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災害防止協議会設立総会開催

マルヨ新潟会
災害防止協議会

㈱アサヒ
阿部工業㈱
㈲いけだ建工
内野農産㈱
ＳＴ建設工業㈱
㈱ｍ．ｏｄａ
大平建装
㈲大湊製瓦工業
おそうじ・サトウ
㈱上酒屋
㈱クリーンアップワシオ
㈱健装
研冷工業㈱
㈱工材
㈱光和製作所
㈱小新建設工業
㈱小林建塗工業
㈱小林工業所
㈱小林工務店
小山金属工業㈱
㈲佐藤鉄筋工業
㈱サンテック
㈲三和建設工業
三和シャッター工業㈱
進栄軽金㈱
㈱新建ナガキタ
すみれ建装㈱
㈱誠工創建
㈲大道組
タカシン内装
㈱たかだ新潟工事支店
㈲高野建設興業
㈱東港電機商会
㈱東新
ときわ設備㈱
㈱富岡鉄工所
㈱富山左官工業
内外商工㈱
㈱ナガオカサッシ工業
㈱西原衛生工業所
㈱バウハウス
浜谷電機
㈲福永管工業
藤工築㈱
㈱藤田内装建築
不二窯業㈱
星井産業㈱
星野電気㈱
堀設備工業
本田官業㈱
㈲諸橋建築
山真建設㈱
㈱吉田建興
らう造景㈱
㈱渡辺建設

（五十音順・敬称略）

