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◎東桂苑
　村指定文化財「東桂苑」は、渡邉家の分家として明治に建てられた、
日本瓦葺寄棟造りの重厚な邸宅です。
　現在では手に入らない贅沢な材をふんだんに使い、趣向を凝らし
た母屋や、対岸の山々を借景しデザインされた庭などが特徴で、現
在は、この趣のある建物を活かした「和」テイストのテレワークスペー
ス「TOKEIEN-office」や、観光客が気軽に立ち寄れるカフェとし
ても人気（11月～3月は休館）。
　また、コスプレイヤーの皆さんの撮影スポットとしても密かに人
気を集めており、今後村でも注目の施設となりそうです。

●法人会の理念
法人会は税のオピニオンリーダーとして

企業の発展を支援し
地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する
経営者の団体である

東桂苑カフェ 東桂苑オフィス

村指定文化財「東桂苑」
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　新年あけましておめでとうございます。令和３年の
年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　公益社団法人村上法人会の皆様におかれましては、
健やかに新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げ
ます。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられ
ている皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
　旧年中は、今井会長をはじめ役員並びに会員の皆様
には、法人会活動を通じて、税務行政に深いご理解と
格別のご支援・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、「税のオピニオンリーダー」
として、正しい税知識の普及と納税意識の高揚を図る
ため、会員の皆様のニーズに即した各種研修会や講演
会を積極的に企画・開催され、会員企業の自己啓発の
促進、適正・公平な申告納税制度の維持・発展に貢献
されております。
　さらに、野潟海水浴場の清掃ボランティア活動や障
害者支援施設へのタオルの寄贈など、地域社会への貢
献活動にも積極的に取り組まれているほか、小学校の
租税教室への講師派遣や「税に関する絵はがきコン
クール」の募集・表彰活動を通じて、租税教育の充実
にも意欲的に取り組んでおられます。
　こうした皆様の取組に対し、深く敬意を表するとと
もに、私どもといたしましても従前にも増した連携・
協調を図ってまいりたいと考えております。
　さて、間もなく令和２年分の所得税等の確定申告の
時期を迎えます。
　昨年来のコロナ禍にあって、当税務署といたしまし
ては、申告書の作成・提出に当たって、自宅等のパソ
コンやスマホから申告ができるe-Taxをご利用いただ
くことが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策の
３密（密集、密接、密閉）回避に非常に有効であると
考えております。法人役員の皆様及び従業員の皆様に
おかれましては、積極的にe-Taxによる申告をご利用
いただくようお願い申し上げます。
　また、国税の納付にはダイレクト納付をはじめとす
る電子納税、納税証明書の請求にはオンラインによる
請求をご利用いただくことも、確定申告期の３密回避
に有効であると考えておりますので、是非とも普及に
向けて、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し
上げます。
　結びに、新しい年が公益社団法人村上法人会の皆様
にとりまして、幸多き年となりますことを心から祈念
いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。

村上税務署長　 鈴木　昭弘　

年頭のご挨拶

　新年を迎え会員の皆様には心からお慶びを申し上げ
ますと共に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　昨年中は、法人会の運営に深いご理解と多大なるご
協力とご支援を頂き、重ねて心より厚く御礼申し上げ
ます。加えて会員各位、関係団体のご協力のお蔭で会
員増強、福利厚生制度推進、税務研修参加率等の各部
門で優秀賞を頂きましたことに深く感謝をいたしてお
ります。
　本会は、全国法人会連合の組織として、関東信越国
税局管内の新潟県法人会連合会に属しており、県内13
単位会（会員数15,500社）の中での当会の会員数は、
12月末日で596社となり、税への知識普及、納税意識
の高揚、税制税務に関する提言を行い、適正な執行に
寄与し地域企業が社会の健全な発展に貢献する事を主
たる目的としております。
　主な事業として、税を巡る諸環境の整備、地域の経
済社会環境の整備、会員企業の親睦交流、社会福利厚
生に資する事業等を行っております。具体的な活動と
しましては、青年部会での村上税務署管内の小学６年
生を対象とした租税教室の開催や女性部会での絵はが
きコンクールの実施などがあります。絵はがきコンクー
ルにおいては年々優秀な作品が多数応募されておりま
す。青年部会、女性部会の活動は、小学生から税の知
識の理解を深め、立派な社会人として成長する為の活
動であると確信しております。
　また、めまぐるしく変わる税制改正の中、村上税務
署の指導による税務研修会などの開催等も行っており
ます。
　昨年の春先より全世界が新型コロナウイルスの発生
により経済活動にも多大な影響があります。当会にお
いても活動の自粛や事業の縮小などの影響がありまし
た。今後は皆々様と情報を共有してこの厳しい時代を
乗り越え、終息後も、会員企業一丸となり発展できる
様に微力ながら務めていきたいと思っております。
　一層のご協力ご支援を心よりお願いし、会員皆様の
益々の発展とご健勝を心よりお祈り申し上げ、新年の
挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶
公益社団法人 村上法人会

会長　今井　栄一　
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女性部会の活動青年部会の活動

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により
春に行われる総会も中止で書面による議決。また、各
種セミナ－大会等も開催出来ませんでした。全国各部
会も軒並みに中止になっているこの状況の中で村上法
人会青年部会の活動は、租税教室・海岸清掃活動は開
催致しました。租税教室は村上岩船郡館内の小学校14
校ある中で、学校側の承諾を頂き12校が実施されまし
た。毎年行われている事業ですが、この度は、新型コ
ロナウイルスの影響でマスク着用での講義、また人数
の多い学校は、密にならないように２回に授業を分け
て行い完遂致しました。役員・部会員の協力無くして
は成し遂げることは出来ませんでした。感謝申し上げ
ます。
　租税教室は、小学生の子供達に税金がどのように使
われているか、税金の種類や仕組み大切さなどを講義、
パネル等を使用したレクチャー、アニメＤＶＤの視聴、
最後に１億レプリカを持ってもらう体験を行います。
45分間と限られた時間の中で、講師・アシスタントに
よる連携で授業をします。小学生の子供達は、元気が
良く笑顔があり発言力もあり、私自身も講師を務めて
いると、何か力を与えて貰った感じになります。そし
て、後日授業を終えた子供達全員から感想文が届きま
す。とても分かりやすい授業で税金の有難さがわかっ
た。学校などの公共施設などに税金が使われていたこ
となど。税金が必要だと十分伝わる文面ばかりで、毎
年ながら目的は達成できて安心します。

　また、海岸清掃活動は女性部会と合同で村上市野潟
海水浴場周辺を清掃致しました。ゴミ・ペットボト
ル・空き缶など多く集めて海岸が見違えるようにきれ
いになりました。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けてイベント、
行事、各活動が相次いで中止の中で２つの活動が出来
たことで僅かながら地域社会貢献出来たことにとても
満足しております。
　今年度も青年部会員一同、益々努力し地域社会貢献
を行ってまいります。
　そして、新型コロナウイルスが早く終息することを
祈り地域経済の活性化が戻ることを願います。

　2020年を迎え間もなく、新型コロナウイルス感染性
が全世界に広がり、あらゆる面での自粛要請が出され、
女性部会においても種々の行事が中止となりましたが、
10月22日、副部会長・事務局長と村上市山屋にある障
害者支援施設「やまやの里」へ訪問し、地域の皆様や
部会員の方々より頂戴しました善意のタオル330本を
寄贈しました。
　恒例となっております地域貢献活動を本来ならば施
設訪問し歌や演芸を披露した際にタオルの寄贈を行っ
ていましたが、感染拡大防止のため、このたびはタオ
ルを寄贈するのみとなりました。当日は、阿賀北福祉
会の佐藤理事長様から、タオルは施設での生活には欠
かせないうえ、新型コロナウイルス予防対策としても
重要なものなので大切に使いたいと感謝の言葉をいた
だきました。
　今後の女性部会の活動としては、地域の租税教育活
動として定着しております、小学生への「税に関する
絵はがきコンクール」があります。審査会を１月。２
月には表彰式が控えております。小学生の絵はがきの
中に表現する作品を楽しみにしております。
　私たちの暮らし方も大きく変化し、日常の「新しい
生活様式」が求められる現在、コロナ禍がいつ収束す
るのかいまだ予想は困難ではありますが、2021年４月
には「全国女性フォーラム新潟大会」が朱鷺メッセで
徹底した感性症拡大防止対策を実施し開催の予定で
す。その後は、第17回合同セミナーが村上での開催と
なります。当初は2020年９月に開催予定でしたが、こ
ちらもコロナ禍の影響で１年間の延期を余儀なくされ
ました。「合同セミナー村上大会」に向けてどのよう
な状況においてもスムーズに開催できるよう、しっか
りと準備したいと考えております。
　女性部会の皆様方、ご関係者の皆様、ご協力のほど、
どうぞよろしくお願いいたします。そして１日も早い
新型コロナの収束が望まれます。

やまやの里にてタオルの贈呈

笹川流れ海岸清掃租税教室

青年部会長　東　　圭一 　 女性部会長　岩間　美果 　

青年部会の動き 女性部会の動き



◎「税法税務研修参加率向上表彰」
　 ３回目の受賞です。会員皆様の税法税務研修会に参
加して頂いた賜物です。
　優秀賞　162％達成（100％以上）
◎「会員増強表彰」
　・努力賞　２社達成（１社以上）
　・純増長期間維持〈純増１社以上３年連続表彰〉
　・特別表彰〈純増１社以上連続５年以上〉
◎「福利厚生制度推進表彰」
　 103.7％達成（年間累積保険料対前年比103％以上）
　 協力保険三社（大同生命保険㈱・ＡＩＧ損害保険㈱・
アフラック生命保険㈱）と会員のご理解の賜物です。

　今年度は、新型コロナウイルスの影響で第37回全国法人会総連合の全国大会が中止となり、表彰につ
いてはそれぞれの単位会に通知でのお知らせでした。
　おかげさまで今年度も会員皆様のご協力により、多くの賞をいただくことができました。

全法連表彰 昨年の４冠から５冠達成へ
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新規会員企業紹介
（令和２年７月１日～12月末現在）（順不同・敬称略）

会員増強運動中間報告
（共益・厚生委員会）

　法人会では、去る９月30日開催の理事会において、９月
から12月を会員増強運動期間と決め運動を展開してまいり
ました。11月26日に共益・厚生委員会を開催し11月までの
成果を各支部役員から報告し、残る１ヶ月を更に頑張るこ
とを確認しました。また、会議懇親会はそれぞれの支部を
持ち回りで開催しており、この度は村上支部での開催で割
烹善蔵さんでした。ちなみに期間中（９月～11月）の増減
は、荒川支部１社、村上支部２社、朝日支部１社、山北支
部１社で期間中５社の増となっています。

真剣に会議中の風景

企　業　名 代表者名 住　　所 入会月日 支 部
㈱笹川流れ観光開発 富　樫　正二郎 村上市桑川891－１ 10.  1 山 北
㈱NKファーム村上 奥　山　芳　浩 村上市荒川縁新田字川原380－15 10.29 荒 川
（賛）ラケットショップおわりや 津　島　加奈子 村上市岩船上浜町４－18 10.30 村 上
（賛）松本左官 松　本　圭　二 村上市八日市14－52 10.30 村 上
㈲板屋農産 齋　藤　直　幸 村上市板屋越1923－２ 11.20 朝 日
青南総合農園㈱ 伊　藤　敏　哉 関川村大字南中471 12.  8 関 川
あまい住設㈱ 天　井　美　香 村上市久保多町12－10 12.16 村 上
㈲ジェイユウ軽送 中　山　順　二 村上市田端町４－41 12.24 村 上
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令和３年度

税制改正スローガン
○コロナ禍における厳しい経営環境を踏まえ、
� 中小企業に実効性ある支援と税制措置を！
○厳しい財政状況を踏まえ、
� コロナ収束後には本格的な税財政改革を！

　去る９月24日開催の全法連理事会において「令和３
年度税制改正に関する提言」が決議されました。
　この提言は、全法連がこの春に行った各単位会の税
制改正要望や税制アンケートなどをもとに税制委員会
で取りまとめ決議されたものです。　
　村上法人会では、提言事項について去る11月24日、
今井会長、三原税制・公益委員長、瀬賀事務局長が、
高橋邦芳村上市長並びに三田敏秋村上市議会議長に面
会して提言書を手渡し、要望活動を行いました。

市長へ要望

今井会長あいさつ 鈴木村上税務署長講演

議長へ要望

　去る12月22日大観荘において、総勢50名の出席により本会・支部・青年部会・女性部会合同の役員研修会並びに
福利厚生制度連絡協議会が開催されました。当日は第一部として保険三社（大同生命保険㈱、ＡＩＧ損害保険㈱、
アフラック生命保険㈱）から、会員企業を守るためにそれぞれの保険会社が最新の商品について、説明をしていた
だくと共に村上法人会の会員の加入状況についても報告がされました。今年度の状況は昨年に比べ新型コロナの影
響で今ひとつの状況であります。是非とも会員の皆様ご加入のご協力をお願いいたします。
　第２部は、鈴木村上税務署長による「国税訟務官の仕事～国税に関する訴訟の概要～」のご講演でした。鈴木署
長からは、“国税訟務官は、刑事事件以外の国税に関する訴訟（裁判）などを担当しており、弁護士資格を持たな
くても、「国の利害に関係のある訴訟について法務大臣の権限等に関する法律」に基づき、国税に関する訴訟にお
いて、国の代理人として法廷活動を行っている” そうで、今まで聞いたことのないようなお話をお聞きすることが
出来ました。
　第３部の交流会につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大により新潟県での警報発令を受け、法人会とし
ても大勢での飲食は控えることとし急遽、中止とさせていただきました。

（公社）村上法人会合同役員研修会並びに
福利厚生制度推進連絡協議会開催される

「税制改正に関する提言」要望活動
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村上税務署からのお知らせ
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数年前より社員数は減少しましたが、作業が明確化し
ているので今までより一人当たりの生産性が上がった
ことで生産量は変わらず対応出来ています。
　当社は鉄工所という古くさい業種ですが、「本気で
働き、本気で遊ぶ」をコンセプトに、最近ではハウス
メーカーや建築家から住宅用階段や手摺り、個人から
の依頼で家具製作など今までやったことがないことに
チャレンジしながら、女性や若手が働きやすい環境を
追求し、今まで通りいただいた仕事を真剣、丁寧に取
り組むことで会社を発展させていきたいと思います。

【会社の概要】
●代 表 者　代表取締役　渡邊　信太郎
●所 在 地　〒959-3124
　　　　　　新潟県村上市金屋字柳島3191-94
　　　　　　TEL　0254-62-3236　FAX　0254-62-3839
　　　　　　E-mail　watatetu@aurora.ocn.ne.jp
●会社設立　1960年
●資 本 金　1,000万
●従業員数　13名
●事業内容　建築鉄骨全般及び改修・耐震工事、
　　　　　　アイアン家具製造
●URL http://www.watatetu.co.jp　　●ＱＲコード

企業訪問

渡辺鉄工株式会社

代表取締役　渡邊　信太郎

　当社は鉄を材料にして、学校、公民館、病院、保育
園、工場、事務所、店舗等の新築工事や、耐震工事、
改修工事、補修工事、階段、外壁下地等の建物以外の
製作、据付けなど鉄に関わることを事業としており、
法人設立から今期で62期目を迎えます。
　どの業種もそうだと思いますが、鉄骨加工は多くの
経験や資格が必要とされ、一人前と言われるようにな
るまで最低でも10年以上の経験が必要と言われていま
す。
　しかし、AI、IOTなどの実用化、ロボット技術の
進歩、それに反比例して労働人口の減少、働き方改革
など、昭和や平成では何とかなった10年以上という期
間を待っていては令和の時代では間違いなく企業は存
続できないと思います。
　当社では入社１年目から活躍出来るよう、５年で独
り立ち出来るよう、未経験者でも製作が出来るような
設備投資を数年前から徐々に導入し、近年は技術の伝
承も含めた動画作業マニュアル、製作講習会、社内勉
強会、資格取得支援などを進めると共に、工程管理や
製作管理などの管理体制を強化してまいりました。
　しかし、当時は良くも悪くも職人と呼ばれる人の集
まりだったので、自分の経験や勘を頼りに作業する人
も多く管理とは程遠い状態でした。
　管理体制の強化をしたこと、若手社員が台頭してき
たことにより、後ろ向きな発言をする社員や退職する
社員もいましたが、今現在、社員の平均年齢は31.6歳、
入社して５年未満の社員が８割を占めている状況で、

総 合 建 設 業

代表取締役　石　山　清　子
〒959-3221 岩船郡関川村大字下川口594-1
TEL（0254）64-2560　FAX（0254）64-2479

株式会社 日本建機
代表取締役 金子良治

〒959-3121　村上市佐々木868-1
TEL（0254）62-4044　 FAX（0254）62-1340

☆私達は、豊かな自然と
� 住みやすい社会の創造を目指します！

ISO 9001－2015 / ISO 14001－2015 認証取得

現場での建築風景

社員風景
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たたみの増田
製造・販売 ㈲増田製畳

〒959－3424  新潟県村上市牧目566
TEL. 0254－66－7246

たたみのことなら何でもおまかせ下さい！ 謹んで新春のお慶びを申し上げます。

丸新グループ

ＥＮＥＯＳ㈱特約店
本社　　〒958－0033

TEL 0254-52-6111　 FAX 0254-52-6115
村上市緑町一丁目２番２号

公益社団法人 村上法人会 支部別会員名簿
（令和２年12月末日現在）

今回は村上支部のみ掲載です。
（会員名簿掲載で不都合な方は事務局まで）

村
上
支
部

㈱アイ・サポート
㈱会津屋
㈱アイテック
㈱青山工業
㈱青山商店
旭電工㈱
朝日物流㈱
朝日舗道㈱
アスカ測量㈱
東自動車整備工場㈱
㈱アセック
あまい住設㈱
㈲あめや
粟島浦漁業㈿
粟島汽船㈱

（医）社団安斎医院
㈲飯島写真館
㈲イーストファーム
㈲いしぐろ
㈲板垣電機
一光建設㈱
㈲井上漁業
㈲今井鮮魚仕出し店
㈲伊与部板金

（公財）イヨボヤの里開発公社
㈱岩船港鮮魚センター
㈲いわふね新聞社
いわふね森林組合
岩船タクシー㈱
羽越パッケージ㈱
㈱内山組
㈲内山スポーツ

ＡＩG損害保険㈱ 新潟支店
㈱エーダイ
㈱エスアールエス
㈲エミ動物病院
㈱L・Sカンパニー
大江戸温泉物語 ホテルズ＆リゾーツ ㈱大江戸温泉物語 汐美荘
㈲扇屋旅館
大滝建設㈱
大滝自動車工業㈱
㈱大竹建設
㈲大野建築
㈲大町キムラ薬局
小田健司税理士事務所
㈲お茶の常盤園
㈲小野寺電機

（司）海田総合法務事務所
㈲角又
㈱柏崎ドライ
㈲カタノ設備
㈱加藤組
㈾角銀
㈲カネダイ川崎商店
㈾川内商店
㈱川上製作所
司法書士 川村卯一事務所
㈱きっかわ
㈲木村自動車整備
㈲きむらや
共栄不動産㈱

（宗）経王寺
㈱協和管工
きらやか銀行㈱ 村上支店

倉松整備㈲
ゲンキグループ㈱
㈱小池建設

（宗）耕雲寺
㈲幸永商会
高坂運送㈱

（宗）光徳寺
㈱ゴーナイエレック
㈱九重園
㈱コスギ
㈲小多喜
㈱小林組
㈲サウンドワクイ
㈲酒田屋
㈾肴町主食
㈱サクセスリンク
㈱サクマ
㈱さくら会計サポート
㈲酒道楽 工藤
㈱酒のかどや

（医）社団佐藤クリニック
㈲佐藤不動産センター
㈲佐藤宮吉商店

（宗）最明寺
㈲サムズオート村上
㈱サンエコー
㈲三越車輌

（医）山北会
㈲新羅（サーモンハウス）
㈲志田善七商店
新発田ガス㈱ 村上出張所
㈲渋一農機

㈱渋谷工務店
㈲ジェイユウ軽送
㈲ジャック三春屋
㈱シラサワ 
㈱新多久 
㈱新宅
新保屋家具㈱
㈱神和商会
㈲スガイ
㈾須貝商店
㈲鈴木カメラ
㈱鈴木経営コンサルティングサービス
㈱すずらん
㈲静雲荘
㈲青通

（医）責善会 
㈲関根車体
セコム上信越㈱村上営業所
瀬波温泉土産品㈿
瀬波海岸温泉配湯㈲
㈱瀬波タクシー
㈲セラウェル
㈱千経
㈲善蔵

（宗）善澤寺
㈲総合食品加藤商店
㈱総合食品さいとう
相馬建設工業㈱
㈱ソフィアオーデット
㈱大観荘
㈱大光銀行 村上支店
㈱第四北越銀行 村上支店



令和３年１月 法　人　会　だ　よ　り 第65号（ 9 ）

仏壇
墓石

〒958ー0268　新潟県村上市小川1847
T E L 　 0 2 5 4 － 5 3 － 2 7 0 0

　　 生コン・砂利・解体事業 　　

明 村上建設資材株式会社
■本　　　社 〒958-0013 村上市羽下ヶ渕2073
 TEL   0254-53-3270
■生コン工場 TEL   0254-52-5300
■再生処理センター TEL   0254-53-6181
■府 屋 工 場 TEL   0254-63-7226

㈱第四北越銀行 村上中央支店
第四北越証券㈱ 村上支店
㈱大進建設
大清荘
大同生命保険㈱ 新潟支社
㈲ダイメックス
大洋酒造㈱
大洋電機㈲
㈱タウンホテル村上
㈱高建
高橋硝子㈲
㈲高橋商会
たこ正
㈲タザワ
㈱ダスキン鈴木
㈾田村酒店
㈲田村左官工業
㈲千渡里
朝栄㈲
㈱ツガイ久菅原商店
㈲津島建設
㈱テルサグループ
㈲トーカイ
遠山設計㈱
㈱富樫組
富樫建設工業㈱
㈲とがし商店
㈲富樫タイヤ商会
時田陶器㈱
㈱都市環境緑化
㈱トップミュージック 村上営業所
㈱富中産業
㈲トム
㈲ナイスエルシー
㈱永徳
長弘硝子㈱
㈱中村タイル工業

㈲中安薬局
㈱中山商会
㈲ナモン
㈱南原商事
にいがた岩船農業協同組合
㈲新潟基礎
新潟漁業（協）岩船港支所
㈱新潟ジャムコ
新潟県労働金庫 村上支店
㈱日栄特基
二野建設㈱
㈱日本アクシィーズ

（一社）日本スケートボーディング連盟
ニューハートピア新潟瀬波
㈲能登新
㈲ハートハンズ
長谷川エネルギー㈱

（医）社団羽鳥医院
㈲花一
㈲花のふじ井
㈱はまなす観光タクシー
パルス電子㈱
㈲ビー・ファースト
㈱廣田商事
㈱ファミリーライフＹＯＵ
㈱フェールムラカミ
㈱フォト・スタンプ新潟
藤井漆工㈱

（宗）寳光寺
㈲ぼーとや
北越運送㈱
㈲北新建設
㈲北精園
㈲北部衛生社
㈲本田電機工業所
㈱ホンダ村上エスエス
㈾ほんぼ

（医）社団本間医院
㈱本間組 村上営業所
㈲本間建業
㈲本間内装工業
㈱本間のり屋麩店
増田建設㈱
㈲益田甚兵衛酒店
㈱又上
㈱松沢商会
松本左官
㈱マルエス
㈲丸木屋商店
㈲丸久（磐舟）
㈱丸大大滝商店
マルト鮮魚㈱
三面川沿岸土地改良区
三面川鮭産漁業㈿
㈾三河屋
㈲美越
㈱三科塗装工業
㈱水倉組下越支店
㈱ミトク
㈱皆徳 村上営業所
宮尾酒造㈱
㈱宮作
村上印刷㈱ 
㈱村上魚市場
村上管工事業㈿
㈲村上警備保障
㈱村上建設会館
村上建設資材㈱
㈲村上こがね
村上自動車㈱
村上自動車整備㈱
㈿村上商業開発
村上商工会議所
㈲村上シルバーかんきち堂

㈱村上新聞社
村上新聞販売㈱
村上信用金庫 本店
村上信用金庫 岩船支店
村上信用金庫 駅前支店
村上信用金庫 東支店
村上中越運送㈱
村上堆朱事業㈿
村上林業㈿
㈲村上礼送
㈲村恭
㈱村電テクニカルサービス
㈱ムラネン
㈲明和テック
㈲モード・サロン・ドレメ
㈱本町保険サービス
㈱茂原建設
㈱山嘉土建
㈱山木組
㈱山口製作所
㈱ヤマコン 新潟営業所
山新林業㈱
㈲やまだ屋商店
㈲大和屋旅館
㈱ヤマノイ
㈱ユニアス 新潟工場
ユニウッド㈱
㈲横山工業 
㈲義建
㈲吉田屋
ラケットショップ おわりや
理光電機㈱
㈱鷲尾組
㈱鷲尾土木
㈱渡辺鮮魚（海鮮処番屋）
渡辺 稔
㈱わら竹
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新潟支社/新潟県新潟市中央区上大川前通6番町1214-2（大同生命新潟ビル4F）
TEL 025-228-6226

新潟支店/新潟県新潟市中央区上大川前通6番町1214-2（大同生命新潟ビル6F）　
TEL 025-223-6231


