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政治活動費 17,775,342
組織活動費 4,680,374
機関紙誌の発行その他の事業
費

13,050,278

機関紙誌の発行事業費 11,353,266
宣伝事業費 1,697,012
調査研究費 44,690

民主党参議院比例区第69総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 難波 奨二
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 28. 3.25
１ 収入総額 129,412,420

前年繰越額 72,687,694
本年収入額 56,724,726

２ 支出総額 47,435,839
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,586人) 1,618,000
寄附 40,000,000
団体分 40,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

15,100,000

民主党岡山県総支部連合会 100,000
民主党 15,000,000
その他の収入 6,726
一件十万円未満のもの 6,726

４ 支出の内訳
経常経費 1,876,175
備品・消耗品費 724,561
事務所費 1,151,614
政治活動費 45,559,664
組織活動費 1,371,571
機関紙誌の発行その他の事業
費

14,170,273

宣伝事業費 14,170,273
調査研究費 17,820
寄附・交付金 30,000,000

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
日本郵政グループ
労働組合

40,000,000 台東区

民主党参議院比例区第78総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 田城 郁
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 28. 4. 4
１ 収入総額 38,744,223

前年繰越額 2,658,801
本年収入額 36,085,422

２ 支出総額 23,452,969
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(931人) 1,384,000
寄附 19,401,422
個人分 7,401,422
団体分 10,000,000
政治団体分 2,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

15,300,000

民主党栃木県総支部連合会 300,000
民主党 15,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 10,280,704
人件費 4,965,218
光熱水費 91,091
備品・消耗品費 1,761,044
事務所費 3,463,351
政治活動費 13,172,265
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

7,401,422

組織活動費 4,845,415
選挙関係費 410,000
機関紙誌の発行その他の事業
費

248,467

宣伝事業費 248,467
調査研究費 266,961
その他の経費 7,401,422

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
田城 郁 7,401,422 三鷹市
〔団体分〕
全日本鉄道労働組
合総連合会

5,000,000 品川区

東日本旅客鉄道労
働組合

5,000,000 渋谷区

〔政治団体分〕
田城郁後援会 2,000,000 品川区
６ 資産等の内訳
〔動産〕

自動車(1台) 4,236,250 22.12.16
民進党参議院比例区第80総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 山本 正美
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 28. 5.30
１ 収入総額 16,776,760

前年繰越額 3,352,632
本年収入額 13,424,128

２ 支出総額 15,239,047
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,158人) 1,374,000
寄附 2,000,000
政治団体分 2,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

10,050,000

民主党福岡県総支部連合会 50,000
民主党 10,000,000
その他の収入 128
一件十万円未満のもの 128

４ 支出の内訳
経常経費 9,952,742
人件費 4,820,258
備品・消耗品費 1,347,641
事務所費 3,784,843
政治活動費 5,286,305
組織活動費 2,444,227
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,555,058

宣伝事業費 2,555,058
調査研究費 167,020
寄附・交付金 120,000

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
花誠会 2,000,000 千代田区
民主党参議院比例区第83総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 前島英三郎
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 28. 3.25
１ 収入総額 4,037,674

前年繰越額 37,674

本年収入額 4,000,000
２ 支出総額 4,025,292
３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000
個人分 4,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,724,497
人件費 2,950,000
光熱水費 61,504
備品・消耗品費 163,061
事務所費 549,932
政治活動費 300,795
組織活動費 262,395
調査研究費 38,400

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
前島英三郎 4,000,000 板橋区
〔政治資金団体〕
一般財団法人国民政治協会
報告年月日 28. 3.30
１ 収入総額 3,093,065,738

前年繰越額 256,840,392
本年収入額 2,836,225,346

２ 支出総額 2,861,091,615
３ 本年収入の内訳
寄附 2,836,049,712
個人分 107,775,790
団体分 2,294,926,200
政治団体分 433,347,722
その他の収入 175,634
一件十万円未満のもの 175,634

４ 支出の内訳
経常経費 535,988,342
人件費 390,581,465
光熱水費 4,101,422
備品・消耗品費 7,241,217
事務所費 134,064,238
政治活動費 2,325,103,273
組織活動費 24,566,432
機関紙誌の発行その他の事業
費

536,841

宣伝事業費 536,841
寄附・交付金 2,300,000,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
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石川 啓介 100,000 青森県六ヶ所
村

伊地知隆彦 80,000 豊田市
市野 紀生 60,000 船橋市
岩城 正和 100,000 杉並区
上野 浩光 70,000 品川区
内山田竹志 100,000 岡崎市
浦 正彦 100,000 吹田市
奥 正之 200,000 文京区
奥田 碩 100,000 岡崎市
小野寺正征 100,000 茨木市
小野山修平 70,000 東海市
加藤 光久 80,000 尾張旭市
菅 隆二 60,000 箕面市
久和 進 100,000 富山県舟橋村
救仁郷 豊 60,000 小金井市
國部 毅 200,000 町田市
久保田政一 100,000 横浜市
小平 信因 80,000 名古屋市
佐伯 康光 100,000 横浜市
佐藤 直樹 70,000 北九州市
佐藤 康博 100,000 国立市
進藤 孝生 300,000 江東区
杉本 冴子 100,000 三鷹市
杉本麻紀子 100,000 三鷹市
須藤 誠一 80,000 名古屋市
須山 知之 60,000 大田区
曽田 肇 100,000 杉並区
高沢 敏昭 100,000 富山市
竹原 正志 60,000 山武市
立石 覚 60,000 さいたま市
田中 清 120,000 文京区
谷本 進治 200,000 北九州市
千田 俊明 130,000 都・中央区
張 富士夫 100,000 豊田市
寺師 茂樹 80,000 豊田市
遠野千佳子 60,000 北上市
渡慶次 侑 55,000 宜野湾市
豊田 章男 100,000 名古屋市
豊田章一郎 300,000 名古屋市
豊田 達郎 100,000 名古屋市
鳥原 光憲 240,000 藤沢市
中島 一博 70,000 紀の川市
永原 功 100,000 富山市
中原 清敏 55,000 千葉市
中村 元 55,000 川崎市

中村 幸人 60,000 都・北区
中村 芳夫 100,000 世田谷区
永易 克典 100,000 越谷市
永山徳太郎 120,000 日置市
新田 博之 100,000 大分市
幡場 松彦 60,000 和光市
濱 厚 70,000 新宿区
林 俊一 55,000 調布市
林 信秀 100,000 世田谷区
樋口 眞哉 100,000 小金井市
平野 信行 200,000 大田区
福田 和久 70,000 江東区
藤野 伸司 70,000 東海市
藤村 彰吾 52,000 柏市
松野 正人 100,000 逗子市
右田 彰雄 300,000 千葉市
御手洗冨士夫 100,000 大田区
宮坂 明博 150,000 名古屋市
椋田 哲史 70,000 世田谷区
村木 茂 60,000 都・港区
柳内 光子 1,000,000 江戸川区
川 欽也 200,000 神栖市
山口 茂 100,000 世田谷区
山見 眞弘 200,000 大阪市
渡辺 捷昭 100,000 豊田市
渡辺 尚生 60,000 中野区
東 国幹 140,000 旭川市
石塚 正寛 80,000 留萌市
伊藤 条一 240,000 札幌市
伊東 良孝 363,000 釧路市
伊藤 義郎 100,000 札幌市
今津 寛 363,000 旭川市
岩本 剛人 240,000 札幌市
内海 英徳 240,000 北海道当別町
内田 尊之 140,000 北海道せたな

町
梅尾 要一 240,000 千歳市
遠藤 連 240,000 苫小牧市
大越 農子 140,000 札幌市
大崎 誠子 240,000 札幌市
太田 憲之 140,000 千歳市
大谷 亨 240,000 北海道芽室町
小野寺 秀 80,000 帯広市
小畑 保則 140,000 釧路市
柿木 克弘 240,000 美唄市
笠井 龍司 240,000 釧路市

加藤 貴弘 150,000 札幌市
加藤 礼一 240,000 旭川市
角谷 隆司 240,000 札幌市
川尻 秀之 240,000 函館市
神戸 典臣 240,000 北海道白老町
喜多 龍一 240,000 北海道幕別町
北原秀一郎 80,000 紋別市
工藤 敏郎 80,000 北海道羽幌町
久保秋雄太 140,000 紋別市
小松 茂 240,000 北海道釧路町
佐々木俊雄 240,000 函館市
佐藤 禎洋 80,000 小樽市
清水 拓也 140,000 帯広市
高木 宏壽 363,000 札幌市
髙橋 文明 240,000 北海道斜里町
竹内 英順 240,000 北海道美瑛町
武部 新 363,000 北見市
伊達 忠一 360,000 札幌市
田中 芳憲 240,000 恵庭市
千葉 英守 240,000 札幌市
千葉 英也 140,000 室蘭市
塚本 敏一 140,000 北見市
釣部 勲 240,000 北海道新十津

川町
道見 重信 80,000 札幌市
道見 泰憲 140,000 札幌市
冨原 亮 240,000 北海道七飯町
長尾 信秀 140,000 北斗市
中川 郁子 363,000 帯広市
中司 哲雄 240,000 北海道中標津

町
中野 秀敏 240,000 名寄市
中村 裕之 363,000 北海道余市町
中山 茂 60,000 札幌市
布川 義治 240,000 江別市
野原 薫 80,000 北広島市
橋本 聖子 360,000 大網白里市
長谷川 岳 360,000 札幌市
八田 盛茂 240,000 小樽市
花崎 勝 240,000 札幌市
春野 守夫 60,000 札幌市
藤沢 澄雄 240,000 北海道新ひだ

か町
船橋 賢二 140,000 北見市
堀井 学 363,000 登別市
本間 勲 240,000 富良野市

前田 一男 363,000 函館市
町村 信孝 123,000 江別市
松浦 宗信 240,000 根室市
丸岩 公充 80,000 札幌市
丸岩 浩二 140,000 札幌市
三好 雅 240,000 北海道枝幸町
村木 中 240,000 岩見沢市
村田 憲俊 240,000 北海道岩内町
川 隆雅 240,000 札幌市
川 貴盛 363,000 札幌市
田 正人 240,000 稚内市
田 祐樹 240,000 札幌市
和田 敬友 240,000 札幌市
渡邊 孝一 363,000 岩見沢市
赤石 清美 60,000 川越市
江渡 聡徳 55,000 十和田市
木村 太郎 55,000 青森県藤崎町
滝沢 求 60,000 八戸市
津島 淳 55,000 青森市
山崎 力 60,000 青森市
鈴木 俊一 66,000 岩手県山田町
高橋比奈子 66,000 盛岡市
橋本 英教 66,000 一関市
藤原 崇 66,000 都・港区
愛知 治郎 60,000 仙台市
秋葉 賢也 55,000 仙台市
伊藤信太郎 55,000 都・港区
小野寺五典 55,000 登米市
勝沼 栄明 55,000 石巻市
熊谷 大 60,000 仙台市
土井 亨 55,000 仙台市
西村 明宏 55,000 名取市
今川 雄策 52,000 秋田市
大関 衛 60,000 湯沢市
大野忠右エ門 60,000 大仙市
小田美恵子 60,000 由利本荘市
加藤 鉱一 60,000 由利本荘市
川口 一 60,000 秋田県小坂町
北林 康司 60,000 秋田市
北林 丈正 60,000 北秋田市
工藤 嘉範 60,000 秋田市
小松 隆明 60,000 大仙市
近藤健一郎 60,000 北秋田市
佐藤賢一郎 60,000 大館市
佐藤 雄孝 60,000 仙北市
柴田 正敏 60,000 横手市
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渋谷 正敏 60,000 にかほ市
菅原 広二 60,000 男鹿市
菅原 博文 60,000 秋田市
鈴木 洋一 60,000 大館市
竹下 博英 60,000 秋田市
鶴田 有司 60,000 横手市
能登 祐一 60,000 能代市
原 幸子 60,000 大仙市
平山 晴彦 60,000 秋田県五城目

町
遠藤 利明 55,000 山形市
大沼みずほ 60,000 山形市
加藤 鮎子 55,000 鶴岡市
岸 宏一 60,000 山形県金山町
鈴木 憲和 55,000 南陽市
岩城 光英 60,000 いわき市
亀岡 偉民 55,000 福島市
菅家 一郎 55,000 会津若松市
根本 匠 55,000 郡山市
森 まさこ 60,000 いわき市
吉野 正芳 55,000 いわき市
佐藤 明男 240,000 栃木県上三川

町
安孫子 哲 102,000 前橋市
新井 雅博 102,000 藤岡市
荒木 恵司 68,000 桐生市
井下 泰伸 102,000 伊勢崎市
井田 泉 102,000 群馬県玉村町
岩井 均 102,000 安中市
大手 治之 102,000 富岡市
織田沢俊幸 352,000 群馬県甘楽町
金井 康夫 102,000 沼田市
金子才十郎 120,000 前橋市
狩野 浩志 102,000 前橋市
川野辺達也 68,000 群馬県板倉町
岸 善一郎 102,000 高崎市
久保田順一郎 102,000 群馬県大泉町
腰塚 誠 102,000 桐生市
清水 真人 102,000 高崎市
須藤 昭男 102,000 みどり市
須藤 和臣 102,000 館林市
関根 圀男 102,000 高崎市
髙 正 102,000 群馬県榛東村
高山 允伯 60,000 杉並区
中澤 丈一 102,000 前橋市

南波 和憲 352,000 群馬県東吾妻
町

萩原 渉 102,000 群馬県草津町
橋爪 洋介 102,000 高崎市
原 和隆 102,000 伊勢崎市
臂 泰雄 102,000 伊勢崎市
星名 建市 102,000 渋川市
星野 寛 102,000 群馬県片品村
穂積 昌信 68,000 太田市
松本 耕司 102,000 館林市
山﨑 俊之 68,000 太田市
大和 勲 68,000 伊勢崎市
諸岡 孝昭 55,000 成田市
石﨑 徹 55,000 新潟市
金子 恵美 55,000 三条市
齋藤 洋明 55,000 新発田市
佐藤 信秋 60,000 杉並区
高鳥 修一 55,000 上越市
塚田 一郎 60,000 新潟市
長島 忠美 55,000 長岡市
中原 八一 60,000 新潟市
細田 健一 55,000 燕市
水落 敏栄 60,000 千葉県長生村
石田 忠夫 60,000 石川県志賀町
井出 敏朗 60,000 能美市
稲村 建男 60,000 羽咋市
善田 善彦 60,000 能美市
徳野 光春 60,000 野々市市
中村 勲 60,000 金沢市
西田 昭二 60,000 七尾市
紐野 義昭 60,000 金沢市
福村 章 60,000 小松市
藤井 義弘 60,000 小松市
不破 大仁 60,000 金沢市
平蔵 豊志 60,000 珠洲市
宮下 正博 60,000 輪島市
向出 勉 60,000 加賀市
焼田 宏明 60,000 石川県津幡町
安居 知世 60,000 金沢市
山口 彦衛 60,000 石川県能登町
山田 省悟 60,000 石川県中能登

町
吉﨑 吉規 60,000 白山市
米澤 賢司 60,000 金沢市
米田 昭夫 60,000 石川県内灘町
和田内幸三 60,000 七尾市

伊藤 克美 70,000 福井県高浜町
吉田洋一郎 54,000 福井市
堀内光一郎 100,000 富士吉田市
塚本 大 186,000 焼津市
河本 英典 360,000 京都市
木川 英樹 100,000 彦根市
木村 修 100,000 大阪市
大串 正樹 55,000 伊丹市
鴻池 祥肇 60,000 神戸市
末松 信介 60,000 神戸市
関 芳弘 55,000 神戸市
瀧川 博司 100,000 神戸市
谷 公一 55,000 兵庫県香美町
渡海紀三朗 55,000 高砂市
西村 康稔 55,000 明石市
藤井比早之 55,000 神戸市
盛山 正仁 55,000 神戸市
山田 賢司 55,000 西宮市
山西 行徳 100,000 三田市
秋本登志嗣 60,000 五條市
井岡 正徳 60,000 奈良県田原本

町
乾 浩之 60,000 奈良県広陵町
岩田 国夫 60,000 天理市
上田 悟 60,000 奈良県斑鳩町
荻田 義雄 60,000 奈良市
奥山 博康 60,000 香芝市
國中 憲治 60,000 奈良県大淀町
小泉 米造 60,000 大和郡山市
新谷 綋一 60,000 奈良県山添村
田中 惟允 60,000 宇陀市
粒谷 友示 60,000 生駒市
出口 武男 60,000 奈良市
中野 雅史 60,000 大和郡山市
中村 昭 60,000 桜井市
安井 宏一 60,000 生駒市
米田 忠則 60,000 大和高田市
赤沢 亮正 55,000 米子市
石破 茂 55,000 鳥取市
平井 伸治 60,000 鳥取市
深澤 義彦 60,000 鳥取市
舞立 昇治 60,000 米子市
松田喜代次 60,000 米子市
山根 英明 60,000 鳥取県八頭町
青木 一彦 120,000 出雲市
島田 三郎 120,000 安来市

竹下 亘 110,000 世田谷区
細田 博之 110,000 松江市
溝口善兵衛 60,000 松江市
逢沢 一郎 110,000 岡山市
青野 高陽 60,000 岡山県美咲町
阿部 俊子 110,000 津山市
天野 学 60,000 笠岡市
池田 道孝 110,000 岡山県矢掛町
池本 敏朗 60,000 備前市
石井 正弘 120,000 岡山市
市村 仁 60,000 美作市
伊藤 文夫 60,000 笠岡市
井元乾一郎 60,000 岡山県鏡野町
上田 勝義 60,000 井原市
内山 登 60,000 岡山県和気町
江本 公一 60,000 総社市
遠藤 康洋 60,000 倉敷市
太田 正孝 60,000 岡山市
岡﨑 豊 60,000 岡山市
小倉 弘行 60,000 岡山市
小田 圭一 60,000 倉敷市
小田 春人 60,000 井原市
小野 泰弘 60,000 総社市
加藤 勝信 110,000 渋谷区
加藤 浩久 60,000 玉野市
久徳 大輔 60,000 高梁市
河本 勉 60,000 岡山市
小林孝一郎 60,000 岡山市
小林 義明 60,000 新見市
佐藤 真治 60,000 岡山市
神宝 謙一 60,000 瀬戸内市
千田 博通 60,000 倉敷市
高橋 戒隆 60,000 倉敷市
中塚 周一 60,000 倉敷市
西岡 聖貴 60,000 赤磐市
橋本 岳 110,000 倉敷市
蓮岡 靖之 60,000 倉敷市
波多 洋治 60,000 岡山市
蜂谷 弘美 60,000 岡山市
松田 堯 120,000 岡山市
山下 貴司 110,000 岡山市
渡辺 英気 60,000 倉敷市
渡辺 吉幸 60,000 岡山県奈義町
石井 幸治 60,000 廿日市市
河井 克行 55,000 広島市
岸田 文雄 55,000 渋谷区
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小島 敏文 55,000 広島県世羅町
小林 史明 55,000 福山市
坂 茂雄 60,000 広島市
新谷 正義 53,000 広島市
田村 興造 96,000 広島市
寺田 稔 55,000 呉市
中川 俊直 55,000 東広島市
平口 洋 55,000 広島市
深山 英樹 96,000 広島市
藤森 敏彦 60,000 広島市
溝手 顕正 60,000 三原市
宮沢 洋一 60,000 福山市
後藤田正純 110,000 徳島市
中西 祐介 120,000 徳島市
福山 守 110,000 徳島市
三木 亨 120,000 徳島市
山口 俊一 110,000 三好市
綾田 福雄 60,000 高松市
有福 哲二 60,000 坂出市
石川 豊 60,000 観音寺市
磯﨑 仁彦 120,000 丸亀市
氏家 孝志 60,000 香川県琴平町
大野敬太郎 110,000 丸亀市
大山 一郎 60,000 高松市
尾崎 道広 60,000 坂出市
香川 芳文 60,000 丸亀市
鎌田 守恭 60,000 高松市
木村 義雄 120,000 高松市
黒島 啓 60,000 香川県小豆島

町
五所野尾恭一 60,000 香川県まんの

う町
斉藤 勝範 60,000 三豊市
佐伯 明浩 60,000 観音寺市
瀬戸 隆一 110,000 坂出市
十河 直 60,000 さぬき市
高木 英一 60,000 高松市
高城 宗幸 60,000 観音寺市
谷久 浩一 60,000 香川県土庄町
辻村 修 60,000 善通寺市
新田 耕造 60,000 香川県多度津

町
花崎 光弘 60,000 東かがわ市
平井 卓也 110,000 高松市
平木 享 60,000 高松市
松原 哲也 60,000 香川県三木町

松本 公継 60,000 高松市
水本 勝規 60,000 香川県綾川町
三宅 伸吾 120,000 さぬき市
宮本 欣貞 60,000 高松市
山下 昭史 60,000 三豊市
山田 正芳 60,000 丸亀市
麻生 太郎 93,000 飯塚市
井上 貴博 153,000 福岡市
大家 敏志 156,000 北九州市
新宮松比古 60,000 福岡市
田中 秀子 96,000 大牟田市
西島 英利 120,000 北九州市
鳩山 夫 153,000 久留米市
原田 義昭 93,000 太宰府市
藤丸 敏 57,000 大牟田市
松山 政司 96,000 福岡市
山本 幸三 213,000 北九州市
吉原 太郎 96,000 嘉麻市
今村 雅弘 110,000 佐賀市
岩田 和親 110,000 佐賀市
福岡 資麿 120,000 佐賀市
古川 康 110,000 唐津市
山下 雄平 120,000 唐津市
留守 茂幸 60,000 佐賀市
加藤 寛治 110,000 島原市
金子原二郎 120,000 佐世保市
北村 誠吾 110,000 長崎県佐々町
古賀友一郎 120,000 長崎市
谷川 弥一 110,000 大村市
冨岡 勉 110,000 長崎市
松本 康信 100,000 五島市
山下 功三 72,000 佐世保市
池田 和貴 60,000 天草市
岩下 栄一 60,000 熊本市
内野 幸喜 60,000 熊本県長洲町
浦田祐三子 60,000 玉名市
緒方 勇二 60,000 熊本県あさぎ

り町
小杉 直 60,000 熊本市
小早川宗弘 60,000 八代市
重村 栄 60,000 荒尾市
髙木 健次 60,000 合志市
髙野 洋介 60,000 八代市
田代 国広 60,000 熊本県大津町
西岡 勝成 60,000 天草市
橋口 海平 60,000 熊本市

藤川 隆夫 60,000 熊本市
渕上 陽一 60,000 山鹿市
前川 收 60,000 菊池市
増永慎一郎 60,000 熊本県御船町
松田 三郎 60,000 熊本県錦町
溝口 幸治 60,000 人吉市
村上 寅美 60,000 熊本市
森 浩二 60,000 玉名市
山口 裕 60,000 上天草市
山本 秀久 60,000 熊本県芦北町
吉永 和世 60,000 水俣市
穴見 陽一 55,000 大分市
礒崎 陽輔 60,000 大分市
岩屋 毅 55,000 別府市
衛藤 晟一 60,000 大分市
衛藤征士郎 55,000 佐伯市
半澤 一邦 120,000 大分市
江藤 拓 110,000 日向市
河野 俊嗣 54,000 宮崎市
武井 俊輔 110,000 宮崎市
長峯 誠 120,000 千代田区
古川 禎久 110,000 都城市
松下 新平 120,000 宮崎市
宇都 隆史 120,000 千代田区
小里 泰弘 110,000 霧島市
尾辻 秀久 120,000 鹿児島市
加治屋義人 100,000 鹿児島市
金子万寿夫 110,000 鹿児島市
野村 哲郎 120,000 鹿児島市
宮路 拓馬 110,000 日置市
森山 110,000 鹿屋市
保岡 興治 110,000 鹿児島市
年間五万円以下の
もの

57,270,790

〔団体分〕
㈱ＩＨＩ 10,000,000 江東区
あいおいニッセイ
同和損害保険㈱

8,600,000 渋谷区

㈱アウトソーシン
グ

600,000 千代田区

秋山錠剤㈱ 200,000 品川区
㈱浅田飴 200,000 千代田区
朝日火災海上保険
㈱

400,000 千代田区

旭化成㈱ 15,000,000 千代田区
旭化成ファーマ㈱ 1,290,000 千代田区

旭化成ホームズ㈱ 1,800,000 新宿区
アサヒグループ
ホールディングス
㈱

3,000,000 墨田区

旭コンクリート工
業㈱

150,000 都・中央区

アサヒビール㈱ 5,760,000 墨田区
味の素㈱ 5,000,000 都・中央区
あすか製薬㈱ 700,000 都・港区
アステラス製薬㈱ 7,190,000 都・中央区
㈱安藤・間 9,000,000 都・港区
イーグル工業㈱ 500,000 都・港区
㈱石井鐵工所 60,000 都・中央区
㈱石垣 100,000 都・中央区
いすゞ自動車㈱ 17,700,000 品川区
板硝子協会 5,000,000 都・港区
いちよし証券㈱ 1,000,000 都・中央区
伊藤忠商事㈱ 23,000,000 都・港区
イハラケミカル工
業㈱

100,000 台東区

岩城製薬㈱ 230,000 都・中央区
栄研化学㈱ 520,000 台東区
エイチ・エス証券
㈱

500,000 新宿区

ＡＮＡホールディ
ングス㈱

11,000,000 都・港区

エーザイ㈱ 6,450,000 文京区
㈱ＮＴＴデータ 3,500,000 江東区
㈱ＮＴＴドコモ 7,000,000 千代田区
ＮＴＴ都市開発㈱ 1,500,000 千代田区
荏原実業㈱ 1,000,000 都・中央区
㈱太田胃散 340,000 文京区
大谷不動産㈲ 300,000 千代田区
大塚製薬㈱ 5,980,000 千代田区
㈱大林組 16,000,000 都・港区
大林道路㈱ 1,000,000 千代田区
㈱岡三証券グルー
プ

3,000,000 都・中央区

岡部㈱ 700,000 墨田区
小田急電鉄㈱ 4,500,000 新宿区
㈱小田急百貨店 120,000 新宿区
科研製薬㈱ 1,770,000 文京区
カシオ計算機㈱ 1,500,000 渋谷区
鹿島建設㈱ 16,000,000 都・港区
鹿島道路㈱ 3,500,000 文京区
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片倉チッカリン㈱ 100,000 千代田区
㈱加藤製作所 800,000 品川区
かどや製油㈱ 300,000 品川区
株木建設㈱ 1,000,000 豊島区
かんべ土地建物㈱ 60,000 品川区
キヤノン㈱ 40,000,000 大田区
救心製薬㈱ 240,000 杉並区
キューピー㈱ 500,000 調布市
共栄火災海上保険
㈱

1,300,000 都・港区

杏林製薬㈱ 1,400,000 千代田区
㈱協和エクシオ 1,000,000 渋谷区
協和発酵キリン㈱ 3,190,000 千代田区
キリンビール㈱ 3,350,000 中野区
㈱熊谷組 3,000,000 新宿区
クミアイ化学工業
㈱

160,000 台東区

クラシエ製薬㈱ 480,000 都・港区
クレトイシ㈱ 180,000 都・港区
㈱クレハ 60,000 都・中央区
京王電鉄㈱ 3,750,000 多摩市
ケイヒン㈱ 300,000 都・港区
ＫＤＤＩ㈱ 6,000,000 千代田区
ＫＹＢ㈱ 1,000,000 都・港区
興国インテック㈱ 150,000 千代田区
㈱コーセー 120,000 都・中央区
コトブキ技研工業
㈱

100,000 新宿区

小林薬品工業㈱ 110,000 都・中央区
㈱小松製作所 8,000,000 都・港区
五洋建設㈱ 9,000,000 文京区
サッポロホール
ディングス㈱

1,240,000 渋谷区

佐藤工業㈱ 3,000,000 都・中央区
佐藤製薬㈱ 670,000 都・港区
三機工業㈱ 200,000 都・中央区
三幸建設工業㈱ 120,000 都・中央区
ＧＭＯクリック証
券㈱

500,000 渋谷区

Ｊ．フロントリテ
イリング㈱

2,000,000 都・中央区

ＪＦＥスチール㈱ 15,000,000 千代田区
㈱ジェイティー
ビー

200,000 品川区

芝信用金庫 120,000 都・港区
清水建設㈱ 16,000,000 都・中央区

医療法人社団純鈴
会やまもと眼科

120,000 西東京市

㈱証券ジャパン 100,000 都・中央区
㈱商船三井 2,000,000 都・港区
昭和産業㈱ 500,000 千代田区
昭和電工㈱ 5,000,000 都・港区
ショーボンド建設
㈱

3,500,000 都・中央区

新日鐵住金㈱ 35,000,000 千代田区
住友化学㈱ 36,000,000 都・中央区
住友重機械工業㈱ 1,500,000 品川区
住友商事㈱ 24,000,000 都・中央区
住友ベークライト
㈱

5,000,000 品川区

生化学工業㈱ 550,000 千代田区
セイコーホール
ディングス㈱

2,200,000 都・港区

㈱精養軒 100,000 台東区
石油化学工業協会 15,000,000 都・中央区
石油鉱業連盟 6,000,000 千代田区
石油連盟 60,000,000 千代田区
㈱セブン＆アイ・
ホールディングス

10,000,000 千代田区

（一社）セメント
協会

8,000,000 都・中央区

ゼリア新薬工業㈱ 1,120,000 都・中央区
㈱セレスポ 60,000 豊島区
（一社）全国信用
金庫協会

13,000,000 都・中央区

（一社）全国信用
組合中央協会

4,000,000 都・中央区

（一社）全国ハイ
ヤー・タクシー連
合会

500,000 千代田区

㈱ゼンショーホー
ルディングス

3,000,000 都・港区

セントラルスポー
ツ㈱

100,000 都・中央区

全日本菓子協会 60,000 都・港区
全薬工業㈱ 470,000 文京区
㈱総合資格 1,000,000 新宿区
倉庫物流研究会 4,000,000 江東区
双日㈱ 11,000,000 千代田区
ソニー㈱ 5,000,000 都・港区
損害保険ジャパン
日本興亜㈱

13,800,000 新宿区

第一三共㈱ 5,970,000 都・中央区
第一生命保険㈱ 12,500,000 千代田区
大王製紙㈱ 120,000 都・中央区
大正製薬㈱ 2,550,000 豊島区
大成建設㈱ 16,000,000 新宿区
大成ロテック㈱ 6,000,000 新宿区
大日精化工業㈱ 200,000 都・中央区
大豊建設㈱ 4,000,000 都・中央区
大鵬薬品工業㈱ 1,320,000 千代田区
太陽生命保険㈱ 1,500,000 都・中央区
㈱大和証券グルー
プ本社

30,000,000 千代田区

㈱竹中土木 6,000,000 江東区
立花証券㈱ 100,000 都・中央区
中外製薬㈱ 5,640,000 都・中央区
㈱ツムラ 2,190,000 都・港区
㈱電通 4,800,000 都・港区
東亜警備保障㈱ 200,000 新宿区
東亜建設工業㈱ 1,120,000 新宿区
東映㈱ 60,000 都・中央区
東海東京フィナン
シャル・ホール
ディングス㈱

3,000,000 都・中央区

東急建設㈱ 9,000,000 渋谷区
東京海上日動火災
保険㈱

17,640,000 千代田区

東京急行電鉄㈱ 4,500,000 渋谷区
東京新宿ベジフル
㈱

60,000 新宿区

東京トヨタ自動車
㈱

600,000 都・港区

東京トヨペット㈱ 800,000 都・港区
東京ボード工業㈱ 400,000 江東区
東菱薬品工業㈱ 220,000 千代田区
東武鉄道㈱ 3,750,000 墨田区
東邦亜鉛㈱ 84,000 都・中央区
東洋建設㈱ 4,000,000 江東区
東洋証券㈱ 800,000 都・中央区
東レ㈱ 50,000,000 都・中央区
トーアエイヨー㈱ 310,000 都・中央区
トーア再保険㈱ 1,000,000 千代田区
㈱トクホン 210,000 豊島区
戸田建設㈱ 2,000,000 都・中央区
凸版印刷㈱ 7,000,000 千代田区
富山化学工業㈱ 1,670,000 新宿区

トランスコスモス
㈱

2,000,000 渋谷区

鳥居薬品㈱ 1,300,000 都・中央区
㈱永坂産業 100,000 都・港区
㈱永谷園 100,000 都・港区
西松建設㈱ 9,000,000 都・港区
ニチバン㈱ 200,000 文京区
日油㈱ 150,000 渋谷区
㈱日建設計 500,000 千代田区
日新火災海上保険
㈱

1,000,000 千代田区

日清食品ホール
ディングス㈱

5,000,000 新宿区

日新製鋼㈱ 3,000,000 千代田区
㈱日清製粉グルー
プ本社

2,400,000 千代田区

日鉄鉱業㈱ 120,000 千代田区
日鉄住金環境㈱ 100,000 都・中央区
日特建設㈱ 1,000,000 都・中央区
㈱ＮＩＰＰＯ 5,000,000 都・中央区
日本ケミファ㈱ 620,000 千代田区
日本化学繊維協会 7,000,000 都・中央区
日本化薬㈱ 1,140,000 千代田区
日本空港ビルデン
グ㈱

300,000 大田区

日本化粧品工業連
合会

600,000 都・港区

日本工営㈱ 300,000 千代田区
日本鉱業協会 18,000,000 千代田区
日本国土開発㈱ 2,000,000 都・港区
日本コムシス㈱ 1,500,000 品川区
（一社）日本自動
車工業会

80,400,000 都・港区

日本信号㈱ 200,000 千代田区
日本精工㈱ 4,000,000 品川区
日本製紙㈱ 500,000 千代田区
日本製紙連合会 5,000,000 都・中央区
日本製粉㈱ 500,000 渋谷区
日本製薬㈱ 360,000 千代田区
（一社）日本船主
協会

6,000,000 千代田区

日本チェーンスト
ア協会

5,000,000 都・港区

日本通運㈱ 2,000,000 都・港区
日本テクノ㈱ 100,000 新宿区
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（一社）日本鉄鋼
連盟

80,000,000 都・中央区

日本電気㈱ 15,000,000 都・港区
（一社）日本電機
工業会

77,000,000 千代田区

日本電子㈱ 1,000,000 昭島市
日本電設工業㈱ 100,000 台東区
日本道路㈱ 3,500,000 都・港区
日本郵船㈱ 9,000,000 千代田区
日本リーテック㈱ 120,000 千代田区
野村ホールディン
グス㈱

32,000,000 都・中央区

㈱博報堂 1,150,000 都・港区
ばんせい証券㈱ 300,000 都・中央区
㈱販売促進研究所 300,000 千代田区
ぴあ㈱ 100,000 渋谷区
㈱ピーエス三菱 1,550,000 都・中央区
東日本旅客鉄道㈱ 20,000,000 渋谷区
日立工機㈱ 250,000 都・港区
㈱日立国際電気 1,000,000 千代田区
㈱日立システムズ 1,500,000 品川区
㈱日立製作所 28,500,000 千代田区
㈱日立ソリュー
ションズ

1,000,000 品川区

㈱日立ハイテクノ
ロジーズ

1,000,000 都・港区

㈱日立物流 1,500,000 江東区
日立マクセル㈱ 500,000 都・港区
日野自動車㈱ 20,500,000 日野市
㈱ヒューマックス 300,000 新宿区
富国生命保険 2,500,000 千代田区
富士重工業㈱ 26,700,000 渋谷区
㈱フジタ 2,000,000 渋谷区
富士電機㈱ 6,880,000 品川区
富士フイルムホー
ルディングス㈱

10,000,000 都・港区

富 士 ミ ネ ラ ル
ウォーター㈱

150,000 渋谷区

（一社）不動産協
会

40,000,000 千代田区

㈱不動テトラ 2,500,000 都・中央区
フマキラー㈱ 120,000 千代田区
古河電気工業㈱ 300,000 千代田区
ブルドックソース
㈱

100,000 都・中央区

プレハブ建築研究
会

7,000,000 千代田区

文唱堂印刷㈱ 500,000 千代田区
㈱ホテルオークラ 200,000 都・港区
本田技研工業㈱ 25,000,000 都・港区
前田建設工業㈱ 9,000,000 千代田区
㈱増岡組 216,000 千代田区
松井建設㈱ 900,000 都・中央区
松井証券㈱ 1,000,000 千代田区
㈱松村組 500,000 千代田区
丸紅㈱ 17,000,000 千代田区
三笠製薬㈱ 250,000 練馬区
三木産業㈱ 360,000 都・中央区
㈱みずほフィナン
シャルグループ

20,000,000 千代田区

三井化学㈱ 1,000,000 都・港区
三井住友海上火災
保険㈱

12,100,000 千代田区

㈱三井住友銀行 20,000,000 千代田区
三井生命保険㈱ 3,000,000 江東区
三井倉庫ホール
ディングス㈱

500,000 都・港区

三井造船㈱ 2,000,000 都・中央区
三井物産㈱ 28,000,000 千代田区
三井不動産㈱ 20,000,000 都・中央区
三井ホーム㈱ 4,000,000 新宿区
三菱ガス化学㈱ 300,000 千代田区
㈱三菱ケミカル
ホールディングス

10,000,000 千代田区

三菱自動車工業㈱ 20,700,000 都・港区
三菱重工業㈱ 33,000,000 都・港区
三菱商事㈱ 28,000,000 千代田区
三菱製紙㈱ 100,000 墨田区
三菱倉庫㈱ 500,000 都・中央区
三菱電機㈱ 18,200,000 千代田区
㈱三菱東京ＵＦＪ
銀行

20,000,000 千代田区

㈱ミノファーゲン
製薬

210,000 新宿区

宮地エンジニアリ
ング㈱

120,000 都・中央区

㈱ミライト・ホー
ルディングス

1,000,000 江東区

㈱明治 1,000,000 江東区

Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ
㈱

1,970,000 都・中央区

明治安田生命保険


10,000,000 千代田区

㈱明電舎 3,100,000 品川区
持田製薬㈱ 1,670,000 新宿区
森永乳業㈱ 100,000 都・港区
森ビル㈱ 5,000,000 都・港区
㈱ヤクルト本社 3,000,000 都・港区
矢崎総業㈱ 1,000,000 都・港区
山崎製パン㈱ 3,000,000 千代田区
養命酒製造㈱ 500,000 渋谷区
横浜ゴム㈱ 300,000 都・港区
ライト工業㈱ 1,000,000 千代田区
（公社）リース事
業協会

5,000,000 千代田区

理研ビタミン㈱ 120,000 千代田区
㈱龍角散 210,000 千代田区
ローレルバンクマ
シン㈱

144,000 都・港区

若築建設㈱ 4,000,000 目黒区
わかもと製薬㈱ 460,000 都・中央区
㈱アインファーマ
シーズ

120,000 札幌市

勇建設㈱ 60,000 札幌市
伊藤組土建㈱ 3,050,000 札幌市
岩倉建設㈱ 60,000 札幌市
岩田地崎建設㈱ 3,560,000 札幌市
共和コンクリート
工業㈱

120,000 札幌市

㈱グランビスタホ
テル＆リゾート札
幌パークホテル

60,000 札幌市

㈱グランビスタホ
テル＆リゾート札
幌グランドホテル

60,000 札幌市

札幌第一興産㈱ 60,000 札幌市
チュウケイ㈱ 60,000 札幌市
道路工業㈱ 60,000 札幌市
中道リース㈱ 60,000 札幌市
西村建設㈱ 120,000 北海道安平町
日鉄住金セメント
㈱

120,000 室蘭市

青森綜合警備保障
㈱

60,000 青森市

青森トヨタ自動車
㈱

60,000 青森市

青森三菱電機機器
販売㈱

100,000 青森市

㈱阿部重組 100,000 青森市
東和電材㈱ 60,000 青森市
㈱小田島 60,000 花巻市
㈱小山建設 120,000 一関市
㈱かばら 60,000 遠野市
㈱久慈設計 360,000 盛岡市
三陸土建㈱ 100,000 盛岡市
㈱十文字チキンカ
ンパニー

100,000 二戸市

白金運輸㈱ 120,000 奥州市
樋下建設㈱ 300,000 盛岡市
二戸ガス㈱ 100,000 二戸市
宮城建設㈱ 620,000 久慈市
両磐酒造㈱ 60,000 一関市
林崎建設㈱ 60,000 岩手県野田村
㈱秋元技術コンサ
ルタンツ

60,000 仙台市

阿部建設㈱ 120,000 仙台市
㈱ＪＴＢ東北 60,000 仙台市
㈱清月記 60,000 仙台市
仙建工業㈱ 84,000 仙台市
トヨタ自動車東日
本㈱

500,000 宮城県大衡村

野口建設㈱ 72,000 栗原市
㈱バイタルネット 72,000 仙台市
㈱橋本店 60,000 仙台市
㈱丸本組 120,000 石巻市
（一社）宮城県建
設業協会

70,000 仙台市

㈱ユアテック 2,072,000 仙台市
若生工業㈱ 60,000 石巻市
國井建設㈱ 60,000 寒河江市
黒澤建設工業㈱ 60,000 山形市
㈱ジョイン 60,000 山形市
第一貨物㈱ 60,000 山形市
㈱天童木工 120,000 天童市
トヨタカローラ山
形㈱

60,000 山形市

㈱ハッピージャパ
ン

100,000 山形市

㈱本間利雄設計事
務所

60,000 山形市
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升川建設㈱ 60,000 山形県河北町
㈱ムラヤマ 60,000 山形市
（一社）山形県建
設業協会

240,000 山形市

山形建設㈱ 84,000 山形市
山新観光㈱ 60,000 山形市
磐城通運㈱ 120,000 いわき市
内池醸造㈱ 60,000 福島市
川名建設工業㈱ 60,000 本宮市
サンヨー缶詰㈱ 60,000 福島市
㈱野地組 120,000 二本松市
（一社）福島県建
設業協会

1,400,000 福島市

（一社）福島県建
築士事務所協会

100,000 福島市

（一社）福島県測
量設計業協会

60,000 福島市

茨城倉庫㈱ 70,000 水戸市
茨城トヨタ自動車
㈱

60,000 水戸市

㈱岡部工務店 300,000 日立市
日立セメント㈱ 100,000 日立市
北関東綜合警備保
障㈱

120,000 宇都宮市

㈱大高商事 120,000 宇都宮市
（一社）栃木県建
設業協会

204,000 宇都宮市

（一社）栃木県建
築士事務所協会

60,000 宇都宮市

栃木日産自動車販
売㈱

60,000 宇都宮市

㈱ナカニシ 200,000 鹿沼市
フタバ食品㈱ 100,000 宇都宮市
エスビック㈱ 60,000 高崎市
カネコ種苗㈱ 120,000 前橋市
群馬県建設事業㈿ 60,000 前橋市
河本工業㈱ 120,000 館林市
コンピュートロン
㈱

60,000 前橋市

サンデンホール
ディングス㈱

240,000 伊勢崎市

ＧＮホールディン
グス㈱

60,000 前橋市

上越印刷工業㈱ 60,000 前橋市
大和会西毛病院 100,000 富岡市
田中生コン㈱ 60,000 群馬県玉村町

富士食品工業㈱ 60,000 群馬県板倉町
ヤマト発動機㈱ 70,000 太田市
青木信用金庫 60,000 川口市
㈱エム・テック 3,500,000 さいたま市
カルソニックカン
セイ㈱

2,000,000 さいたま市

川口信用金庫 60,000 川口市
埼玉縣信用金庫 360,000 熊谷市
サンケイ総合印刷
㈱

100,000 戸田市

㈱多摩勇代 200,000 戸田市
㈱丸広百貨店 120,000 川越市
旭建設㈱ 60,000 千葉市
㈱川久 60,000 山武市
京成電鉄㈱ 3,000,000 市川市
芝工業㈱ 60,000 千葉市
白鳥製薬㈱ 60,000 習志野市
住友林業アーキテ
クノ㈱

4,000,000 千葉市

千葉県経済同友会 60,000 千葉市
㈱千葉測器 60,000 千葉市
千葉トヨペット㈱ 60,000 千葉市
トヨタカローラ千
葉㈱

60,000 千葉市

㈱日産フィナン
シャルサービス

1,000,000 千葉市

ノザキ建工㈱ 60,000 千葉市
双葉電子工業㈱ 120,000 茂原市
松戸公産㈱ 360,000 松戸市
ユアサ・フナショ
ク㈱

60,000 船橋市

㈱オーテックジャ
パン

1,000,000 茅ヶ崎市

大村紙業㈱ 100,000 茅ヶ崎市
川本工業㈱ 180,000 横浜市
㈱京三製作所 120,000 横浜市
京急サービス㈱ 72,000 横浜市
㈱コーエーテクモ
ホールディングス

500,000 横浜市

相模湖リゾート㈱ 150,000 相模原市
相模鉄道㈱ 3,000,000 横浜市
寒川神社 60,000 神奈川県寒川

町
真生工業㈱ 162,000 横浜市
東芝プラントシス
テム㈱

500,000 横浜市

㈱日産クリエイ
ティブサービス

1,000,000 横浜市

日産工機㈱ 1,000,000 神奈川県寒川
町

日産自動車㈱ 35,000,000 横浜市
日産車体㈱ 2,000,000 平塚市
日産トレーディン
グ㈱

1,000,000 横浜市

日本発条㈱ 1,000,000 横浜市
人の森㈱ 120,000 海老名市
富士通㈱ 15,000,000 川崎市
馬淵建設㈱ 60,000 横浜市
㈱むらせ 72,000 横須賀市
横浜エレベータ㈱ 72,000 横浜市
横浜信用金庫 120,000 横浜市
横浜トヨペット㈱ 60,000 横浜市
㈱レゾナント・シ
ステムズ

150,000 横浜市

㈱ロイヤルホール 360,000 横浜市
アークランドサカ
モト㈱

120,000 三条市

伊米ケ崎建設㈱ 60,000 魚沼市
㈱植木組 600,000 柏崎市
㈱ウオロク 120,000 新潟市
㈱大阪屋 60,000 新潟市
㈱加賀田組 480,000 新潟市
亀田製菓㈱ 180,000 新潟市
共栄建設工業㈱ 60,000 佐渡市
共和工業㈱ 120,000 三条市
㈱近藤組 120,000 新潟市
佐藤食品工業㈱ 120,000 新潟市
（一社）新潟県砂
利砕石協会

60,000 新潟市

㈱新潟ケンベイ 240,000 新潟市
新潟中央青果㈱ 120,000 新潟市
㈱廣瀬 60,000 新潟市
㈱福田組 1,470,000 新潟市
藤木鉄工㈱ 60,000 新潟県聖籠町
藤田金属㈱ 60,000 新潟市
㈱ブルボン 120,000 柏崎市
㈱本間組 1,760,000 新潟市
隆成建設㈱ 60,000 新潟市
㈱アイザック 60,000 魚津市
朝日印刷㈱ 120,000 富山市
朝日建設㈱ 60,000 富山市
㈱廣貫堂 90,000 富山市

サカヰ産業㈱ 60,000 富山市
サクラパックス㈱ 60,000 富山市
第一薬品工業㈱ 220,000 富山市
高尾建設㈱ 60,000 富山市
タカノ建設㈱ 72,000 富山市
武内プレス工業㈱ 120,000 富山市
田中精密工業㈱ 60,000 富山市
（一社）富山県建
設業協会

180,000 富山市

富山電気ビルデイ
ング㈱

60,000 富山市

富山土石協業組合 60,000 富山市
日医工㈱ 2,170,000 富山市
伏木海陸運送㈱ 132,000 高岡市
北陸コカ・コーラ
ボトリング㈱

60,000 高岡市

北陸電気工事㈱ 1,040,000 富山市
㈱四方組 60,000 射水市
米原商事㈱ 60,000 砺波市
リードケミカル㈱ 120,000 富山市
上村電建㈱ 120,000 金沢市
兼六建設㈱ 100,000 金沢市
澁谷工業㈱ 500,000 金沢市
城西運輸機工㈱ 120,000 金沢市
セントラルメディ
カル㈱

100,000 金沢市

㈱ダスキン北陸 100,000 野々市市
㈱別川製作所 120,000 白山市
㈱北都鉄工 100,000 白山市
米沢電気工事㈱ 100,000 金沢市
菱機工業㈱ 120,000 金沢市
㈱アイビックス 260,000 福井市
㈱岡本エンジニア
リング

200,000 敦賀市

清川メッキ工業㈱ 120,000 福井市
坂川建設㈱ 60,000 福井市
三優社工業㈱ 60,000 福井市
セーレン㈱ 240,000 福井市
㈱関組 60,000 越前市
敦賀海陸運輸㈱ 120,000 敦賀市
轟産業㈱ 120,000 福井市
日信化学工業㈱ 120,000 越前市
㈱日本ピーエス 240,000 敦賀市
福井中央魚市㈱ 120,000 福井市
福井トヨタ自動車
㈱

72,000 福井市
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福井日産自動車㈱ 90,000 福井市
フクビ化学工業㈱ 120,000 福井市
㈱増田喜 100,000 福井市
㈱松田 組 60,000 福井市
㈱見谷組 60,000 福井市
（一社）市川建設
業協会

150,000 山梨県市川三
郷町

㈱オギノ 100,000 甲府市
（一社）峡北地区
建設業協会

150,000 韮崎市

協和産業㈱ 60,000 甲府市
ハイランドリゾー
ト㈱

150,000 富士吉田市

富士観光開発㈱ 70,000 山梨県富士河
口湖町

富士観光興業㈱ 150,000 山梨県富士河
口湖町

富士急建設㈱ 150,000 富士吉田市
㈱富士急ビジネス
サポート

150,000 富士吉田市

㈱フジヤマ・クオ
リティ

150,000 富士吉田市

アルプス中央信用
金庫

100,000 伊那市

北野建設㈱ 1,050,000 長野市
キッセイ薬品工業
㈱

1,470,000 松本市

（一社）長野県経
営者協会

60,000 長野市

長野信用金庫 120,000 長野市
イビデン㈱ 300,000 大垣市
共立コンピュー
ターサービス㈱

1,000,000 大垣市

正和商事㈱ 2,000,000 大垣市
大日本土木㈱ 500,000 岐阜市
太平洋工業㈱ 300,000 大垣市
㈱明星 1,000,000 大垣市
市川土木㈱ 100,000 静岡市
磐田信用金庫 80,000 磐田市
落合電気空調㈱ 150,000 藤枝市
表富士観光㈱ 150,000 富士市
掛川信用金庫本部 60,000 掛川市
（一社）静岡県建
設業協会

600,000 静岡市

（一社）静岡建設
業協会

68,000 静岡市

静岡信用金庫 100,000 静岡市
静岡東海証券㈱ 100,000 静岡市
ジヤトコ㈱ 2,000,000 富士市
スズキ㈱ 11,950,000 浜松市
静清信用金庫 100,000 静岡市
㈱太洋サービス 90,000 浜松市
浜松地区建設事業
㈿

55,000 浜松市

浜松ホトニクス㈱ 1,500,000 浜松市
（一社）富士建設
業協会

81,000 富士市

㈱富士宮富士急ホ
テル

150,000 富士宮市

㈱丸川 100,000 焼津市
㈱三基開発 60,000 浜松市
（一社）三島建設
業協会

81,000 三島市

焼津信用金庫 100,000 焼津市
ヤマハ発動機㈱ 6,400,000 磐田市
アイシン・エイ・
ダブリュ㈱

2,500,000 安城市

アイシン精機㈱ 3,300,000 刈谷市
愛知機械工業㈱ 2,000,000 名古屋市
愛知製鋼㈱ 1,500,000 東海市
旭精機工業㈱ 120,000 尾張旭市
天野エンザイム㈱ 200,000 名古屋市
㈱アラクス 220,000 名古屋市
安藤証券㈱ 500,000 名古屋市
いちい信用金庫 60,000 一宮市
岡地証券㈱ 100,000 名古屋市
岡谷鋼機㈱ 500,000 名古屋市
木村証券㈱ 100,000 名古屋市
共友リース㈱ 1,000,000 名古屋市
興和㈱ 940,000 名古屋市
瀬戸信用金庫 180,000 瀬戸市
大万証券㈱ 100,000 名古屋市
瀧定名古屋㈱ 300,000 名古屋市
㈱デンソー 12,000,000 刈谷市
東海興業㈱ 100,000 大府市
㈱東陽 700,000 刈谷市
豊島㈱ 84,000 名古屋市
豊田合成㈱ 500,000 清須市
㈱豊田自動織機 3,000,000 刈谷市
トヨタ自動車㈱ 64,400,000 豊田市
トヨタ車体㈱ 1,000,000 刈谷市
豊田通商㈱ 3,000,000 名古屋市

トヨタ紡織㈱ 1,500,000 刈谷市
トヨタホーム㈱ 1,800,000 名古屋市
名古屋鉄道㈱ 1,500,000 名古屋市
日本車輌製造㈱ 900,000 名古屋市
福玉精穀倉庫㈱ 100,000 愛知県大口町
豊和工業㈱ 700,000 清須市
ホーユー㈱ 120,000 名古屋市
名証取引参加者協
会

100,000 名古屋市

㈱山田商会 60,000 名古屋市
豊証券㈱ 200,000 名古屋市
リンナイ㈱ 320,000 名古屋市
長島観光開発㈱ 60,000 桑名市
（一社）三重県自
動車販売協会

72,000 津市

㈱秋村組 100,000 近江八幡市
淺野運輸倉庫㈱ 200,000 栗東市
綾羽㈱ 600,000 大津市
キタイ設計㈱ 120,000 近江八幡市
㈱公益社 100,000 彦根市
甲賀高分子㈱ 100,000 湖南市
甲賀バラス㈱ 60,000 甲賀市
（一社）滋賀県建
設業協会

2,000,000 大津市

㈱南洋軒 60,000 草津市
㈱イセトー 250,000 京都市
仁心会宇治川病
院

100,000 宇治市

上原成商事㈱ 360,000 京都市
大倉産業㈱ 240,000 宇治市
オムロン㈱ 1,800,000 京都市
㈱片岡製作所 500,000 京都市
祇園新地甲部組合 96,000 京都市
黄桜㈱ 120,000 京都市
京セラ㈱ 1,600,000 京都市
京都青果合同㈱ 60,000 京都市
京華産業㈱ 60,000 京都市
月桂冠㈱ 1,200,000 京都市
㈱公益社 240,000 京都市
㈱最上インクス 60,000 京都市
㈱島津製作所 960,000 京都市
太平工業㈱ 54,000 京都市
宝ホールディング
ス㈱

1,200,000 京都市

㈱たけびし 60,000 京都市
東邦電気産業㈱ 60,000 京都市

ニチコン㈱ 600,000 京都市
日本新薬㈱ 1,600,000 京都市
任天堂㈱ 600,000 京都市
（一財）不審菴 120,000 京都市
㈱堀場製作所 360,000 京都市
村田機械㈱ 600,000 京都市
㈱村田製作所 400,000 長岡京市
㈱安田商事 100,000 長岡京市
山科電気工事㈱ 60,000 京都市
ローム㈱ 600,000 京都市
㈱ワコールホール
ディングス

900,000 京都市

アルスコーポレー
ション㈱

60,000 堺市

㈱イトーキ 100,000 大阪市
㈱イムラ封筒 70,000 大阪市
永和信用金庫 72,000 大阪市
エース証券㈱ 200,000 大阪市
オーエッチ工業㈱ 72,000 東大阪市
㈱オーエム製作所 60,000 大阪市
大阪シティ信用金
庫

96,000 大阪市

大阪精工㈱ 60,000 東大阪市
大阪トヨタ自動車
㈱

60,000 大阪市

㈱扇谷 60,000 大阪市
ＯＵＧホールディ
ングス㈱

60,000 大阪市

㈱奥村組 9,000,000 大阪市
小野薬品工業㈱ 2,370,000 大阪市
がんこフードサー
ビス㈱

120,000 大阪市

関西ペイント㈱ 700,000 大阪市
清田軌道工業㈱ 60,000 大阪市
近畿日本鉄道㈱ 4,500,000 大阪市
近鉄エンジニアリ
ング㈱

60,000 大阪市

㈱きんでん 4,000,000 大阪市
栗原工業㈱ 60,000 大阪市
京阪電気鉄道㈱ 3,000,000 大阪市
鴻池運輸㈱ 120,000 大阪市
㈱鴻池組 500,000 大阪市
小林製薬㈱ 400,000 大阪市
沢井製薬㈱ 2,320,000 大阪市
参天製薬㈱ 2,380,000 大阪市
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サントリーホール
ディングス㈱

4,500,000 大阪市

燦ホールディング
ス㈱

120,000 大阪市

三容起業㈱ 100,000 東大阪市
㈱ジェイテクト 2,000,000 大阪市
塩野義製薬㈱ 3,000,000 大阪市
昭和電機㈱ 120,000 大東市
住友精化㈱ 300,000 大阪市
住友生命保険 9,500,000 大阪市
㈱住友倉庫 500,000 大阪市
住友電気工業㈱ 1,000,000 大阪市
積水化学工業㈱ 1,800,000 大阪市
積水ハウス㈱ 4,800,000 大阪市
センコー㈱ 400,000 大阪市
千寿製薬㈱ 1,010,000 大阪市
象印マホービン㈱ 180,000 大阪市
ダイキン工業㈱ 5,200,000 大阪市
大幸薬品㈱ 100,000 大阪市
大同化学工業㈱ 280,000 大阪市
大同生命保険㈱ 3,000,000 大阪市
大日本住友製薬㈱ 2,690,000 大阪市
ダイハツ工業㈱ 19,500,000 池田市
㈱ダイヘン 240,000 大阪市
大和ハウス工業㈱ 4,800,000 大阪市
ダイワボウホール
ディングス㈱

120,000 大阪市

髙木証券㈱ 400,000 大阪市
武田薬品工業㈱ 8,510,000 大阪市
㈱竹中工務店 16,000,000 大阪市
武村土地㈱ 72,000 東大阪市
田辺三菱製薬㈱ 2,610,000 大阪市
中外炉工業㈱ 180,000 大阪市
㈱椿本チエイン 60,000 大阪市
㈱酉島製作所 900,000 高槻市
南海電気鉄道㈱ 3,000,000 大阪市
日本ハム㈱ 1,000,000 大阪市
ニプロファーマ㈱ 1,270,000 大阪市
日本生命保険 17,000,000 大阪市
日本ボデーパーツ
工業㈱

60,000 大阪市

パナソニック㈱ 28,500,000 門真市
阪急電鉄㈱ 3,750,000 大阪市
阪神電気鉄道㈱ 3,000,000 大阪市
阪和興業㈱ 500,000 大阪市
菱井工業㈱ 60,000 東大阪市

日立造船㈱ 800,000 大阪市
廣田証券㈱ 336,000 大阪市
扶桑薬品工業㈱ 1,110,000 大阪市
松浪硝子工業㈱ 150,000 岸和田市
丸石製薬㈱ 350,000 大阪市
マルホ㈱ 860,000 大阪市
森下仁丹㈱ 200,000 大阪市
森田化学工業㈱ 60,000 大阪市
㈱安井建築設計事
務所

60,000 大阪市

㈱米丸電機製作所 60,000 大阪市
レンゴー㈱ 3,680,000 大阪市
ロート製薬㈱ 1,140,000 大阪市
和光純薬工業㈱ 276,000 大阪市
淡路信用金庫 60,000 洲本市
伊藤ハム㈱ 300,000 西宮市
川崎重工業㈱ 3,000,000 神戸市
グローリー㈱ 60,000 姫路市
神戸信用金庫 120,000 神戸市
㈱神戸製鋼所 10,000,000 神戸市
住友ゴム工業㈱ 300,000 神戸市
特別医療法人敬愛
会

250,000 三田市

トヨタカローラ姫
路㈱

60,000 姫路市

トヨタ部品兵庫共
販㈱

60,000 神戸市

日本海工㈱ 120,000 神戸市
日本香料薬品㈱ 60,000 神戸市
ネッツトヨタゾナ
神戸㈱

60,000 神戸市

ビオフェルミン製
薬㈱

510,000 神戸市

兵庫トヨタ自動車
㈱

240,000 神戸市

森本倉庫㈱ 200,000 神戸市
山西会宝塚三田
病院

100,000 三田市

大倭殖産㈱ 100,000 奈良市
佐藤薬品工業㈱ 260,000 橿原市
奈良県製薬㈿ 120,000 御所市
㈱アオキ建設 60,000 倉吉市
吾妻商事㈲ 60,000 鳥取県岩美町
㈲足立組 60,000 境港市
㈱井木組 120,000 鳥取県琴浦町
㈱伊藤建設 60,000 鳥取県琴浦町

㈱いない 60,000 倉吉市
㈱井中組 120,000 倉吉市
㈱稲田組 60,000 鳥取県日野町
打吹建設㈱ 60,000 倉吉市
馬野建設㈱ 60,000 鳥取県琴浦町
㈲エムシーエス 120,000 米子市
㈲大柄組 60,000 鳥取県日南町
㈱大谷組 60,000 鳥取市
鵬技術コンサルタ
ント㈱

60,000 倉吉市

㈱懸樋工務店 120,000 鳥取市
加登脇建設㈱ 60,000 鳥取県琴浦町
㈱かわばた 120,000 鳥取県江府町
㈲共栄組 60,000 鳥取県北栄町
共和水産㈱ 72,000 境港市
菌興椎茸㈿ 120,000 鳥取市
グッドヒル㈱ 240,000 鳥取市
㈱クラエー 120,000 倉吉市
㈱高野組 120,000 鳥取県琴浦町
㈱光和電工 60,000 鳥取市
こおげ建設㈱ 240,000 鳥取県八頭町
㈱越河 60,000 米子市
寿製菓㈱ 120,000 米子市
境港海陸運送㈱ 120,000 境港市
㈲澤田建設 120,000 鳥取県日南町
㈱三協商会 240,000 鳥取市
㈲三晃 90,000 鳥取市
㈱サンマート 60,000 鳥取市
塩谷エンタープラ
イズ㈱

60,000 米子市

㈱重道組 120,000 倉吉市
㈱大協組 60,000 米子市
ダイニチ技研㈱ 60,000 鳥取県大山町
大和建設㈱ 240,000 鳥取市
㈱竹内組 120,000 鳥取県八頭町
中央印刷㈱ 60,000 鳥取市
㈱チュウブ 60,000 鳥取県琴浦町
中部舗装㈱ 60,000 鳥取県北栄町
東亜青果㈱ 60,000 米子市
鳥取信用金庫 120,000 鳥取市
㈱鳥取大丸 60,000 鳥取市
㈱戸信 60,000 鳥取市
㈲長石建設 60,000 倉吉市
㈱中井脩 120,000 鳥取市
中一建設㈱ 120,000 鳥取県若桜町
㈲中信建設 60,000 鳥取市

日南振興㈱ 60,000 鳥取県日南町
㈱エヌケーシー 60,000 鳥取市
日本交通㈱ 240,000 鳥取市
㈱花のれん 72,000 鳥取市
日ノ丸印刷㈱ 60,000 鳥取市
日ノ丸観光㈱ 60,000 鳥取市
日ノ丸産業㈱ 120,000 鳥取市
㈱日ノ丸総本社 120,000 鳥取市
福井土建㈱ 60,000 倉吉市
㈲福岡組 60,000 鳥取県日南町
福上工業㈱ 60,000 鳥取県岩美町
服島運輸㈱ 120,000 米子市
㈲福田建機 60,000 鳥取市
㈲藤本組 120,000 鳥取県伯耆町
㈱藤原組 240,000 鳥取市
㈱北和 110,000 鳥取県北栄町
㈲前嶋組 60,000 鳥取県湯梨浜

町
㈲みどり建設 60,000 米子市
美保テクノス㈱ 240,000 米子市
㈲都田組 60,000 境港市
㈲向井組 60,000 倉吉市
㈲メディフード 120,000 米子市
やまこう建設㈱ 120,000 鳥取市
㈲山本おたふく堂 60,000 鳥取県琴浦町
米子信用金庫 60,000 米子市
㈲ワイビーエム 100,000 米子市
㈱安部建設 120,000 島根県奥出雲

町
㈱イズコン 120,000 出雲市
出雲グリーン㈱ 120,000 出雲市
出雲地区生コンク
リート㈿

240,000 出雲市

出雲土建㈱ 120,000 出雲市
出雲生コン㈱ 120,000 出雲市
一畑工業㈱ 120,000 松江市
一畑住設㈱ 120,000 松江市
一畑電気鉄道㈱ 120,000 松江市
㈱一畑トラベル
サービス

120,000 松江市

今井産業㈱ 360,000 江津市
今岡工業㈱ 360,000 出雲市
㈱岩多屋 120,000 浜田市
岩成工業㈱ 120,000 出雲市
雲南建設㈱ 120,000 雲南市
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雲南生コンクリー
ト㈿

120,000 雲南市

㈱大島工務所 120,000 安来市
大畑建設㈱ 360,000 益田市
掛合運送㈲ 120,000 雲南市
カナツ技建工業㈱ 360,000 松江市
㈱金田建設 240,000 島根県隠岐の

島町
協和地建コンサル
タント㈱

120,000 松江市

江津土建㈱ 120,000 江津市
㈱コスモ建設コン
サルタント

120,000 出雲市

湖北ベニヤ㈱ 360,000 松江市
㈱コンドウ 120,000 安来市
㈱佐藤組 120,000 松江市
㈱佐藤工務店 120,000 出雲市
㈱サンクラフト 360,000 浜田市
島建コンサルタン
ト㈱

120,000 出雲市

㈱シマダ技術コン
サルタント

120,000 安来市

島根県自動車販売
協会

120,000 松江市

㈿島根県鐵工会 120,000 松江市
（一社）島根県電
業協会

120,000 松江市

（一社）島根県舗
装協会

120,000 松江市

島根合板㈱ 408,000 浜田市
島根電工㈱ 120,000 松江市
島根トヨタ自動車
㈱

120,000 松江市

島根日産自動車㈱ 120,000 松江市
祥洋建設㈱ 120,000 浜田市
石成道路㈱ 60,000 浜田市
大社建設㈱ 120,000 島根県美郷町
大成電気水道工業
㈱

120,000 出雲市

㈱ダイニ 120,000 出雲市
大福工業㈱ 620,000 出雲市
㈱竹下技術コンサ
ルタント

120,000 出雲市

㈱竹田組 120,000 島根県隠岐の
島町

㈱田中建設 120,000 安来市

中央林産商事㈱ 120,000 松江市
中国道路㈱ 120,000 益田市
㈱都間土建 120,000 雲南市
テクノ工業㈱ 60,000 松江市
㈱トガノ建設 120,000 出雲市
内藤鉄工㈱ 120,000 出雲市
永井建設㈱ 240,000 江津市
㈱中澤建設 120,000 雲南市
㈱中島建設 120,000 安来市
㈱中筋組 120,000 出雲市
日新建設㈱ 120,000 益田市
日新林業㈱ 360,000 境港市
㈱はしまや 120,000 安来市
浜田小野田レミコ
ン㈱

120,000 浜田市

浜田ガス㈱ 120,000 浜田市
浜田マルヰ㈱ 120,000 浜田市
㈱原工務所 276,000 江津市
㈱原商 240,000 松江市
飯古建設㈲ 120,000 島根県海士町
㈱半田組 360,000 浜田市
㈲日高組 120,000 島根県美郷町
平井建設㈱ 120,000 安来市
㈱フクダ 120,000 出雲市
福間商事㈱ 240,000 出雲市
㈱豊洋 360,000 松江市
㈲細貝組 120,000 雲南市
㈱堀工務店 120,000 大田市
前田建設㈲ 120,000 益田市
益田興産㈱ 120,000 益田市
松江石油㈱ 60,000 松江市
松江土建㈱ 360,000 松江市
㈲松原組 120,000 安来市
㈱馬庭建築設計事
務所

120,000 出雲市

丸永建設㈱ 120,000 安来市
㈱ミック 120,000 松江市
三刀屋金属㈱ 120,000 雲南市
宮田建設工業㈱ 120,000 浜田市
㈱毛利組 120,000 浜田市
㈱守谷刃物研究所 120,000 安来市
㈲山根建設 120,000 雲南市
㈲山本建設 120,000 島根県邑南町
和幸㈱ 60,000 松江市
渡部印刷㈱ 96,000 松江市
㈱渡部工務店 120,000 安来市

アイサワ工業㈱ 300,000 岡山市
天野産業㈱ 120,000 笠岡市
㈱大本組 420,000 岡山市
岡山県貨物運送㈱ 120,000 岡山市
おかやま信用金庫 120,000 岡山市
岡山プラザホテル
㈱

180,000 岡山市

笠岡通運㈱ 60,000 笠岡市
シャープタカヤ電
子工業㈱

60,000 岡山県里庄町

関藤商店㈱ 60,000 笠岡市
タカヤ㈱ 60,000 井原市
㈱天満屋 110,000 岡山市
蜂谷工業㈱ 120,000 岡山市
丸五ゴム工業㈱ 240,000 倉敷市
丸正製粉㈱ 300,000 岡山市
㈱元浜組 180,000 瀬戸内市
㈱アスティ 60,000 広島市
㈱アンデルセン・
パン生活文化研究
所

60,000 広島市

池田糖化工業㈱ 60,000 福山市
㈱石﨑本店 240,000 広島市
㈱ウッドワン 60,000 廿日市市
㈱大野石油店 60,000 広島市
㈱勝村商店 60,000 三原市
賀茂鶴酒造㈱ 72,000 東広島市
塩田工業㈱ 60,000 広島市
㈱ダイクレ 120,000 呉市
中国 造㈱ 120,000 廿日市市
中国地質調査業協
会

120,000 広島市

㈱中電工 1,120,000 広島市
デリカウイング㈱ 60,000 廿日市市
（一社）広島県タ
クシー協会

60,000 広島市

広島県遊技業㈿ 100,000 広島市
広島交通㈱ 60,000 広島市
広島バス㈱ 60,000 広島市
㈱福屋 60,000 広島市
福山スチールセン
ター㈱

60,000 福山市

マツダ㈱ 1,000,000 広島県府中町
宇部興産㈱ 900,000 宇部市
シマダ㈱ 60,000 山口市
㈱新笠戸ドック 120,000 下松市

萩森興産㈱ 60,000 宇部市
（一社）山口県建
設業協会

200,000 山口市

井上建設㈱ 60,000 鳴門市
㈱大塚製薬工場 100,000 鳴門市
徳島トヨタ自動車
㈱

60,000 徳島市

豊益海漕㈱ 60,000 徳島市
㈱日徳 100,000 阿南市
㈱明和クリーン 100,000 三好市
アオイ電子㈱ 60,000 高松市
青葉工業㈱ 156,000 高松市
㈱綾歌生コンク
リート工業所

60,000 丸亀市

池田建設工業㈱ 120,000 高松市
石井建設㈱ 120,000 香川県直島町
㈱植原建設 84,000 高松市
エヌケー建設㈱ 60,000 高松市
（一社）香川県建
設業協会

240,000 高松市

香川県建設業協会
（建築部会）

120,000 高松市

香川県建設業協会 120,000 香川県土庄町
香川県建設業協会 120,000 観音寺市
香川県建設業協会
（高松支部）

120,000 高松市

香川県建設業協会 120,000 善通寺市
香川県建設業協会 120,000 さぬき市
香川県舗装協会 600,000 高松市
香川日産自動車㈱ 120,000 高松市
㈱カナック 75,000 高松市
鎌長製衡㈱ 100,000 高松市
唐渡生コン㈱ 60,000 高松市
観音寺信用金庫 120,000 観音寺市
㈱木村建設 60,000 高松市
㈲ＫＹＫプランニ
ング

60,000 高松市

㈱合田工務店 120,000 高松市
㈱合田不動産 120,000 高松市
小竹興業㈱ 120,000 高松市
㈱サンキ 60,000 高松市
三喜工事㈱ 60,000 高松市
㈱讃商 120,000 高松市
三和工業㈱ 60,000 善通寺市
四国化成工業㈱ 240,000 丸亀市
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四国コカ・コーラ
ボトリング㈱

120,000 高松市

四国段ボール㈱ 60,000 坂出市
四国フェリー㈱ 60,000 高松市
城北建設㈱ 120,000 高松市
㈱菅組 120,000 三豊市
清和会清水病院 60,000 観音寺市
大協土木㈱ 60,000 高松市
大豊産業㈱ 60,000 高松市
㈱高岸工務店 120,000 高松市
高松商運㈱ 60,000 高松市
髙松青果㈱ 120,000 高松市
㈱タダノ 120,000 高松市
㈱橘一吉工務店 120,000 高松市
㈱田中建設 60,000 三豊市
谷口建設興業㈱ 120,000 高松市
田村ボーリング㈱ 60,000 高松市
多和コンクリート
㈱

60,000 さぬき市

辻村建設㈱ 60,000 善通寺市
帝國製薬㈱ 60,000 東かがわ市
㈱富田組 60,000 さぬき市
中村土木㈱ 60,000 坂出市
西野金陵㈱ 60,000 高松市
㈱日栄建設 120,000 高松市
㈱日鋼サッシュ製
作所

120,000 高松市

日新タクシー㈱ 60,000 高松市
日東河川工業㈱ 60,000 高松市
㈱ヒカリ 60,000 丸亀市
光工業㈱ 60,000 観音寺市
富士建設㈱ 60,000 三豊市
㈱フソウ 60,000 高松市
㈱マキタ 120,000 高松市
㈱真部組 60,000 さぬき市
三豊運送㈱ 60,000 観音寺市
㈱村上組 120,000 高松市
牟 印刷㈱ 60,000 高松市
㈱矢田建設 60,000 香川県小豆島

町
㈱藪内建設 72,000 高松市
大和建設工業㈱ 120,000 観音寺市
㈱四電工 1,900,000 高松市
今治造船㈱ 300,000 今治市
㈱伊予鉄髙島屋 120,000 松山市
愛媛証券㈱ 300,000 松山市

㈱クシベウィン
テック

60,000 三豊市

四国ガス㈱ 240,000 今治市
四国通建㈱ 120,000 今治市
㈱野間工務店 60,000 今治市
㈱フジ 120,000 松山市
丸住製紙㈱ 120,000 四国中央市
森実運輸㈱ 120,000 新居浜市
㈱八木酒造部 60,000 今治市
（一社）高知県建
設業協会

105,000 高知市

高知信用金庫 120,000 高知市
東洋電化工業㈱ 150,000 高知市
㈱轟組 60,000 高知市
㈱西山合名 120,000 高知市
㈱三谷組 60,000 高知市
みたに産業㈱ 60,000 高知市
麻生商事㈱ 60,000 福岡市
井上吉商事㈱ 60,000 福岡市
岩崎建設㈱ 60,000 福岡市
大石産業㈱ 96,000 北九州市
貝島化学工業㈱ 60,000 福岡市
㈱九電工 100,000 福岡市
三興バルブ継手㈱ 60,000 福岡市
昭電テックス㈱ 60,000 北九州市
㈱翔薬 54,000 福岡市
㈱新出光 120,000 福岡市
㈱正興電機製作所 117,000 福岡市
第一交通産業㈱ 1,144,000 北九州市
タカ食品工業㈱ 120,000 みやま市
㈱筑紫ビル管理 60,000 筑紫野市
社会医療法人天神
会

60,000 久留米市

西日本鉄道㈱ 500,000 福岡市
日本乾溜工業㈱ 100,000 福岡市
原医院 60,000 八女市
日之出水道機器㈱ 84,000 福岡市
福岡ひびき信用金
庫

120,000 北九州市

松山建設㈱ 60,000 福岡県築上町
㈱安川電機 3,100,000 北九州市
㈾今右衛門 120,000 佐賀県有田町
（一社）伊万里建
設業協会

107,000 伊万里市

㈱大石膏盛堂 75,000 鳥栖市
大坪石材㈱ 120,000 武雄市

（一社）小城建設
業協会

114,000 小城市

㈱柿右衛門窯 120,000 佐賀県有田町
㈱唐津魚市場 60,000 唐津市
（一社）唐津建設
業協会

166,000 唐津市

（一社）神埼建設
業協会

82,000 神埼市

（一社）杵島建設
業協会

136,000 武雄市

（一社）建設業協
会佐賀

248,000 佐賀市

佐賀宇部コンク
リート工業㈱

60,000 佐賀市

佐賀県有明海漁業
㈿

120,000 佐賀市

佐賀県遊技業㈿ 60,000 佐賀市
㈱佐電工 120,000 佐賀市
東亜工機㈱ 120,000 鹿島市
㈱戸上電機製作所 120,000 佐賀市
西九州トヨタ自動
車㈱

60,000 佐賀市

日本建設技術㈱ 120,000 唐津市
久光製薬㈱ 2,220,000 鳥栖市
㈱福岡商店 120,000 佐賀市
富士建設㈱ 60,000 佐賀県白石町
㈱富士建設 100,000 佐賀市
（一社）藤津建設
業協会

106,000 鹿島市

松尾建設㈱ 500,000 佐賀市
㈱馬渡商会 60,000 武雄市
宮島醤油㈱ 60,000 唐津市
大和酒造㈱ 60,000 佐賀市
旭砕石㈱ 60,000 大村市
安達㈱ 120,000 長崎市
㈱有明商事 60,000 諫早市
㈱イシマル 120,000 長崎市
㈱今村組 240,000 五島市
協治会 240,000 長崎市
扇精光ホールディ
ングス㈱

60,000 長崎市

大坪建設㈱ 60,000 平戸市
九州電通㈱ 180,000 大村市
黒瀬建設㈱ 120,000 西海市
後藤運輸㈱ 60,000 長崎市
㈱西海建設 120,000 長崎市

㈱才津組 536,000 五島市
タイヘイ㈱ 60,000 長崎市
大洋技研㈱ 60,000 長崎市
㈱田浦組 60,000 長崎市
宅島建設㈱ 60,000 雲仙市
㈱チョープロ 120,000 長崎県長与町
長崎自動車㈱ 300,000 長崎市
西九州倉庫㈱ 100,000 佐世保市
西日本菱重興産㈱ 180,000 長崎市
ニュー長崎ビル
ディング㈱

60,000 長崎市

社会医療一般財団
白十字会佐世保中
央病院

216,000 佐世保市

平戸鉄工造船㈱ 100,000 平戸市
㈱福砂屋 120,000 長崎市
㈱平安閣 120,000 長崎市
㈱堀内組 204,000 佐世保市
本田商会㈱ 120,000 長崎市
㈱丸金佐藤造船鉄
工所

180,000 長崎市

㈱メモリード 60,000 長崎県長与町
元船光タクシー㈱ 120,000 長崎市
㈱山口組 120,000 佐世保市
ラッキー自動車㈱ 120,000 長崎市
㈱渡辺造船所 120,000 長崎市
㈱雲仙建設 120,000 熊本市
㈱凰建設 600,000 熊本市
（一社）熊本県法
面保護協会

60,000 熊本市

㈲球磨衛生設備管
理公社

60,000 熊本県多良木
町

（一社）熊本県建
設業協会

60,000 熊本市

熊本県砕石業協同
組合連合会

60,000 熊本市

㈲熊本建設 120,000 天草市
（一社）熊本県道
路舗装協会

60,000 熊本市

熊本県内陸砂利工
業組合

60,000 熊本市

熊本ドレッジング
㈱

120,000 八代市

㈱ 熊 本 ホ テ ル
キャッスル

60,000 熊本市
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㈱グラフィックシ
ステム

120,000 熊本市

㈱小竹組 60,000 熊本市
㈱新光組 120,000 熊本市
㈱新鷹 120,000 熊本市
㈱杉本建設 120,000 熊本市
鈴木電設㈱ 120,000 熊本市
㈲戸田建設 240,000 熊本市
㈱南州土木 120,000 熊本市
人吉衛生設備管理
㈲

60,000 人吉市

丸成産業㈱ 120,000 熊本市
㈱隆勢 120,000 上天草市
㈱アステム 120,000 大分市
臼杵運送㈱ 60,000 臼杵市
梅林建設㈱ 1,212,000 大分市
（一社）大分県建
設業協会

120,000 大分市

大分県建設業協会 108,000 大分市
大分県建設業協会 120,000 中津市
大分県タクシーチ
ケット事業㈿

84,000 大分市

大分県道路舗装協
会

120,000 大分市

大分航空ターミナ
ル㈱

120,000 国東市

大分交通㈱ 480,000 大分市
大分製紙㈱ 108,000 大分市
大分トヨタ自動車
㈱

60,000 大分市

大分日産自動車㈱ 60,000 大分市
大分バス㈱ 120,000 大分市
㈱オーシー 60,000 大分市
鬼塚電気工事㈱ 60,000 大分市
㈱佐伯建設 156,000 大分市
㈱ジョイフル 1,000,000 大分市
㈱菅組 120,000 豊後高田市
西日本土木㈱ 60,000 豊後高田市
富士甚醤油㈱ 75,000 臼杵市
フンドーキン醤油
㈱

60,000 臼杵市

㈱別府東海工業 360,000 別府市
㈱メンテナンス 180,000 大分市
山忠商店㈱ 120,000 大分市
上田工業㈱ 100,000 延岡市
雲海酒造㈱ 200,000 宮崎市

神崎建設工業㈱ 120,000 宮崎市
清本鉄工㈱ 500,000 延岡市
霧島ホールディン
グス㈱

960,000 都城市

コマツ宮崎㈱ 120,000 宮崎市
野崎漬物㈱ 120,000 宮崎市
南九州尾園建設㈱ 240,000 宮崎市
宮崎液化ガス㈱ 100,000 宮崎市
宮崎経営事務所㈲ 100,000 宮崎市
宮崎県信用金庫協
会

180,000 宮崎市

（一社）宮崎県測
量設計業協会

120,000 宮崎市

矢野産業㈱ 120,000 宮崎市
原建設㈱ 240,000 都城市
東町漁業㈿ 60,000 鹿児島県長島

町
㈱植村組 180,000 薩摩川内市
㈱ガイアテック 180,000 薩摩川内市
鹿児島県森林土木
協会

100,000 鹿児島市

（一社）鹿児島県
タクシー協会

200,000 鹿児島市

鹿児島自動車工業
㈿

100,000 鹿児島市

鹿児島相互信用金
庫

300,000 鹿児島市

鹿児島トヨタ自動
車㈱

300,000 鹿児島市

㈱川北電工 100,000 薩摩川内市
コーアツ工業㈱ 180,000 鹿児島市
サンケイ化学㈱ 100,000 鹿児島市
㈱勝利商會 100,000 鹿児島市
㈱新日本科学臨床
薬理研究所

300,000 鹿児島市

セイカ食品㈱ 300,000 鹿児島市
㈱照国商事 100,000 鹿児島市
㈱東条設計 100,000 鹿児島市
南国殖産㈱ 500,000 鹿児島市
二幸冷蔵運輸㈱ 60,000 鹿児島市
西日本興産㈱ 100,000 薩摩川内市
㈱日本地下技術 180,000 薩摩川内市
林建設㈱ 100,000 鹿児島市
福地建設㈱ 100,000 霧島市
丸福建設㈱ 150,000 鹿児島市
㈱Ｍｉｓｕｍｉ 300,000 鹿児島市

南九州畜産興業㈱ 100,000 曽於市
㈱南日本運輸建設 180,000 薩摩川内市
㈱南日本総合サー
ビス

120,000 鹿児島市

㈱明興テクノス 100,000 鹿児島市
弓場建設㈱ 100,000 鹿児島市
㈱渡辺組 300,000 鹿児島市
年間五万円以下の
もの

36,959,200

〔政治団体分〕
さんそう会 120,000 町田市
自動車流通政経懇
話会

20,000,000 都・港区

自由社会を守る国
民会議

93,410,722 千代田区

全国住宅産業政治
連盟

1,000,000 千代田区

全国商工政治連盟 2,500,000 千代田区
全国石油政治連盟 1,000,000 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

10,000,000 千代田区

全日本トラック事
業政治連盟

8,000,000 新宿区

日本医師連盟 200,000,000 文京区
日本歯科医師連盟 50,000,000 千代田区
日本商工連盟 12,000,000 都・中央区
日本薬業政治連盟 1,000,000 都・中央区
日本薬剤師連盟 10,000,000 新宿区
バス交通懇話会 200,000 千代田区
酉政会 54,000 都・港区
北海道建設連盟 120,000 札幌市
北海道商工政治連
盟

60,000 札幌市

北海道水産政治協
会

120,000 札幌市

北海道中小企業団
体政治連盟

60,000 札幌市

北海道農協政治連
盟

120,000 札幌市

北海道木材産業政
治連盟

120,000 札幌市

北海道林業政治連
盟

80,000 札幌市

福島県商工政治連
盟

72,000 福島市

福島県石油政治連
盟

100,000 福島市

栃木県歯科医師連
盟

180,000 宇都宮市

栃木県設備業政治
協議会

60,000 宇都宮市

栃木県中小企業政
治協議会

100,000 宇都宮市

栃木県舗装協会政
治連盟

60,000 宇都宮市

栃木県薬剤師連盟 120,000 宇都宮市
一伸会 100,000 前橋市
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

120,000 前橋市

自由民主党医療会
群馬県支部

240,000 前橋市

神奈川県石油政治
連盟

100,000 横浜市

日本看護連盟神奈
川県支部

72,000 横浜市

新潟県医師連盟 300,000 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

100,000 富山市

富山県トラック事
業政治連盟

60,000 富山市

富山県薬業政治連
盟

60,000 富山市

山梨県薬剤師連盟 60,000 甲府市
自由民主党岐阜県
林材業支部

80,000 岐阜市

静岡県建設業政策
推進協議会

100,000 静岡市

静岡県歯科医師連
盟

100,000 静岡市

静岡県トラック運
送事業経営者連盟

60,000 静岡市

滋賀県医師連盟 100,000 栗東市
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滋賀県トラック運
送事業政治連盟

120,000 守山市

あらい正吾後援会 200,000 奈良市
鳥取県医師連盟 60,000 鳥取市
鳥取県歯科医師政
治連盟

60,000 鳥取市

鳥取県薬剤師連盟 60,000 鳥取市
島根県自動車整備
政治連盟

120,000 松江市

島根県商工政治連
盟

120,000 松江市

島根県石油政治連
盟

120,000 松江市

島根県薬剤師連盟 120,000 松江市
自由民主党島根県
建設支部

360,000 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
薬剤師支部

60,000 広島市

広島県歯科医師連
盟

120,000 広島市

自由民主党徳島県
みどりの会支部

100,000 徳島市

香川県医師連盟 60,000 高松市
自由民主党愛媛県
建設関係支部

450,000 松山市

高知県歯科医師連
盟

120,000 高知市

翔洋会 120,000 福岡市
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

時事政経懇話会 60,000 鹿島市
古川康後援会 60,000 小城市
自由民主党長崎県
医療会支部

240,000 長崎市

長崎県医師連盟 120,000 長崎市
長崎県看護連盟 120,000 長崎市
熊本県建設政治連
盟

10,000,000 熊本市

大分県医師連盟 120,000 大分市
大分県歯科医師連
盟

120,000 大分市

大分県自動車整備
政治連盟

120,000 大分市

大分県商工政治連
盟

120,000 大分市

大分県中小企業政
治連盟

75,000 大分市

大分県薬剤師連盟 60,000 大分市
宮崎県建設業政治
連盟

500,000 宮崎市

鹿児島管工事業政
治連盟

100,000 鹿児島市

鹿児島県建設政治
連盟

500,000 鹿児島市

鹿児島県建築政治
連盟

300,000 鹿児島市

鹿児島県歯科医師
連盟

100,000 鹿児島市

鹿児島県商工政治
連盟

120,000 鹿児島市

鹿児島県商連政治
連盟

300,000 鹿児島市

鹿児島県中小企業
団体政治協会

100,000 鹿児島市

鹿児島県トラック
政治連盟

1,000,000 鹿児島市

鹿児島県農民政治
連盟

1,000,000 鹿児島市

鹿児島県薬剤師連
盟

100,000 鹿児島市

鹿児島県酪農政治
連盟

100,000 鹿児島市

鹿児島県林業政治
連盟

100,000 鹿児島市

年間五万円以下の
もの

2,542,000

６ 資産等の内訳
〔動産〕
簡易間仕切り(1式) 1,501,200 27. 5. 7
〔預金又は貯金〕

80,472,551
〔金銭信託〕

5,000,000 24. 4.24
51,009,503 23. 2. 2
42,554,869 25. 9.30

〔敷金〕
自由民主党山口県支
部連合会

4,000,000 昭和
52. 9.30

㈱峯 19,373,160 13. 4. 1
浪速地所㈱ 1,400,000 15. 9.24
（一財）静岡県自由
民主協会

2,000,000 20. 4. 1

国民改革協議会
報告年月日 28. 3.14
１ 収入総額 32,977,349

前年繰越額 28,077,349
本年収入額 4,900,000

２ 支出総額 11,935,039
３ 本年収入の内訳
寄附 4,900,000
個人分 100,000
政治団体分 4,800,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,484,000
人件費 2,619,372
備品・消耗品費 133,064
事務所費 731,564
政治活動費 8,451,039
組織活動費 303,591
調査研究費 3,347,448
その他の経費 4,800,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
三宅 正朝 100,000 広島市
〔政治団体分〕
民主党 4,800,000 千代田区
〔国会議員関係政治団体〕
愛知和男後援会
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号及び第
二号

公職の候補者の氏名 愛知 和男
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 28. 5.10
１ 収入総額 10,000

本年収入額 10,000
２ 支出総額 10,000
３ 本年収入の内訳
寄附 10,000
個人分 10,000

４ 支出の内訳
政治活動費 10,000
その他の経費 10,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

10,000

あいはらくみこ後援会
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号及び第
二号

公職の候補者の氏名 相原久美子
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

資金管理団体の届出をした
者の氏名

相原久美子

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 28. 3. 7
１ 収入総額 6,316,218

前年繰越額 4,965,426
本年収入額 1,350,792

２ 支出総額 1,684,606
３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,350,000

あいくみレポＤＶＤ 1,350,000
その他の収入 792
一件十万円未満のもの 792

４ 支出の内訳
経常経費 10,800
事務所費 10,800
政治活動費 1,673,806
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,673,806

機関紙誌の発行事業費 514,750
宣伝事業費 1,159,056

葵城内会
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第二号

公職の候補者の氏名 城内 実





