
浜松市津波対策事業基金

平成26年度寄附者一覧
（株）ＡＤ　 （株）アトラック
（株）ASTI （株）アトランス
ＡＴＰパートナーズ（同） （株）アプライズ
Ｃｏｉｆｆｅｕｒ　Ｍｉｋａ アベル（株）
（株）ＥＣＯ環境 天方産業（株）
（株）Ｇｅｏ　Ｄｅｓｉｇｎ (株）アマノ
（株）ＩＷＡＴＡ・ＴＯＷＩＮＧ （有）天野商店
（株）ＪＡＣＫカンパニー （有）アミテン建工
（株）ＪＴＢ中部　浜松支店 アムジング
ＫＡＷＡＲＹＯ　ＰＧＭ　 （株）アライブ
（株）Ｋ－ＧＯＬＤインターナショナル（川島グループ） 荒沢（株）
ＫＫ食品（同） アラヤ産業（株）
ＫＯＮＯＩＫＥ　Ｃｏ．（株） あららぎ不動産（株）
Ｋｓｋ　Ｃａｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （株）アルケムジャパン（川島グループ）
ＭＰＰ　ＫＯＭＡＴＳＵ（株） （株）アルファプロジェクト
Ｍ’ｓ自動車商会 （株）アルプスエンジニアリング
（有）ＮＥＧ アンティミテ　
（株）ＯＳテック （有）アンドウメタル
（株）ＲＯＫＩ （有）安間鉄工所
（株）ＳＢＳプロモーション （有）飯岡工業
特定非営利活動法人 Sea　Net 浜松 （株）飯尾組
税理士法人 ＳＳ総合会計 （株）飯尾建築設計事務所
ＳＵＭＩＫＵＲＡ（株） （株）飯田組
ＴＨＫリズム（株） （有）飯田モータース
（株）Ｔ．Ｋホームサービス イオインダストリー（株）
（株）ＴＭＳ 育英珠算石原教場
（株）ＴＲＩＮＣ （有）イクマテクノセンター
（有）ＺＯＮＥ建築設計事務所 （株）伊熊鉄工所
アイエム（株） 池島フーズ（株）
あいおいニッセイ同和損害保険（株）　浜松支店 （有）池田ゴム
（株）アイジーコンサルティング （株）池田屋商店
（有）アイ・シー・サービス 池戸電気（株）
（株）アイゼン （株）いけとも
愛知車輌興業（株）浜松営業所 （有）池村総合保険事務所
（株）アイピーエス （株）イケヤ
（有）青木空缶 伊佐見地区自治会連合会
青木製油所 石川塗装工業（株）
アオキトランス（株） （有）石川防水工業
アオキトランス（株）浜松支店 （株）イシグロ
（株）青山製作所 （株）石黒製作所
明石石油（株） （有）石野建築設計事務所
（株）赤ちゃんデパート河田 石野労務管理事務所
（有）あかね屋 （有）石原や
赤堀産業（株) （有）石本
（株）秋山内装 （有）石本建材店
（株）アクティシステム （株）泉組
（株）アクト 泉工業（株）
（株）アクトシティマネジメント 泉商事（株）
アクト物流（株） イスヤ工芸 （株）
（株）あさがお新聞店 イセキサイド 税理士法人
（株）浅沼技研 （株）伊勢屋
アサヒエンジニアリング（株） （有）磯部商店
旭日産業（株） 浜松支店 （株）イチカワ
（株）旭ビジョン （株）市川保険サービス
（株）アース 一色機材（株）
（株）アスキー （株）伊藤組
（有）アステック開発 伊藤鋼材（株）
（株）アズ・フレックス 伊藤商事（株）
（株）アスモ開発 （株）イトウ製作所
（株）足立楽器店 （有)伊藤電子工業
（株）アダム・スポーツ服装 行政書士 伊藤敏伸事務所
（株）アヅマ （有）イトウ塗装工業所
渥美工業（株） 居藤特許事務所
（株）渥美商店 イトーエンタープライズ（株）
アツミ電氣（株） （株）イトーシンミュージック
アツミ特機（株） 伊奈組
(株)アンダンテ （株）稲徳工業所
アート電子（株） 今田商事（株）
アトム道路（株） 医療法人社団 今西こどもクリニック



（有）今屋 小栗（株）
入出運送（株） 尾越塗料販売（株）
入野地区自治会連合会 （有）刑部製作
祝田石油（株） オー・ジー（株）
（株）岩田商店 （株）オチアイ
（株）インサイドワーク 小野建設（株）
（株）インテグラ技術研究所 オハラ経営診断事務所
（有)インテリアデザイン新村 おぶち法務事務所
（株）インテリア平出 （株）オプネット
（株）インフィニット オーム電機（株）
ウエルポート（株） オレゴン産業（株）
（株）ウチゲン （株）海商
（株）内田商店 税理士法人　カイト
（有）内山建材 （有）家具の松家
（株）内山刃物 神久呂地区自治会連合会
（有）ウチヤマ保険事務所 （有）カゲヤマ産業
宇津山製茶（株） （有）影山製畳店
鰻の浜章 篭定釣具店
（有）梅田鉄筋工業 （有）笠井屋
（有）永楽モータース （株）笠子流通
（株）英和エネルギー （株）カッター産業
エグジーテック（株） 割烹 竹本
（株）エコア 勝又米穀店　
（有）エコワークス （有）門明電気工業所
（株）江崎製作所 （株）加藤建設
（有）エーゼット工業 加藤塗装（株）
エテルナ運送（株） （有）金指建装
（株）エヌエスティー （有）かねか徳田商店
エネジン（株） （株）カネキチ
榎本（株） カネツル青果（株）
榎本工業（株） 金義（株）
海老塚自治会 （株）かねりん
（株）エフ．イー．シーチェーン 上浅田二丁目自治会
（株）エフ・シー・シー （有）可美興業
（有）エムアール松原 （株）可美モータース
（株）エムイーシー 神谷建設（株）
（株）エム・エス・ケー （株）神谷商会
（有）エム・ケイコーポレーション 神谷理研（株）
（有）エルシーサポート 加茂隆久税理士事務所
（有）えん 賀茂塗料（株）
エンケイ（株） ガレージ マルイ
（株）遠州 （株）河合巖商店
遠州運輸倉庫（株） （株）河合楽器製作所
遠州紙工業（株） 川口細巾織物（株）
遠州信用金庫 （株）川嶋（川島グループ）
遠州製紙（株） 川島繃帯（株）
特定非営利活動法人　遠州精神保健福祉をすすめる市民の会 (有)河村鉄工所
（株）遠州日石 川良商店（川島グループ）
遠州綿業（株） 河輪地区自治会連合会
遠鉄グループ （株）環吉
遠藤科学（株） （株）関西ゴム製品開発センター浜松
（株）遠浜 舘山寺温泉観光協会
オーエムプランニング（株） 館山寺興業（株）
（有）大井川軽合金鋳造所 （株）ガンズオート
大石労務管理事務所 神田そろばん 寺脇教場
（株）大須賀工業所 神田養魚（株）
（株）オオスミ金型 （有）ガンバリー
オオゼキ写真印刷（株） 木内建設（株）浜松支店
（株）太田型枠 （株）キーストン
（有）大竹工務店 （株）木伏電気工業所
（有）太田塗装 （株）ギフト商事浜松
鳳産業（株） （有）木村木工製作所
（有）大貫 共栄建設（株）
大場会計事務所 （株）共栄商会
（有）大庭製作所 （株）協栄製作所
公認会計士 岡﨑事務所 （有）協栄ダクト
小笠原マル曻（株） （株）共進開発
岡島法律事務所 協同建材（株）　
岡本プレス工業（株） （有）京浜
岡谷鋼機（株） （株）共和
沖 健康クリニック 共和レザー（株）
（株）小楠金属工業所 （株）清建築工務店
小楠社会保険労務士事務所 （株）金原金属工業所
（株）オクト （株）クシタニ
（株）オークラアクトシティホテル浜松 クニオ商産（株）



（有）九二子 サーラ物流（株）
國本工業（株） 澤田板金
久保田建装（株） 浜松支店 沢根スプリング（株）
（有）倉島木工 さわやか（株）
（株）クラベ （有）三永工業
クリエイティブテクノロジー （株） 三賀（株）
（有）クリップソフト （株）三共
クリーニング髙木 三協織物（株）
グリーフルモーター 三協建設（株）
（有）グリーンネット （有）三銀堂不動産
黒田製作所 三恵（株）
（株）ケイズインテリア 産恵工業（株）
（有）ケーエムケア 社会福祉法人 三幸会
（株）小出製作所 （有）三光技研
（株）宏亜商会 （株）三工商会
高周波応用（株） 三光電機（株）
幸伸運輸倉庫 （株） 三興マシニア（株）
（株）神津製作所 （株）サンコージャパン（川島グループ）
江東地区自治会連合会 （株）サンコーファースト（川島グループ）
（株）コーエイ （株）サンコー分析センター
国際オートパーツ（株） サンショウ（株）
国土建設（株） 医療法人社団 三誠会
（株）コクブン リミテッド （有）三精技研
コーケン工業（株） （株）三創楽器製作所
（有）こころ （株）サンパックス
（資）小坂商店 サンヨーエンジニアリング（株）
小沢渡珠算塾 サンリアルター（株）
小島 剛建築 三立製菓（株）
互大商工（株） （株） サンレックス
（株）コデラ 三和シャッター工業（株）浜松統括営業所
五島地区自治会連合会 （株）サンワネッツ
（株）ゴードーソリューション　 （株）サンワールド社
（有）ゴトー彫刻 （有）シーアイワークス
（株）寿建設 （有）ジェーシー東海
湖南工業（株） （株）シーエムエー
コーヒー＆ランチ　ウィング （株）敷島屋
（株）コー・プランニング （有）繁松
（株）湖北 静岡エフエム放送（株）
（株）小松組 （株）静岡銀行
小松工業（株） 静岡軽粗材（株）
（株）五味八珍 静岡県神社庁　浜松支部
（有)コミヤ設備工業 静岡県信用農業協同組合連合会
古山精機（株） 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）コーリツ 静岡県西部生コンクリート協同組合
（有）コレクト 静岡県西部生コン販売事業協同組合
近藤良夫会計事務所 静岡事業振興協同組合
（株）サイエンテックス （株）静岡新聞社
（株）斎藤組 （株）静岡中央銀行
斉藤整形外科医院 静岡鉄道警備（有）
（株）さいわいトータルフードサービス 静岡トヨペット（株）
（株）サインクリエイト 静岡日野自動車（株）
（株）サカイ 静岡日野自動車（株）浜松営業所
（株）坂井鉄工所 静岡放送（株）
（株）サカエ　 静岡マツダ（株）
（株）サカエ金型工業 （株）静岡メイカン
（株）坂下製作所 （株）システック
（株）さかたや （株）シーティエス　浜松支店
（有）坂本孝司会計事務所 篠原地区自治会連合会
税理士法人 坂本＆パートナー （有）芝田新聞店
（株）桜 （株）シービーエス
（株）桜井製作所 （株）シーポイント
サクラ工業（株） （株）シーマー
さくら珠算教室 （株）清水金魚
サゴーエンタプライズ（株） （株）清水銀行
篠ヶ瀬工業（株） 下池川町自治会
（有）佐々木鋳造所 （有）ジャイアン鈑金塗装
司法書士　佐藤 栄之輔事務所 秀栄ビニール工業（株）
佐藤会計事務所 （株）シュテルン浜松
佐藤利明会計事務所 (有)春華堂
サトー建材（株） 医療法人社団 純和会 小山歯科医院　
佐鳴台地区自治会連合会 （有）ジュン・ワン
（株）佐原運輸倉庫 庄内地区自治会連合会　
（株）サーベック 城北機業（株）
サミニ（株） （株）正明堂
サム工業（有）本社営業所 昭和金型工業（株）



白柳工業（株） （株）西部サービス
（株）しるく印刷社 西部タクシー（株）
白岩損害保険事務所 社会福祉法人　聖隷福祉事業団
（有）白椿商店 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷三方原病院
シロワ部品工業（株） 誠和企画（株）
（有）伸栄総合サービス （株）瀬川鉄工所
（株）新遠州倉庫 セキスイハイム東海（株）
（株）新開興業 （株）関マーク製作所
（株）新川製作所 セコム（株）
（株）新機械技研 （株）セディック
新企画（株） （株）セーフティー
（株）新光製作所 セブン-イレブン浜松名塚町店
伸光不動産（株） セブン-イレブン浜松東若林店
（株）シンコーフレックス（川島グループ） （有）セルヴィツーアセソリア
シンズ工業（株） 協同組合 ソイックス
（株）真誠 創企（株）
（株）シンテック 綜合警備保障（株）浜松支社　
（株）新日本精機 （株）綜合自動車学校
新日本特機（株） （株）総合ビジネスブレイン・道
（株）榛葉鉄工所 学校法人　爽青会
新都田自治会連合会 （有)ソウワ
（有）新和建設 創和設計（株）
（株）スカイプランニング （株）ゾディアック
スカイポート（株） ソニックシステム（株）
社会保険労務士法人 杉浦会 （株）園田塗装店
（株）杉浦組 （株）ソフテック
（有）スギオ （株）ソフトウェアプロダクツ
杉山商事（有） ソフトプレン工業（株）
杉山メディアサポート（株） （株）ソミック石川　浜松工場
助信不動産（株） （株）ソミックエンジニアリング
スズキ（株） 損害保険ジャパン日本興亜（株） 浜松支店
（株）鈴木会計事務所 （株）第一印刷
（株）鈴木楽器製作所 （株）第一オートクリニック
鈴木楽器販売（株） 第一工業（株）
スズキ教育ソフト（株） 大一設備（株）
（株）鈴木組 大学産業（株）
司法書士　鈴木敬二事務所　 （株）タイガーサッシュ製作所
（株）鈴木工芸所 大協土地 （株）
スズキ産業（有） 大建産業（株）
（株）スズキ自販浜松 大興産業（株）
（株）鈴木スプリング製作所 大五運送（株）
鈴木宣二技術士事務所 ダイコー化学工業（株）
スズキテクノオフィス （株）ダイコー商運
鈴木電機工業（株） （株）大誠
（株）鈴木電工 （株）タイセイエレックス
鈴木徳太ゴルフスクール 医療法人社団 太一会　山中皮ふ科
（株）スズキ販売新静岡　スズキアリーナ森田店 大同ばね（株）
（株）スズキビジネス （株）ダイドービバレッジ静岡 浜松営業所
（株）スズキ部品秋田 （株）ダイナセンス
（株）スズキ部品製造 太平工業（株）
鈴木學司法書士事務所 ダイヤモンド電機（株）
（株）スズキマリン 太陽観光（株）
（株）スズケイ 太陽商事（株）
鈴建輸送 （株） （株）大洋製作所
（有）鈴知建装 （株）太陽精密
鈴中工業（株）浜松支店 （有）大和技研　
鈴春工業（株） （株）高井製作所
スズヤ（株） 高丘そろばん塾
鈴和建設（有) 高丘電子（株）
須田産業（株） （株）タカギセイコー 浜松支店
（株）スタッフ （株）髙忠商会
砂川鉄筋 （株）高橋製作所
スナック伽羅 髙橋刃物工業（株）
スナックどんぐり （株）高橋板金製作所
（株）スニック 髙林幸裕税理士事務所
（株）スーパープランニング （株）髙部モータース　
（株）スマイル 髙見建設（株）
（株）スモールポンド タカラ梱包輸送（株）
須山建設（株） 滝川木材（株）
スヤマビルドサービス（株） 税理士法人 タクト
（株）西遠 （株）竹下一級建築士事務所
西遠建設（株） 竹田運輸（株）
（有）青光建商 武田労務管理事務所
（株）セイコー技研 （有）竹八不動産事務所
清進運輸（株） （株）タケモト



（資）竹本 トナミ運輸（株）
建ゴム工業（株） とぴあ浜松農業協同組合
（株）タテケイ トマト薬局
田中範雄公認会計士事務所 （有）富田硝子店 
棚橋（株） 富吉電気工事（株）
田畑公認会計士事務所 豊島（株） 浜松支店　
（株）玉澤 トヨタエルアンドエフ静岡（株）
（株）知久 トヨタカローラ東海（株）
（有）知多協和工業所 ドライクリーニング　あづま商会
（有）千葉電気設備 鳥居食品（株）
茶ッ葉屋 （株）ドリーム
中遠運輸（株） （株）トレードトラスト
中央地区自治会連合会 （株）内藤物流
DUCATI HAMAMATSU（有）中央モータース商会 永井配送センター（株）
中日新聞　東海本社 （株）中岡建設
中部印刷（株） （株）中川猛一級建築士事務所
中部ガス（株）浜松支店 中建・西遠・水野特定建設工事共同企業体
（株）中部綜合コンサルタント 中沢町自治会
中部防災工業（株） 中島製作所
（有）ツカコシ商工 （有）中西自動車商会
辻精機（株） 弁護士法人 長野法律事務所
（有）ツチヤ 中野町産業（株）
（株）椿ハウス （株）中野町チップ
つぼい工業（株） （有）中野町チップ浜北
（有）坪井製作所 （有）ナガノヤ工作
（株）都盛自動車 （有）中保
テイ・エス テック（株）　浜松工場 （株）ナカムラ
（株）ティ・エム・ワイ （有）中村化成工業
（有）テクニー 中村金属興業（株）
（株）テクノエレベーター （株）中村組
（株）テクノオートサービス （株）中村組 チャリティー　
（株）テクノファースト 中村建設（株）
デコラテックジャパン（株） 中村プレス工業（株）
寺田嘉夫税理士事務所 中屋建築（有）
（株）電器堂 (有）中屋産業
（株）電興社 学校法人　名古屋大原学園
デンコーテクノヒート（株）　 西浅田自治会
電通システム（株） （株）西尾産業 浜松支店
デン・トウカイ（株） 西尾精密（株）
天王あきは薬局 西川コミュニケーションズ（株）浜松営業所
天星製油（株） 西地区自治会連合会
（株）天竜組 （有）西村木工
社会福祉法人　天竜厚生会 （株）西山技研
天龍産業（株） （株）西山商事
天龍製鋸（株） 日管（株）
天龍造園建設（株） 日興電気通信（株）
（有）天竜堂 日宏乃塗装 （株）
天龍木材（株） 日本運輸（株）　静岡営業所
トゥエンティファースト（株） 日本精機（株）
東海アーバン開発（株） 日本セントラル観光(株）
東海下水道整備（株） 日本荷造運送（株）
（株）東海工機 日本ビニロン（株）
東海スクリーン（株） 日本陸送（株）
東海電子印刷（株） （株）ニュースセンターウエスト浜松
東海澱粉（株）浜松営業所 （株）ニューメタル（川島グループ）
（株）東海土木 （株）ニューリサイクル（川島グループ）
東海菱油（株） （株）庭どうらく工房
東海美装興業（株） （株）布橋運送
東海フッコール販売（株）浜松営業所 （株）のざわ
東海防災（株） 野末和彦税理士事務所
東海冷熱工業（株） 野末珠算塾
東京海上日動火災保険（株）浜松支店　 野末特許事務所
東京梱包輸送（株） 野田喜美税理士事務所
東京設備（株） （株）野中ゴム商会
（株）東興 野村證券（株）浜松支店
東伸給食（有） （株）はあもにい
（有）トウシン工業 （株）ハウジング松本
東和運輸倉庫（株） （株）袴田組
（有)遠江自動車 袴田工務所
（株）時之栖　はままつフルーツパーク時之栖　 ハクシン商事（有）
常盤工業（株） （有）橋本工業
（株）戸田アルミサッシ商会 （株）蓮池設計
（株）戸田建設 （有）パスエイト社
（株）戸田工業 ハセガワカンパニー
（株）トータルユソウシステム 初生薬局



行政書士 服部国際法務事務所 浜松生コン（株）
花井商事（株） 公益社団法人　浜松西法人会
（株）花川エネルギーセンター 浜松日産自動車（株）
（株）花寅 浜松熱供給（株）
（株）パナホーム静岡 浜松熱処理工業（株）
はなまる建設 （株）浜松白洋舎
（有）パブリックサービス伊藤 （株）浜松パルス
（有）ハーベスト浜松 公益社団法人　浜松東法人会
ハマアス（株） 浜松米穀（株）
（有）浜一防災設備 （株）浜松ベジタブル
（株）ハマキョウレックス 浜松貿易（株）
（株）浜建 浜松ホーエー（株）
（有）浜幸機工 浜松ホトニクス（株）
食飲室　濱しょう 一般財団法人　浜松まちづくり公社
（株）浜情出版　 浜松まちなかマネジメント（株）
（株）浜仁 浜松ヤナセ（株）
はましんリース（株） （株）浜松山福
（有）浜成工業 （株）浜松容器
はまっと整骨院 浜松料理協同組合
（株）浜中 （株）浜モトニューロー
（有）浜名クリー （株）浜友
（株）浜名湖国際頭脳センター （株）林角本店
（株）浜名湖自動車学校 （有）ハヤシ産業
浜名湖養魚漁業協同組合 （株）原川
浜名部品工業（株） （株）原田総合計画
ハマニ（株） （株）原田木型工芸所
ハマニ化成（株） 万菱調機（株）
（株）ハマニシゴルフクラブ （有)ビーアイ通商
（株）ハマネツ （株）ピーアンドピー浜松
（株）ハマネン （株）ピー・エム・オー
（株）ハマネン設備センター （株）美化興業
浜松委托倉庫（株） （有）ヒコサカ企画
浜松インターナショナル（株） （株）ひだまりサービス
（株）浜松魚市 （株）ビッグ富士
浜松運送（株） （株）秀商
浜松オフィスシステム（株） 日内地工業（株）
浜松織物卸商協同組合 日内地孝夫事務所
協同組合　浜松卸商センター （株）日野会計
浜松家電協同組合 （株）ヒューマンアロー
（株）浜松管材 平岡ボデー（株）
協同組合 浜松技術工業団地 （株）平出章商店
浜松魚類（株） 平田晴久社会保険労務士事務所　
浜松ケーブルテレビ（株） 平野明弘税理士事務所
一般社団法人　浜松建設業協会 （有）平野工業所
浜松建築設計監理協同組合 （有）平野石油
浜松興運（株） （株）ビルド２１
一般財団法人 浜松公園緑地協会 ひろゆき歯科口腔外科
浜松交通（株） （株）ファイトフォー
税理士法人 浜松合同会計 （株）フィールド・サービス
浜松小松フォークリフト（株） （株）風流舎
（有）浜松コンタツ （株）フォークリフト静岡
浜松市・湖西市内郵便局（エリア） （有）フカヤ写真
浜松市・湖西市内郵便局（ブロック） （株）福沢自動車
浜松市鍼灸マッサージ師会 （有）福久富
浜松市中央卸売市場水産仲卸協同組合 富国生命保険（相）　浜松支社
浜松市中央卸売市場青果仲卸協同組合 （株）不二
公益財団法人　浜松市花みどり振興財団 （株）藤桂
（株）浜松市民映画館 富士急スペースプランニング（株）
浜松商工会議所 不二工業（株）
浜松信用金庫 富士興産（株）（川島グループ）
浜松青果（株） （株）フジコーポレーション
浜松青果物商業協同組合 （株）富士コミュニケーションズ
浜松葬儀（株） フジタ（株）
浜松倉庫（株） 富士タクシー（株）
浜松総務部（有） フジタサッシ（株）
浜松測建 藤田電気工業（株）
浜松損害保険サービス（株） 藤野建設（株）
浜松多鱚会 （株）フジテクノ
浜松ターミナル開発（株） （株）フジプラ
浜松地区建設事業協同組合 藤原（株）
浜松地所（株） （株）ブティックビギ
浜松定温輸送（株） ブリヂストンタイヤジャパン（株）静岡カンパニー　浜松中央営業所　
浜松帝国警備保障（株） プリムイソベン（株）浜松工場
浜松鉄工団地協同組合 （株）フルクラム
浜松東海資材（株） （株）古橋



（株）ブローチ研削工業所 （株）マルマ
ヘアウサボール 丸松都市開発（株）
（株）平安コーポレーション （株）丸山コーポレーション
（有）米食角十 丸友開発（株）　
平和電装（株） （有）丸ヨ横田精肉本店
ベクセス（株） （株）ミカサ
（有）ベスト 三方原地区自治会連合会
（株）ベックカワムラ みさき貸船店
（株）紅雀 （同）ミサ・ワークス
（株）ペーパークラフトイトウ ミシュランタイト静岡販売（株）
（株）ヘミングス （株）ミズ・クリエイション
（株）ベル （株）水野組
（株）ベルアート （株）みずほ銀行 浜松支店
（株）ベルソニカ みずほ証券 浜松支店
（株）弁いち （有）みその
（株）ポイント （株）ミダック
豊英産業（株） 三谷商事（株）浜松支店
芳川地区自治会連合会 三井住友海上火災保険（株）
防災設備社（株） （株）三井住友銀行
宝和工業（株） 三井生命保険（株）　浜松支社
（有）豊和興業 （株）三つ葉
細江地区自治会連合会 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）　浜松支店
（株）細田佳平商店 （株）三菱東京UFJ銀行 浜松支店
ホソダ重機運送 （有） （有）見野金型製作所
ホテルクラウンパレス浜松 （有）見野自動車
ホテルマネージメントインターナショナル（株） （株）みのり
ホテルマネージメントインターナショナル（株）グランドホテル浜松 （株）ミヤキ
ホテル 明治屋 都田運送（有)
堀電器商会 （有）宮田業務店
ホンダ運送（株）　浜松営業所 （有）宮武
（株）ホンダカーズ静岡西 （有）むつみ製パン
本田技研工業（株）トランスミッション製造部 （株）村上産業
ホンダ不動産鑑定事務所 （有）村上サンブラ工業所
（有）ほんま不動産 （株）村上臓器
舞阪地区自治会連合会 （有）村木新聞店
毎日企業（株） （株）ムラックス
（株）前島電気工業社 村松精機（株）
前田建設工業（株） 明管工業（株）
前田道路（株）　浜松営業所 名機ゴム（株）
まきの実（株） 明光電気（株）
マシン・テック・ヤマシタ（有） （有）メイシー
（株）桝形 明和織物（株）
（株）ますだ （有）メガネの光明堂
（株）増田鉄工所 （株）メガバス
（株）マストレ （株）メディカルケアサポート
松浦計量器（株） （株）モアソンジャパン
（有）マックスクリーニング 杢屋食品（株）
（有)マツセ建材　 （有）杢屋ハイツ
松本健彦税理士事務所 元浜町自治会
（株）松屋 （有）森下電気管理事務所
松和（株） （有）森山エンジニアリング
和食処　真味 （有）八百徳鰻料理店
（株）間宮建具製作所 （有）柳生電気工事　
（株）マーリス 矢崎エナジーシステム（株）　浜松工場
（株）まるい園茶舗 八洲輸送（株）
（株）マルイチ 八鈴興業（株）
丸一物産（株） （株）ヤタロー
（有）丸井配管工業 柳沢テープ加工（株）
丸栄コンクリート工業（株）静岡支店 （株）柳原新聞店
丸尾興商（株）浜松支店 矢野散水（株）
マルク運輸（株） 山内今朝男税理士事務所
マルケイ（株） 山岡建設（株）
マルゴ（株） （有)山勝タイル店
（株）丸佐大庭鉄工所 （株）ヤマカワ
丸成金属塗装（株） 山崎産業（株）
（株）マルタ （有）山崎新聞店
丸髙恒産（株） 山崎電機産業（株）
（株）まるたや洋菓子店 （有）山崎塗装工業所
丸つね（株） （株）ヤマセ不動産
（株）マルト神戸屋 （株）山田
丸野智男税理士事務所 （株）ヤマト
（株）丸八 やまと興業（株）
（株）丸八真綿 やまと造園（株）
（株）マルハナ （有）山豊鉄工所
丸福山本建設（株） 山中産業（株）



ヤマハ（株） 募金箱によるご寄附にご協力頂いた皆様
ヤマハ発動機（株） ＳＭＢＣ日興証券（株） 浜松支店　社員一同
（有）山節電気工業所 朝日電装（株）
山平建設（株） あすなろ（株）
（株）山平材木店 学校法人　アソカ学園
（株）山本エコロジーサービス アベル（株）
山吉建設（株） （株）石黒製作所
（有)雄己システムサービス （株）エスケイ
（有）優建築工房 沖 健康クリニック
雄踏地区自治会連合会 桑迫経営事務所
（株）ユタカ技研 コカ・コーライーストジャパン（株）
ユニヴァーサル商事（株） コーヒー＆ランチ　ウィング
（株）ユニオンパーツ工業 栄電気工業（株）
（株）ユニバー サクラ工業（株）　
（株）ユニバンス 三光製作所（株）　社員一同
良い広告（株） （株）ジェイ・メンテ浜松
（株）ヨコハマタイヤジャパン （株）鈴木組
（株）ヨシケイ浜松 スナオ電気（株）
（株）ヨシザワ 社会福祉法人　聖隷福祉事業団
（株）吉田 セブン-イレブン浜松名塚町店
（株）吉田屋 土屋工務所
（有）ヨシトヨ （株）ティージー
（有）吉野商会 常盤工業（株）　
米久ベンディング（株） 中村建設（株）　
ラーメンとん吉 （株）ナノプロセス
（有）隆工務店 長谷川雅行中小企業診断士事務所
（株）リンエイ （株）ハマキョウレックス
（株）林工組 （株）ハマネン設備センター　安全衛生協力会
林工住宅（株） 浜松市動物園
（株）ルーム 公益財団法人 浜松市文化振興財団 浜松市楽器博物館
レクサス佐鳴台 浜松商工会議所
レクソル（株） 藤田電気工業（株）社員一同
（株）レリコム （株）北辰設備工業
レワード（株） （株）北陽
（株）レンダー商会 （株）ホテルコンコルド浜松
（株）レンティック中部 ホテルマネージメントインターナショナル（株）グランドホテル浜松
レンテック大敬（株）浜松西営業所 水窪ふうせん物語展
（株）ロジック ユニヴァーサル商事（株）　
（株）六軒京本舗 （株）ワイズギア
ローム浜松（株）
ローランドディー．ジー．（株）
（株）ワイズギア
ワークス（株）
（株）和久田組
（有）和恒建設
綿半鋼機（株）
和地地区自治会連合会
（有）ワールド
ワールド電子（株）
（株）ワン＆ファイブ

（敬称略・五十音順）


