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j東海技術 100,000 水沢市
秋柴重機j 100,000 岩手県石鳥谷

町
f旭商事 100,000 岩手県一戸町
jアキヤマ 100,000 岩手県一戸町
j浅間建設 100,000 水沢市
j中舘建設 100,000 二戸市
佐公建設j 100,000 岩手県胆沢町
及常建設j 100,000 江刺市
j伊藤組 100,000 花巻市
j照甲組 100,000 花巻市
j吉田測量設計 100,000 盛岡市
j丸片石油 100,000 北上市
菱和建設j 100,000 盛岡市
宇部建設j 100,000 一関市
千田善鋼材j 100,000 水沢市
大東貨物自動車j 100,000 岩手県大東町
j三友 100,000 水沢市
丸谷興務店j 100,000 水沢市
j長谷川建設 100,000 陸前高田市
j板宮建設 100,000 岩手県金ケ崎

町
j佐藤技建 100,000 江刺市
j小山建設 100,000 岩手県川崎村
二戸ガスj 100,000 二戸市
白金運輸j 240,000 江刺市
新星興産j 240,000 江刺市
j岩手互助セン
ター

100,000 盛岡市

j小田島組 100,000 北上市
fちとせ生コン 100,000 一関市
年間五万円以下の
もの

1,240,000

（政治団体分）
岩手県歯科医師連
盟

100,000 盛岡市

無所属の会神奈川県総支部
報告年月日 16. 1.14

１ 収入総額 11,210,071

前年繰越額 9,470,038

本年収入額 1,740,033

２ 支出総額 8,700,000

３ 本年収入の内訳
寄附 1,740,000

個人分 1,500,000

団体分 240,000

その他の収入 33

一件十万円未満のもの 33

４ 支出の内訳
経常経費 1,200,000

人件費 600,000

事務所費 600,000

政治活動費 7,500,000

寄附・交付金 7,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中田 宏 1,500,000 横浜市
（団体分）
jオリマツ 240,000 横浜市
無所属の会三重県支部
報告年月日 16. 1.26

１ 収入総額 14,424,000

前年繰越額 24,000

本年収入額 14,400,000

２ 支出総額 12,180,000

３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

14,400,000

無所属の会 14,400,000

４ 支出の内訳
経常経費 8,816,170

人件費 7,850,000

備品・消耗品費 5,217

事務所費 960,953

政治活動費 3,363,830

組織活動費 363,830

寄附・交付金 3,000,000

無所属の会しまね支部
報告年月日 16. 1.16

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

無所属の会広島県総支部
報告年月日 16. 2. 3

１ 収入総額 43,485,232

前年繰越額 85,221

本年収入額 43,400,011

２ 支出総額 43,485,232

３ 本年収入の内訳
寄附 11,400,000

個人分 220,000

団体分 10,680,000

政治団体分 500,000

本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

32,000,000

無所属の会 32,000,000

その他の収入 11

一件十万円未満のもの 11

４ 支出の内訳
経常経費 28,482,413

人件費 19,800,000

備品・消耗品費 4,026,263

事務所費 4,656,150

政治活動費 15,002,819

組織活動費 517,587

選挙関係費 3,000,000

寄附・交付金 11,485,232

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

220,000

（団体分）
j長沼電業社 120,000 広島市
山陽工業j 120,000 広島市
jアキテクノス 90,000 広島市
j鴻治組 120,000 広島市
大之木建設j 120,000 広島市
復建調査設計j 120,000 広島市
j大方工業所 120,000 広島市
jタカキベーカ
リー

60,000 広島市

伍台工業j 120,000 広島市
j増岡組 120,000 広島市
みずえ緑地j 120,000 広島市
田中建設工業j 90,000 大竹市
j真立組 120,000 広島市
サンロード技建j 60,000 広島市
jトータテハウジ
ング

120,000 広島市

j花満 120,000 広島市
j共立 120,000 広島市
j広電宮島ガーデ
ン

240,000 広島市

広電建設j 240,000 広島市
広電不動産j 120,000 広島市
j砂原組 120,000 広島市
進和建設j 240,000 千葉市
j伏光組 120,000 広島市

jアース開発コン
サルタント

160,000 呉市

二宮産業j 60,000 呉市
二宮産業j 60,000 広島市
j山崎塗装店 240,000 福井市
j甲陽 100,000 甲府市
占部建設工業j 60,000 廿日市市
フマキラーj 120,000 広島県大野町
j大本組 120,000 広島市
j日興 120,000 広島市
富士企業j 60,000 広島市
広島管財j 340,000 広島市
池田建設j 120,000 岸和田市
松本建設j 120,000 広島市
コスモ建物管理j 500,000 大阪市
jラット環境設計
事務所

120,000 広島市

j村田相互設計 120,000 広島市
j山陽技術コンサ
ルタント

60,000 広島市

大和重工j 120,000 広島市
建電設備j 120,000 都・港区
西日本ヤクルト物
流j

120,000 広島市

j東京ハイウェイ 360,000 千代田区
j日本パーカーラ
イジング

500,000 広島市

jレパスト 240,000 都・中央区
jパブリックベン
ドサービス

120,000 名古屋市

トピー工業j 200,000 千代田区
錦建設j 500,000 広島市
jニッソク 120,000 品川区
j荒谷建設コンサ
ルタント

60,000 広島市

日本道路興運j 500,000 新宿区
片山ストラテック
j

240,000 広島市

月島機械j 240,000 広島市
年間五万円以下の
もの

1,820,000

（政治団体分）
健康保険政治連盟 500,000 都・港区
〔政治資金団体〕
国民改革協議会
報告年月日 16. 3.24

�
�



平
成

˜
�
年

 
月

˜
—
日
金
曜
日

(号
外
第

™
—

š
号
)

官
報

１ 収入総額 92,030,070

前年繰越額 38,938,369

本年収入額 53,091,701

２ 支出総額 75,761,088

３ 本年収入の内訳
寄附 53,090,345

個人分 2,000,345

団体分 51,090,000

その他の収入 1,356

一件十万円未満のもの 1,356

４ 支出の内訳
経常経費 127,785

備品・消耗品費 127,785

政治活動費 75,633,303

組織活動費 17,763,004

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,183,722

宣伝事業費 1,183,722

調査研究費 1,686,577

寄附・交付金 55,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
林 信久 100,000 新潟県湯沢町
徳永 良邦 100,000 知多市
岡田 次生 100,000 千代田区
村実 昌彦 100,000 山口県小郡町
年間五万円以下の
もの

1,600,345

（団体分）
日本鉱業協会 600,000 都・港区
j平野組 500,000 一関市
全薬工業j 70,000 文京区
キッセイ薬品工業
j

380,000 松本市

杏林製薬j 200,000 千代田区
養命酒製造j 90,000 渋谷区
マルホj 110,000 大阪市
jミノファーゲン
製薬

60,000 新宿区

第一製薬j 920,000 都・中央区
天野エンザイムj 60,000 名古屋市
小野薬品工業j 600,000 大阪市
エーザイj 830,000 文京区
佐藤製薬j 120,000 都・港区
興和j 200,000 都・中央区
旭化成j 110,000 千代田区

大塚製薬j 450,000 千代田区
協和発酵工業j 400,000 千代田区
藤沢薬品工業j 640,000 大阪市
扶桑薬品工業j 120,000 大阪市
三笠製薬j 100,000 練馬区
鳥居薬品j 290,000 都・中央区
日本新薬j 200,000 京都市
日本製薬j 70,000 千代田区
明治製菓j 290,000 都・中央区
日本化薬j 190,000 千代田区
住友製薬j 480,000 大阪市
久光製薬j 310,000 鳥栖市
帝国臓器製薬j 110,000 都・港区
日水製薬j 90,000 豊島区
ロート製薬j 140,000 大阪市
田辺製薬j 620,000 大阪市
jトクホン 60,000 都・中央区
参天製薬j 350,000 大阪市
わかもと製薬j 100,000 都・中央区
j廣貫堂 80,000 富山市
大正製薬j 910,000 豊島区
三共j 1,280,000 都・中央区
丸石製薬j 80,000 大阪市
塩野義製薬j 600,000 大阪市
栄研化学j 60,000 文京区
千寿製薬j 110,000 大阪市
武田薬品工業j 1,500,000 大阪市
大日本製薬j 250,000 大阪市
日本医薬品工業j 100,000 富山市
山之内製薬j 1,250,000 都・中央区
ゼリア新薬工業j 240,000 都・中央区
科研製薬j 320,000 文京区
トーアエイヨーj 100,000 都・中央区
三菱ウェルファー
マj

740,000 大阪市

大鵬薬品工業j 280,000 千代田区
持田製薬j 290,000 新宿区
生化学工業j 120,000 都・中央区
全国交通運輸労働
組合総連合

800,000 都・港区

全国繊維化学食品
流通サービス一般
労働組合同盟

2,800,000 都・港区

日本鉄鋼産業労働
組合

1,000,000 都・中央区

g日本自動車販売
協会連合会

4,000,000 都・港区

日本化粧品工業連
合会

800,000 都・港区

豊田通商j 3,000,000 名古屋市
関東自動車工業j 500,000 横須賀市
アイシン精機j 1,700,000 刈谷市
j豊田自動織機 2,000,000 刈谷市
g日本自動車工業
会

4,300,000 千代田区

jデンソー 4,500,000 刈谷市
豊田合成j 500,000 愛知県春日町
愛知製鋼j 3,000,000 東海市
トヨタ車体j 500,000 刈谷市
スズキj 2,900,000 浜松市
年間五万円以下の
もの

620,000

財団法人公明文化協会
報告年月日 16. 3.17

１ 収入総額 404,846,240

本年収入額 404,846,240

２ 支出総額 384,656,634

３ 本年収入の内訳
その他の収入 404,846,240

振替金 1,744,502

不動産売買代金 295,736,121

売買代金利息 4,263,879

振替金 103,000,000

一件十万円未満のもの 101,738

４ 支出の内訳
経常経費 29,384,503

人件費 22,966,412

光熱水費 176,124

備品・消耗品費 2,273,572

事務所費 3,968,395

政治活動費 355,272,131

組織活動費 51,376,500

機関紙誌の発行その他の事業
費

895,631

宣伝事業費 895,631

寄附・交付金 200,000,000

その他の経費 103,000,000

５ 資産等の内訳
（預金等）

103,000,000

財団法人国民政治協会
報告年月日 16. 3.29

１ 収入総額 4,707,501,946

前年繰越額 726,797,187

本年収入額 3,980,704,759

２ 支出総額 4,121,864,672

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(11人) 92,300,000

寄附 3,888,056,146

個人分 263,295,200

団体分 2,633,009,000

政治団体分 991,751,946

その他の収入 348,613

一件十万円未満のもの 348,613

４ 支出の内訳
経常経費 514,393,555

人件費 374,372,869

光熱水費 3,582,531

備品・消耗品費 10,131,850

事務所費 126,306,305

政治活動費 3,607,471,117

組織活動費 20,641,552

機関紙誌の発行その他の事業
費

42,117,019

機関紙誌の発行事業費 38,455,912

宣伝事業費 3,661,107

寄附・交付金 3,543,589,546

その他の経費 1,123,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
赤井 邦男 60,000 紋別市
石井 孝一 240,000 北海道遠軽町
石寺 廣二 80,000 北海道七飯町
板谷 實 240,000 苫小牧市
伊藤 条一 240,000 札幌市
伊東 良孝 120,000 釧路市
岩倉 博文 330,000 苫小牧市
岩本 剛人 240,000 札幌市
岩本 允 240,000 札幌市
内海 英徳 160,000 北海道当別町
蝦名 大也 240,000 釧路市
遠藤 連 240,000 苫小牧市
大崎 誠子 160,000 札幌市
大谷 亨 240,000 北海道芽室町
大野 忠義 120,000 士別市
小野寺 勇 80,000 帯広市�
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小野寺 秀 160,000 帯広市
小畑 保則 160,000 釧路市
柿木 克弘 240,000 美唄市
勝木 省三 240,000 札幌市
加藤 唯勝 240,000 名寄市
加藤 礼一 240,000 旭川市
金田 英行 396,000 北海道美瑛町
鎌田 公浩 240,000 札幌市
川口 常人 80,000 北海道栗山町
川尻 秀之 240,000 函館市
川村 正 240,000 北海道松前町
神戸 典臣 240,000 北海道白老町
北村 直人 396,000 釧路市
喜多 龍一 240,000 北海道幕別町
工藤 敏郎 240,000 北海道羽幌町
国澤 勲 80,000 北海道江差町
小池 昌 240,000 根室市
小松 茂 160,000 北海道釧路町
酒井 芳秀 60,000 北海道静内町
作井 繁樹 160,000 北海道倶知安

町
桜井 外治 80,000 函館市
佐藤 静雄 330,000 小樽市
佐藤 寿雄 80,000 札幌市
中里 慶三 160,000 伊達市
清水 誠一 240,000 帯広市
菅原 範明 160,000 旭川市
砂川 敏文 120,000 帯広市
瀬能 晃 240,000 岩見沢市
ˆ木 繁光 240,000 札幌市
ˆ橋 定敏 240,000 留萌市
ˆ橋 一史 80,000 札幌市
ˆ橋 文明 240,000 北海道斜里町
竹内 英順 240,000 北海道美瑛町
武部 勤 396,000 北見市
棚田 繁雄 160,000 北海道栗沢町
田淵 洋一 240,000 北海道当麻町
伊達 忠應 160,000 札幌市
伊達 忠一 360,000 札幌市
千葉 英守 160,000 札幌市
釣部 勲 240,000 北海道新十津

川町
中川 昭一 396,000 帯広市
中川 隆之 80,000 北海道岩内町
中川 義雄 360,000 北海道音更町

中司 哲雄 160,000 北海道中標津
町

中村 裕之 160,000 北海道余市町
永井 利幸 80,000 石狩市
布川 義治 160,000 江別市
野呂 善市 240,000 北海道森町
橋本 聖子 360,000 千葉県大網白

里町
原田 裕 240,000 恵庭市
春野 守夫 60,000 札幌市
久田 恭弘 240,000 小樽市
平野 明彦 80,000 札幌市
藤沢 澄雄 160,000 北海道静内町
船橋 利実 240,000 北見市
本間 勲 240,000 富良野市
前田 康吉 80,000 滝川市
町村 信孝 396,000 江別市
丸岩 公充 240,000 札幌市
水城 義幸 240,000 札幌市
見延 順章 240,000 札幌市
村田 憲俊 160,000 北海道岩内町
山口幸太郎 80,000 千歳市
湯佐 利夫 240,000 北海道利尻富

士町
Ö川 貴盛 330,000 札幌市
Ö田 正人 160,000 稚内市
米田 忠彦 160,000 千歳市
和田 敬友 240,000 札幌市
大島 理森 60,000 八戸市
木村 太郎 60,000 青森県藤崎町
津島 雄二 60,000 青森市
山崎 力 60,000 青森市
鈴木 俊一 72,000 岩手県山田町
向井田一男 60,000 岩手県新里村
愛知 治郎 60,000 仙台市
市川 一朗 60,000 仙台市
伊藤信太郎 60,000 塩竈市
菊池 善哉 144,000 仙台市
菅原 萬 72,000 仙台市
萩野 浩基 60,000 仙台市
日出 英輔 60,000 千代田区
三島 卓郎 72,000 仙台市
安杖 正義 60,000 秋田県角舘町
大関 衛 60,000 秋田県稲川町
大野忠右ェ門 60,000 秋田県中仙町
小田美恵子 60,000 本荘市

金谷 信榮 60,000 秋田県八森町
北林 康司 60,000 秋田市
佐藤健一郎 60,000 秋田県矢島町
鈴木 洋一 60,000 大館市
武田 英文 60,000 秋田県二ツ井

町
辻 久男 60,000 大曲市
津谷 永光 60,000 秋田県鷹巣町
鶴田 有司 60,000 横手市
冨樫 博之 60,000 秋田市
中泉松之助 60,000 秋田市
原 盛一 60,000 秋田県仙北町
藤原 俊久 60,000 秋田県天王町
遠藤 武彦 60,000 米沢市
岸 宏一 60,000 山形県金山町
佐竹 興蔵 60,000 山形市
千歳 榮 60,000 山形市
岩城 光英 60,000 いわき市
植田 英一 60,000 福島市
太田 豊秋 60,000 原町市
木村 宏一 75,000 会津若松市
坂本 剛二 60,000 いわき市
佐藤栄佐久 60,000 福島市
佐藤 剛男 60,000 福島市
根本 匠 60,000 郡山市
望木 昌彦 142,000 福島市
安田 寿男 300,000 福島市
吉野 正芳 60,000 いわき市
渡部 篤 102,000 会津若松市
大林 喬任 112,000 群馬県吉岡町
荻原 康二 112,000 群馬県吉井町
織田沢俊幸 108,000 群馬県甘楽町
折田謙一郎 60,000 群馬県中之条

町
金子 泰造 112,000 前橋市
金子 浩隆 82,000 沼田市
金田 克次 112,000 太田市
狩野 浩志 108,000 前橋市
亀山 豊文 92,000 桐生市
久保田順一郎 112,000 群馬県大泉町
木暮 繁俊 112,000 群馬県榛名町
笹川純美代 100,000 太田市
佐田 武夫 100,000 前橋市
須藤 昭男 62,000 群馬県笠懸町
関根 圀男 112,000 群馬県新町
高木 政夫 62,000 前橋市

高山 允伯 60,000 杉並区
田島 雄一 112,000 群馬県境町
田所三千男 112,000 藤岡市
田中 邦雄 60,000 渋川市
中村 紀雄 72,000 前橋市
南波 和憲 100,000 群馬県吾妻町
橋爪 洋介 108,000 高崎市
長谷川嘉一 112,000 太田市
原 富夫 112,000 群馬県境町
平田 英勝 108,000 群馬県群馬町
星野 寛 112,000 群馬県片品村
真下 誠治 82,000 渋川市
松澤 睦 78,000 高崎市
松本 耕司 112,000 館林市
松本 常男 60,000 前橋市
安樂岡一雄 112,000 館林市
永瀬 洋治 60,000 川口市
諸岡 孝昭 60,000 成田市
稲葉 大和 60,000 村上市
近藤 基彦 60,000 新潟県巻町
桜井 新 60,000 新潟県巻町
沢田 忠雄 200,000 新津市
田中 直紀 60,000 新潟県西山町
福井 雅史 190,000 新潟市
釜田 信一 100,000 松任市
安田 金治 20,000,000 岐阜市
祝 敏彦 180,000 愛知県小坂井

町
倉田 雅年 66,000 静岡市
二宮 睦治 1,000,000 熱海市
奥田 武久 120,000 大津市
田中 豊 120,000 大津市
山嵜徳三郎 62,000 滋賀県野洲町
津江 孝夫 60,000 大阪市
寺井 種伯 60,000 大阪市
藤井 義弘 100,000 世田谷区
奥野桂四郎 100,000 神戸市
小池百合子 55,000 伊丹市
鴻池 祥肇 60,000 神戸市
砂田 圭佑 60,000 神戸市
瀧川 博司 100,000 神戸市
渡海紀三朗 60,000 高砂市
秋本登志嗣 60,000 五條市
飯田 正 60,000 五條市
上田 悟 60,000 奈良県斑鳩町
柿本 善也 200,000 奈良市
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鍵田忠兵衛 60,000 奈良市
神田加津代 60,000 橿原市
小林 喬 60,000 奈良市
笹尾 保博 60,000 奈良県室生村
新谷 G一 60,000 奈良県山添村
菅野 泰功 60,000 天理市
辻本 黎士 60,000 奈良県新庄町
出口 武男 60,000 奈良市
中˚ 寿喜 60,000 奈良県平群町
中野 雅史 60,000 大和郡山市
服部 恵竜 60,000 奈良県王寺町
松井 正剛 60,000 桜井市
丸野 智彦 60,000 大和高田市
安井 宏一 60,000 生駒市
山本 進章 60,000 奈良県明日香

村
米田 忠則 60,000 大和高田市
石破 茂 60,000 鳥取市
片山 善博 60,000 鳥取市
高橋 務 60,000 米子市
田村耕太郎 60,000 鳥取市
常田 享詳 60,000 鳥取市
松田喜代次 60,000 米子市
米原 正博 60,000 鳥取市
青木 幹雄 120,000 島根県大社町
景山俊太郎 120,000 島根県掛合町
亀井 久興 120,000 目黒区
澄田 信義 60,000 松江市
竹下 亘 120,000 世田谷区
細田 博之 120,000 松江市
山根 林 108,000 島根県木次町
逢沢 一郎 120,000 岡山市
池田 道孝 60,000 岡山県矢掛町
石井 正弘 60,000 岡山市
市村 三次 60,000 岡山県美作町
井手紘一郎 55,000 岡山県落合町
伊藤 文夫 60,000 笠岡市
井元乾一郎 60,000 岡山県鏡野町
内山 登 60,000 岡山県和気町
大杉 尚久 60,000 高梁市
小田 圭一 60,000 倉敷市
小田 春人 60,000 岡山県芳井町
小野 泰弘 60,000 総社市
片山虎之助 120,000 新宿区
加藤 紀文 120,000 岡山市
門木 和郎 60,000 岡山市

岸本 清美 60,000 岡山県勝北町
久徳 大輔 60,000 岡山県成羽町
熊代 昭彦 120,000 岡山市
桑山 博之 60,000 津山市
河本 勉 60,000 岡山県建部町
小枝 英勲 60,000 岡山県中央町
古山 泰生 60,000 岡山県里庄町
佐古 信五 60,000 倉敷市
佐藤 真治 60,000 岡山市
末藤 守 60,000 岡山県山陽町
千田 博通 60,000 倉敷市
高橋 戒隆 60,000 岡山県真備町
戸室 敦雄 60,000 津山市
中| 正人 60,000 倉敷市
橋本龍太郎 120,000 都・港区
蓮岡 靖之 60,000 倉敷市
蜂谷 勝司 60,000 岡山市
原 寿男 60,000 岡山県賀陽町
平沼 赳夫 120,000 津山市
藤村 欣裕 60,000 備前市
松田 堯 840,000 岡山市
三村 峰夫 60,000 新見市
村田 吉ø 120,000 都・港区
森 正人 60,000 岡山市
渡辺 英気 60,000 倉敷市
池田 行彦 60,000 竹原市
奥原 次郎 120,000 呉市
柏村 武昭 60,000 広島市
亀井 郁夫 60,000 広島県東城町
亀井 静香 60,000 庄原市
岸田 文雄 60,000 渋谷区
忠末 敬三 60,000 広島市
中川 秀直 60,000 東広島市
東 水豊 60,000 広島市
深山 英樹 96,000 広島市
増原 義剛 60,000 広島市
溝手 顕正 60,000 三原市
宮澤 洋一 60,000 福山市
村尾傳之助 120,000 広島市
矢野 將二 60,000 広島市
米田 正幸 60,000 広島市
北岡 秀二 120,000 徳島県美馬町
後藤田正純 120,000 徳島市
七条 明 120,000 徳島市
山口 俊一 120,000 千代田区
綾田 M雄 60,000 香川県香南町

石川 豊 60,000 観音寺市
大喜多 治 60,000 香川県多度津

町
大野 功統 120,000 香川県豊浜町
尾崎 道広 60,000 坂出市
鎌田 守恭 60,000 高松市
木村 義雄 120,000 さぬき市
木村 嘉己 60,000 高松市
組橋 啓輔 60,000 香川県仁尾町
栗田 隆義 60,000 香川県満濃町
篠原 公七 60,000 香川県大野原

町
白井 昌幸 60,000 香川県志度町
ˆ岡 哲夫 60,000 高松市
|本 修 60,000 丸亀市
辻村 修 60,000 善通寺市
筒井 敏行 60,000 香川県三木町
都村 尚志 60,000 香川県琴平町
鳥| 武 60,000 香川県綾南町
名和 基延 60,000 さぬき市
平井 卓也 120,000 千代田区
平木 享 60,000 高松市
正岡嘉寿子 120,000 香川県牟礼町
正岡 道一 120,000 香川県牟礼町
増田 稔 60,000 香川県高瀬町
松本 康範 60,000 高松市
真鍋 賢二 120,000 高松市
真鍋 武紀 60,000 高松市
水本 勝規 60,000 香川県綾南町
宮本 欣貞 60,000 高松市
森田 一 120,000 観音寺市
山内 俊夫 120,000 丸亀市
角藤 毅 60,000 愛媛県野村町
麻生 太郎 96,000 飯|市
荒巻 隆三 90,000 久留米市
伊佐宇為彦 60,000 福岡市
井本 宗司 72,000 大野城市
江頭 貞元 120,000 飯|市
太田 誠一 90,000 福岡市
古賀 淑子 75,000 福岡県瀬高町
古賀 誠 96,000 福岡県瀬高町
自見庄三郎 96,000 北九州市
末吉 興一 60,000 北九州市
田中 秀子 156,000 大牟田市
林 操 120,000 福岡市
原田 義昭 156,000 太宰府市

松山 政司 156,000 福岡市
山崎 拓 90,000 福岡市
山本 幸三 150,000 行橋市
吉村 和子 60,000 福岡市
吉原 太郎 96,000 福岡県嘉穂町
渡辺 京子 60,000 古賀市
池田 義正 60,000 佐賀県諸富町
今村 雅弘 120,000 佐賀県大和町
岩永 浩美 120,000 佐賀県西有田

町
金子 勝商 120,000 唐津市
篠| 周城 60,000 佐賀県川副町
陣内 孝雄 120,000 佐賀市
保利 耕輔 120,000 唐津市
水田 唯市 120,000 佐賀県神埼町
本山 光二 60,000 佐賀県福富町
吉田 欣也 60,000 佐賀市
留守 茂幸 60,000 佐賀県大和町
北村 誠吾 120,000 長崎県佐々町
久間 章生 120,000 長崎市
坂本 好市 60,000 長崎県巌原町
田浦 直 120,000 長崎市
田中丸善保 60,000 佐世保市
辻 昌宏 60,000 佐世保市
虎島 和夫 100,000 福江市
松谷蒼一郎 120,000 長崎市
松田 ó一 60,000 長崎市
山下 登 120,000 佐世保市
荒木 詔之 60,000 熊本県泗水町
荒木 義行 60,000 熊本県合志町
井手 順雄 60,000 熊本市
倉重 剛 60,000 熊本市
古閑 三博 60,000 熊本県菊鹿町
小杉 直 60,000 熊本市
小谷 邦治 60,000 熊本県倉岳町
児玉 文雄 60,000 熊本県矢部町
坂田 孝志 60,000 熊本県千丁町
篠崎 鐵男 60,000 熊本県三角町
島田 幸弘 60,000 熊本県長洲町
島津 勇典 60,000 熊本県横島町
杉森 猛夫 60,000 熊本県大矢野

町
高野 誠一 60,000 熊本県鏡町
中村 博生 60,000 八代市
西岡 勝成 60,000 牛深市
早川 英明 60,000 熊本県植木町�
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馬場 成志 60,000 熊本市
藤川 隆夫 60,000 熊本市
船田 直大 60,000 本渡市
前川 收 60,000 菊池市
松田 三郎 60,000 熊本県錦町
松村 昭 60,000 熊本県あさぎ

り町
村上 寅美 60,000 熊本市
八浪 知行 60,000 熊本市
山本 秀久 60,000 熊本県芦北町
吉永 和世 60,000 水俣市
吉本 賢児 60,000 熊本県御船町
岩屋 毅 60,000 別府市
衛藤征士郎 60,000 大分市
後藤 博子 60,000 大分市
仲道 俊哉 60,000 大分市
上杉 光弘 120,000 千代田区
江藤 隆美 100,000 日向市
大原 一三 100,000 渋谷区
小斉平敏文 120,000 小林市
中山 成彬 120,000 小林市
堀之内久男 100,000 都城市
松形 のり 120,000 宮崎市
持永 和見 100,000 都・港区
井上 吉夫 100,000 千代田区
小里 貞利 120,000 千代田区
尾辻 秀久 120,000 千代田区
加治屋義人 120,000 鹿児島市
南野知惠子 120,000 千代田区
松下 忠洋 120,000 川内市
宮路 和明 120,000 串木野市
森山 裕 120,000 鹿児島市
保岡 興治 120,000 千代田区
山中 貞則 120,000 世田谷区
青木 晃 100,000 香川県綾南町
青木 勲 200,000 草津市
秋山 喜久 300,000 池田市
浅野 晴彦 100,000 名古屋市
芦|日出美 240,000 福岡市
阿部 健 60,000 箕面市
新井 隆太 6,000,000 新宿区
荒川 昌治 60,000 鳥取市
荒木 浩 200,000 品川区
荒木 隆司 80,000 名古屋市
飯島 龍介 70,000 札幌市
井狩 雅文 60,000 滋賀県野洲町

五十嵐喜良 120,000 仙台市
池田 修 100,000 高松市
池田 紘一 100,000 名古屋市
池渕 浩介 100,000 豊田市
生駒 昌夫 60,000 豊中市
石井 拓 120,000 福岡市
石川 勇雄 200,000 新潟市
石川 敬一 120,000 福岡市
石黒 正大 96,000 杉並区
石毛 克政 100,000 G飾区
石坂 芳男 80,000 川崎市
石崎 幸人 100,000 丸亀市
石| 卓美 120,000 仙台市
石中 富雄 60,000 長崎市
泉 誠二 300,000 札幌市
磯村 巌 100,000 豊田市
市田 行則 240,000 杉並区
一ノ瀬秋久 100,000 福岡市
市野 紀生 210,000 船橋市
市原 新吾 240,000 日進市
市村三樹男 100,000 札幌市
伊藤 賛治 120,000 名古屋市
伊藤 ø彦 120,000 桑名市
伊藤 範久 100,000 名古屋市
伊藤 三雄 150,000 札幌市
稲| 公郎 1,000,000 松江市
井上 孝 120,000 兵庫県猪名川

町
猪野 博行 100,000 川崎市
今井 敬 100,000 杉並区
今井 武 100,000 箕面市
今久保哲大 70,000 柏市
今沢 時雄 60,000 八王子市
今村 毅 120,000 福岡市
井村 正明 60,000 河内長野市
入山 幸 70,000 千葉市
岩城 正和 70,000 杉並区
岩月 一詞 80,000 名古屋市
岩浪 國洋 150,000 札幌市
上坂 凱勇 80,000 名古屋市
上田 修 60,000 高松市
上田 憲幸 120,000 福岡市
上野 治男 100,000 大阪市
上原 英治 240,000 横浜市
臼田誠次郎 100,000 稲城市

内田 耕司 60,000 香川県国分寺
町

漆島 宗作 55,000 広島市
宇和川 寛 60,000 京都府精華町
大當 武志 100,000 名古屋市
大内 全 70,000 札幌市
大澤 幸浩 6,000,000 板橋区
太田 克己 240,000 高松市
太田 順司 70,000 豊島区
太田 英美 70,000 船橋市
太田 宏次 300,000 名古屋市
大束 弘吉 280,000 廿日市市
大坪 文雄 100,000 奈良市
大鶴 英嗣 100,000 枚方市
大西 淳 300,000 高松市
大野 茂 120,000 福岡市
大堀 文男 180,000 横浜市
大山 正征 200,000 仙台市
大和田 勲 150,000 札幌市
岡川 和彰 60,000 高松市
岡田 明重 100,000 世田谷区
岡田 賢司 60,000 奈良市
岡田 展 145,000 広島市
岡田 吉種 145,000 広島市
岡林 忠起 60,000 高知市
岡本 毅 60,000 西東京市
小笠原啓二 60,000 高松市
緒方 誠一 60,000 北九州市
沖 純次 145,000 広島市
奥井 洋輝 240,000 福岡市
奥澤 泰一 60,000 練馬区
奥田 碩 100,000 岡崎市
奥村 直樹 100,000 木更津市
奥村 昌美 2,500,000 千代田区
尾崎 功 100,000 横浜市
尾崎 安彦 60,000 生駒市
小笹 定典 120,000 京都市
小田原智一 100,000 福岡市
落合 俊雄 100,000 都・港区
越智 洋 120,000 多治見市
小野 健 100,000 香川県高瀬町
海部 孝治 120,000 堺市
柿田 彰 120,000 富山市
各務 正博 100,000 名古屋市
梶山 義夫 100,000 札幌市
片山 修造 60,000 宮崎市

勝田 直 60,000 奈良県王寺町
勝俣 恒久 300,000 新宿区
加藤 啓一 120,000 仙台市
加藤 伸明 60,000 高松市
加藤 義明 120,000 広島市
門屋 周二 60,000 香川県宇多津

町
金岡 潤一 120,000 富山市
中野 誠一 70,000 札幌市
鎌田 英治 60,000 高松市
鎌田 ú貞 300,000 福岡市
紙井 成章 120,000 富山市
神谷 健一 100,000 世田谷区
禿 えみ 60,000 明石市
亀井 清志 150,000 廿日市市
川合 辰雄 240,000 福岡市
河合 秀喜 60,000 神戸市
川合 裕臣 60,000 奈良市
河合 幹夫 60,000 坂出市
川井 吉彦 100,000 市川市
川上 徹也 100,000 交野市
川口 文夫 300,000 愛知県幸田町
川越 英二 60,000 豊中市
河Ä 昭男 60,000 神戸市
川Ä 弘 200,000 横浜市
河津譽四男 120,000 春日井市
河部 浩幸 70,000 福岡市
神野 榮 120,000 茨木市
貫 正義 60,000 鹿児島市
岸田 哲二 200,000 大阪市
北川 三雄 100,000 国分寺市
北代 耿士 100,000 豊中市
北野 盛荘 80,000 広島市
箕田 義行 60,000 徳島県山川町
木下 昭一 120,000 名古屋市
木村 滋 100,000 横浜市
木村 修三 180,000 広島市
久和 進 120,000 富山県舟橋村
清田 均 60,000 福岡市
清原 邦彦 120,000 富山市
草野 成郎 138,000 横浜市
Ô木 好明 100,000 交野市
国久 清司 60,000 中村市
窪田 忠男 60,000 丸亀市
久保 忠敏 60,000 奈良県広陵町
熊谷 直孝 150,000 札幌市
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熊谷 満 250,000 仙台市
熊野 光暁 70,000 文京区
久米 雄二 100,000 安城市
蔵野 八郎 60,000 大田区
倉 久俊 250,000 富山県福岡町
栗川 勝俊 70,000 杉並区
栗田 昴 240,000 高松市
桑原 茂 60,000 枚方市
小出 新生 60,000 高松市
甲角 健 60,000 箕面市
小鍛冶市造 60,000 神戸市
古賀 武司 120,000 福岡市
古賀 良隆 100,000 香川県三木町
兒島伊佐美 240,000 町田市
小島 民生 100,000 横浜市
小林 英 200,000 仙台市
近藤 耕三 300,000 高松市
近藤 龍夫 200,000 札幌市
後藤 充彦 100,000 札幌市
後藤 洋治 200,000 高槻市
齋藤 明彦 80,000 名古屋市
齋藤 茂雄 200,000 仙台市
斎藤 恒夫 200,000 仙台市
齊藤 紀彦 120,000 大阪市
坂井 100,000 大野城市
酒井 信行 120,000 富山市
坂入 修二 60,000 阿南市
坂上 守 60,000 名古屋市
佐々木恭之助 200,000 仙台市
佐竹 誠 100,000 千代田区
佐藤 湛彦 250,000 仙台市
佐藤 孝雄 100,000 都・港区
佐藤 裕雄 120,000 仙台市
佐藤 光昭 240,000 福岡市
佐藤 佳孝 70,000 札幌市
佐野 研 150,000 札幌市
佐野 尚見 100,000 横浜市
佐野 正 100,000 札幌市
澤崎 雄介 60,000 奈良市
澤田 靖士 150,000 世田谷区
三瓶 光紀 200,000 仙台市
椎名 宏行 60,000 水戸市
汐川 哲夫 70,000 札幌市
篠丸 康夫 120,000 川西市
四宮 幸生 150,000 高松市
嶋 宏 100,000 室蘭市

清水 猛 2,000,000 小松市
清水 眞男 120,000 名古屋市
清水 正孝 100,000 横浜市
下川 利郎 240,000 春日井市
少u 敬雄 200,000 吹田市
白井 良平 60,000 箕面市
白川 進 120,000 新宿区
白倉 茂生 300,000 広島市
白J 良一 240,000 世田谷区
白水 宏典 80,000 豊田市
新木富士雄 270,000 富山市
城後 譲 100,000 名古屋市
神出 享 60,000 広島市
末廣 惠雄 170,000 広島市
菅 伸之 150,000 北海道泊村
杉山 昌樹 60,000 横浜市
鈴木 輝顕 120,000 仙台市
鈴木 博 100,000 尾張旭市
鈴木 浩之 250,000 仙台市
鈴木 正俊 100,000 名古屋市
鈴木 満 120,000 仙台市
須藤 豊 120,000 仙台市
洲之内 徹 100,000 目黒区
関沢 秀哲 100,000 千葉市
関根 兵司 60,000 国立市
千代鴻一郎 120,000 金沢市
膳場 忠 60,000 世田谷区
惣福脇 亨 120,000 熊本市
曽田 肇 60,000 杉並区
田岡 聰 100,000 さぬき市
高木健一郎 60,000 坂出市
ˆ須 司登 300,000 広島市
ˆ田 憲一 160,000 富山県大沢野

町
ˆ田 耕平 145,000 広島市
ˆ東 進 200,000 広島市
高橋 逸夫 70,000 大分市
高橋 宏明 250,000 仙台市
ˆ濱 孝 150,000 高松市
高場光三郎 1,000,000 松江市
高升 弘吉 55,000 広島市
武井 邦夫 60,000 高松市
竹内 和夫 5,000,000 渋谷区
竹内 剛志 60,000 姫路市
武黒 一郎 100,000 柏崎市
武田 厚 70,000 練馬区

武田 守正 100,000 福岡市
武田 安夫 70,000 姫路市
多田 公煕 140,000 広島市
立花 宏 70,000 目黒区
田所 春美 1,000,000 宿毛市
田中 宰 200,000 渋谷区
田中 一雄 60,000 吹田市
田中 孝明 100,000 一宮市
田中 英成 60,000 香川県牟礼町
田中 宏毅 100,000 姫路市
田中 征夫 120,000 福岡市
谷口 進一 70,000 横浜市
谷口 碩 60,000 大分市
谷脇 美穂 60,000 徳島市
種市 健 100,000 横浜市
田渕 湧三 60,000 坂出市
玉井左千夫 60,000 高松市
田村 和豊 60,000 京都市
田村 滋美 300,000 横浜市
多山 洋文 100,000 奈良市
段上 守 60,000 川内市
近澤 精一 5,000,000 高知市
千速 晃 300,000 世田谷区
千葉 昭 150,000 香川県綾南町
張 富士夫 100,000 豊田市
築舘 勝利 240,000 国分寺市
佃 郁朗 120,000 宝|市
辻井 庄作 120,000 富山市
辻倉 米蔵 100,000 京都市
津田 富造 120,000 丸亀市
土生 哲 60,000 世田谷区
皷 紀男 100,000 板橋区
手| 俊夫 60,000 大田区
手| 昌信 100,000 奈良県河合町
寺田 達明 170,000 広島市
寺本 嵩 100,000 八幡市
栂野 治彦 2,000,000 出雲市
常盤 百樹 240,000 高松市
徳田八十吉 10,000,000 小松市
得能 毅 150,000 札幌市
戸田 一夫 150,000 札幌市
戸田 一雄 200,000 寝屋川市
友野 勝也 120,000 横浜市
豊田 英二 100,000 豊田市
豊田章一郎 300,000 名古屋市
豊田 達郎 100,000 名古屋市

豊松 秀己 60,000 京田辺市
鳥原 光憲 138,000 藤沢市
内藤 勲 120,000 名古屋市
内藤 久夫 120,000 大和市
中西 誠一 60,000 所沢市
中村 秋夫 100,000 市川市
中村 有無 60,000 高松市
中村 夫 300,000 箕面市
中村 皓一 70,000 堺市
中村 芳夫 70,000 世田谷区
中森 朝明 100,000 奈良市
長田 武嗣 120,000 富山市
永野 哲也 240,000 高松市
永原 功 160,000 砺波市
永広 和夫 100,000 杉並区
那須 翔 200,000 武蔵野市
成田 尚武 250,000 富山市
南部 敏 240,000 広島市
西川 善文 100,000 都・港区
西口千登志 60,000 山口市
仁志 武雄 200,000 仙台市
西村 求 100,000 札幌市
新田 隆司 60,000 奈良市
新田 芳樹 100,000 高松市
新田 義英 70,000 札幌市
二村 文友 70,000 東海市
丹羽 耕三 5,000,000 土佐清水市
布野 俊一 100,000 川崎市
野坂 敏幸 100,000 春日井市
野嶋 孝 240,000 名古屋市
野田 泰弘 240,000 岐阜市
橋田 紘一 120,000 福岡市
橋本 倫行 120,000 池田市
長谷川陽一 70,000 札幌市
畑中 利勝 60,000 阪南市
服部 拓也 120,000 鎌倉市
花井 良一 60,000 神戸市
塙 章次 240,000 都・港区
濱田 賢一 150,000 札幌市
濱田 昌一 120,000 富山市
濱田 辰夫 100,000 日野市
濱田 康男 100,000 池田市
濱田 ø一 120,000 名古屋市
浜本 康男 70,000 堺市
林 喬 120,000 龍ケ崎市
林 義孝 100,000 草津市�
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早瀬 佑一 120,000 板橋区
原田 律夫 150,000 高松市
東 義 70,000 武蔵野市
樋口 隆啓 120,000 福岡市
樋口 宗之 70,000 杉並区
日名子泰通 60,000 佐賀市
平井 貞雄 100,000 横浜市
平岩 外四 200,000 大田区
平尾 隆 150,000 江東区
平田 勇夫 100,000 丸亀市
平| 強一 120,000 福岡市
廣江 譲 60,000 奈良市
広瀬 武夫 70,000 札幌市
廣松 久穣 5,000,000 高知市
福田 督 200,000 廿日市市
福田 昌則 60,000 広島市
福寿 芳久 60,000 高松市
伏見 健司 120,000 千葉市
藤井 浩 60,000 広島市
藤井 眞澄 100,000 奈良県平群町
藤岡 旭 100,000 愛知県蟹江町
藤谷 堯 60,000 箕面市
藤野 ø雄 60,000 長岡京市
藤本 孝 100,000 川崎市
藤本 靖 60,000 香川県牟礼町
藤 洋作 300,000 京都府木津町
藤原 俊夫 60,000 明石市
古池 進 100,000 河内長野市
古川 ø 120,000 広島市
古澤 邦夫 60,000 福岡市
古澤 幸夫 60,000 高松市
古田 暉彦 137,000 富山市
古野 英樹 100,000 北九州市
別枝 修 60,000 高松市
細田 順弘 145,000 広島市
堀内日出夫 80,000 広島市
堀越 正勝 120,000 尾張旭市
前川 文章 120,000 仙台市
前田又兵衞 100,000 杉並区
牧田 洋 120,000 名古屋市
槇野 浩 100,000 世田谷区
幕田 圭一 300,000 仙台市
桝本 晃章 240,000 横浜市
松尾 新吾 300,000 福岡市
松下 清彦 120,000 福岡市
松下 正幸 300,000 西宮市

松長 賢 163,000 福井市
松波 孝之 160,000 富山市
松藤 哲夫 200,000 札幌市
松村 ø 70,000 福岡市
松村 洋 120,000 高槻市
松本喜一郎 55,000 広島市
松本 茂彦 240,000 福岡市
松本 正毅 70,000 阪南市
松本 翼 120,000 西宮市
眞鍋 省三 100,000 香川県国分寺

町
眞鍋 民雄 100,000 高松市
眞部 利應 60,000 福岡市
三木 繁光 300,000 渋谷区
三木 義久 60,000 高松市
三小田 元 100,000 太宰府市
水谷 克己 120,000 佐倉市
水谷 四郎 120,000 横浜市
水野 裕彦 100,000 岐阜市
溝渕 昌弘 100,000 高松市
三田 敏雄 100,000 名古屋市
南 憲次 70,000 北九州市
南 直哉 200,000 川崎市
南山 英雄 300,000 札幌市
三村 明夫 300,000 杉並区
宮池 克人 100,000 愛知県東浦町
宮地 正隆 150,000 高松市
宮原 賢次 100,000 渋谷区
宮本 恒明 100,000 富田林市
宮本 盛規 150,000 江東区
宮脇 啓二 60,000 高松市
三好 正也 100,000 多摩市
向井 利明 100,000 奈良市
宗岡 正二 100,000 柏市
村井 將一 100,000 札幌市
村上 俊浩 70,000 札幌市
村木 茂 60,000 都・港区
村田 隆 240,000 市川市
村松 紀光 100,000 横浜市
室井 明 60,000 宝|市
毛利 哲 60,000 福岡市
百瀬 信正 100,000 横浜市
森岡 輝男 200,000 札幌市
森口 雅程 60,000 奈良市
森下 洋一 300,000 寝屋川市
森 詳介 200,000 奈良県平群町

森田 直樹 8,000,000 八王子市
森 則明 60,000 生駒市
森夲 正 120,000 春日井市
森本 宜久 120,000 我孫子市
森本 浩志 200,000 奈良県當麻町
諸岡 謙修 60,000 奈良市
八木重二郎 150,000 杉並区
八木 信賀 60,000 香川県三木町
八木 誠 60,000 大阪府島本町
八島 俊章 300,000 仙台市
矢島 泰司 70,000 札幌市
保田 邦生 60,000 豊中市
家高 順一 60,000 高松市
柳瀬 勝義 120,000 富山県大沢野

町
矢野 義尚 150,000 札幌市
山内 拓男 240,000 春日井市
山形 成治 60,000 枚方市
山口 学 100,000 狛江市
山下 ø 200,000 広島県大野町
山地 幸司 60,000 丸亀市
山田 光尾 60,000 高松市
山本 政博 60,000 さぬき市
山本 豊 100,000 岡崎市
横内 稔 96,000 さいたま市
横江 信義 120,000 福岡市
吉井 毅 100,000 大田区
Ö川 照一 100,000 札幌市
吉越 洋 100,000 日野市
吉田 均 100,000 名古屋市
吉田 護 100,000 吹田市
吉本 圭司 200,000 奈良市
米澤 英伍 120,000 仙台市
米澤 敏夫 150,000 町田市
脇田 寛男 60,000 芦屋市
渡辺 捷昭 80,000 豊田市
渡部 忠和 60,000 高松市
渡部 正 60,000 広島市
渡部 寿史 60,000 生駒市
渡邊 宏 150,000 高松市
和田 馨 60,000 神戸市
和田 正一 80,000 ひたちなか市
和田 龍幸 100,000 船橋市
年間五万円以下の
もの

84,467,200

（団体分）

秋津道路j 120,000 札幌市
伊藤組土建j 2,970,000 札幌市
エアー・ウォー
ターj

60,000 札幌市

j黄金堂 60,000 札幌市
共和コンクリート
工業j

120,000 札幌市

西村建設j 120,000 北海道追分町
日鉄セメントj 120,000 室蘭市
フタバ倉庫j 200,000 小樽市
北海電気工事j 5,000,000 札幌市
北海道パワーエン
ジニアリングj

5,000,000 札幌市

j本堂建設工業 120,000 三笠市
三井観光開発j札
幌グランドホテル

120,000 札幌市

三井観光開発j札
幌パークホテル

120,000 札幌市

青森県生コンク
リート工業組合

200,000 青森市

青森綜合警備保障
j

60,000 青森市

青森トヨタ自動車
j

120,000 青森市

j味の加久の屋 1,000,000 八戸市
j阿部重組 200,000 青森市
jイシガメビル 2,000,000 八戸市
jエスティハチカ
ン

1,000,000 八戸市

j奥村工務店 120,000 青森市
共栄食鳥j 2,000,000 八戸市
j三星 1,000,000 八戸市
新丸港運j 1,000,000 八戸市
jソーテック 1,000,000 八戸市
寺下建設j 1,000,000 八戸市
東北臨海興業j 200,000 八戸市
東和電材j 60,000 青森市
八通運輸j 500,000 八戸市
f八燃器具サービ
ス

500,000 八戸市

八戸缶詰j 1,000,000 八戸市
八戸協和水産j 1,000,000 八戸市
八戸燻蒸j 100,000 八戸市
八戸港湾運送j 1,000,000 八戸市
八戸港湾関連企業
管理j

500,000 八戸市
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八戸通運j 1,012,000 八戸市
八戸通運工業j 1,000,000 八戸市
八戸燃料j 2,000,000 八戸市
j八戸燃料電気ガ
ス器具センター

500,000 八戸市

八戸臨港サービス
j

500,000 八戸市

八戸臨港倉庫j 1,000,000 八戸市
f八通物流サービ
ス

1,000,000 八戸市

東日本オイルター
ミナルj

100,000 八戸市

東日本タグボート
j

1,000,000 八戸市

マルイタクシーf 1,000,000 八戸市
マルハチ建設工業
j

100,000 八戸市

丸八商事j 100,000 八戸市
jミッド八通 500,000 八戸市
むつ小川原港湾運
送j

100,000 八戸市

むつ小川原マリン
サービスj

100,000 青森県六ヶ所
村

j百石貨物 1,000,000 八戸市
jリントラ 200,000 八戸市
j一戸建設 60,000 岩手県一戸町
j岩瀬張建設 60,000 久慈市
j小田島 60,000 花巻市
j小山建設 120,000 岩手県川崎村
jかばら建設 60,000 岩手県宮守村
j川徳 60,000 盛岡市
共栄建設j 120,000 江刺市
j久慈設計 360,000 盛岡市
j佐賀組 120,000 大船渡市
佐公砕石j 120,000 岩手県胆沢町
昭栄建設j 250,000 盛岡市
白金運輸j 120,000 江刺市
Ë下建設j 500,000 盛岡市
二戸ガスj 100,000 二戸市
j野方建設 100,000 二戸市
藤根建設j 120,000 岩手県松尾村
宮城建設j 1,120,000 久慈市
盛岡ガス燃料j 60,000 盛岡市
j山與 60,000 盛岡市
j吉田組 120,000 岩手県松尾村
両磐酒造j 60,000 一関市

菱和建設j 500,000 盛岡市
林崎建設j 60,000 岩手県野田村
和山コンクリート
工業j

200,000 盛岡市

和山物産j 500,000 盛岡市
j秋元技術コンサ
ルタンツ

120,000 仙台市

阿部善産業j 72,000 仙台市
井上建設j 72,000 宮城県柴田町
j岡本工務店 72,000 宮城県中田町
北日本電材j 80,000 仙台市
コマツ宮城j 72,000 仙台市
j坂上建設 120,000 仙台市
j佐々木組 80,000 宮城県東和町
新星建設j 120,000 仙台市
仙建工業j 168,000 仙台市
仙台コカ・コーラ
ボトリングj

240,000 仙台市

仙台トヨペットj 96,000 仙台市
太陽観光開発j 72,000 仙台市
j高節土建 58,000 宮城県南方町
タケダ金属工業j 72,000 宮城県豊里町
大和電設工業j 72,000 仙台市
東北発電工業j 3,024,000 仙台市
東北ポールj 72,000 仙台市
j南光 60,000 仙台市
野口建設j 144,000 宮城県築館町
j橋本店 72,000 仙台市
j早坂建設 72,000 宮城県小牛田

町
半沢測量設計j 72,000 仙台市
東日本興業j 2,072,000 仙台市
jホクエツ 240,000 仙台市
j丸本組 240,000 石巻市
g宮城県建設業協
会

240,000 仙台市

jユアテック 8,144,000 仙台市
若生工業j 120,000 石巻市
j渡辺土建 80,000 宮城県迫町
g秋田県建設業協
会

120,000 秋田市

g秋田県仙北建設
業協会

1,400,000 大曲市

g秋田中央建設業
協会

2,560,000 秋田市

秋田ビルj 60,000 秋田市

j石川組 1,000,000 鹿角市
羽後電設工業j 60,000 秋田市
g雄勝建設業協会 750,000 湯沢市
g鹿角建設業協会 700,000 鹿角市
g北秋田建設業協
会

1,500,000 秋田県鷹巣町

j佐藤庫組 2,000,000 秋田県合川町
h田代建設 1,000,000 秋田県田代町
能代運輸j 1,000,000 能代市
g能代山本建設業
協会

900,000 能代市

g平鹿建設業協会 750,000 横手市
むつみ造園土木j 1,000,000 秋田市
g由利建設業協会 1,500,000 本荘市
jウンノハウス 60,000 山形市
国井建設j 60,000 寒河江市
黒澤建設工業j 60,000 山形市
j後藤組 60,000 米沢市
庄内交通j 120,000 鶴岡市
jジョイン 60,000 山形市
第一貨物j 240,000 山形市
鶴岡建設j 60,000 鶴岡市
j天童木工 120,000 天童市
トヨタカローラ山
形j

60,000 山形市

ハッピー工業j 100,000 山形市
j本間利雄設計事
務所

60,000 山形市

前田製管j 120,000 酒田市
升川建設j 120,000 山形県河北町
丸七建設j 72,000 天童市
g山形県建設業協
会

240,000 山形市

山形建設j 84,000 山形市
jヤマコー 480,000 山形市
山新観光j 360,000 山形市
山新石油j 120,000 山形市
石橋建設工業j 120,000 福島県本宮町
磐城通運j 120,000 いわき市
内池醸造j 60,000 福島市
大槻電設工業j 72,000 福島市
小澤工業j 60,000 福島市
川名建設工業j 60,000 福島県本宮町
菅野建設工業j 120,000 福島県白沢村
県北総合開発f 120,000 福島市
佐藤工業j 60,000 福島市

サンヨー缶詰j 60,000 福島市
塩田工業j 120,000 福島県石川町
滝谷建設工業j 78,000 福島県三島町
j野地組 120,000 福島県安達町
花春酒造j 54,000 会津若松市
g福島県建設業協
会

2,800,000 福島市

g福島県建設業協
会

120,000 福島県南郷村

g福島県測量設計
業協会

60,000 福島市

福島地区管工事e 120,000 福島市
福島トヨタ自動車
j

60,000 福島市

双葉工業j 72,000 福島県富岡町
吉野正芳事務所 195,000 いわき市
j伊勢甚本社 100,000 水戸市
j潮来工機 2,400,000 茨城県神栖町
茨城倉庫j 70,000 水戸市
茨城トヨタ自動車
j

60,000 水戸市

関彰商事j 150,000 下館市
j大洋 2,400,000 鹿嶋市
日立セメントj 300,000 日立市
j日立ライフ 200,000 日立市
水戸信用金庫 150,000 水戸市
大田原信用金庫 120,000 大田原市
鹿沼相互信用金庫 120,000 鹿沼市
関東自動車j 120,000 宇都宮市
北関東綜合警備保
障j

120,000 宇都宮市

j大高商事 180,000 宇都宮市
g栃木県建設業協
会

204,000 宇都宮市

g栃木県設備業協
会

60,000 宇都宮市

g栃木県舗装協会 60,000 宇都宮市
栃木日産自動車販
売j

60,000 宇都宮市

g吾妻郡医師会 60,000 群馬県中之条
町

朝日印刷工業j 2,060,000 前橋市
池原工業j 60,000 群馬県吾妻町
金田石油f 120,000 群馬県玉村町
関東新聞販売j 500,000 安中市
北群馬信用金庫 60,000 渋川市�
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g群馬県建設業協
会

500,000 前橋市

群馬県建設事業e 60,000 前橋市
ぐんま信用金庫 120,000 前橋市
群馬トヨタ自動車
j

120,000 高崎市

群馬日産自動車j 5,060,000 前橋市
j群馬ロイヤルホ
テル

60,000 前橋市

河本工業j 120,000 館林市
コンピュートロン
j

60,000 前橋市

サンデンj 240,000 伊勢崎市
新日本陸送j 7,000,000 群馬県箕郷町
館林信用金庫 60,000 館林市
田中建設j 60,000 伊勢崎市
田中生コンj 60,000 群馬県玉村町
多野信用金庫 96,000 藤岡市
I大和会西毛病院 100,000 富岡市
千代田建設j 100,000 太田市
I鶴谷会鶴谷病院 2,000,000 群馬県境町
jニューサンラフ 500,000 前橋市
日産部品群馬販売
j

5,000,000 高崎市

j日商 100,000 桐生市
日高工業j 120,000 前橋市
富士食品工業j 60,000 群馬県板倉町
藤田デバイスj 4,000,000 群馬県群馬町
jフレッセイ 1,012,000 前橋市
マチダ・コーポ
レーションj

1,000,000 前橋市

山内工業j 60,000 沼田市
萬屋建設j 60,000 沼田市
力丸流通サービス
j

500,000 前橋市

青木信用金庫 60,000 川口市
太田製薬j 110,000 さいたま市
川口信用金庫 60,000 川口市
jコクド 120,000 所沢市
埼玉県信用金庫 360,000 熊谷市
西武建設j 3,259,200 所沢市
西武鉄道j 6,100,000 所沢市
jハウス二十一 1,200,000 さいたま市
j丸広百貨店 120,000 川越市
旭建設j 60,000 千葉市
科研製薬j 1,560,000 浦安市

j川久 60,000 千葉県蓮沼村
キッコーマンj 5,840,000 野田市
jサクラダ 2,000,000 千葉市
芝工業j 60,000 千葉市
白鳥製薬j 60,000 習志野市
千葉県経済同友会 60,000 千葉市
g千葉県建設業協
会

114,000 千葉市

千葉県建設業協会
北総支部

60,000 佐倉市

千葉県私学団体連
合会

60,000 千葉市

千葉県酒類販売j 120,000 千葉市
千葉県食糧j 60,000 千葉市
g千葉県信用組合
親睦会

60,000 千葉市

千葉政治経済懇談
会

1,200,000 千葉市

j千葉測器 60,000 千葉市
千葉トヨペットj 60,000 千葉市
千葉日産自動車j 60,000 千葉市
利根コカ・コーラ
ボトリングj

60,000 野田市

トヨタカローラ千
葉j

60,000 千葉市

ノザキ建工j 60,000 千葉市
双葉電子工業j 120,000 茂原市
松戸公産j 390,000 松戸市
ユアサ・フナショ
クj

60,000 船橋市

上野トランステッ
クj

60,000 横浜市

j加藤組 72,000 小田原市
神奈川トヨタ自動
車j

60,000 横浜市

川本工業j 180,000 横浜市
関東自動車工業j 500,000 横須賀市
j崎陽軒 180,000 横浜市
j京三製作所 120,000 横浜市
京急サービスj 72,000 横浜市
国土開発工業j 108,000 厚木市
jサカタのタネ 1,036,000 横浜市
相模興業j 120,000 海老名市
J寒川神社 60,000 神奈川県寒川

町
三洋装備j 180,000 横浜市

新小杉開発j 108,000 川崎市
真生工業j 108,000 横浜市
jジャパンニュー
アルファ

108,000 厚木市

j関野建設 108,000 秦野市
jソシア21 180,000 横浜市
j滝川 120,000 横浜市
司建設j 180,000 小田原市
東京瀘器j 200,000 横浜市
日産車体j 2,000,000 平|市
j日新 120,000 横浜市
jニフコ 5,000,000 横浜市
日本発条j 1,500,000 横浜市
jネプチューン 1,250,000 横浜市
藤木企業j 72,000 横浜市
富士通j 10,000,000 川崎市
富士電機ホール
ディングスj

5,040,000 川崎市

北辰工業j 120,000 横浜市
馬淵建設j 60,000 横浜市
j三好商会 180,000 横浜市
横浜エレベータj 180,000 横浜市
横浜信用金庫 120,000 横浜市
横浜地下街j 120,000 横浜市
横浜トヨペットj 60,000 横浜市
jヨロズ 500,000 横浜市
jロイヤルホール 180,000 横浜市
アークランドサカ
モトj

120,000 三条市

jアドヴァンス 200,000 新潟市
j阿部建設 60,000 柏崎市
j有沢製作所 60,000 上越市
石本金属j 60,000 新潟市
jイタリア軒 120,000 新潟市
伊米ケ崎建設j 60,000 新潟県小出町
j植木組 600,000 柏崎市
jウオロク 120,000 新潟市
大川トランステイ
ルj

120,000 新潟市

j大阪屋 60,000 新潟市
j小野組 60,000 新潟県中条町
j加賀田組 1,440,000 新潟市
亀田製菓j 180,000 新潟県亀田町
北日本建材リース
j

300,000 新潟市

共栄建設工業j 60,000 新潟県赤泊村

共和工業j 120,000 三条市
j興和 536,000 新潟市
j近藤組 120,000 新潟市
佐藤食品工業j 120,000 新潟市
g三市中蒲東蒲医
師会

60,000 新津市

田辺工業j 120,000 上越市
j田村商店 60,000 長岡市
第一建設工業j 60,000 新潟市
東光商事j 135,000 新潟市
j東邦アーステッ
ク

120,000 新潟市

中野建設工業j 60,000 新潟県小木町
g新潟県建設業協
会

180,000 新潟市

g新潟県砂利砕石
協会

60,000 新潟市

新潟県農業協同組
合連合会連絡協議
会

240,000 新潟市

j新潟ケンベイ 240,000 新潟県亀田町
j新潟造園土木 100,000 新潟市
新潟中央青果j 120,000 新潟市
j新潟藤田組 120,000 新潟市
j福田組 6,460,000 新潟市
福田石材j 60,000 新潟市
福田道路j 2,120,000 新潟市
藤木鉄工j 120,000 新潟県聖籠町
藤田金属j 60,000 新潟市
古川海運j 60,000 上越市
jブルボン 240,000 柏崎市
北越製紙j 400,000 長岡市
j本間組 3,870,000 新潟市
丸井水産j 90,000 新潟市
j水倉組 120,000 新潟県巻町
理研精機j 120,000 小千谷市
jリフレ 100,000 新潟市
隆成建設j 60,000 新潟市
jリンコー・コー
ポレーション

60,000 新潟市

jレックス 300,000 新潟市
j和田商会 60,000 新潟市
朝日建設j 60,000 富山市
石崎産業j 60,000 魚津市
射水建設興業j 60,000 富山県大島町
岩崎建設j 60,000 富山県福野町
j小川温泉 100,000 富山県朝日町
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j廣貫堂 640,000 富山市
j国土基礎 1,000,000 富山市
サカヰ産業j 60,000 富山市
桜井建設j 60,000 黒部市
サクラパックスj 60,000 富山市
j笹津組 60,000 富山県大沢野

町
佐藤鉄工j 60,000 富山県立山町
三協アルミニウム
工業j

450,000 高岡市

杉本建設j 54,000 富山市
j関口組 60,000 魚津市
高尾建設j 60,000 富山県大山町
タカノ建設j 72,000 富山市
武内プレス工業j 120,000 富山市
田中精密工業j 60,000 富山市
ダイトj 120,000 富山市
寺崎工業j 60,000 高岡市
トナミ運輸j 600,000 高岡市
砺波工業j 60,000 砺波市
富山共同火力発電
j

1,250,000 富山市

富山共同自家発電
j

1,000,000 富山市

j富山クボタ 60,000 高岡市
g富山県建設業協
会

360,000 富山市

富山製紙j 120,000 富山市
富山電気ビルデン
グj

60,000 富山市

富山土石協業組合 60,000 富山市
道路技術サービス
j

60,000 富山県小杉町

日本医薬品工業j 600,000 富山市
日本海建興j 684,000 富山市
伏木海陸運送j 132,000 高岡市
j不二越 500,000 富山市
北電産業j 1,060,000 富山市
北電テクノサービ
スj

60,000 富山市

北陸コカ・コーラ
ボトリングj

60,000 高岡市

北陸電気工事j 3,960,000 富山市
j北陸電機商会 120,000 富山市
北陸発電工事j 60,000 富山市
j四方組 60,000 新湊市

米原商事j 60,000 砺波市
リードケミカルj 120,000 富山市
若鶴酒造j 60,000 砺波市
アイシーシーレミ
コンj

100,000 松任市

jアシーズ 100,000 金沢市
アトム運輸j 120,000 金沢市
アムズj 120,000 金沢市
jイスルギ 100,000 金沢市
j和泉建設 100,000 金沢市
稲垣産業j 100,000 金沢市
jエリオ商事 100,000 加賀市
かがつうシステム
j

110,000 金沢市

加州建設j 120,000 金沢市
j河合組 100,000 石川県野々市

町
岳邦建設j 100,000 金沢市
岸建販j 100,000 金沢市
jキョー・エイ 120,000 金沢市
黒田建設j 120,000 金沢市
兼六建設j 100,000 金沢市
近藤工務店j 100,000 金沢市
j坂田組 100,000 金沢市
佐竹電気設備事務
所

70,000 金沢市

三恵物産j 120,000 金沢市
三幸電設j 100,000 金沢市
澁谷工業j 240,000 金沢市
j真和 2,000,000 金沢市
城西運輸機工j 120,000 金沢市
城東建設j 100,000 金沢市
セントラルメディ
カルj

100,000 金沢市

第一電機工業j 100,000 金沢市
j大地電業所 120,000 金沢市
jダスキン北陸 100,000 金沢市
ツボ電気工事j 100,000 金沢市
日栄商事j 120,000 金沢市
はやし建設j 120,000 金沢市
j別川製作所 120,000 松任市
j北都組 100,000 金沢市
北陸計器工業j 2,000,000 石川県野々市

町
jホクリク商工 80,000 金沢市
北陸東和冷暖房j 120,000 金沢市

北国建設j 100,000 金沢市
本田鉄工j 100,000 金沢市
真柄建設j 9,379,200 金沢市
j松本工務店 100,000 金沢市
三谷産業j 240,000 金沢市
みのり建設j 100,000 石川県野々市

町
j明≤組 100,000 金沢市
米沢電気工事j 100,000 金沢市
菱機工業j 240,000 金沢市
石黒建設j 120,000 福井市
江守商事j 120,000 福井市
木原建設j 120,000 武生市
福井共同火力発電
j

1,250,000 福井県三国町

坂川建設j 60,000 福井市
轟産業j 110,000 福井市
日華化学j 120,000 福井市
日信化学工業j 120,000 武生市
j日本ピーエス 300,000 敦賀市
g福井県繊協ビル
同業会

60,000 福井市

福井信用金庫 60,000 福井市
j前川元組 120,000 福井市
村中建設j 120,000 福井市
j飯島工事 60,000 塩山市
jいちやまマート 100,000 山梨県玉穂町
jエフ・エー・
シー・メリディア
ン

1,000,000 富士吉田市

jオギノ 100,000 甲府市
桂建設j 90,000 大月市
協和産業j 60,000 甲府市
j桑原組 100,000 大月市
甲府富士屋ホテル 100,000 甲府市
j東京洗染機械製
作所

100,000 山梨市

j日本ネットワー
クサービス

120,000 甲府市

日本連合警備j 60,000 甲府市
jはくばく 120,000 山梨県増穂町
ヒューマンネット
ワークj

1,000,000 山梨県河口湖
町

j廣川工業所 100,000 塩山市
ファナックj 2,000,000 山梨県忍野村

富士観光開発j 70,000 山梨県河口湖
町

富士観光興業j 250,000 山梨県足和田
村

富士急オートサー
ビスj

1,000,000 富士吉田市

富士急建設j 3,500,000 富士吉田市
j富士急情報シス
テム

2,250,000 山梨県河口湖
町

j富士急ハイラン
ド

250,000 富士吉田市

富士急山梨ハイ
ヤーj

250,000 富士吉田市

j富士急リゾート
アメニティ

250,000 山梨県山中湖
村

富士タクシーj 475,000 大月市
f山梨技建 60,000 山梨市
山梨県運輸政策研
究会

100,000 山梨県石和町

山梨県信用金庫協
会

200,000 甲府市

g山梨県信用組合
協会

800,000 甲府市

g山梨県土地改良
協会

180,000 甲府市

山梨通運j 60,000 山梨市
山梨トヨペットj 100,000 甲府市
アルプス中央信用
金庫

100,000 伊奈市

伊那バスj 60,000 伊那市
北野建設j 4,700,000 長野市
キッセイ薬品工業
j

1,720,000 松本市

jシナノポリ 60,000 長野市
諏訪倉庫j 200,000 岡谷市
タカノj 150,000 長野県宮田村
j竹腰工業所 120,000 伊那市
東京法令出版j 120,000 長野市
長野県経営者協会 120,000 長野市
g長野県建設業協
会

150,000 長野市

長野信用金庫 240,000 長野市
j安部工業所 90,000 岐阜市
イビデンj 300,000 大垣市
g岐阜県山林協会 100,000 岐阜市
太平洋工業j 500,000 大垣市�
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j丸杉 1,100,000 岐阜市
市川土木j 200,000 静岡市
f岩瀬建設 1,000,000 静岡県中伊豆

町
磐田信用金庫 150,000 磐田市
j遠鉄百貨店 250,000 浜松市
表富士観光j 250,000 富士市
j尾鷲組 60,000 静岡県戸田村
掛川信用金庫本部 60,000 掛川市
神座興産j 60,000 島田市
g静岡県建設業協
会

2,100,000 静岡市

g静岡建設業協会 1,200,000 静岡市
静岡県設備協会 300,000 浜松市
静岡県設備協会 400,000 静岡市
静岡県設備協会 300,000 沼津市
静岡県トラック運
送事業経営者連盟

60,000 静岡市

静岡信用金庫 200,000 静岡市
g島田建設業協会 760,000 島田市
g清水建設業協会 300,000 静岡市
清水製薬j 120,000 静岡市
清水地区建設事業
e

430,000 静岡市

清水埠頭j 150,000 静岡市
g下田建設業協会 410,000 下田市
医療法人社団浩仁
会矢田眼科医院

60,000 静岡県大仁町

医療法人社団八洲
会誠和藤枝病院

60,000 藤枝市

スズキj 16,200,000 浜松市
鈴与j 500,000 静岡市
鈴与商事j 200,000 静岡市
鈴与自動車運送j 170,000 静岡市
静寿工業j 60,000 静岡市
静清信用金庫 200,000 静岡市
田子の浦埠頭j 100,000 富士市
天龍土建工業j 71,000 天竜市
jＴＯＫＡＩ 6,500,000 静岡市
g沼津建設業協会 680,000 沼津市
浜松信用金庫 100,000 浜松市
浜松地区建設事業
e

1,070,000 浜松市

g袋井建設業協会 700,000 袋井市
富士急伊豆タク
シーj

250,000 三島市

g富士建設業協会 780,000 富士市
j丸川 100,000 焼津市
g三島建設業協会 750,000 三島市
j村上開明堂 100,000 静岡市
焼津信用金庫 200,000 焼津市
ヤマハ発動機j 6,700,000 磐田市
愛三工業j 2,000,000 大府市
アイシン精機j 5,300,000 刈谷市
愛知県中央青果j 60,000 岡崎市
愛知製鋼j 3,000,000 東海市
愛知電機j 60,000 春日井市
愛知時計電機j 240,000 名古屋市
旭精機工業j 120,000 尾張旭市
天野エンザイムj 220,000 名古屋市
いちい信用金庫 60,000 一宮市
jＩＮＡＸ 100,000 常滑市
jイノアックコー
ポレーション

200,000 名古屋市

岡崎信用金庫 120,000 岡崎市
岡谷鋼機j 500,000 名古屋市
川崎設備工業j 1,220,000 名古屋市
興和j 940,000 名古屋市
j三和化学研究所 360,000 名古屋市
jシーテック 2,048,000 名古屋市
シロキ工業j 100,000 豊川市
瀬戸信用金庫 180,000 瀬戸市
大洋薬品工業j 360,000 名古屋市
瀧定名古屋j 600,000 名古屋市
大有建設j 60,000 名古屋市
中央電気工事j 60,000 名古屋市
中電興業j 2,000,000 名古屋市
j中部プラント
サービス

2,024,000 名古屋市

jデンソー 14,600,000 刈谷市
jトーエネック 14,000,000 名古屋市
東海興業j 100,000 大府市
東海ゴム工業j 300,000 小牧市
豊島j 84,000 名古屋市
豊田工機j 2,000,000 刈谷市
豊田合成j 500,000 愛知県春日町
トヨタ車体j 500,000 刈谷市
j豊田自動織機 5,000,000 刈谷市
トヨタ自動車j 64,400,000 豊田市

豊田通商j 3,000,000 名古屋市
豊田紡織j 72,000 刈谷市
名古屋競馬j 60,000 名古屋市
j日碍環境サービ
ス

120,000 名古屋市

日本ガイシj 3,000,000 名古屋市
日本車輌製造j 1,350,000 名古屋市
日本特殊陶業j 1,000,000 名古屋市
福玉精穀倉庫j 200,000 愛知県大口町
富士機械製造j 120,000 知立市
フタバ産業j 230,000 岡崎市
ホーユーj 120,000 名古屋市
豊和工業j 1,400,000 愛知県新川町
j松坂屋 1,680,000 名古屋市
マドラスj 240,000 名古屋市
丸定産業j 120,000 東海市
jマルタケ 1,000,000 常滑市
名港海運j 360,000 名古屋市
名証取引参加者協
会

1,150,000 名古屋市

矢作建設工業j 60,000 名古屋市
ヤマザキマザック
j

500,000 愛知県大口町

j山田商会 60,000 名古屋市
リゾートトラスト
j

200,000 名古屋市

リンナイj 120,000 名古屋市
j赤福 54,000 伊勢市
長島観光開発j 60,000 三重県長島町
日本トランスシ
ティj

1,000,000 四日市市

廣瀬精工j 60,000 三重県小俣町
三重県自動車販売
協会

72,000 津市

三重県農業協同組
合中央会共通総務
室

120,000 津市

水谷建設j 60,000 桑名市
淺野運輸倉庫j 200,000 栗東市
綾羽j 600,000 大津市
jイチバン・コー
ポレーション

120,000 彦根市

j梅沢酸素 60,000 大津市
キタイ設計j 120,000 滋賀県安土町
j協同印刷 60,000 大津市
甲賀バラスj 60,000 滋賀県土山町
滋賀運送j 60,000 滋賀県水口町

g滋賀県建設業協
会

5,400,000 大津市

g滋賀県骨材協会 120,000 大津市
滋賀県倉庫協会 120,000 大津市
g滋賀県測量設計
技術協会

240,000 大津市

g滋賀県トラック
運送事業政治連盟

120,000 守山市

j清水鉄工所 60,000 彦根市
j南洋軒 60,000 草津市
jびわ湖バレイ 60,000 滋賀県志賀町
j水原建築設計事
務所

120,000 彦根市

jイセトー 250,000 京都市
上原成商事j 360,000 京都市
j魚国総本社 120,000 京都市
大倉産業j 240,000 宇治市
オムロンj 8,800,000 京都市
鐘通j 120,000 京都市
川東商事j 60,000 京都市
黄桜酒造j 120,000 京都市
j京写 120,000 京都府久御山

町
京セラj 1,600,000 京都市
京都青果合同j 60,000 京都市
京都ブライトンホ
テルj

120,000 京都市

j協和製作所 120,000 京都市
S園新地甲部組合 96,000 京都市
京華産業j 60,000 京都市
月桂冠j 1,200,000 京都市
j公益社 240,000 京都市
j高台寺土井 60,000 京都市
寿フォーム印刷j 60,000 京都市
j最上インクス 60,000 京都市
島津エンタープラ
イズj

54,000 京都市

j島津製作所 960,000 京都市
大平印刷j 120,000 京都市
宝ホールディグス
j

1,200,000 京都市

竹菱電機j 60,000 京都市
東邦電気産業j 60,000 京都市
ニチコンj 1,050,000 京都市
日新電機j 650,000 京都市
日東精工j 120,000 綾部市
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日本新薬j 1,420,000 京都市
日本電池j 840,000 京都市
任天堂j 600,000 京都市
i不審菴 120,000 京都市
双葉メンテナンス
工業j

60,000 京都市

j堀場製作所 360,000 京都市
村田機械j 600,000 京都市
j村田製作所 600,000 長岡京市
森紙業j 60,000 京都市
j山勝 7,500,000 京都市
山科電気工事j 60,000 京都市
ロームj 600,000 京都市
jワコール 1,200,000 京都市
j淺沼組 15,808,000 大阪市
旭化成j 1,240,000 大阪市
芦森工業j 72,000 大阪市
jアズウェル 60,000 大阪市
アルスコーポレー
ションj

60,000 堺市

粟井鋼商事j 60,000 大阪市
伊藤忠商事j 17,000,000 大阪市
稲畑産業j 600,000 大阪市
jイムラ封筒 100,000 大阪市
永和信用金庫 72,000 大阪市
jエクセディ 1,000,000 寝屋川市
ＮＴＮj 500,000 大阪市
オーエッチ工業j 72,000 東大阪市
jオーエム製作所 60,000 大阪市
大阪魚市場j 60,000 大阪市
大阪サニタリー金
属工業e

100,000 摂津市

大阪市信用金庫 96,000 大阪市
大阪精工j 60,000 東大阪市
大阪製鋲j 60,000 東大阪市
大阪地下街j 60,000 大阪市
大阪トヨペットj 60,000 大阪市
j大阪西川 120,000 大阪市
扇谷興業j 60,000 大阪市
鳳ビル管理j 3,000,000 大阪市
鳳保険サービスj 5,200,000 大阪市
j大林組 12,210,000 大阪市
j奥村組 7,152,000 大阪市
奥村組土木興業j 1,000,000 大阪市
小倉屋j 72,000 大阪市
小野薬品工業j 2,980,000 大阪市

カトーレックj 120,000 摂津市
北村林業j 100,000 大阪市
清田軌道工業j 60,000 大阪市
近畿コカ・コーラ
ボトリングj

120,000 摂津市

近鉄エンジニアリ
ングj

60,000 大阪市

jきんでん 13,000,000 大阪市
jクボタ 2,000,000 大阪市
栗原工業j 60,000 大阪市
j栗本鐵工所 460,000 大阪市
京阪電気鉄道j 5,214,000 大阪市
j公益社 120,000 大阪市
j鴻治組 90,000 大阪市
鴻池運輸j 120,000 大阪市
j鴻池組 5,970,000 大阪市
鴻池建設j 1,700,000 貝|市
光洋精工j 500,000 大阪市
寿不動産j 3,000,000 大阪市
小林製薬j 380,000 大阪市
jコミューチュア 60,000 大阪市
沢井製薬j 330,000 大阪市
j三晃空調 120,000 大阪市
山水色素工業j 60,000 東大阪市
参天製薬j 1,960,000 大阪市
サントリーj 19,900,000 大阪市
三洋電機j 3,500,000 守口市
塩野義製薬j 3,100,000 大阪市
jシマダ技術コン
サルタント

470,000 大阪市

昭和電機j 120,000 大東市
新日本カレンダー
j

156,000 大阪市

j杉村倉庫 200,000 大阪市
住友金属工業j 10,000,000 大阪市
住友商事j 17,000,000 大阪市
住友生命保険V 6,460,000 大阪市
住友製薬j 2,480,000 大阪市
j住友倉庫 1,000,000 大阪市
住友電気工業j 600,000 大阪市
住友電設j 108,000 大阪市
住江織物j 120,000 大阪市
積水ハウスj 660,000 大阪市
攝津水都信用金庫 60,000 茨木市
センコーj 192,000 大阪市
千寿製薬j 560,000 大阪市

j錢高組 9,650,000 大阪市
象印マホービンj 180,000 大阪市
タイガースポリ
マーj

100,000 豊中市

大幸薬品j 220,000 吹田市
jˆ島屋 150,000 大阪市
高田機工j 290,000 大阪市
jタクマ 500,000 尼崎市
武田薬品工業j 7,240,000 大阪市
j竹中工務店 15,210,000 大阪市
武村土地j 72,000 東大阪市
j田中食品興業所 108,000 堺市
田辺製薬j 3,340,000 大阪市
タヒボ・ジャパン
j

7,500,000 大阪市

田淵海運j 84,000 大阪市
ダイキン工業j 3,000,000 大阪市
ダイキンプラント
j

60,000 大阪市

大建工業j 200,000 大阪市
ダイダンj 60,000 大阪市
大寅蒲鉾j 60,000 大阪市
大同化学工業j 180,000 大阪市
大同生命保険j 1,700,000 大阪市
大日本製薬j 2,220,000 大阪市
jダイニンテック 72,000 東大阪市
ダイハツ工業j 18,200,000 池田市
大福信用金庫 60,000 大阪市
jダイヘン 240,000 大阪市
ダイヤモンド電機
j

200,000 大阪市

大和ハウス工業j 720,000 大阪市
大和紡績j 120,000 大阪市
中外炉工業j 180,000 大阪市
j椿本チエイン 120,000 大阪市
ＴＣＭj 3,500,000 大阪市
帝国チャックj 108,000 八尾市
鉄道リネンサービ
スj

60,000 大阪市

j酉島製作所 100,000 高槻市
南海電気鉄道j 4,500,000 大阪市
j日建設計 360,000 大阪市
ニッセイ同和損害
保険j

1,900,000 大阪市

ニッタj 150,000 大阪市
日本橋梁j 170,000 大阪市

日本交通j 180,000 大阪市
日本生命保険V 11,530,000 大阪市
日本ニューマチッ
ク工業j

100,000 大阪市

日本ハムj 750,000 大阪市
日本紡績協会 8,000,000 大阪市
日本ボデーパーツ
工業j

60,000 大阪市

jハーテック 108,000 大阪市
八光信用金庫 72,000 八尾市
j阪急百貨店 840,000 大阪市
阪神電気鉄道j 5,300,000 大阪市
菱井工業j 60,000 東大阪市
枚方信用金庫 72,000 枚方市
富士火災海上保険
j

2,100,000 大阪市

藤沢薬品工業j 3,100,000 大阪市
jフセラシ 84,000 東大阪市
豊國建設j 108,000 大阪市
松下電器産業j 20,520,000 門真市
j松村組 4,650,000 大阪市
丸石製薬j 380,000 大阪市
丸一鋼管j 264,000 大阪市
マルホj 540,000 大阪市
三木産業j 360,000 大阪市
三菱ウェルファー
マj

4,440,000 大阪市

モリ工業j 72,000 河内長野市
森田化学工業j 60,000 大阪市
j安井建築設計事
務所

60,000 大阪市

j米丸電機製作所 60,000 大阪市
レンゴーj 180,000 大阪市
ロート製薬j 1,120,000 大阪市
ローレルバンクマ
シンj

144,000 大阪市

和光純薬工業j 276,000 大阪市
尼崎信用金庫 240,000 尼崎市
淡路信用金庫 60,000 洲本市
j伊藤組 60,000 兵庫県香住町
伊藤ハムj 600,000 西宮市
川崎興産j 60,000 神戸市
川崎重工業j 1,190,000 神戸市
川重商事j 60,000 神戸市
j神崎組 7,000,000 姫路市
グローリー工業j 60,000 姫路市�
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神戸信用金庫 120,000 神戸市
I山西会宝|三田
病院

100,000 三田市

新明和工業j 600,000 宝|市
住友ゴム工業j 1,000,000 神戸市
È谷包装産業j 60,000 尼崎市
東興海運j 60,000 神戸市
トヨタカローラ姫
路j

60,000 姫路市

トヨタビスタ神戸
j

60,000 神戸市

トヨタ部品兵庫共
販j

60,000 神戸市

jニチリン 100,000 神戸市
日本ケーブルシス
テムj

1,000,000 宝|市

日本香料薬品j 60,000 神戸市
バンドー化学j 400,000 神戸市
ヒガシマルG油j 96,000 龍野市
姫路信用金庫 60,000 姫路市
兵庫トヨタ自動車
j

240,000 神戸市

三ツ星ベルトj 400,000 神戸市
大和製衡j 120,000 明石市
大倭殖産j 200,000 奈良市
j尾田組 100,000 奈良市
佐藤薬品工業j 240,000 橿原市
jサンコウ設計 120,000 橿原市
自由民主党奈良県
議会議員会

300,000 奈良市

中野林業j 120,000 御所市
i奈良県自由民主
会館

600,000 奈良市

奈良県製薬e 120,000 御所市
j平成建設 120,000 橿原市
jアオキ建設 60,000 鳥取県関金町
fアカギ 60,000 米子市
j秋山組 120,000 鳥取市
吾妻商事f 60,000 鳥取県岩美町
f足立組 60,000 境港市
fアリオン 120,000 鳥取県溝口町
j井木組 240,000 鳥取県赤碕町
池田建設j 60,000 鳥取県若桜町
j石谷組 60,000 鳥取県船岡町
石田工業j 60,000 倉吉市
j石本組 60,000 鳥取市

f伊藤組 120,000 鳥取市
jいない 60,000 倉吉市
j井中組 120,000 倉吉市
j稲田組 60,000 鳥取県日野町
f今田組 90,000 鳥取県日南町
f今松工務店 60,000 鳥取県日南町
j岩崎組 60,000 米子市
イワタ建設j 180,000 米子市
jウオタニ 120,000 境港市
打吹建設j 120,000 倉吉市
馬野建設j 240,000 鳥取県赤碕町
jエイブル 60,000 米子市
j大谷組 120,000 鳥取市
f大谷建設 60,000 鳥取県船岡町
鵬技術コンサルタ
ントj

60,000 倉吉市

f岡嶋工務店 60,000 鳥取県船岡町
f岡田建設 60,000 鳥取県日南町
f岡部組 60,000 境港市
オグラ建設j 120,000 鳥取県北条町
f小椋工務店 60,000 鳥取県三朝町
オムロン倉吉j 120,000 倉吉市
開発建設j 120,000 鳥取市
j懸Ë工務店 120,000 鳥取市
加登脇建設j 120,000 鳥取県東伯町
金森建設j 60,000 倉吉市
j金田工務店 60,000 米子市
j河金組 180,000 倉吉市
f川端組 120,000 鳥取県江府町
環境建設j 60,000 米子市
j木下建設 120,000 境港市
f共栄組 60,000 鳥取県大栄町
e山陰商工信用 60,000 鳥取市
共和水産j 72,000 境港市
菌興推茸e 240,000 鳥取市
j栗林組 120,000 米子市
j栗山組 240,000 鳥取市
jくるま 240,000 米子市
グッドヒルj 240,000 鳥取市
グリーン工業j 60,000 鳥取市
jケーオウェイ 120,000 米子市
jケイズ 124,000 米子市
晃進建設f 60,000 鳥取県北条町
f江川組 60,000 鳥取県江府町
f高野組 240,000 鳥取県赤碕町

光葉工業j 60,000 鳥取県日吉津
村

j興洋工務店 240,000 鳥取市
こおげ建設j 240,000 鳥取県郡家町
越河j 60,000 米子市
f寿組 60,000 倉吉市
寿製菓j 120,000 米子市
j米吾 60,000 米子市
境港海陸運送j 120,000 境港市
j先本組 60,000 米子市
j酒類問屋足統 120,000 米子市
f澤田建設 120,000 鳥取県日南町
サンイン技術コン
サルタントj

60,000 米子市

山陰建設j 120,000 鳥取県郡家町
山陰酸素工業j 120,000 米子市
山陰信販j 120,000 米子市
j三協商会 240,000 鳥取市
j山東建設 120,000 鳥取県鹿野町
jサンマート 60,000 鳥取市
三洋重機j 60,000 鳥取市
塩谷林業j 60,000 米子市
j重道組 240,000 倉吉市
jシモモト 180,000 米子市
シンワ技研コンサ
ルタントj

60,000 米子市

jＪＡいなば燃料
センター

120,000 鳥取市

j杉本建設 60,000 鳥取県東伯町
f住田組 120,000 鳥取県江府町
千代建設j 120,000 鳥取県智頭町
全国農業協同組合
連合会鳥取県本部

120,000 鳥取市

曾我工業j 60,000 米子市
高橋建設f 60,000 鳥取県日野町
j竹田組 120,000 米子市
j竹田工務店 60,000 米子市
田澤建設j 180,000 鳥取市
jタナカ技建 60,000 境港市
j田中組 120,000 鳥取県岩美町
田中建設f 60,000 鳥取県日野町
j田中建設 120,000 鳥取市
f田村建設 120,000 米子市
f田守組 60,000 米子市
大栄建設工業f 60,000 鳥取県大栄町
j大協組 120,000 米子市

大山乳業農業e 96,000 鳥取県東伯町
ダイニチ技研j 60,000 鳥取県名和町
大松建設j 120,000 米子市
大和建設j 240,000 鳥取市
大和設備j 120,000 鳥取市
中央建設j 240,000 鳥取県河原町
jチュウブ 120,000 鳥取県東伯町
中部舗装j 60,000 鳥取県北条町
f坪倉組 60,000 鳥取県日南町
jトーハクイン 60,000 鳥取県東伯町
東亜青果j 60,000 米子市
東亜土木f 60,000 倉吉市
j東部重機建設 60,000 鳥取市
トスクj 60,000 鳥取市
f戸田建設 120,000 米子市
鳥取いなば農業e 120,000 鳥取市
鳥取西部農業e 120,000 米子市
j鳥取大丸 240,000 鳥取市
鳥取中央農業e 120,000 倉吉市
鳥取生コンj 60,000 鳥取市
j中井脩 120,000 鳥取市
中一建設j 120,000 鳥取県若桜町
f中尾工業 120,000 鳥取市
j中尾税経総合事
務所

120,000 鳥取市

f中信建設 60,000 鳥取県国府町
中村建設f 60,000 鳥取県日野町
jなかやま 60,000 米子市
f長石建設 60,000 倉吉市
j名大組 240,000 鳥取県智頭町
永瀬石油j 120,000 米子市
西谷技術コンサル
タントj

60,000 倉吉市

f西山建設 120,000 鳥取県名和町
日南振興j 60,000 鳥取県日南町
日本海信販j 60,000 鳥取市
日本海冷凍魚j 60,000 境港市
日本交通j 240,000 鳥取市
j白兎設計事務所 60,000 鳥取市
f花のれん 72,000 鳥取市
jハマサキ 120,000 鳥取市
f浜村建設 60,000 鳥取県気高町
f浜本組 120,000 鳥取県江府町
jハリコ 60,000 鳥取県大山町
日ノ丸観光j 60,000 鳥取市
日ノ丸産業j 120,000 鳥取市
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日ノ丸総本社j 240,000 鳥取市
j平井組 60,000 鳥取県大山町
f平井工業 60,000 米子市
jフィディア 60,000 米子市
福井土建j 120,000 倉吉市
f福岡組 120,000 鳥取県日南町
福上工業j 60,000 鳥取県岩美町
服島運輸j 120,000 米子市
f福本土木 60,000 鳥取県赤碕町
f藤本組 120,000 鳥取県岸本町
j藤原組 240,000 鳥取市
藤原建設j 120,000 鳥取市
船越建設j 60,000 鳥取県名和町
平成木材j 120,000 境港市
平和建設f 60,000 鳥取市
豊栄建設f 60,000 鳥取県北条町
宝木建設j 60,000 鳥取県気高町
j北和 120,000 鳥取県大栄町
本城硝子建材商事
j

60,000 米子市

f前嶋組 120,000 鳥取県東郷町
j松田組 120,000 鳥取県郡家町
f松本組 120,000 米子市
f松本建設 60,000 鳥取県中山町
j松本鉄工所 120,000 鳥取県大栄町
f丸山組 120,000 鳥取県東伯町
fみどり建設 60,000 米子市
美穂建設j 120,000 鳥取市
美保テクノスj 240,000 米子市
f都田組 60,000 境港市
f宮本組 60,000 鳥取県若桜町
八頭土木建築f 120,000 鳥取県若桜町
f山口建設 60,000 鳥取県羽合町
やまこう建設j 240,000 鳥取市
f山田建設 60,000 鳥取県溝口町
f山本おたふく堂 60,000 鳥取県東伯町
f八幡建設 60,000 鳥取県泊村
j吉谷機械製作所 120,000 鳥取市
吉田建設j 120,000 鳥取県国府町
米子松蔭高等学校 60,000 米子市
fワイエー建設工
業

60,000 鳥取県東伯町

j朝日砕石 120,000 島根県西郷町
f足立建設 120,000 島根県広瀬町
jアトラス 350,000 松江市
j安部建設 120,000 島根県横田町

f池田材木店 120,000 島根県西郷町
j石田弥太郎商店 60,000 浜田市
f石橋工務所 120,000 島根県布施村
jイズカ 120,000 出雲市
jイズコン 120,000 出雲市
イズテックj 350,000 出雲市
出雲一畑交通j 120,000 出雲市
出雲グリーンj 470,000 出雲市
出雲造機j 120,000 安来市
出雲地区生コンク
リートe

500,000 出雲市

出雲土建j 120,000 出雲市
出雲生コンj 120,000 出雲市
一畑工業j 120,000 松江市
一畑電設j 120,000 松江市
j一畑トラベル
サービス

120,000 松江市

j松江ターミナル
デパート

60,000 松江市

今井産業j 4,360,000 島根県桜江町
今井商事j 1,000,000 島根県桜江町
今岡工業j 5,360,000 出雲市
j岩多屋 120,000 浜田市
岩成工業j 120,000 島根県大社町
石見窯業j 240,000 江津市
雲南建設j 120,000 島根県加茂町
雲南生コンクリー
トe

120,000 島根県三刀屋
町

f大島工務所 120,000 安来市
e大田ショッピン
グセンター

120,000 大田市

大畑建設j 4,360,000 益田市
隠岐酒造j 120,000 島根県西郷町
j小畑建設 120,000 出雲市
開盛建設j 120,000 島根県柿木村
jカイハツ 350,000 出雲市
f香川建設 120,000 島根県掛合町
掛合運送f 120,000 島根県掛合町
j春日工業 500,000 松江市
f加藤組 120,000 島根県大東町
f門脇工務店 120,000 島根県都万村
カナツ技建工業j 4,660,000 松江市
j金田建設 2,240,000 島根県西郷町
f亀屋産業 120,000 島根県西郷町
f北川工務店 140,000 島根県広瀬町

協和地建コンサル
タントj

120,000 松江市

j技研設備 120,000 益田市
グリーン建設j 120,000 出雲市
ケーシーコンサル
タントj

500,000 松江市

jケイナン 120,000 島根県横田町
慶南商事f 120,000 島根県横田町
f晃英 60,000 松江市
f河野組 120,000 浜田市
jコスモ建設コン
サルタント

470,000 島根県斐川町

小谷工業f 120,000 安来市
f寿開発 1,500,000 島根県斐川町
f寿商事 5,000,000 島根県斐川町
湖北ベニヤj 360,000 松江市
j近藤建設 120,000 島根県広瀬町
江津土建j 360,000 江津市
j佐藤組 120,000 松江市
j佐藤工務所 120,000 島根県仁多町
j佐藤工務店 120,000 出雲市
山陰開発コンサル
タントj

350,000 松江市

山陰電工j 120,000 出雲市
三和コンクリート
工業f

5,000,000 島根県斐川町

三和商事j 120,000 浜田市
島建コンサルタン
トj

470,000 島根県大社町

島根宇部アスファ
ルト合材j

1,000,000 松江市

g島根県森林土木
協会

60,000 松江市

島根県自動車販売
協会

120,000 松江市

g島根県測量設計
業協会

120,000 島根県玉湯町

e島根県鐵工会 120,000 松江市
g島根県電気工事
業協会

120,000 松江市

g島根県舗装協会 2,620,000 島根県玉湯町
島根県遊技業e 300,000 松江市
島根石油j 120,000 浜田市
島根電工j 3,132,000 松江市
島根トヨタ自動車
j

120,000 松江市

島根日産自動車j 120,000 松江市
島根米穀j 60,000 松江市
祥星技術j 350,000 島根県木次町
祥洋建設j 2,620,000 浜田市
昭和セメント工業
j

120,000 出雲市

j伸興サンライズ 1,000,000 松江市
新日本設備工業j 120,000 出雲市
f伸洋工業 500,000 松江市
j水明荘 120,000 松江市
石成道路j 120,000 浜田市
j園山組 120,000 出雲市
大社建設j 120,000 島根県邑智町
大成電気水道工業
j

120,000 出雲市

f大豊建設 120,000 島根県大東町
j竹下技術コンサ
ルタント

120,000 出雲市

j竹田組 120,000 島根県西郷町
j田中建設 120,000 安来市
f谷口印刷 120,000 松江市
j大建コンサルタ
ント

500,000 益田市

大東興産j 500,000 島根県大東町
jダイニ 120,000 出雲市
大福工業j 3,620,000 出雲市
中央林産商事j 120,000 松江市
中国道路j 1,120,000 益田市
土田産業j 60,000 島根県三隅町
j都間土建 3,120,000 島根県三刀屋

町
津和野信用金庫 100,000 島根県津和野

町
jＴＳＫメディア
ワーク

120,000 松江市

テクノ工業j 60,000 松江市
東和建設工業j 120,000 大田市
jトガノ建設 120,000 出雲市
j内藤組 120,000 出雲市
内藤鉄工j 120,000 島根県湖陵町
j中垣組 360,000 浜田市
jナカサン 3,000,000 出雲市
j中澤建設 120,000 島根県掛合町
f中島建設 120,000 安来市
j中筋組 3,360,000 出雲市
j中筋商事 1,000,000 出雲市�
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f中田建設 120,000 安来市
永井建設j 240,000 江津市
梨木建設j 120,000 浜田市
西日本海合板j 408,000 浜田市
日新建設j 120,000 益田市
日新林業j 360,000 境港市
j日西テクノプラ
ン

350,000 松江市

日発技研j 350,000 松江市
日発工業j 3,024,000 松江市
日本海観光j 700,000 松江市
j日本海技術コン
サルタント

350,000 島根県宍道町

日本海信用金庫 120,000 浜田市
野白建材j 120,000 松江市
八神トラストj 120,000 島根県頓原町
jはしまや 120,000 安来市
八興電気j 120,000 出雲市
浜田小野田レミコ
ンj

120,000 浜田市

浜田ガスj 120,000 浜田市
濱田港運j 120,000 浜田市
浜田砕石j 200,000 浜田市
浜田マルヰj 120,000 浜田市
j原工務所 276,000 江津市
j原商 240,000 島根県宍道町
飯古建設f 120,000 島根県海土町
j半田組 360,000 浜田市
ヒカワ工業f 1,500,000 島根県斐川町
匹見興産j 300,000 島根県匹見町
f日高組 120,000 島根県大和村
j日高工務店 120,000 島根県羽須美

村
f日野砕石 120,000 島根県八雲村
平井建設j 120,000 安来市
jフクダ 3,620,000 島根県斐川町
福間商事j 740,000 出雲市
j藤井基礎設計事
務所

350,000 松江市

f藤原組 120,000 島根県伯太町
j藤原鐵工所 120,000 松江市
j豊洋建設 360,000 松江市
北陽技建j 470,000 出雲市
f細貝組 120,000 島根県大東町
jホテル一畑 120,000 松江市
堀江化工j 180,000 江津市

j掘工務店 120,000 大田市
前田建設f 120,000 島根県匹見町
j前田工務店 120,000 島根県川本町
益田興産j 620,000 益田市
松井j 120,000 出雲市
松江一畑タクシー
j

120,000 松江市

松江石油j 60,000 松江市
松江土建j 4,360,000 松江市
松江生コンj 120,000 松江市
f松原組 120,000 安来市
j馬庭建築設計事
務所

120,000 島根県大社町

まるなか建設j 3,120,000 松江市
丸永建設j 120,000 安来市
jミック 120,000 松江市
三刀屋金属j 120,000 島根県三刀屋

町
宮田建設工業j 120,000 浜田市
j毛利組 120,000 浜田市
f森崎窯業 120,000 島根県温泉津

町
j守谷刃物研究所 120,000 安来市
f森脇組 120,000 島根県瑞穂町
やくもわたj 120,000 出雲市
f山根建設 120,000 島根県大東町
f山本建設 120,000 島根県石見町
f山本工業 120,000 島根県広瀬町
jワールド測量設
計

350,000 島根県斐川町

和幸j 180,000 松江市
j和興 500,000 益田市
渡部印刷j 96,000 松江市
j渡部工務店 120,000 安来市
アイサワ工業j 4,099,200 岡山市
明石被服興業j 5,120,000 倉敷市
j旭鉄工所 1,000,000 岡山市
jアステア 500,000 総社市
天野産業j 120,000 笠岡市
井笠鉄道j 180,000 笠岡市
イケダ物産j 60,000 倉敷市
内山工業j 180,000 岡山市
宇野自動車j 60,000 岡山市
jエイトコンサル
タント

180,000 岡山市

j大本組 6,240,000 岡山市

岡山県貨物運送j 120,000 岡山市
g岡山県建設業協
会

405,000 岡山市

g岡山県タクシー
協会

300,000 岡山市

j岡山国際ホテル 180,000 岡山市
おかやま信用金庫 120,000 岡山市
岡山電気軌道j 240,000 岡山市
岡山トヨタ自動車
j

120,000 岡山市

岡山プラザホテル
j

180,000 岡山市

岡山舗道j 120,000 岡山県邑久町
j小倉組 120,000 岡山市
j小田組 90,000 岡山県芳井町
カイタックj 300,000 岡山市
笠岡通運j 60,000 笠岡市
jカネソ22 60,000 笠岡市
倉敷化工j 120,000 倉敷市
佐藤建設j 120,000 岡山県美作町
下津井電鉄j 360,000 岡山市
シャープタカヤ電
子工業j

60,000 岡山県里庄町

h関藤商店 60,000 笠岡市
タカヤj 60,000 井原市
竹藤建設j 60,000 岡山県久世町
テイコクj 60,000 岡山市
j天満屋 960,000 岡山市
土井建設j 120,000 総社市
内海プラントj 120,000 岡山市
ナカシマプロペラ
j

120,000 岡山市

蜂谷工業j 720,000 岡山市
服部興業j 72,000 岡山市
ハヤセj 120,000 岡山県作東町
j双葉土木 120,000 岡山県賀陽町
丸五ゴム工業j 240,000 倉敷市
丸正製粉j 300,000 岡山市
j元浜組 180,000 岡山県牛窓町
池田糖化工業j 60,000 福山市
j石Ä本店 240,000 広島市
jウッドワン 60,000 廿日市市
jエバルス 120,000 広島市
大之木建設j 60,000 呉市
j大野石油店 60,000 広島市
j尾方電業社 60,000 福山市

j勝村商店 60,000 三原市
賀茂鶴酒造j 72,000 東広島市
e広島総合卸セン
ター

120,000 広島市

共和化工j 200,000 広島市
極東工業j 100,000 広島市
jクラハシ 60,000 福山市
クレノートンj 180,000 呉市
広成建設j 240,000 広島市
寿工業j 120,000 呉市
佐藤汽船j 120,000 尾道市
三協化成j 60,000 広島県安芸津

町
山陽工業j 120,000 広島市
山陽染工j 60,000 福山市
三和製作j 120,000 福山市
塩田工業j 60,000 広島市
伸和建設j 60,000 呉市
jタカキベーカ
リー

60,000 広島市

j武田組 120,000 広島市
j谷組 2,000,000 広島市
jダイクレ 120,000 呉市
チチヤス乳業j 120,000 広島県大野町
中国釀造j 110,000 廿日市市
中国地質調査業協
会

120,000 広島市

中国物産j 60,000 広島市
中国木材j 60,000 呉市
j中電工 9,040,000 広島市
壺山建設j 1,000,000 広島市
j電設コーテック 1,050,000 広島市
j東洋シート 60,000 広島県海田町
j鞆スコレ・コー
ポレーション

60,000 福山市

西川ゴム工業j 120,000 広島市
錦建設j 120,000 広島市
日昇印刷j 60,000 広島市
広島ガスメイトj 60,000 広島市
g広島県タクシー
協会

60,000 広島市

広島県遊技業e 180,000 広島市
広島交通j 60,000 広島市
広島バスj 60,000 広島市
広電不動産j 60,000 広島市
j福屋 60,000 広島市
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福山瓦斯j 60,000 福山市
福山スチールセン
ターj

60,000 福山市

福山通運j 240,000 福山市
j伏光組 72,000 広島市
j増岡組 216,000 呉市
マツダj 18,000,000 広島県府中町
松本建設j 120,000 広島市
jミカサ 80,000 広島市
j宮本組 2,000,000 大竹市
山部印刷j 60,000 広島市
洋伸建設j 120,000 広島市
jリーガロイヤル
ホテル広島

120,000 広島市

宇部興産j 400,000 宇部市
シマダj 180,000 山口市
j新笠戸ドック 120,000 下松市
セントラル硝子j 720,000 宇部市
東ソーj 500,000 周南市
jトクヤマ 500,000 周南市
萩森興産j 60,000 宇部市
g山口県建設業協
会

200,000 山口市

j山口交友会館 120,000 山口市
井上建設j 120,000 鳴門市
j岡田組 60,000 徳島市
j北岡組 120,000 徳島県美馬町
四国中央土建j 60,000 徳島県池田町
七福興業j 60,000 徳島市
g徳島県建設業協
会

120,000 徳島市

徳島信用金庫 120,000 徳島市
徳島石油j 120,000 徳島市
豊益海漕j 90,000 徳島市
丸浦工業j 120,000 徳島県池田町
アオイ電子j 60,000 高松市
朝日スチール工業
j

120,000 高松市

池田建設工業j 120,000 高松市
池田産業j 60,000 高松市
石井建設j 120,000 香川県直島町
jウルシハラ 60,000 東かがわ市
大倉工業j 240,000 丸亀市
g香川県建設業協
会

240,000 高松市

香川シームレスj 60,000 香川県飯山町

香川トヨタ自動車
j

60,000 高松市

香川日産自動車j 120,000 高松市
j加ト吉 360,000 観音寺市
jカナック 60,000 高松市
鎌長製衡j 100,000 香川県牟礼町
唐渡建設j 60,000 高松市
観音寺信用金庫 120,000 観音寺市
木太興産j 120,000 高松市
キヤスコj 120,000 さぬき市
j幸燿 60,000 高松市
小竹興業j 60,000 高松市
j合田工務店 120,000 高松市
さぬき信用金庫 60,000 丸亀市
さぬき麺業j 120,000 高松市
jサンキ 60,000 高松市
三喜工事j 60,000 高松市
jサンクスアンド
アソシエイツ東四
国

120,000 高松市

j讃商 120,000 高松市
三和工業j 60,000 善通寺市
医療法人財団博仁
会キナシ大林病院

120,000 高松市

四国化成工業j 240,000 丸亀市
四国ガルバj 60,000 丸亀市
四国機器j 120,000 高松市
四国コカ・コーラ
ボトリングj

240,000 高松市

四国段ボールj 60,000 坂出市
四国フェリーj 60,000 高松市
j菅組 60,000 香川県仁尾町
西讃土建工業j 120,000 善通寺市
I清和会清水病院 60,000 観音寺市
大成生コンj 60,000 香川県詫間町
大豊産業j 60,000 高松市
j高岸工務店 60,000 高松市
高松空港ビルj 120,000 香川県香南町
高松商運j 60,000 高松市
高松信用金庫 120,000 高松市
ˆ松青果j 120,000 高松市
jˆ松花市場 60,000 高松市
fタカラアイル 60,000 香川県土庄町
jタダノ 180,000 高松市
j橘一Ö工務店 120,000 高松市
田村ボーリングj 60,000 高松市

大一電気工業j 5,000,000 高松市
大協土木j 60,000 高松市
辻村建設j 60,000 善通寺市
帝國製薬j 120,000 香川県大内町
東洋工業j 60,000 高松市
西野金陵j 60,000 高松市
j日栄建設 60,000 高松市
日新タクシーj 120,000 高松市
日東河川工業j 60,000 高松市
富士建設j 120,000 香川県詫間町
扶桑建設工業j 60,000 高松市
jマキタ 120,000 高松市
三豊運送j 60,000 観音寺市
美和建設j 60,000 観音寺市
j村上製作所 60,000 高松市
牟O印刷j 60,000 高松市
大和建設工業j 180,000 観音寺市
四電エンジニアリ
ングj

2,120,000 高松市

j四電工 6,010,000 高松市
四電ビジネスj 2,120,000 高松市
石崎汽船j 120,000 松山市
j伊予鉄会館 84,000 松山市
j伊予鉄高島屋 120,000 松山市
j馬越商店 60,000 今治市
果栄貿易j 120,000 松山市
jクシベウィン
テック

60,000 新居浜市

四国ガスj 240,000 今治市
四国通建j 120,000 今治市
セキj 240,000 松山市
大王製紙j 1,240,000 伊予三島市
道後観光ゴルフj 54,000 松山市
j野間工務店 60,000 今治市
ハリソン東芝ライ
ティングj

60,000 今治市

jフジ 120,000 松山市
j二神組 120,000 松山市
丸住製紙j 120,000 川之江市
森実運輸j 120,000 新居浜市
j八木酒造部 60,000 今治市
青木建設j 5,000,000 須崎市
旭食品j 60,000 高知市
和泉興業j 1,500,000 南国市
香長建設j 2,500,000 高知市
かもべ開発j 3,000,000 高知県日高村

jキタムラ 54,000 高知市
gˆ知県建設業協
会

420,000 高知市

ˆ知県交通j 60,000 高知市
ˆ知県農協農政会
議

240,000 高知市

高知信用金庫 60,000 高知市
j晃立 3,000,000 高知市
四国開発j 3,000,000 高知県野市町
島崎商事j 1,000,000 高知県佐川町
島崎コンクリート
j

1,000,000 高知県佐川町

j則建設 500,000 中村市
f田元業務店 60,000 高知県吾川村
I近森会 2,500,000 高知市
東洋電化工業j 120,000 高知市
j轟組 3,000,000 高知市
j西山合名 120,000 高知市
藤本建設j 1,000,000 高知市
双葉生コンj 500,000 土佐市
jミタニ商事 5,000,000 高知市
j隆成コーポレー
ション

2,500,000 高知市

ワシオ工業j 2,000,000 高知市
相光石油j 60,000 福岡市
旭テクネイオンj 60,000 北九州市
j麻生 540,000 飯|市
麻生商事j 60,000 福岡市
飯|信用金庫 60,000 飯|市
稲員興産j 120,000 福岡市
岩崎建設j 60,000 福岡市
内田運輸j 60,000 福岡県須恵町
大石産業j 120,000 北九州市
j沖縄風月 240,000 福岡市
貝島化学工業j 60,000 福岡市
加藤土建j 60,000 福岡県黒木町
北九州エル・エ
ヌ・ジーj

60,000 北九州市

jキューコーリー
ス

600,000 福岡市

jキューヘン 1,000,000 福岡県福間町
j九建 834,000 福岡市
九州高圧コンク
リート工業j

584,000 福岡市

j九電工 2,972,000 福岡市
九電産業j 1,000,000 福岡市Ÿ
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jクオテック 500,000 福岡市
グッディ嘉穂無線
j

60,000 福岡県那珂川
町

国際興業j 60,000 北九州市
jサニックス 180,000 福岡市
三興バルブ継手j 60,000 福岡市
三洋信販j 120,000 福岡市
j昭電社 500,000 福岡市
昭電テックスj 60,000 北九州市
昭和鉄工j 120,000 福岡市
城山観光j 120,000 福岡市
j新出光 120,000 福岡市
森林都市j 500,000 福岡市
jスピナ 60,000 北九州市
j設備保守セン
ター

100,000 福岡市

jセンター機材 60,000 福岡市
大成ジオテックj 90,000 久留米市
タカ食品工業j 120,000 福岡県瀬高町
j高田工業所 90,000 北九州市
田中藍j 84,000 久留米市
第一交通産業j 144,000 北九州市
大電j 96,000 久留米市
I天神会 60,000 久留米市
j電気ビル 1,096,000 福岡市
東陶機器j 500,000 北九州市
j西鉄エージェン
シー

60,000 福岡市

西鉄グリーンj 60,000 福岡市
西鉄建設j 60,000 福岡市
西鉄不動産j 60,000 福岡市
西鉄モータースj 60,000 福岡市
西日本技術開発j 1,060,000 福岡市
西日本自動車j 60,000 福岡市
西日本鉄道j 900,000 福岡市
西日本プラント工
業j

656,000 福岡市

ニシム電子工業j 620,000 福岡市
原医院 60,000 福岡県黒木町
j東田中建設 2,000,000 福岡市
日之出水道機器j 84,000 福岡市
風月フーズj 300,000 福岡市
福岡印刷j 60,000 福岡市
j福岡電設 100,000 福岡市
福岡ひびき信用金
庫

120,000 北九州市

j富士ピー・エス 184,000 福岡市
松山建設j 60,000 福岡県椎田町
j安川電機 2,250,000 北九州市
ロイヤルj 120,000 福岡市
j有明電設 100,000 佐賀市
j稲富組 135,000 佐賀県江北町
h今右衛門 120,000 佐賀県有田町
j大石膏盛堂 60,000 鳥栖市
j柿右衛門窯 120,000 佐賀県有田町
j唐津魚市場 60,000 唐津市
佐賀宇部コンク
リート工業j

60,000 佐賀市

佐賀県有明海漁業
協同組合連合会

120,000 佐賀市

g佐賀県薬剤師会 60,000 佐賀市
佐賀県遊技業e 120,000 佐賀市
佐賀信用金庫 120,000 佐賀市
佐賀トヨタ自動車
j

60,000 佐賀市

jサガプロ 60,000 佐賀市
j佐電工 240,000 佐賀市
昭和タクシーj 60,000 唐津市
j精工コンサルタ
ント

60,000 佐賀県北波多
村

j戸上電機製作所 120,000 佐賀市
日本建設技術j 128,000 佐賀県北波多

村
久光製薬j 1,700,000 鳥栖市
j福岡商店 120,000 佐賀市
富士建設j 135,000 佐賀県白石町
松尾建設j 240,000 佐賀市
j馬渡商会 60,000 武雄市
宮島商事j 60,000 唐津市
大和酒造j 60,000 佐賀県大和町
祐徳稲荷神社 150,000 鹿島市
jヨコオ 60,000 鳥栖市
安達j 120,000 長崎市
j有明商事 60,000 長崎県小長井

町
jイシマル 240,000 長崎市
j今村組 90,000 福江市
臼浦港運j 72,000 長崎県小佐々

町
jエキマエタク
シー

60,000 長崎市

大石建設j 180,000 長崎市

f大浦組 72,000 長崎県郷ノ浦
町

j大島造船所 150,000 長崎県大島町
大坪建設j 60,000 長崎県田平町
金子漁業j 100,000 長崎市
金子産業j 100,000 長崎市
九州ガスj 204,000 諫早市
九州電通j 180,000 大村市
岐宿産業f 60,000 長崎県岐宿町
是心会久保内科病
院

84,000 佐世保市

黒瀬建設j 240,000 長崎県大瀬戸
町

j古賀建設 96,000 諫早市
j西海建設 180,000 長崎市
j才津組 60,000 福江市
j坂本組 120,000 長崎県上五島

町
j三基 120,000 長崎市
三宮建設j 72,000 長崎市
西肥自動車j 150,000 佐世保市
j園池商店 120,000 長崎市
jダイコウ建設 90,000 長崎県生月町
大進建設j 78,000 長崎市
大裕建設j 60,000 長崎県江迎町
j長営電設 100,000 長崎市
辻産業j 192,000 佐世保市
東興産業j 120,000 長崎県福島町
j東美 84,000 長崎市
トヨタカローラ長
崎j

108,000 長崎市

長崎運送j 120,000 長崎市
長崎空港ビルディ
ングj

180,000 大村市

j長崎県酒販 120,000 長崎市
g長崎県食品衛生
協会

60,000 長崎県長与町

長崎自動車j 300,000 長崎市
長崎船舶装備j 216,000 長崎市
長崎造船j 60,000 長崎市
長崎トヨペットj 120,000 長崎市
長崎生コンクリー
トj

60,000 長崎市

長崎三菱ふそう自
動車販売j

72,000 長崎市

西日本菱重興産j 180,000 長崎市

g日本自動車販売
協会連合会

120,000 長崎市

野母商船j 84,000 長崎市
I白十字会佐世保
中央病院

72,000 佐世保市

jフジオカ 100,000 長崎市
jホテルニュー長
崎

60,000 長崎市

j堀内組 204,000 佐世保市
増山建設j 60,000 長崎県生月町
松島建設工業j 180,000 長崎市
松藤商事j 240,000 長崎市
j丸金佐藤造船鉄
工所

180,000 長崎市

三菱長崎機工j 120,000 長崎市
武藤建設j 54,000 長崎市
jメモリード 60,000 長崎県長与町
j山口建設 156,000 長崎市
ラッキー自動車j 120,000 長崎市
jラッキーネット
ワークサービス

60,000 長崎市

g熊本県法面保護
協会

60,000 熊本市

g熊本県建設業協
会

60,000 熊本市

j 熊 本 ホ テ ル
キャッスル

60,000 熊本市

光進建設j 60,000 熊本市
j小竹組 60,000 熊本市
j増永組 60,000 熊本市
水上建設j 60,000 熊本市
三ツ矢建設j 60,000 熊本市
j熊栄電設 100,000 熊本市
j豊工務店 60,000 熊本市
jアステム 120,000 大分市
梅林建設j 1,212,000 大分市
jオーシー 60,000 大分市
g大分県建設業協
会

60,000 大分市

g大分県建設業協
会

120,000 大分県国東町

g大分県建設業協
会

120,000 中津市

g大分県建設業協
会

120,000 豊後高田市

Ÿ
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大分県港湾建設協
会

120,000 大分市

大分県信用金庫協
会

120,000 大分市

大分県道路舗装協
会

120,000 大分市

g大分県ビルメン
テナンス協会

120,000 大分市

g大分県薬剤師会 60,000 大分市
大分県遊技業防犯
組合連合会

120,000 大分市

大分航空ターミナ
ルj

120,000 大分県安岐町

大分交通j 420,000 大分市
大分市旅客自動車
事業e

120,000 大分市

大分製紙j 108,000 大分市
j大分電設 100,000 大分市
大分日産自動車j 60,000 大分市
大分バスj 630,000 大分市
j大分メンテナン
ス

120,000 大分市

f割烹にし岡 60,000 大分市
I起愛会宇佐病院 60,000 宇佐市
j後藤組 360,000 大分市
j佐伯建設 156,000 大分市
jさとうベネック 1,164,000 大分市
j菅組 120,000 大分県香々地

町
藤華クラブ 360,000 別府市
jトキハ 1,080,000 大分市
jトキハインダス
トリー

120,000 大分市

西日本土木j 60,000 豊後高田市
j豊洋電設 100,000 別府市
山忠商店j 120,000 大分市
jアート技建 70,000 宮崎市
旭有機材工業j 650,000 延岡市
jアステム 60,000 宮崎市
上田工業j 120,000 延岡市
雲海酒造j 1,000,000 宮崎市
北方プラスチック
加工f

130,000 宮崎県北方町

清本鉄工j 500,000 延岡市
霧島酒造j 960,000 都城市

j国土開発コンサ
ルタント

120,000 宮崎市

j国土地質調査事
務所

120,000 宮崎市

j志多組 1,500,000 宮崎市
志多商事j 120,000 宮崎市
jトーア 120,000 都城市
日新興業j 120,000 延岡市
延岡地区建設業協
会

120,000 延岡市

j宮栄電設 100,000 宮崎市
j宮交エアライン
ホテル

60,000 宮崎市

j宮交シティ 60,000 宮崎市
宮崎液化ガスj 300,000 宮崎市
宮崎県酒類販売j 120,000 宮崎市
宮崎県信用金庫協
会

180,000 宮崎市

g宮崎県測量設計
業協会

120,000 宮崎市

宮崎信用金庫 60,000 宮崎市
宮崎トヨペットj 120,000 宮崎市
j宮崎山形屋 120,000 宮崎市
j明光社 500,000 宮崎市
矢野産業j 120,000 宮崎市
大和開発j 360,000 宮崎市
Ö原建設j 1,020,000 都城市
東洋通商j 120,000 鹿児島市
丸福建設j 120,000 鹿児島市
j南九州電設 100,000 鹿児島市
jアーレステイ 60,000 板橋区
あいおい損害保険
j

5,100,000 渋谷区

秋山錠剤j 180,000 品川区
曙ブレーキ工業j 150,000 都・中央区
j浅田Ω 200,000 千代田区
朝日火災海上保険
j

400,000 千代田区

旭コンクリート工
業j

150,000 都・中央区

アサヒビールj 11,980,000 墨田区
jアサヒファシリ
ティズ

1,000,000 江東区

アリアケジャパン
j

1,000,000 渋谷区

アルプス電気j 1,000,000 大田区

j粟村製作所 100,000 都・港区
安藤建設j 5,244,000 都・港区
イーグル工業j 100,000 都・港区
j石井鐵工所 60,000 都・中央区
石川島播磨重工業
j

9,900,000 千代田区

石川島プラント建
設j

80,000 江東区

j石垣 100,000 都・中央区
j伊勢丹 360,000 新宿区
板硝子協会 10,000,000 千代田区
j伊藤園 300,000 渋谷区
伊藤忠エネクスj 300,000 目黒区
イハラケミカル工
業j

100,000 台東区

岩崎電気j 500,000 都・港区
エー・エル建物企
画j

1,200,000 新宿区

エーザイj 3,920,000 文京区
栄研化学j 180,000 文京区
jエイチアールエ
ヌ

1,000,000 渋谷区

エイベックスj 500,000 都・港区
jエスシー・マ
シーナリ

1,000,000 都・港区

エスビー食品j 500,000 都・中央区
ＮＯＫj 2,000,000 都・港区
jエヌジェーケー 200,000 目黒区
j荏原製作所 512,000 大田区
エムティジェネッ
クスj

100,000 都・港区

大木建設j 4,650,000 千代田区
王子製紙j 5,600,000 都・中央区
j太田胃散 240,000 文京区
大|製薬j 2,120,000 千代田区
鳳コンサルタント
j

600,000 千代田区

鳳ビルテクノj 2,000,000 千代田区
大林道路j 120,000 墨田区
オカモトj 100,000 文京区
小田急建設j 348,000 新宿区
小田急電鉄j 6,480,000 新宿区
j小田急百貨店 120,000 新宿区
オリエンタル建設
j

120,000 千代田区

オルガノj 120,000 江東区

カシオ計算機j 1,500,000 渋谷区
鹿島j 12,260,000 都・港区
鹿島道路j 250,000 文京区
片倉チッカリンj 100,000 千代田区
勝村建設j 3,259,200 台東区
金子真珠j 100,000 都・中央区
株木建設j 6,479,200 豊島区
カルソニックカン
セイj

500,000 中野区

川田建設j 1,420,000 都・北区
川田工業j 1,290,000 都・北区
j関電工 14,300,000 都・港区
かんべ土地建物j 60,000 品川区
キューピーj 700,000 渋谷区
救心製薬j 220,000 杉並区
共栄火災海上保険
j

1,300,000 都・港区

杏林製薬j 1,020,000 千代田区
協和発酵工業j 5,360,000 千代田区
キリンビールj 8,250,000 都・中央区
j金陽社 100,000 品川区
クミアイ化学工業
j

160,000 台東区

呉羽化学工業j 60,000 都・中央区
ＫＤＤＩj 500,000 千代田区
京王電鉄j 6,100,000 多摩市
京急建設j 72,000 都・港区
京成電鉄j 3,300,000 墨田区
ケイヒンj 300,000 都・港区
京浜急行電鉄j 6,100,000 都・港区
jコーセー 120,000 都・中央区
j小糸製作所 1,500,000 都・港区
j廣済堂 2,000,000 都・港区
廣済堂開発j 2,000,000 都・中央区
光陽トラストj 2,500,000 都・中央区
光陽ファイナン
シャルトレードj

2,500,000 都・中央区

国土総合建設j 3,259,200 都・港区
コミーj 7,000,000 新宿区
コミーインターナ
ショナルj

7,000,000 新宿区

コミーエースj 7,000,000 新宿区
五洋建設j 12,929,600 文京区
佐伯建設工業j 2,910,000 千代田区
サッポロビールj 3,490,000 渋谷区
佐藤製薬j 600,000 都・港区Ÿ
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三英電業j 1,030,000 品川区
三貴商事j 2,500,000 都・中央区
山九j 100,000 都・中央区
三共j 5,700,000 都・中央区
サンケイ総合印刷
j

100,000 江東区

jサンケイビル 140,000 千代田区
三晃商事j 2,500,000 都・中央区
jサンテック 500,000 千代田区
サントリー食品工
業j

3,000,000 稲城市

j サ ン ト リ ー
ショッピングクラ
ブ

1,000,000 都・中央区

サントリーフーズ
j

5,500,000 渋谷区

j資生堂 1,000,000 都・港区
芝信用金庫 120,000 都・港区
澁澤倉庫j 700,000 都・中央区
清水建設j 16,175,200 都・港区
昭和産業j 500,000 千代田区
j白石 8,030,000 千代田区
信越化学工業j 120,000 千代田区
新生テクノスj 120,000 都・港区
新日本製鐵j 20,000,000 千代田区
jジェイ・エス・
エス

7,000,000 新宿区

ＪＦＥスチールj 20,000,000 千代田区
jジェイティー
ビー

300,000 品川区

jジオダイナミッ
ク

2,700,000 千代田区

ジャパンローヤル
ゼリーj

200,000 新宿区

常磐興産j 1,000,000 都・中央区
住友重機械マリン
エンジニアリング
j

760,000 品川区

生化学工業j 560,000 都・中央区
j西和工務店 2,000,000 中野区
石油化学工業協会 20,000,000 都・中央区
石油鉱業連盟 5,300,000 千代田区
石油連盟 60,000,000 千代田区
セゾン自動車火災
保険j

300,000 豊島区

gセメント協会 10,000,000 都・中央区

ゼリア新薬工業j 1,260,000 都・中央区
g全国信用金庫協
会

25,000,000 都・中央区

g全国信用組合中
央協会

5,000,000 都・中央区

g全国乗用自動車
連合会

10,000,000 千代田区

j全日警 60,000 都・中央区
全日本菓子協会 60,000 都・港区
全薬工業j 340,000 文京区
綜合警備保障j 100,000 都・港区
倉友会 2,500,000 江東区
ソニーj 20,000,000 品川区
j損害保険ジャパ
ン

8,400,000 新宿区

j大氣ı 300,000 新宿区
大正製薬j 4,600,000 豊島区
大成建設j 13,675,200 新宿区
太成倉庫j 200,000 足立区
太平工業j 5,328,000 都・中央区
太平電業j 200,000 千代田区
大鵬薬品工業j 1,480,000 千代田区
太陽生命保険j 1,160,000 都・中央区
j高岳製作所 3,000,000 千代田区
瀧上工業j 250,000 都・中央区
j竹中土木 5,208,000 都・中央区
j竹中リアルティ 1,000,000 江東区
第一生命保険V 8,030,000 千代田区
第一製薬j 4,400,000 都・中央区
大志會 7,500,000 豊島区
大同信号j 100,000 大田区
大日精化工業j 400,000 都・中央区
大豊建設j 5,328,000 都・中央区
大和自動車交通j 300,000 都・中央区
チェッカーキャブ
無線e

300,000 都・中央区

千歳電気工業j 120,000 都・北区
千代田建工j 1,000,000 都・中央区
ツーバイフォー建
築研究会

1,750,000 都・港区

都築通信技術j 60,000 品川区
ＴＤＫj 500,000 都・中央区
帝国臓器製薬j 600,000 都・港区
鉄建建設j 6,552,000 千代田区
jテトラ 120,000 都・港区
電気興業j 60,000 千代田区

j電通 4,800,000 都・港区
トーアエイヨーj 460,000 都・中央区
トーア再保険j 800,000 千代田区
東亜警備保障j 100,000 新宿区
東亜建設工業j 16,552,000 千代田区
東映j 120,000 都・中央区
東映アニメーショ
ンj

100,000 練馬区

東海カーボンj 300,000 都・港区
j東京エネシス 3,000,000 都・港区
東京海上火災保険
j

8,700,000 千代田区

東京急行電鉄j 6,000,000 渋谷区
東京建設j 2,000,000 日野市
東京新宿青果j 60,000 新宿区
東京博善j 2,000,000 千代田区
東光電気j 4,000,000 千代田区
j東芝 20,520,000 都・港区
東芝テックj 800,000 千代田区
東証取引参加者協
会

74,250,000 都・中央区

東鉄工業j 60,000 新宿区
東菱薬品工業j 220,000 千代田区
東武鉄道j 6,100,000 墨田区
東宝j 360,000 千代田区
東邦亜鉛j 84,000 都・中央区
東邦電気工業j 120,000 渋谷区
東洋製罐j 500,000 千代田区
東洋埠頭j 300,000 都・中央区
jトクホン 110,000 都・中央区
g都市開発協会 750,000 千代田区
戸田建設j 15,849,600 都・中央区
凸版印刷j 2,400,000 千代田区
トピー工業j 62,000 千代田区
富山化学工業j 100,000 新宿区
鳥居薬品j 1,340,000 都・中央区
jトンボ鉛筆 120,000 都・北区
ドーピー建設工業
j

210,000 豊島区

j永坂産業 100,000 都・港区
j永谷園 300,000 都・港区
jなとり 300,000 都・北区
西松建設j 17,929,600 都・港区
日動火災海上保険
j

2,600,000 都・中央区

ニチバンj 200,000 文京区

ニチモウj 100,000 品川区
日鉱金属j 150,000 都・港区
日清オイリオグ
ループj

240,000 都・中央区

日新火災海上保険
j

1,100,000 千代田区

日新製鋼j 4,000,000 千代田区
j日清製粉グルー
プ本社

2,400,000 千代田区

日水製薬j 380,000 豊島区
j日鉄エレックス 60,000 都・中央区
日鉄鉱業j 120,000 千代田区
jＮＩＰＰＯコー
ポレーション

6,552,000 都・中央区

g日本アルミニウ
ム協会

700,000 都・中央区

日本運輸倉庫j 150,000 台東区
日本化学繊維協会 13,000,000 都・中央区
日本紙パルプ商事
j

250,000 都・中央区

日本化薬j 1,820,000 千代田区
日本瓦斯j 100,000 都・中央区
g日本絹人繊織物
工業会

120,000 千代田区

日本空港ビルデン
グj

100,000 千代田区

日本化粧品工業連
合会

8,600,000 都・港区

日本興亜損害保険
j

4,500,000 千代田区

日本工営j 300,000 千代田区
日本鉱業協会 15,000,000 都・港区
g日本工作機械工
業会

2,560,000 都・港区

日本酸素j 1,000,000 都・港区
日本G油協会 100,000 都・中央区
g日本植物油協会 240,000 都・中央区
g日本自動車工業
会

80,400,000 都・港区

g日本自動車販売
協会連合会

18,600,000 都・港区

日本精工j 500,000 品川区
日本製紙j 1,000,000 千代田区
日本製粉j 500,000 渋谷区
日本製薬j 400,000 千代田区
g日本船主協会 9,000,000 千代田区
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日本チェーンスト
ア協会

10,000,000 都・港区

日本通運j 4,000,000 都・港区
g日本鉄鋼連盟 80,000,000 都・中央区
日本甜菜製糖j 500,000 都・中央区
日本電気j 10,000,000 都・港区
g日本電機工業会 70,000,000 千代田区
日本電設工業j 500,000 台東区
日本パーカライジ
ングj

240,000 都・中央区

日本百貨店協会 25,000,000 都・中央区
g日本ビルヂング
協会連合会

10,500,000 千代田区

日本ユニシスj 300,000 江東区
jハウスメイト
パートナーズ

1,300,000 豊島区

jハルテック 100,000 都・中央区
パイオニアj 2,000,000 目黒区
j日立製作所 20,520,000 千代田区
j日立物流 500,000 江東区
日野自動車j 13,400,000 日野市
j日の丸リムジン 60,000 文京区
jヒューマックス 300,000 新宿区
jピーエス三菱 5,328,000 千代田区
富国生命保険V 1,440,000 千代田区
富士急行観光j 250,000 江東区
jフジクラ 100,000 江東区
藤倉ゴム工業j 70,000 品川区
富士重工業j 19,300,000 新宿区
富士レビオj 600,000 都・中央区
g不動産協会 35,500,000 千代田区
フマキラーj 120,000 千代田区
古河電気工業j 600,000 千代田区
jブリヂストン 9,100,000 都・中央区
ブルドックソース
j

200,000 都・中央区

文唱堂印刷j 500,000 千代田区
プレハブ建築研究
会

7,000,000 千代田区

ぺんてるj 120,000 都・中央区
ホーチキj 100,000 品川区
ＨＯＹＡj 1,000,000 新宿区
jホーネンコーポ
レーション

120,000 千代田区

本田技研工業j 31,000,000 都・港区

jポーラ化粧品本
舗

300,000 品川区

前田建設工業j 17,080,000 千代田区
前田道路j 250,000 品川区
松井建設j 3,259,200 都・中央区
j松村電機製作所 130,000 文京区
j丸運 200,000 都・港区
三笠製薬j 460,000 練馬区
三井住友海上火災
保険j

7,800,000 都・中央区

三井生命保険V 2,180,000 千代田区
三井倉庫j 1,000,000 都・港区
三井造船j 1,070,000 都・中央区
三井物産j 17,000,000 千代田区
三菱商事j 17,000,000 千代田区
三菱地所j 912,000 千代田区
三菱重工業j 10,290,000 都・港区
三菱倉庫j 1,000,000 都・中央区
三菱電機j 12,600,000 千代田区
jミノファーゲン
製薬

280,000 新宿区

j宮地鐵工所 620,000 都・中央区
みらい建設工業j 2,910,000 都・中央区
jミルックス 1,500,000 都・中央区
j明治ゴム化成 120,000 新宿区
明治製菓j 2,100,000 都・中央区
明治生命保険V 4,520,000 千代田区
明治乳業j 500,000 江東区
j明電舎 2,250,000 都・中央区
jメヂカルフレン
ド社

5,000,000 千代田区

メルシャンj 120,000 都・中央区
木造軸組工法住宅
研究会

1,400,000 都・港区

持田製薬j 1,420,000 新宿区
森永乳業j 300,000 都・港区
八重洲コンサルタ
ントj

1,000,000 都・中央区

jヤクルト本社 3,000,000 都・港区
矢崎総業j 1,000,000 都・港区
安田生命保険V 5,740,000 新宿区
安田倉庫j 400,000 都・港区
山崎製パンj 3,000,000 千代田区
大和生命保険j 70,000 千代田区
山之内製薬j 6,140,000 都・中央区
j雄電社 100,000 品川区

ユニ・チャームj 2,000,000 都・港区
ユニバーサル造船
j

1,230,000 品川区

養命酒製造j 520,000 渋谷区
j横河ブリッジ 2,090,000 都・港区
横浜ゴムj 1,500,000 都・港区
ライオンj 150,000 墨田区
ライト工業j 2,000,000 千代田区
gリース事業協会 4,000,000 千代田区
jリケン 500,000 千代田区
理研ビタミンj 120,000 千代田区
gリビングアメニ
ティ協会

500,000 千代田区

j龍角散 200,000 千代田区
流通懇話会 2,500,000 江東区
りんかい建設j 2,910,000 都・港区
ＹＫＫj 240,000 千代田区
わかもと製薬j 440,000 都・中央区
和光堂j 180,000 千代田区
j渡辺組 80,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

64,480,400

（政治団体分）
札幌商工連盟 120,000 札幌市
自由民主党北海道
医療会支部

360,000 札幌市

北海道建設連盟 120,000 札幌市
北海道歯科医師連
盟

120,000 札幌市

北海道商工政治連
盟

120,000 札幌市

北海道水産政治協
会

120,000 札幌市

北海道石油政治連
盟

120,000 札幌市

北海道中小企業団
体政治連盟

120,000 札幌市

北海道農協政治連
盟

120,000 札幌市

北海道林業政治連
盟

120,000 札幌市

宮城県歯科医師連
盟

72,000 仙台市

秋田県医師連盟 1,000,000 秋田市
山形県歯科医師連
盟

120,000 山形市

福島県エルピーガ
ス政治連盟

240,000 福島市

福島県石油政治連
盟

200,000 福島市

茨城県農協政治連
盟

100,000 水戸市

栃木県歯科医師連
盟

180,000 宇都宮市

栃木県中小企業政
治協議会

100,000 宇都宮市

栃木県薬剤師連盟 120,000 宇都宮市
近代産業研究会 120,000 館林市
群馬県医師連盟 240,000 前橋市
群馬県興農政治連
盟

120,000 前橋市

群馬県歯科医師連
盟

260,000 前橋市

自由民主党医療会
群馬県支部

240,000 前橋市

神奈川県農政推進
連盟

1,000,000 横浜市

港栄会 10,120,000 横浜市
自由民主党神奈川
県看護連盟支部

72,000 横浜市

明社会 576,000 都・港区
柏崎市刈羽郡医師
連盟

60,000 柏崎市

新発田市豊栄市北
蒲原郡医師連盟

60,000 新発田市

上越医師連盟 60,000 上越市
新潟県医師連盟 600,000 新潟市
新潟県歯科医師政
治連盟

120,000 新潟市

新潟県道路運送経
営研究会

72,000 新潟市

富山県医師連盟 100,000 富山市
富山県歯科医師連
盟

120,000 富山市

富山県トラック事
業政治連盟

60,000 富山市

自由民主党山梨県
タクシー支部

100,000 山梨県石和町

山梨県歯科医師政
治連盟

100,000 甲府市

山梨県不動産政治
連盟

400,000 甲府市
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山梨県薬剤師連盟 60,000 甲府市
石川よしのぶ後援
会

60,000 静岡市

静岡県建設業政策
推進協議会

500,000 静岡市

静岡県歯科医師連
盟

100,000 静岡市

全柔協政治連盟 120,000 大阪市
鳥取県歯科医師連
盟

60,000 鳥取市

鳥取県農協農政協
議会

120,000 鳥取市

鳥取県薬剤師連盟 60,000 鳥取市
島根県商工政治連
盟

120,000 松江市

島根県自動車整備
政治連盟

120,000 松江市

島根県石油政治連
盟

120,000 松江市

島根県土地改良政
治連盟

120,000 松江市

自由民主党島根県
ＬＰガス支部

120,000 松江市

自由民主党島根県
建設支部

1,200,000 松江市

自由民主党島根県
歯科医師支部

240,000 松江市

岡山県歯科医師連
盟

60,000 岡山市

岡山県清酒産業振
興会

60,000 岡山市

自由民主党岡山県
医療会支部

120,000 岡山市

自由民主党広島県
柔道接骨師連盟支
部

60,000 広島市

自由民主党広島県
藤友支部

120,000 広島市

自由民主党広島県
薬剤師支部

60,000 広島市

広島県医師連盟 600,000 広島市
広島県歯科医師連
盟

1,120,000 広島市

香川県医師連盟 60,000 高松市
自由民主党香川県
ＪＡ支部

120,000 高松市

真鍋たけき後援会 120,000 高松市
自由民主党愛媛県
建設関係支部

1,200,000 松山市

佐賀県医師連盟 120,000 佐賀市
佐賀県商工政治連
盟

100,000 佐賀市

長崎県医師連盟 120,000 長崎市
熊本県齒科医師連
盟

120,000 熊本市

自由民主党熊本県
建設支部

22,000,000 熊本市

大分県建設政治連
盟

120,000 大分市

大分県歯科医師連
盟

120,000 大分市

大分県商工政治連
盟

120,000 大分市

大分県自動車整備
政治連盟

120,000 大分市

大分県中小企業政
治連盟

120,000 大分市

宮崎県建設業政治
連盟

1,500,000 宮崎市

新政治問題研究会 5,000,000 都・港区
自由社会を守る国
民会議

216,749,546 千代田区

全国ＬＰガス政治
連盟

86,000 都・港区

全国小売酒販政治
連盟

7,174,000 目黒区

全国商工政治連盟 5,000,000 都・港区
全国石油政治連盟 34,000,000 千代田区
全国中小企業政治
協会

200,000 都・中央区

全国不動産政治連
盟

77,000,000 千代田区

全国旅館政治連盟 10,050,000 千代田区
全日電工連政治連
盟

120,000 都・港区

全日本不動産政治
連盟

8,000,000 千代田区

全日本薬種商政治
連盟

5,000,000 文京区

中小企業共済制度
拡充協議会

1,100,000 都・中央区

道路運送経営研究
会

5,000,000 新宿区

日住協政策研究会 1,200,000 千代田区
日本医師連盟 208,000,000 文京区
日本看護連盟 162,000 渋谷区
日本歯科医師連盟 310,000,000 千代田区
日本商工連盟 30,072,000 都・中央区
日本獣医師政治連
盟

120,000 都・港区

日本病院会政治連
盟

1,000,000 千代田区

日本薬業政治連盟 1,000,000 都・中央区
日本薬剤師連盟 13,132,000 渋谷区
陸上交通懇話会 1,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

2,034,400

６ 資産等の内訳
（金銭信託）

5,000,000 14. 4.19

180,797,109 14. 9.30

41,829,657 15. 9.29

50,142,797 13. 2. 2

（敷金）
自由民主党静岡県支
部連合会

2,000,000 51. 5.31

自由民主党山口県支
部連合会

4,000,000 52. 9.30

川越商事j 1,100,000 6. 9.22

j峯 19,373,160 13. 4. 1

浪速地所j 1,400,000 15. 9.24

二十一世紀国民会議
報告年月日 16. 1.29

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

〔資金管理団体〕
愛国青年連盟
資金管理団体の届出をした
者の氏名

杉本 信夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

台東区議会議員

報告年月日 16. 3.31

１ 収入総額 5,675,415

本年収入額 5,675,415

２ 支出総額 5,675,415

３ 本年収入の内訳
借入金 5,675,415

滝口 純孝 5,675,415

４ 支出の内訳
経常経費 3,553,435

人件費 1,800,000

光熱水費 301,550

備品・消耗品費 117,300

事務所費 1,334,585

政治活動費 2,121,980

組織活動費 1,156,450

機関紙誌の発行その他の事業
費

726,630

機関紙誌の発行事業費 133,750

宣伝事業費 592,880

調査研究費 238,900

５ 資産等の内訳
（借入金）
滝口 純孝 5,675,415

愛知治郎アクティブネット
資金管理団体の届出をした
者の氏名

愛知 治郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 16. 3.31

１ 収入総額 15,506,370

前年繰越額 1,441,984

本年収入額 14,064,386

２ 支出総額 14,601,236

３ 本年収入の内訳
寄附 1,347,000

個人分 1,347,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,690,000

愛知治郎を励ます会 9,080,000

朝食会 2,610,000

借入金 1,027,200

愛知 治郎 1,027,200

その他の収入 186

一件十万円未満のもの 186

４ 支出の内訳
経常経費 7,532,291

人件費 6,021,509

備品・消耗品費 1,087,604

事務所費 423,178

政治活動費 7,068,945

組織活動費 2,810,189
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