央区学校町通１番町６０２番１　TEL 025-228-1000
　

株式会社長府製作所 長野営業所 見附市
〒381-0031 長野県長野市大字西尾張部１１１４番地５　TEL 026-252-6161 〒954-8686 見附市昭和町２丁目１番１号　TEL 0258-62-1700
　

株式会社Ｄ－１ 南魚沼市
〒940-1104 長岡市摂田屋町２７０１番地１３　TEL 0258-89-7685 〒949-6696 南魚沼市六日町１８０番地１　TEL 025-773-6666
　

東邦地水株式会社 新潟営業所 妙高市
〒940-0082 長岡市千歳一丁目３番３７号　TEL 0258-33-2846 〒944-8686 妙高市栄町５番１号　TEL 0255-74-0033
　

日綋土木工業株式会社 村上市
〒950-0211 新潟市江南区横越川根町２番１４号  TEL 025-385-3364 〒958-8501 村上市三之町１番１号　TEL 0254-53-2111

日曹商事株式会社 弥彦村
〒103-8422 東京都中央区日本橋本町三丁目３番６号（ワカ末ビル）　TEL 03-3270-4404
　

株式会社林組 湯沢町
〒959-2415 新発田市住田４１３番地　TEL 0254-33-3114 〒949-6192 南魚沼郡湯沢町大字神立３００番地　TEL 025-788-0291
　

ベストパーツ株式会社 特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目１番３３号　TEL 022-259-1261 〒167-0051 東京都杉並区荻窪５丁目29番地20号　TEL 03-3391-7836
　

北越融雪株式会社 一般財団法人 にいがた住宅センター
〒948-0008 十日町市尾崎２２１番地２　TEL 025-757-5300 〒950-0965 新潟市中央区新光町15番地2 公社総合ビル７階  TEL 025-283-0851
　

株式会社美佐伝 東北電力株式会社 新潟支店
〒948-0007 十日町市四日町新田２２２番地５  TEL 025-757-9192 〒951-8633 新潟市中央区上大川前通五番町８４番地　TEL 025-321-5132
　

株式会社ユーテック みずほリース株式会社 新潟支店
〒959-1501 南蒲原郡田上町大字湯川１６３６番地１　TEL 0256-46-7222 〒951-8061 新潟市中央区西堀通六番町866 NEXT21ビル11Ｆ TEL 025-229-7800
　

株式会社レックス 株式会社Shitamichi HD
〒950-8727 新潟市中央区南長潟１２番１０号　TEL 025-287-6811 〒951-8063 新潟市中央区古町通６番町963番地    ＴＥＬ 025-378-3673

【顧 問】 【アドバイザー・オブザーバー】
新潟県産業労働部 創業・イノベーション推進課
〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１　TEL 025-280-5256

〒940-2188 長岡市上富岡町１６０３－１　TEL 0258-47-9717
〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１　TEL 025-280-5383

新潟県農林水産部 農業総務課
〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１　TEL 025-280-5288
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【事務局】 〒950-8565 新潟市中央区新光町６番地１（興和ビル２Ｆ）    事務局長  渡邊
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新潟県地中熱利用研究会 会員名簿

〒954-0056 見附市南本町２丁目９－２８  TEL 0258-63-2428

国立大学法人 長岡技術科学大学大学院
工学研究科 機械創造工学専攻  教授 上村靖司

〒456-0062 愛知県名古屋市熱田区大宝四丁目９番２７号 イノアック日比野ビル２階

〒959-0392 西蒲原郡弥彦村大字矢作４０２  TEL 0256-94-1022

新潟県土木部 監理課

随時 会員を募集しております


