
浜松市津波対策事業基金

ASTI（株） コーケン工業（株）
（株）CAS （株）コー・プランニング
（株）KAWARYO　PGM （株）斎藤組
（株）KDK （株）佐原運輸倉庫
（株）ROKI 沢根スプリング（株）
SMBC日興証券（株）　浜松支店 さわやか（株）
THKリズム（株） 三賀（株）
（株）TMS （株）三共
（株）TRINC 三協建設（株）
アイエム（株） 三恵（株）
（株）アイゼン 産恵工業（株）
アオキトランス（株） （株）三光
アート電子（株） （株）三幸
（株）青山製作所 （株）サンコー分析センター
明石石油（株） 医療社団法人　三誠会
（株）秋山内装 （株）サンパックス
（株）アクトシティマネジメント 三立製菓（株）
旭日産業（株） （株）サンレックス
（株）アスモ開発 （株）サンワネッツ
（株）アセットクローバー （株）汐見製作所
（株）アダム・スポーツ服装 静岡エフエム放送（株）
アツミ電氣（株） （株）静岡銀行
（株）アプライズ 静岡県証券クラブ西部会
アベル（株） 静岡県信用農業協同組合連合会
天方産業（株） 静岡県西部解体工事業協会
（株）アマノ 特定非営利活動法人　静岡県西部地域しんきん経済研究所
（株）飯尾組 一般社団法人　静岡県トラック協会
（株）飯田組 （株）静岡中央銀行
（有）飯田モータース 静岡日野自動車（株）
イオインダストリー（株） 静岡森田ポンプ（株）
（株）伊熊鉄工所 （有）春華堂
（株）イシグロ 松和（株）
（株）泉組 白脇地区自治会連合会
イセキサイド税理士法人 （株）新開興業
板倉実業（株） （株）新川製作所
（株）イチカワ （株）新機械技研
（株）伊藤組 （株）新光製作所
（有）伊藤被服加工所 新津地区自治会連合会
（株）岩田商店 新津地区体育振興会
（株）インテリアライフ （株）榛葉鉄工所
（株）ウチゲン （株）杉浦組
内田計器工業（株） 杉山メディアサポート（株）
江川企画 （株）スクロール
（株）江崎製作所 鈴覚（株）
エネジン（株） スズキ（株）
（株）エフ・シー・シー （株）スズキ化成
（株）エムイーシー （株）鈴木組
エンケイ（株） （株）スズキ自販浜松
エンシュウ（株） スズキ自販浜松　副代理店会
遠州信用金庫 （株）スズキ納整中日本
遠鉄グループ （株）スズキビジネス
（株）遠浜 （株）スズキ部品秋田
（株）大場鋳造所 （株）スズキ部品製造
（株）オークラ　アクトシティホテル浜松 （株）スズキ部品富山
オー・ジー（株） （株）スズキマリン
（株）オーディーエム スズキ輸送梱包（株）
オーム電機（株） （株）スズケイ
小笠原マル昇（株） スズヤ（株）
岡本プレス工業（株） 須田産業（株）
（株）小楠金属工業所 （株）スニック
（株）オクト （株）スーパープランニング
（株）オチアイ浜松営業所 須山建設（株）
オレゴン産業（株） （株）西遠
（株）海商 西遠建設（株）
（有）カーショップ　アオキ （株）セイコー技研
加藤塗装（株） 清和海運（株）
神谷建設（株） （株）瀬川鉄工所
（株）神谷商会 学校法人　爽青会
（株）河合楽器製作所 ソフトプレン工業（株）
川井建設（株） （株）ソミック石川
（株）環吉 （株）ソミックエンジニアリング
医療法人社団　きとう小児科 皮膚科 第一工業（株）
（株）木伏電気工業所 大一設備（株）
共栄建設（株） （株）タイガーサッシュ製作所
協同建材（株） 大建産業（株）
（株）杏林堂薬局 大同ばね（株）
（有）共和製作所 （株）ダイナセンス
クリエイト・ジャパン浜松（株） （株）太平エンジニアリング浜松支店
（株）呉竹荘 太平工業（株）
（株）小出製作所 大佑工業（株）
医療法人社団　晃仁会 （株）タカギセイコー浜松支店
（株）神津製作所 税理士法人 高林会計
（株）コーエイ タカラ梱包輸送（株）
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（有）竹八不動産事務所 （有）平野工業所
建ゴム工業（株） フォー・ピース
湖南工業（株） 福塚町自治会
小松工業（株） （有）福久富
（株）五味八珍 富国生命保険相互株式会社浜松支社
（株）コーリツ 藤江物産（株）
（株）サカエ （株）フジコーポレーション
（株）中部建築文化センター 藤産業（株）
テイ・エス テック（株）浜松工場 富士商工情報（株）
（株）電器堂 富士タクシー（株）
（株）電興社 藤田氷糖（有）
電通システム（株） （株）知久
天星製油（株） （有）千葉電気設備
天竜区自治会連合会 （株）中部　浜松支店
天龍製鋸（株） 中部印刷（株）
天龍造園建設（株） 中部ガス（株）浜松支店
東海サンド（株） 藤野建設（株）
東海電子印刷（株） （株）フジパイピング工業
（株）東海土木 （株）ブティック ビギ
東海冷熱工業（株） （株）平安コーポレーション
東洋ピアノ製造（株） （株）ヘミングス
常盤工業（株） （株）ベルアート
（株）戸田建設 （株）ベルソニカ
とやま建材（株） 防災設備社（株）
トヨタエルアンドエフ静岡（株） 宝和工業（株）
（株）トヨダ建商 毎日企業（株）
（株）ドリーム （株）前島電気工業社
永井配送センター（株） マガタ富士化成（株）
（株）中岡建設 （株）増田鉄工所
中野町産業（株） マツダ食品（株）
（有）中保 （株）真中電気通信
（株）中村組 （株）マルイチ
中村建設（株） （株）丸協酸素商会
学校法人　名古屋大原学園 （有）丸源竹内組
西尾精密（株） 丸成金属塗装（株）
西川コニュニケーションズ（株） （株）丸大産業
西日本電信電話（株）静岡支店 （株）丸山コーポレーション
日管（株） （株）丸吉運送
日宏乃塗装（株） （株）ミカサ
（株）日東開発 （株）水野組
日本形染（株） （有）みその
日本ビニロン（株） （株）ミダック
（株）ニュースセンターウエスト浜松 （株）三つ葉
はなまる建設 （有）見野金型製作所
（有）浜一防災設備 （株）都田建設
（株）ハマエイ 宮﨑建設（株）
（株）ハマキョウレックス 美幸工業（株）
（株）浜建 （株）三幸製作所
はましんキャピタル（株） （有）むつみ製パン
はましん信用保証（株） （株）村松商店
はましんビジネスサービス（株） 村松精機（株）
はましんリース（株） 名機ゴム（株）
浜名梱包輸送（株） 明光電気（株）
浜名部品工業（株） 元浜町自治会
（株）浜名ワークス 矢崎エナジーシステム（株）浜松工場
（株）ハマネン （株）谷島屋
（株）ハマネン設備センター 八鈴興業（株）
浜松委托運送（株） 山岡建設（株）
浜松委托倉庫（株） （株）ヤマカワ
浜松織物卸商協同組合 ヤマザキ・シー・エー（株）
協同組合　浜松卸商センター 山竹猪産業（株）
（株）浜松管材 ヤマハ（株）
浜松キハン（株） 山平建設（株）
一般社団法人　浜松建設業協会 山吉建設（株）
浜松市中央卸売市場青果仲卸協同組合 （有）優建築工房
浜松商工会議所 （株）ユタカ技研
浜松商工会議所　共済加入事務所 （株）ユニオンパーツ工業
浜松商工会議所女性会 （株）ユニバンス　総務・情報管理部
浜松市緑化推進協力会 （株）ヨシケイ浜松
浜松信用金庫 （株）吉和田浜松
浜松正和会 米久ベンディング（株）
浜松精工（株） （株）林工組
浜松造園環境緑化事業連合会 レワード（株）
浜松倉庫（株） ローランド ディー.ジー.（株）
浜松損害保険サービス（株） （株）和久田組
浜松地区建設事業協同組合 医療法人社団　和恵会
浜松定温輸送（株）
浜松生コン（株）
浜松熱供給（株）
（株）浜松パイプ
浜松ホトニクス（株）
浜松まつり第5ブロック
浜松ヤナセ（株）
（株）林角本店
日内地工業（株）
（株）日野会計 One-Stop Club （敬称略・五十音順）
平岡ボデー（株）


