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新潟産業人クラブ（先端技術研究会）会員名簿 

 
 

●株式会社 アヅマテクノス 計測機器、計装機器の販売及び校正・修理サービス 新潟市 

●株式会社 アドハウスパブリック デザイン、ブランド構築、広告業 新潟市 

●アドバンエンジ 株式会社 工業炉製造業 新潟市 

●株式会社 アド・メディック イベント、コンベンション、広告業 新潟市 

●株式会社 アバンクロス 広告業 新潟市 

●株式会社 アベキン 金属製品製造業 燕市 

●イオカ電子 株式会社  電子部品・デバイス製造業 阿賀野市 

●今代司酒造 株式会社 清酒製造業 新潟市 

●株式会社 Ｗａｓｔｅｃ ＥＮＥＲＧＹ プラスチック製品製造業   上越市 

●株式会社 エフエムラジオ新潟 番組提供、スポット、イベント協賛 新潟市 

●有限会社 エムテック 精密部品加工業 阿賀野市 

●エルメック電子工業 株式会社 センサー、電子デバイス応用機器の開発・製造 新潟市 

●株式会社 カエツ工業 環境関連事業 胎内市 

●株式会社 加藤研削工業 切削工具・機械刃物再研削業 新潟市 

●金井度量衡 株式会社 計量、計測コンサルタント業 新潟市 

●株式会社 川﨑合成樹脂 樹脂製品成型加工業 三条市 

●有限会社 久住商会 自動車販売整備業 見附市 

●株式会社 クボ製作所 機械部品製造業 阿賀野市 

●有限会社 コーワシーリング シール印刷業 新潟市 

●株式会社 コマザワ精機 精密小物切削加工 新潟市 

●株式会社 権文 卸売業 阿賀野市 

●株式会社 サイト イベント業 新潟市 

●佐久間食品 株式会社 食品製造業、豆腐ほか大豆加工食品 三条市 

●佐藤食品工業株式会社 「サトウのごはん」「サトウの切り餅」の製造 新潟市 

●株式会社 佐文工業所 ミシン用部品製造 新潟市 

●株式会社 サンシン テープ式精密面加工機の開発・製造 長岡市 

●新栄総業 株式会社 ゴルフ場運営（湯田上ＣＣ、ノーブルウッドＧＣ） 田上町 

●進展工業 株式会社 暖房畳製造業 新潟市 

●新和メッキ工業 株式会社 電気めっき業 上越市 

●ジー,エム建機リース株式会社 建設機械器具賃貸業 新潟市 

●ＪＰＣ 株式会社 製造業（機械組立）・情報システム開発・人材派遣 長岡市 

●株式会社 スモーク 飲食業（飲酒販、ソーセージ・ハム燻製製造・加工） 新潟市 
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●株式会社 全研ビルサービス 環境衛生管理・設備管理・保安警備業務全般 三条市 

●双峰通信工業 株式会社 電気通信工事 新潟市 

●株式会社 高清 包装資材、包装機械販売 新潟市 

●有限会社 田中栄一建築設計事務所 建築設計・監理業務、整理収納アドバイザー 燕市 

●大東産業 株式会社 一般産業用機械・装置製造業 新潟市 

●株式会社 千代田開発 不動産売買、賃貸管理 新潟市 

●ＴＨＫ新潟 株式会社 特殊ベアリング及び産業機械器具部品の製造 阿賀野市 

●株式会社 天朝閣グループ 冠婚葬祭業、ビール製造販売業 阿賀野市 

●東亜住設 株式会社 管工事業 胎内市 

●株式会社 東海鉄工所 自動車用大型金型製造 長岡市 

●株式会社 仲代金属 新潟工場 各種非鉄金属精密スリッター加工業 阿賀野市 

●中村ターンテック 株式会社  精密部品切削加工 弥彦村 

●新潟メタリコン工業 株式会社 メッキ業 新潟市 

●株式会社 ハリカ 水原店・五泉店 ギフト販売、卸業 阿賀野市 

●パールライト工業 株式会社 精密板金、製缶加工 新潟市 

●ヒートロック工業 株式会社 橋梁構造物用伸縮装置 新潟市 

●株式会社 ピーアールシー 液状シリコーン、ゴムの成型金型 新潟市 

●株式会社 フチオカ 研磨材料・研削砥石・ダイヤモンドツール 見附市 

●株式会社 プロビデンス 保険代理業、リスクコンサルティング 新潟市 

●株式会社 奉仕社 工作機械・工具総合商社 燕市 

●株式会社 マックス開発 ショッピングセンター、店舗開発 新潟市 

●株式会社 マルサ 建設仮設資材製造 三条市 

●株式会社 マルト長谷川工作所 作業工具、理美容鋏(はさみ)、爪切り製造 三条市 

●株式会社 満日製作所 精密機械部品加工製造業 新潟市 

●株式会社 ヤチダ 小型真空機器、拡散接合 加茂市 

●山勝電子工業 株式会社 プリント基板の回路設計 川崎市 

●株式会社 悠心 新型液体容器「ＰＩＤ」、自動充填包装機製造業 三条市 

●株式会社リンケージＭ．Ｉコンサルティング 経営コンサルタント 新潟市 

●株式会社 渡大組 総合建設業 新潟市 
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新潟産業人クラブ（先端技術研究会） 

 名 誉 会 長 

新潟県知事 知事         花角英世様 

 参 与 

新潟県 産業労働観光部 部長 橋本一浩様 新潟市 

新潟県工業技術総合研究所 所長 山崎栄一様 新潟市 

（公財）にいがた産業創造機構 副理事長 武本清志様 新潟市 

（公財）新潟市産業振興財団 参与 原 利昭様 新潟市 

（公財）燕三条地場産業振興センター 専務理事 藤澤浩一様 三条市 

 新潟大学 副学長 阿部和久様 新潟市 

長岡技術科学大学 理事・副学長 三上喜貴様 長岡市 

新潟工科大学 副学長 古口日出男様 柏崎市 

新潟工科大学産学交流会 事務局長 井田増夫様 新潟市 

新潟経営大学 学長 堀 峰生様 加茂市 

長岡造形大学 学長 和田 裕様 長岡市 

新潟薬科大学 副学長 若林広行様 

 

新潟市 

篠田パートナーズ事務所 所長・特定社会保険労務士 篠田 昇様 新発田市 

ＦＵＮ税理士法人 代表・公認会計士･税理士  山岸誠一様 新潟市 

 
【設 立】 昭和５９年（１９８４年）８月 
 
【役員会】 会 長  ㈱マックス開発 井浦康晴社長 

副会長  ㈱サイト 能登剛史社長 全国大会準備委員長 

副会長  ㈱加藤研削工業 加藤義竹社長 全国大会準備副委員長 

副会長  ㈱天朝閣グループ 古田利大社長 全国大会準備副委員長 

副会長  ㈱アドハウスパブリック 関本大輔社長 全国大会準備副委員長 

副会長  ㈱ハリカ水原店・五泉店 今井一志社長 全国大会準備副委員長 

副会長  ㈱アド・メディック 長沼茂夫社長  会員大会事務局長 

副会長  ㈱マルト長谷川工作所 長谷川直哉社長 会員拡大委員長 

副会長  ㈱千代田開発 佐藤邦栄社長 会員拡大副委員長 

副会長  大東産業㈱ 加藤洋介社長  会員拡大副委員長 

副会長  ㈱川﨑合成樹脂 川﨑雄輔社長 工場見学委員会委員長 

副会長  パールライト工業㈱ 関 陸夫社長 工場見学委員会副委員長 

副会長  東亜住設㈱ 板倉雄司専務取締役 例会委員長兼ゴルフ部会長 

直前会長 双峰通信工業㈱ 樋口正仁社長 釣り部会長 

会計監査 ジー,エム建機リース㈱ 神田美好社長  

会計監査 ㈱アバンクロス 伊藤厚子社長 

監 事  日刊工業新聞社東京支社 拝原泰介支社長 

事務局長 日刊工業新聞社新潟支局 丸山美由紀支局長 
  
＜事務局＞   新潟県新潟市中央区白山浦 1丁目６１４ 白山ビル５階 〒951-8131 

日刊工業新聞社 新潟支局内   sentan@sentan.gr.jp  

ＴＥＬ ０２５(２３３)３８８３ ＦＡＸ ０２５(２３３)６１２７ 
 
＜日本産業人クラブ連合会＞ http://www.sangyojin.com/ 
 
〔加入団体〕 

●モノづくり日本会議 賛助会員  ●ＮＩＣＯクラブ（(公財)にいがた産業創造機構）会員 

●(公財)長岡技術科学大学技術開発教育研究振興会 賛助会員 

●長岡技術科学大学 国際技学共同教育研究事業「２１世紀ランプ会」会員 
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