
【津地域】 （順不同・敬称略）

おぼろタオル株式会社 津坂内科眼科医院 渡商会株式会社津営業所

株式会社橋本醤油店 小林歯科医院 カネセン商店

株式会社モリセイ うな金 兼義株式会社

有限会社幸助 津市身障者福祉連合会津支部 ヤマト運輸株式会社津南営業所

前田商店 マルヒ・スリー 株式会社ＺＴＶ

笠原歯科 株式会社デンソーセールス 株式会社鈴木芳喜堂

下村学園 むらい耳鼻咽喉科 トランコム株式会社津共配ｾﾝﾀｰ

大松クリーニング JAF 倉田予備車検場有限会社

よろこば食堂 三重いすゞ自動車株式会社 モリノマシナリー株式会社

自由民主党三重県支部連合会 三重ヰセキ販売株式会社 赤帽三重県軽自動車運送協会

株式会社バーニーズ 三鈴モータース有限会社 西日本コベルコ建機株式会社

一般社団法人三重県建設業協会 京口モータース株式会社 株式会社前田金属

三重県医師会 トヨタ部品三重共販株式会社 株式会社セイワ

ＮＴＴ西日本三重支店 幸三建設株式会社 株式会社中尾製作所

清水製菓株式会社 中部浄化槽工業株式会社 旭鍍金株式会社

三重教弘 コーヒーハウスべるべ イオンモール津南

三重県歯科医師会 三重日産自動車株式会社 日立メディカルコンピューター株式会社

御影石材株式会社 三重交通商事株式会社 株式会社フレンドサニタリー

エイブル津南店 宗教法人霊法会 株式会社協立製作所

三重県酒造組合 ビリーブ株式会社 伊藤工作所株式会社津工場

中部日化サービス株式会社 岩名歯科クリニック 三生運輸株式会社

三重県森林組合連合会 めぐみ 富士商会

戸田建設株式会社三重総合営業所 日本モーターボート競走会津支部 森田内科クリニック

第一ビル株式会社 三重交通商事株式会社津藤方ｻｰﾋﾞｽステーション 三井整形外科
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生命保険協会 福田測量社株式会社 有限会社阪本事務機

株式会社新精舎印刷所 吉村工業株式会社 株式会社エムテック

有限会社山熊商店 株式会社三重平安閣　ディ・グラード・ドルチェ津 西日本建設株式会社

堤建築板金 鈴木牧場 株式会社新田工務店

岡三証券津支店 株式会社ヨコハマタイヤジャパン三重カンパニー 株式会社マルキンキカイ

ゴルフ５津南店 株式会社ホンダオート三重 雲出簡易郵便局

小寺塗装店 藤方農事組合 中勢林業株式会社

有限会社市川住設 三重中央自動車学校 つみなみシルバーケア豊寿園

松田畳工業有限会社 日本板硝子株式会社津営業所 東邦ガス株式会社津ＬＮＧステーション

光明みろく会 小林機械有限会社 三重治療院

株式会社日本フェニックス 川島商事株式会社三重営業所 有限会社お焼屋工場店

クリーン歯科クリニック シルバー自動車株式会社 荻野メタルワークス株式会社

寺西商事津営業所 峠商店 大藤産業株式会社

前川公認会計士事務所 ひおきクリニック 清水工業

社会福祉法人　寿泉会 紀平歯科 三重シンリョー設備株式会社

花やの六さん 三重建設労働組合津支部 ホンダカーズ三重津高茶屋店

アルカディア津老人保健施設 株式会社オクヤマクレーン 原タイル株式会社

新井すし 業務スーパー津高茶屋店 サカモト株式会社

大門通り商店街振興組合 ２３ステーション津店 コマツカスタマーサポート株式会社

とらや 三重県中勢トラック事業協同組合 株式会社キナン津営業所

はし家 株式会社エネアーク中部 酒井モータース

中部建設工業株式会社 JA津安芸津南部支店 ヘアー・ラボシェール

中部商事株式会社 日石西浦石油店 株式会社ウェイテクノス

松田質店 モービル石油岡金給油所 スズキ薬局

株式会社クラユニコーポレーション 有限会社花の曽山 セブンイレブン津市雲出本郷町店
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民芸寿司魚九 伊藤典礼 ファミリーマート津雲出長常町店

近藤楽器店有限会社 有限会社花田鉄工所 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社中部支所

大渡板金 株式会社ホンダオート三重高茶屋工場 ウールウール

株式会社ハイブリッジライン ヤンマー建機株式会社　三重営業所 三重官報販売所

関西プロパンガス株式会社 津医療生協高茶屋診療所 株式会社津サイエンスプラザ

酒井工業株式会社 株式会社　カーショップMIURA シトモ電子株式会社

シエン株式会社 有限会社高岡自動車 中勢製氷冷蔵株式会社

株式会社岩出菌学研究所 大衛株式会社津工場 三重リコピー株式会社

株式会社エスパ 百五銀行管理サービス株式会社 株式会社ユタカ技研三重製作所

有限会社紅屋 おむら歯科医院 株式会社伊勢村田製作所

有限会社前田土木建設 光近代塗装工業株式会社 西部アレフ株式会社

小川・井熊会計事務所 株式会社中尾製作所 Hondacars三重津中勢バイパス店

三重ユニホーム 松崎化成株式会社津営業所 株式会社大里食肉センター

小林住宅株式会社 秋山運輸株式会社津営業所 魚歳食品株式会社

株式会社津センターパレス 株式会社三エスゴム津営業所 株式会社三重ヒヨコ

株式会社マルヤス 亀井機工株式会社 株式会社野田米菓

中村喫茶 野田硝子株式会社 有限会社タカハシ・エム．エフ．ジー

丸ノ内ビル管理株式会社 株式会社清水 津市戦没者遺族会津支部

新玉亭有限会社 株式会社ベルライフ 西濃運輸株式会社津営業所

養正地区婦人会 看板のシマダ有限会社 メガネの三城津本店

八ッ波製パン 協同組合　津卸商業センター 津信用金庫南郊支店

熱田小児科クリニック 津開発株式会社 竹内眼科

柴田自動車商会 株式会社長谷川電器 山本産婦人科

東海管清興業株式会社 三重共立株式会社 ふじおかクリニック

藤川工務店株式会社 尾鈴組有限会社 JA津安芸津南部支店雲出店
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中村造園有限会社 ホンダ建設有限会社 ミニストップ津雲出島貫店

大陽板金株式会社 有限会社美博商会 小久保鉄工所有限会社津工場

松生卓球道場 有限会社山口部品 ローソン伊倉津店

遠山病院 和田建設工業株式会社 伊倉津産業株式会社

立正佼成会 諏訪畳工業株式会社 株式会社東洋レーベル

株式会社　エンブリス ドリームホームサービス 有限会社大西興業

中部都市建築設計事務所株式会社 津整骨院 マルハル自動車工場

ないとう接骨院 アトリエクイン 株式会社創和

ルナ動物病院 北海炉 株式会社丸杉津営業所

奥田税務会計事務所 釜屋株式会社津支店 東石工業株式会社

セントローズクリニック 大成ロテック株式会社三重営業所 有限会社栄進ボディ工業

プラザ洞津 朝日ガスエナジー株式会社津営業所 有限会社大成

前田屋 田辺設備株式会社津営業所 小川自動車工業株式会社

戸沢写真館 つくし診療所 明成化学工業株式会社津工場

吉田クリニック 株式会社三重銀行高茶屋支店 松阪興産株式会社津工場

白塚電器商会 社会福祉法人洗心福祉会シルバーケア豊壽園 有限会社三機サービス

坂口牛乳店 株式会社三重義肢製作所 北村内科

大安商店 森田印刷株式会社 亀田工業株式会社

山口印刷 株式会社住ケン三重 浜崎水産

電化のハマグチ マキタ自工有限会社 大栄クリーニング有限会社

旭電器工業株式会社 株式会社中日製作所 市川水産

旭電器工業労働組合 オプト電工株式会社 中日新聞白塚店

南商店 エフマート　津南店 有限会社丸和整備

ＹＯＵ 株式会社　松阪鉄工所 金座すし

池田クリニック 生活協同組合　コープみえ　津南センター 西井建設



平成30年度赤い羽根共同募金 法人募金協力企業名一覧表

木村水産 株式会社オークワ高茶屋店 古市建設

沢山クリーニング店 花井開発有限会社 樋口歯科

米善商店 倉田モータース株式会社 富士インテリア有限会社

白塚漁業組合 鈴定燃料株式会社香良洲給油所 有限会社東海断熱

金三商店 UDトラックスジャパン株式会社 美容室TAMA

豊田生花 株式会社カーサービス中部 西田興業株式会社

稲垣電設 株式会社鈴木仕上工業 豊田化学株式会社

花磯 株式会社マック 豊明樹脂工業有限会社

だいや寿し 最上工務店 有限会社大本商店

百五銀行白塚支店 ゆうあいクリニック 株式会社半泥子廣永窯

理容ドムール スズカン株式会社津支店 中尾技研工業株式会社

サロンド舞 三重日野自動車株式会社津支店 山添自動車

津小川郵便局 岩間造園株式会社三重支店 有限会社辰水自動車

雲出屋 ジャクエツ株式会社津支店 カヤバシステムマシナリー株式会社

【久居地域】 （順不同・敬称略）

医療法人暲純会　榊原温泉病院 榊原泉源開発株式会社 榊原温泉旅館組合

東海アヅミテクノ株式会社 三重河西株式会社 スポーツプラザマツダ

ミフジ印刷有限会社 デザインプリントタニ 三重ヰセキ販売株式会社　久居営業所

ナカケン株式会社 株式会社タカミ 株式会社北村製作所

安西工業 有限会社青山商店荷役 有限会社池村車輌

プロマットジャパン 株式会社ヤマゲン ボンマルシェ

ファミリーショップ　魚志 有限会社青木建築 田中スレート建材株式会社

株式会社新井商店 ユリカ株式会社 株式会社マルジョウ

三重ダイケン株式会社久居工場 株式会社おやつカンパニー久居工場 オーユーセス株式会社
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Ｇｒｅｅｎ北越 株式会社アオキエンジニア ＮＨＳ名古屋株式会社　津事業所

有限会社大作建設 株式会社ＡＫＩＢＡ 三重交通商事株式会社　久居インター営業所

有限会社眞田電気工業所 有限会社日興電機商会 前田商店

有限会社三功 東和化工株式会社　三重工場 加藤金属興業株式会社　中部支店

有限会社三和鉄工所 株式会社小田鉄工所 エクスチン防災株式会社

中日新聞久居西部専売所 イルファーロ 株式会社久居LIXIL製作所

久居病院 辻岡味噌醤油醸造元 住友電装株式会社　津製作所

織田建設株式会社 株式会社花井建設 有限会社川原田クレーン

株式会社久居ボウリングセンター 有限会社ニシオ自工 有限会社海津自動車工業

信藤自動車工業 株式会社臼井自動車 株式会社伯藤久庵　久居店

久居運送株式会社 株式会社ホンダ販売マツモト 井上内科病院

有限会社吉田商店 株式会社マンナカ 有限会社一志ゴム工業所

有限会社一志精工電機 有限会社原部工業所 公益社団法人　久居一志地区医師会

丸中産業株式会社 イシカワ有限会社 島津鉄工所有限会社

小林石油株式会社　久居インター給油所 アペックス株式会社　津サービスセンター ミヤタスポーツ店

有限会社岡金トータルサービス　あんじゅ ブロッコリ 西田美容室

株式会社三重トラベル　 藤田商事株式会社　三重営業所 Ｂ２マツモト

玉起製作所有限会社 わたせい　久居店 岡金株式会社

有限会社八宝 雪月花 西濃運輸株式会社　久居支店

三八運輸株式会社 ネッツトヨタ三重株式会社　久居インター店 松倉商店有限会社

大倉株式会社 小林電気商会有限会社 有限会社秋田

津信用金庫　久居支店 れすとらん伊勢屋 有限会社　中木屋　くつ・かばん店

家田屋 ナニワ屋 油正株式会社

長谷川設備株式会社 株式会社信榮企画 株式会社松泉堂

寿司割烹　おくの 有限会社日昇産業 株式会社ビッグバーン
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株式会社スタイリヤ 服部建設株式会社 ホンダカーズ久居西　持川店

有限会社スポーツショップホリエ お食事処　なるみ 株式会社イノモ塗装

中日新聞久居専売所　有限会社野崎新聞舗 天狗寿し ゆき理容

三重県建設業協会　一志支部 株式会社マルイチ環境サービス 有限会社大西畜産

三重レーンマーク株式会社 マルキン株式会社 有限会社折笠園芸

株式会社林電器商会 中京銀行株式会社　久居支店 三重中西金属株式会社

生川建設株式会社　津営業所 中桐石油株式会社 丸栄食品株式会社

三重中央農業協同組合　久居支店 川口新聞店 津商工会議所　久居支所

杉山コンサルタンツ株式会社

【河芸地域】 （順不同・敬称略）

株式会社丸八水産 河芸運輸株式会社 トータルスクール早稲田

中日新聞販売辻販売所 株式会社山田工業所 太田石材店

ニシイ石油サービス株式会社 Hair　make blanche 株式会社後藤鉄工所

株式会社丸新水産 倉平商事有限会社 株式会社フィニティ

ゆたか保育園 よしだ眼科 フタバ電子工業

knop 中本耳鼻咽喉科 サロン・ド・ファラン

みつい食堂 河芸斎奉閣 バーガーランド

Hair　design itto. ウイング とらや

有限会社ACTYS 千里クリニック 有限会社キャビン

田舎の市場津店 なの花薬局ちさと店 有限会社三重高齢者福祉会わが家

高麗亭 寺西建築株式会社 オリエンタル印刷株式会社

山野商店 ニシコ― 津北商工会

江川米穀店 デイサービスぬくもり 一般財団法人三重県環境保全事業団

白子製氷冷蔵株式会社河芸港工場 北出皮フ科 宮崎組有限会社



平成30年度赤い羽根共同募金 法人募金協力企業名一覧表

岡田商事 鎌田新聞店 小木曽工業株式会社三重工場

さくら保育園 株式会社増川配管設備 東洋工業株式会社三重工場

北川住宅設備 有限会社久保井工業 河芸建設株式会社

きたがわ接骨院 浅井酒店 大興興業株式会社

津安芸農業協同組合　河芸中央支店 大阪美容室 株式会社樋廻産業運輸

大西冷機工業所 千里ヶ丘動物病院 かわいクリニック

三井木工 有限会社崎空調 カラオケ喫茶花忍

寺前屋 株式会社ヘラクス トヨダ鈑金

株式会社ヤマキ漬物 河芸タクシー有限会社 らぁめん福禄店

有限会社新和工業 大建工業株式会社三重工場 うなふじ支店

株式会社前田水産 有限会社河芸電装サービス 三重調剤薬局河芸店

有限会社荒川建設 千里自動車興業 有限会社東海システム

有限会社山岡製作所 なかじまトータルファッション 有限会社双和工業

株式会社小川本家 別所薬品 津市身障者福祉連合会河芸支部

中条製菓舗 株式会社ミヤムラ 北山水産

やまかみ内科 ヘアースペース・ゴトウ 有限会社長谷川電気工業所

シルクロード まいど 平和製粉株式会社

株式会社河芸クリーン 株式会社ダイイチ 千里美容室

なの花薬局　河芸店

【芸濃地域】 （順不同・敬称略）

赤塚クリニック 明薬局 有限会社アドバンス

有限会社アルティジャーノ 飯田自動車工業所 有限会社井筒屋商店

有限会社栄昇軒 大場石油店 有限会社オカダオート

介護老人保健施設ロマン 有限会社カークリニック三興 川口看板店



平成30年度赤い羽根共同募金 法人募金協力企業名一覧表

かわぐち接骨院 北神山工業団地企業連絡協議会 紀藤工業株式会社

有限会社クモイモータース 株式会社芸濃 駒田医院

新興自動車工業株式会社 ＪＡ津安芸芸濃支店 鈴鹿カンツリークラブ

株式会社ぜにやＨＣ 玉置歯科医院 ダイテック株式会社 

デューポイント芸濃店 特別養護老人ホームげいのう逢春園 巴屋製菓舗

株式会社鳥鹿 株式会社野間建設 株式会社萩原建設 

有限会社畑中鮮魚 ハートラインエクスプレス株式会社 藤井自動車

有限会社フルイチ設備 古市電気商会 フランスベッド株式会社三重工場 

プラージュ芸濃店 細川歯科 有限会社前川組 

有限会社丸藤建設 三重中央アスコン 水谷鉄工株式会社 

椋本動物病院 もみの木整形外科 有限会社ヤマカワ

山本新聞舗 有限会社吉川鉄工所 株式会社ロッシュ

【美里地域】 （順不同・敬称略）

有限会社稲垣商店 小宮きのこ産業 足坂老人クラブ

山信食品株式会社 高木自動車鈑金塗装 南長野老人クラブ

山本造園 株式会社美里フラワービレッジ 五百野老人クラブ

まきのクリニック 株式会社美里 北長野老人クラブ

有限会社芦富 支援センターぺがさす 家所南部老人クラブ

丸高コンクリート工業株式会社 一粒庵株式会社 中野老人クラブ

株式会社葉山電器製作所 吉川自動車 穴倉不老愛郷会

柴田商会 有限会社一志精工 桂畑老人クラブ

有限会社ソーケン ａｉ福祉タクシー ハイツシニアクラブ

ニチハボード加工株式会社津工場 リューベ株式会社三重工場 家所北部不老愛郷会

株式会社ベスト 有限会社亀井園芸 平木福寿会



平成30年度赤い羽根共同募金 法人募金協力企業名一覧表

丸雪有限会社 津市美里地区民生委員児童委員協議会

【安濃地域】 （順不同・敬称略）

安濃建設株式会社 津安芸農協安濃中央支店 株式会社共栄工業

株式会社佐南組 西村新聞店 積水テクノ成型株式会社

大和建設株式会社 日置新聞店 株式会社森田製作所

農事組合法人二子営農組合 大森清掃社 中部産業株式会社

三栄電機産業株式会社 株式会社ティ・エス・サービス 有限会社平松工業

有限会社安芸土木 株式会社中勢ゴム 株式会社丸和製作所

株式会社ミヤモト 正和測量設計株式会社 株式会社日硝ハイウェー安濃営業所

和のしらべ凛 魚芳 株式会社LIXIL物流

後藤自動車 株式会社ぜにやあのう店 小山鋼材株式会社三重センター

株式会社増井総建 株式会社小林運輸 株式会社太田営農サービス

松島酒造株式会社 澤田建設株式会社 株式会社安芸砂利

共立印刷株式会社安濃工場 有限会社鈴鹿製作所 株式会社中川製作所

山下ゴム株式会社三重工場 国分プレス工業株式会社安濃工場 株式会社河合組

有限会社大森組 丸豊技研株式会社 株式会社中川

有限会社杉本商店 株式会社アンセイ三重工場 株式会社ブロリード

有限会社加藤商店 株式会社堤鉄工所

【香良洲地域】 （順不同・敬称略）

市川自動車商会 栄助商店 有限会社久保井自動車

今村酒造株式会社 川俣化粧品店 有限会社リビングかわまた

香り鮓 有限会社ナルミ工業 松島クリーニング店

西方寺 有限会社三輝 有限会社ツ－リスト宝島

有限会社岩城製材 有限会社勢和 絵亜路美容室



平成30年度赤い羽根共同募金 法人募金協力企業名一覧表

有限会社一政 有限会社鎌田工業 フタバ食品株式会社

トップ総合設備 有限会社雅工建 株式会社山川測量設計コンサル

一志東部農業協同組合 太田総業 マリンフーズ株式会社

川村歯科クリニック 丸政商店 香良洲漁業協同組合

花福 なぎさ寿司 なお屋

津商工会　香良洲支所 米川米穀店 すみれ美容室

刀根クリニック 正栄電気商会 きれいずきサービス株式会社 

ホッカイヤ シャルレ松島 有限会社小野電気商会

八太木工所 長谷川事務所 有限会社小野組

ちくさ履物店 四季さかな 木村モータース

八太正太夫酒店 招喜屋 木下建築

こうなん薬局 美容室　さち インテリア小西

有限会社鎌田商店 ピリカ写真館 ガジュマル

三角屋 中日新聞いしかわ新聞店 Ｂ．Ｍ ｈａｉｒ

奥田才兵衛商店 ミニストップ香良洲店 はまゆう会理事長　長谷川　信

石上　真寛（浄現寺）　

【一志地域】 （順不同・敬称略）

家城石油株式会社　一志給油所 株式会社山口産業 西本歯科医院

リカーショップナガタ 有限会社　タケウチ 理容ひおき

谷口自転車商会 株式会社エーコープいちし 西川工業　有限会社

有限会社　小竹商店 ムラシマ理容店 飯田医院

オカノ印刷 有限会社　武川製作所 株式会社三和プレス工業所

ちづ美容室 社会福祉法人寿泉会　介護老人保健施設　万葉の里 マツモト理容

伊勢中川カントリークラブ 村本新聞店 日硝加工　株式会社

特定非営利活動法人　ナースカンパニー 株式会社　一志運輸 東海紙器　株式会社　一志工場



平成30年度赤い羽根共同募金 法人募金協力企業名一覧表

有限会社　イナガキ 魚庄 株式会社　中間ＴＲＣ

株式会社　一志化成 伊藤精米所 有料老人ホーム　大ちゃん

株式会社　丸大大森
株式会社山一企画
山水・喜楽苑・和楽苑

株式会社nagomi　ナゴミガーデン

株式会社　昭和　三重営業所 有限会社　サンベル 有限会社　クラフト

グループホーム一志 稲垣電気工事 有限会社　もはずタオル

株式会社　川合鉄工所　 マルヨ　（岡渕紀男） 株式会社　マエダ組

有限会社　ITO建築 一志設備 八知運送　有限会社

株式会社一期一会　ヘルパーステーション
デイサービスステーション　だんだん

有限会社　小林電器製作所 おもいやり介護の会　つくしんぼ つくしんぼの家一志

松岡クリーニング店 有限会社　土夢パワーファーム 創作茶屋まきの木

有限会社　げんきんどう　一志店 森忠産業　株式会社　パチンコランドマーク一志店 メイユールモマン

若どり味処さかい 日産プリンス三重販売　株式会社　一志日置店 ココストア　とみたや

魚銀食堂
株式会社セントレア　高齢者賃貸住宅
いちしの里

株式会社　かわよし

ハタ製菓　株式会社 株式会社　ふかた ベスト運輸　株式会社

丸京倉庫　有限会社 小渕医院 株式会社　伯藤久庵　一志店

有限会社　永井組 大黒屋酒店 真弓鈑金塗装 有限会社

辻原織物　有限会社 油屋製菓舗 ジュンナヘアー

ライスセンター波瀬共同作業所 カドヤ時計メガネ店 焼肉　ホルモン　味よし

サンエッグファーム株式会社 松尾表具店 てんてん

ﾔﾏｷﾞｼｽﾞﾑ生活一志実践地産業事務所 有限会社　一志鈑金塗装 三重貨物　有限会社

有限会社　一志ピッグファーム　 三協建設　株式会社 馬の背

富士OGMエクセレントクラブ一志温泉コース 高岡調剤薬局 一志地区民生委員児童委員協議会

カフェ古ポス 日高クリニック 津市身障者福祉連合会一志支部

理容中山 北出動物病院 一志地区ボランティア連絡会

特定非営利活動法人　陽向の会 デイサービス花のん一志　ひなげし 徳井鉄工所 高岡医院



平成30年度赤い羽根共同募金 法人募金協力企業名一覧表

エクスチン防災　株式会社 西田美容室 割烹　おくだ

株式会社　おやつカンパニー 高間自転車預かり 田中精肉店

三重中央農業協同組合

【白山地域】 （順不同・敬称略）

家城石油株式会社 榊原ゴルフ倶楽部 三重中央農協白山支店

岩脇作業場 株式会社中部ケミカル 有限会社前川ライス

魚九本店 レストラン白山 白山ヴイレッジゴルフ倶楽部

三木屋本店 おしゃべりはうす白山店 株式会社中勢ゴム白山工場

有限会社高月製パン工場 有限会社丁子屋商店 装建工業株式会社

有限会社竹田商店 ファッションクリーニング　イウチ 三重白山ゴルフ倶楽部

有限会社谷クリーニング店 イセゴム工業株式会社 株式会社森山商会

中勢森林組合 有限会社イケダグリーン 稲森歯科医院

津市商工会 有限会社イオス 山本クリニック

株式会社ホンダオート三重 株式会社冨士ダイス三重出張所 有限会社のざき新聞

白山技研株式会社 井藤酒店 株式会社コダマ緑化

株式会社福山自動車 はくさんクリニック 旭レヂン株式会社

丸見屋商店 青山メモリアルパーク株式会社 株式会社大三モータース

株式会社三重新成コンサルタント あまごといのししの一ノ坂 有限会社中村建設

株式会社八幡工業 長谷川製茶有限会社 株式会社嶋崎石油

やまちょう 有限会社ヤマト自動車 中勢工営有限会社

有限会社山本農機店 有限会社魚助商店 株式会社伯藤久庵　白山店

有限会社ユーサン 町井酒たばこ店 有限会社嶋自動車

有限会社リンスドライセンター 宗教法人創価学会　　　　　　 有限会社金山

レストランすわ 和洋食みやた株式会社 有限会社白山自動車工業



平成30年度赤い羽根共同募金 法人募金協力企業名一覧表

伊藤新聞店 前田モータース スーパー福永

滝川歯科医院 有限会社はくさん地域おこしの会 青山高原保健休養地管理株式会社

岩田水車 正木歯科 魚六商店

須川屋 大観音寺 岡田石油店

花みやび 株式会社猪の倉 有限会社協栄鉄工

有限会社小林組 トマテ・コロラード 花時計

リカー＆フーズむらかみ 白山印刷 日本郵便株式会社八ツ山郵便局

株式会社西川組 清野造園 よねざわ

有限会社渡辺建材店 株式会社ニチリン白山 山口電工

Ｓａｂｏ

【美杉地域】 （順不同・敬称略）

有限会社　みすぎ自動車 肥田商店有限会社 有限会社　水本産業

有限会社　大村建設 嶋田自動車整備工場有限会社 株式会社　藤久建設

有限会社　今井モータース 有限会社　フジエイ 有限会社アイエナジー

木原造林株式会社 株式会社　藤田組 株式会社　磯田土建

有限会社　よこや製茶 カラオケ喫茶藤起 有限会社オフロードランド美杉エンジョイ

株式会社　山本建設 武田左官店 有限会社　森守

株式会社　菅尾製茶 真伏木材 有限会社　芝山自動車

勢和建設株式会社 株式会社　広山建設 株式会社　前田組

株式会社　美杉リゾート 有限会社山名産業 第二美杉地域密着型ケアセンター　豊寿園

JA三重中央美杉支店 美和産業　株式会社 有限会社　脇谷モータース

シルバーケア豊壽園


