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j鴻治組 120,000 広島市
j長沼電業社 120,000 広島市
jトータテハウジ
ング

120,000 広島市

古澤建設工業j 80,000 広島県大柿町
宮島松大観光船f 120,000 広島県大野町
jタカキベーカ
リー

120,000 広島市

復建調査設計j 120,000 広島市
j花満 120,000 広島市
広電観光j 240,000 広島市
広電不動産j 120,000 広島市
占部建設工業j 60,000 廿日市市
jアース開発コン
サルタント

220,000 呉市

堀田建設j 120,000 広島市
Ｓ・Ｕキョーリツ
j

120,000 広島市

j日興 120,000 広島市
j村田相互設計事
務所

120,000 広島市

フマキラーj 120,000 広島県大野町
光和建設j 120,000 広島市
広島管財j 240,000 広島市
j増岡組 120,000 広島市
松本建設j 120,000 広島市
j広電宮島ガーデ
ン

240,000 広島県大野町

jラット環境設計
事務所

120,000 広島市

j新東コンサルタ
ント

120,000 広島市

f榎町調剤薬局 120,000 広島市
西日本ヤクルト物
流j

120,000 広島市

j住建産業 500,000 廿日市市
広島日野自動車j 120,000 広島県坂町
大和重工j 120,000 広島市
j滝本工務店 120,000 広島市
サンロード技研j 120,000 広島市
j共立 120,000 広島市
jビーテック 120,000 広島市
月島機械j 240,000 広島市
三幸ハウスj 60,000 広島市
錦建設j 500,000 広島市
j湯川組 120,000 広島市

富士企業j 60,000 広島市
jホテルニューヒ
ロデン

120,000 広島市

岡重j 120,000 広島市
j岡重興産 360,000 広島市
j荒谷建設コンサ
ルタント

60,000 広島市

三井建設j 60,000 広島市
j千代田商会 60,000 広島市
フクヨシエンジニ
アリングj

120,000 広島市

j三洋技建 200,000 大竹市
j大野石油店 60,000 広島市
片山ストラテック
j

240,000 広島市

山産j 60,000 広島市
jシンヒロ 120,000 広島市
j山陽技術コンサ
ル

60,000 広島市

サンヨー緑化産業
j

120,000 広島市

柏原塗建工業j 120,000 岩国市
日特建設j 120,000 広島市
j砂原組 120,000 広島市
j中村造園 60,000 広島市
広島電気興業j 80,000 広島市
j鈴木塗装工務店 120,000 広島市
エヌケー工業j 500,000 広島市
j真立組 120,000 広島市
テーエスケープリ
ントj

300,000 都・中央区

j大方工業所 120,000 広島市
j伏光組 120,000 広島市
ケイ・エム調査設
計j

120,000 広島市

宮本塗装工業j 120,000 広島市
徳山植木造園j 100,000 広島市
広島県建築士事務
所政経研究会

300,000 広島市

田中建設工業j 110,000 大竹市
池田建設j 120,000 岸和田市
進和建設j 240,000 市原市
j山崎塗装店 240,000 福井市
志眞建設j 120,000 大阪府山甲町
j甲陽 100,000 甲府市
コスモ物産管理j 500,000 大阪市

jパブリック・ベ
ントサービス

240,000 名古屋市

建設設備j 120,000 都・港区
j東京ハイウエイ 360,000 千代田区
丸誠重工業j 120,000 千代田区
トピー工業j 200,000 千代田区
日本電設工業j 240,000 台東区
j日本パーカーテ
イジング

500,000 広島市

j倉本道路 200,000 豊島区
東京魚国j 240,000 都・中央区
コスモエンジニア
リングj

300,000 大阪市

j宮地鐵工所 120,000 都・中央区
jニッソク 120,000 品川区
日本道路興建j 500,000 新宿区
モリモト工業j 100,000 大阪市
モリモトビルサー
ビスj

90,000 大阪市

j明徳 120,000 大阪市
年間五万円以下の
もの

3,760,000

（政治団体分）
健康保険政治連盟 500,000 都・港区
無所属の会山口県支部
報告年月日 13. 2.27

１ 収入総額 14,603,879

前年繰越額 99,265

本年収入額 14,504,614

２ 支出総額 10,258,995

３ 本年収入の内訳
寄附 5,745,000

団体分 5,745,000

本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

8,758,260

無所属の会 8,758,260

その他の収入 1,354

一件十万円未満のもの 1,354

４ 支出の内訳
経常経費 5,639,903

人件費 2,880,000

光熱水費 60,000

備品・消耗品費 1,387,437

事務所費 1,312,466

政治活動費 4,619,092

組織活動費 1,038,080

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,791,034

機関紙誌の発行事業費 1,698,715

宣伝事業費 92,319

調査研究費 289,243

寄附・交付金 1,500,735

５ 寄附の内訳
（団体分）
富士高圧フレキシ
ブルj

240,000 光市

光東j 240,000 光市
jステンレス光 120,000 光市
フジ総業j 440,000 徳山市
jオーパス 120,000 徳山市
永岡鋼業j 60,000 光市
山九j 150,000 光市
時盛建設j 360,000 光市
jタイナカ運送 920,000 柳井市
jマミー 360,000 下松市
東京電線工業j 120,000 狛江市
カンロj 240,000 中野区
I松栄会 500,000 柳井市
jユーティックス 1,500,000 都・中央区
j第一山陽 150,000 廿日市市
年間五万円以下の
もの

225,000

〔政治資金団体〕
改革国民会議
報告年月日 13. 2. 5

１ 収入総額 198,678,074

前年繰越額 152,129,201

本年収入額 46,548,873

２ 支出総額 59,579,647

３ 本年収入の内訳
寄附 46,372,000

個人分 3,642,000

団体分 29,130,000

政治団体分 13,600,000

その他の収入 176,873

一件十万円未満のもの 176,873

４ 支出の内訳
経常経費 15,079,647

光熱水費 564,634

事務所費 14,515,013

政治活動費 44,500,000

寄附・交付金 44,500,000
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５ 寄附の内訳
（個人分）
飯田 芳子 100,000 所沢市
盛田 英 3,000,000 目黒区
高橋利喜男 100,000 あきる野市
年間五万円以下の
もの

442,000

（団体分）
jアドヴァンス 500,000 新潟市
アルビスj 250,000 富山県大門町
北日本建材リース
j

500,000 新潟市

jグリーン開発 1,000,000 都・港区
j高建 500,000 新潟県神林村
j興和 500,000 新潟市
コーセルj 2,500,000 富山市
サントリーj 3,000,000 大阪市
サントリー食品工
業j

1,000,000 稲城市

サントリーフーズ
j

1,000,000 渋谷区

創伸建設j 500,000 新潟市
jツムラ 150,000 千代田区
jティーシーエン
タープライズ

1,000,000 大阪市

j電通ＥＹＥ 5,000,000 都・中央区
j新潟造園土木 500,000 新潟市
g日本自動車工業
会

2,000,000 千代田区

j福田組 2,000,000 新潟市
福田道路j 2,000,000 新潟市
防災工業j 2,000,000 千代田区
むくげの会 160,000 大田区
八雲インズj 2,000,000 富山市
jリフレ 500,000 新潟市
jレックス 500,000 新潟市
年間五万円以下の
もの

70,000

（政治団体分）
自由党東京都総支
部連合会

600,000 千代田区

全日本不動産政治
連盟

3,000,000 千代田区

新政治問題研究会 5,000,000 千代田区
未来産業研究会 5,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳

（敷金）
戸田 豊重 97,854,000 7. 2.24

公明政治協会
報告年月日 13. 3.30

１ 収入総額 302,544,963

前年繰越額 302,255,378

本年収入額 289,585

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 289,585

預金利子 288,792

一件十万円未満のもの 793

４ 資産等の内訳
（預金等）

300,000,000

国民改革協議会
報告年月日 13. 3.27

１ 収入総額 170,963,491

前年繰越額 17,460,800

本年収入額 153,502,691

２ 支出総額 130,777,944

３ 本年収入の内訳
寄附 153,470,000

個人分 45,960,000

団体分 87,510,000

政治団体分 20,000,000

その他の収入 32,691

一件十万円未満のもの 32,691

４ 支出の内訳
経常経費 759,150

備品・消耗品費 745,500

事務所費 13,650

政治活動費 130,018,794

組織活動費 10,374,794

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,754,000

宣伝事業費 5,754,000

調査研究費 1,890,000

寄附・交付金 112,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
安住 淳 400,000 石巻市
伊藤 剛 100,000 新宿区
伊藤 忠治 1,000,000 鈴鹿市
井上 和子 10,000,000 品川区
岡崎トミ子 1,200,000 仙台市

家西 悟 750,000 奈良市
角田 義一 1,500,000 前橋市
岩田 順介 750,000 福岡県穂波町
近藤 昭一 500,000 名古屋市
金田 誠一 250,000 函館市
桑原 豊 250,000 金沢市
古川 元久 3,000,000 名古屋市
五島 正規 1,000,000 高知市
佐々木秀典 1,250,000 旭川市
細川 律夫 1,500,000 越谷市
坂上 富男 500,000 三条市
山元 勉 500,000 大津市
春日 良雄 300,000 高崎市
小川 勝也 300,000 札幌市
小沢 鋭仁 250,000 甲府市
小林 守 500,000 鹿沼市
松本 惟子 500,000 品川区
菅野 久光 1,200,000 札幌市
石井 絋基 250,000 世田谷区
石橋 大吉 500,000 松江市
石毛 }子 500,000 町田市
仙谷 由人 1,000,000 徳島市
千葉 景子 300,000 横浜市
川橋 幸子 600,000 板橋区
川内 博史 1,000,000 鹿児島市
前川 忠夫 600,000 藤沢市
大畠 章宏 1,000,000 日立市
池端 清一 250,000 室蘭市
中桐 伸五 500,000 岡山県灘崎町
朝日 俊弘 600,000 豊島区
辻 一彦 1,250,000 小浜市
藤田 幸久 500,000 都・北区
藤田 政博 3,000,000 浜松市
日野 市朗 1,500,000 石巻市
鉢呂 吉雄 1,250,000 北海道今金町
肥田美代子 500,000 高槻市
平野 博文 250,000 交野市
北村 哲男 750,000 千葉市
葉山 峻 1,000,000 藤沢市
藁科 満治 300,000 川崎市
齋藤 勁 300,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

760,000

（団体分）
g日本化粧品工業
連合会

1,000,000 都・港区

g日本自動車工業
会

4,500,000 千代田区

g日本自動車販売
協会連合会

4,000,000 都・港区

アイシン精機j 2,500,000 刈谷市
ウェルファイドj 220,000 大阪市
エーザイj 860,000 文京区
エスエス製薬j 240,000 都・中央区
キッセイ薬品工業
j

390,000 松本市

スズキj 2,900,000 浜松市
ゼリア新薬工業j 230,000 都・中央区
ゼンセン同盟 400,000 千代田区
ダイハツ工業j 1,900,000 池田市
ニシキ産業j 300,000 大阪市
ミツキ駐車場管理
j

2,000,000 都・港区

モリモトビルサー
ビスj

300,000 大阪市

ロート製薬j 120,000 大阪市
愛知製鋼j 4,000,000 東海市
旭化成工業j 110,000 千代田区
杏林製薬j 150,000 千代田区
塩野義製薬j 560,000 大阪市
科研製薬j 290,000 文京区
jヴィクター 5,000,000 立川市
jツムラ 150,000 千代田区
jみちのく銀行 5,000,000 青森市
jモリモト工業 350,000 大阪市
j熊谷組 200,000 新宿区
j栗本鐵工所 1,000,000 大阪市
j小糸製作所 2,000,000 都・港区
j平野組 1,000,000 一関市
j豊田自動織機製
作所

2,500,000 刈谷市

j淺沼組 2,000,000 大阪市
環境プラントj 1,000,000 柏崎市
吉冨製薬j 160,000 大阪市
久光製薬j 230,000 鳥栖市
協和醗酵工業j 320,000 千代田区
興和j 90,000 名古屋市
興和j 100,000 都・中央区
佐藤製薬j 160,000 都・港区
三共j 1,680,000 都・中央区
三菱東京製薬j 230,000 都・中央区
参天製薬j 310,000 大阪市Ÿ
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山之内製薬j 1,250,000 都・中央区
持田製薬j 110,000 新宿区
住友製薬j 340,000 大阪市
小糸工業j 8,000,000 都・港区
小野薬品工業j 660,000 大阪市
食品産業労働組合
協議会

5,000,000 都・中央区

真柄建設j 1,000,000 金沢市
生化学工業j 60,000 都・中央区
大正製薬j 890,000 豊島区
大塚製薬j 390,000 千代田区
大日本除虫菊j 1,000,000 大阪市
大日本製薬j 340,000 大阪市
大豊建設j 2,000,000 都・中央区
大鵬薬品工業j 100,000 千代田区
第一製薬j 380,000 都・中央区
中外製薬j 260,000 都・中央区
鳥居薬品j 220,000 都・中央区
田辺製薬j 570,000 大阪市
東レj 4,500,000 都・中央区
藤沢薬品工業j 630,000 大阪市
日本化薬j 160,000 千代田区
日本鉱業協会 600,000 都・港区
日本新薬j 210,000 京都市
富山化学工業j 120,000 新宿区
扶桑薬品工業j 120,000 大阪市
武田薬品工業j 1,690,000 大阪市
豊田工機j 300,000 刈谷市
豊田通商j 4,000,000 名古屋市
明治製菓j 200,000 都・中央区
年間五万円以下の
もの

1,960,000

（政治団体分）
日本医師連盟 20,000,000 文京区
財団法人国民政治協会
報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 7,094,334,640

前年繰越額 1,266,415,696

本年収入額 5,827,918,944

２ 支出総額 6,125,605,331

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(63人) 108,150,000

寄附 5,717,966,982

個人分 337,280,700

団体分 3,585,160,700

政治団体分 1,795,525,582

その他の収入 1,801,962

金銭信託収益 583,761

一件十万円未満のもの 1,218,201

４ 支出の内訳
経常経費 637,355,782

人件費 472,590,756

光熱水費 4,259,102

備品・消耗品費 12,449,759

事務所費 148,056,165

政治活動費 5,488,249,549

組織活動費 23,395,651

機関紙誌の発行その他の事業
費

50,393,516

機関紙誌の発行事業費 45,102,411

宣伝事業費 5,291,105

寄附・交付金 5,321,417,282

その他の経費 93,043,100

５ 寄附の内訳
（個人分）
赤井 邦男 60,000 紋別市
東 国幹 240,000 旭川市
五十嵐徳美 120,000 札幌市
石井 孝一 240,000 北海道遠軽町
石崎 岳 198,000 札幌市
石寺 廣二 240,000 北海道七飯町
板谷 實 220,000 苫小牧市
伊藤 条一 240,000 札幌市
伊東 良孝 240,000 釧路市
今津 寛 120,000 旭川市
岩倉 博文 168,000 苫小牧市
岩本 剛人 240,000 札幌市
岩本 允 240,000 札幌市
蝦名 大地 240,000 釧路市
遠藤 連 240,000 苫小牧市
大越 誠幸 120,000 札幌市
大谷 亨 240,000 北海道芽室町
大野 忠義 120,000 士別市
長内 直也 120,000 札幌市
小谷 俵蔵 120,000 札幌市
小野寺 勇 240,000 帯広市
柿木 克弘 240,000 美唄市
勝木 省三 240,000 札幌市
勝木 勇人 120,000 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
上瀬戸正則 120,000 札幌市
川口 常人 240,000 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
木本 由孝 60,000 札幌市
工藤 敏郎 240,000 北海道羽幌町
国澤 勲 240,000 北海道江差町
近藤 和雄 120,000 札幌市
酒井 芳秀 240,000 北海道静内町
桜井 外治 240,000 函館市
笹出 昭夫 120,000 札幌市
佐藤 孝行 198,000 函館市
佐藤 靜雄 396,000 北海道倶知安

町
佐藤 時雄 240,000 北海道倶知安

町
佐藤 寿雄 240,000 札幌市
佐藤美智夫 120,000 札幌市
中里 慶三 100,000 伊達市
柴田 薫心 120,000 札幌市
清水 誠一 240,000 帯広市
鈴木 健雄 132,000 札幌市
鈴木 宗男 396,000 釧路市
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 克朋 120,000 札幌市
ˆ橋 定敏 240,000 留萌市
ˆ橋 忠明 120,000 札幌市
ˆ橋 一史 240,000 札幌市
ˆ橋 文明 240,000 北海道斜里町
武市 憲一 120,000 札幌市
竹内 英順 240,000 北海道美瑛町
武部 勤 396,000 北見市
田淵 洋一 240,000 北海道当麻町
伊達 忠一 240,000 札幌市
千葉 英守 120,000 札幌市
常本 省三 120,000 札幌市
釣部 勲 240,000 北海道新十津

川町
道見 重信 120,000 札幌市
中川 昭一 396,000 帯広市

中川 隆之 240,000 北海道岩内町
中川 義雄 360,000 北海道音更町
永井 利幸 240,000 石狩市
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
原口 伸一 120,000 札幌市
原田 裕 240,000 恵庭市
春野 守夫 60,000 札幌市
馬場 泰年 120,000 札幌市
久田 恭弘 240,000 小È市
平井 功 60,000 札幌市
平野 明彦 240,000 札幌市
船橋 利実 240,000 北見市
堀川 素人 120,000 札幌市
本間 勲 240,000 富良野市
町村 信孝 396,000 江別市
丸岩 公充 240,000 札幌市
三上 洋右 120,000 札幌市
水城 義幸 240,000 札幌市
見延 順章 240,000 札幌市
宮村 素子 120,000 札幌市
宮本 吉人 120,000 札幌市
村松 正海 120,000 札幌市
村山 優治 120,000 札幌市
山口幸太郎 240,000 千歳市
山崎 正隆 240,000 北海道別海町
山田 一仁 120,000 札幌市
湯佐 利夫 240,000 北海道利尻富

士町
横山 光之 120,000 札幌市
Ö川 貴盛 396,000 札幌市
吉田 政一 240,000 稚内市
若狭 靖 240,000 北海道厚岸町
渡辺 省一 180,000 美唄市
和田 敬友 240,000 札幌市
大島 理森 60,000 八戸市
木村 太郎 55,000 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 岩手県滝沢村
市川 一朗 60,000 仙台市
亀谷 博昭 60,000 仙台市
熊谷 市雄 60,000 宮城県大和町
菅原 萬 300,000 仙台市
萩野 浩基 60,000 仙台市
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日出 英輔 60,000 千代田区
三塚 博 60,000 仙台市
安杖 正義 60,000 秋田県角館町
大里 祐一 60,000 鹿角市
大関 衛 60,000 秋田県稲川町
大野忠右エ門 60,000 秋田県中仙町
小田美恵子 60,000 本荘市
加藤 義康 60,000 男鹿市
金谷 信榮 60,000 秋田県八森町
川口 一 60,000 秋田県小坂町
北林 康司 60,000 秋田市
北林 照助 60,000 秋田県森吉町
木村 友勝 60,000 秋田県河辺町
工藤嘉左衛門 60,000 秋田市
佐藤健一郎 60,000 秋田県矢島町
柴田康二郎 60,000 秋田県大森町
菅原 昇 60,000 大館市
鈴木 洋一 60,000 大館市
高久 正Ö 60,000 湯沢市
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
能登 祐一 72,000 能代市
原 盛一 60,000 秋田県仙北町
藤原 俊久 60,000 秋田県天王町
村上 薫 60,000 秋田県仁賀保

町
安孫子昌祐 60,000 山形市
遠藤 武彦 60,000 米沢市
加藤 紘一 60,000 鶴岡市
岸 宏一 60,000 山形県金山町
近岡理一郎 60,000 山形県真室川

町
荒井 広幸 60,000 福島県船引町
石村 義光 600,000 福島市
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
岡野 裕 60,000 調布市
木村 宏一 75,000 会津若松市
佐藤栄佐久 60,000 福島市
佐藤 剛男 60,000 福島市

瀬戸 孝則 282,000 福島市
成井 英夫 282,000 白河市
根本 匠 60,000 郡山市
望木 昌彦 542,000 福島市
渡部 篤 102,000 会津若松市
岩井 均 100,000 群馬県松井田

町
大林 喬任 112,000 群馬県吉岡町
荻原 康二 112,000 群馬県吉井町
折田謙一郎 60,000 群馬県中之条

町
金子 泰造 112,000 前橋市
金田 克次 112,000 太田市
亀山 豊文 92,000 桐生市
久保田順一郎 112,000 群馬県大泉町
栗原 章二 112,000 伊勢崎市
木暮 繁敏 112,000 群馬県榛名町
佐田 武夫 100,000 前橋市
菅野 義章 112,000 前橋市
須藤 昭男 112,000 群馬県笠懸町
関根 圀男 112,000 群馬県新町
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
南波 和憲 112,000 群馬県吾妻町
長谷川嘉一 112,000 太田市
原 富夫 112,000 群馬県境町
星野 寛 112,000 群馬県片品村
星野已喜雄 88,000 沼田市
真下 誠治 112,000 渋川市
松澤 睦 80,000 高崎市
松本 耕司 112,000 館林市
安樂岡一雄 112,000 館林市
山口 清 109,000 藤岡市
山本 龍 112,000 群馬県草津町
大沢 立承 1,036,000 岩槻市
田口 公立 60,000 浦和市
永瀬 洋治 60,000 川口市
諸岡 孝昭 60,000 成田市
椿 武男 108,000 伊勢原市
稲葉 大和 60,000 村上市
植木 馨 60,000 柏崎市
栗原 博久 60,000 新津市
近藤 道弥 500,000 長岡市
ˆ鳥 修 60,000 上越市

田中 直紀 60,000 新潟県西山町
田中真紀子 60,000 文京区
長谷川道郎 60,000 長岡市
Ö川 芳男 60,000 新潟市
Ö田六左エ門 60,000 新潟市
森 信也 70,000 富山市
村中 昌弘 200,000 福井市
五味 茂喜 100,000 諏訪市
若林 正俊 72,000 長野市
和田 守也 240,000 長野市
安田 金治 20,000,000 岐阜市
内山 隆司 396,000 浜松市
大石 二郎 396,000 静岡県浅羽町
込山眞知子 60,000 静岡県小山町
鈴木 洋佑 264,000 浜松市
須藤 秀忠 396,000 富士宮市
野村 保彦 1,000,000 静岡市
浜井 卓男 396,000 浜松市
田中 豊 120,000 大津市
吉田 茂 120,000 大津市
八軒 敏夫 200,000 茨木市
岩谷 直治 180,000 箕面市
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
細川 益男 72,000 大阪市
奥谷 通 60,000 神戸市
奥野桂四郎 100,000 神戸市
鴻池 祥肇 60,000 神戸市
阪上 善秀 60,000 宝塚市
佐藤 國吉 100,000 神戸市
砂田 圭佑 60,000 神戸市
瀧川 博司 100,000 神戸市
谷 洋一 60,000 兵庫県村岡町
宮本 一三 60,000 明石市
秋本登志嗣 60,000 五條市
浅川 清 60,000 奈良市
上田 悟 60,000 奈良県斑鳩町
柿本 善也 200,000 奈良市
鍵田忠兵衛 60,000 奈良市
神田加津代 60,000 橿原市
小泉 米造 60,000 大和郡山市
小林 喬 60,000 奈良市
笹尾 保博 60,000 奈良県室生村
新谷 紘一 60,000 奈良県山添村
菅野 泰功 60,000 天理市

杉村 寿夫 60,000 御所市
辻本 黎士 60,000 奈良県新庄町
寺沢 正男 60,000 奈良県川西町
出口 武男 60,000 奈良市
中辻 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
米田 忠則 60,000 大和高田市
相沢 英之 60,000 米子市
青砥 順 120,000 米子市
足立統一郎 120,000 境港市
石破 茂 60,000 鳥取市
上田 博久 60,000 米子市
片山 善博 60,000 鳥取市
坂野 重信 60,000 杉並区
佐藤 芳雄 96,000 鳥取市
高橋 務 60,000 米子市
常田 亨詳 60,000 鳥取市
平林 鴻三 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
桜内 義雄 60,000 都・港区
澄田 信義 60,000 松江市
竹下 登 60,000 世田谷区
竹下 亘 60,000 世田谷区
西田 圭三 120,000 大洲市
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
有木 庸 60,000 岡山県山陽町
池田 道孝 60,000 岡山県矢掛町
市村 三次 60,000 岡山県美作町
井出紘一郎 60,000 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
内田 大介 60,000 笠岡市
内山 登 60,000 岡山県和気町
大杉 尚久 60,000 高梁市
岡Ä 豊 60,000 岡山市
小田 圭一 60,000 倉敷市Ÿ
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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
栗山 好幸 60,000 岡山県鴨方町
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
小林 毅 60,000 岡山市
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
佐藤 正從 120,000 岡山県里庄町
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
中塚 正人 60,000 倉敷市
橋本龍太郎 120,000 都・港区
蜂谷 勝司 60,000 岡山市
原 寿男 60,000 岡山県賀陽町
肥田璋三郎 60,000 岡山市
平沼 赳夫 120,000 岡山市
福田 通雅 60,000 玉野市
藤村 欣裕 60,000 備前市
松田 尭 840,000 岡山市
三村 峰夫 60,000 新見市
村田 吉隆 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
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
高橋 督 60,000 呉市
忠末 敬三 60,000 広島市
谷川 和穂 60,000 都・港区
徳永 幸雄 120,000 呉市
中川 秀直 60,000 東広島市
東 水豊 60,000 広島市
本田 宏 60,000 呉市

溝手 顕正 60,000 三原市
宮沢 喜一 60,000 福山市
村尾傅之助 96,000 広島市
矢野 將二 60,000 広島市
米田 正幸 60,000 広島市
新谷 和彦 230,000 萩市
田中 文夫 230,000 萩市
北岡 秀二 120,000 徳島県美馬町
後藤田正純 60,000 阿南市
七条 明 130,000 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
池田 長義 60,000 坂出市
石川 豊 60,000 観音寺市
植田 郁男 60,000 高松市
大喜多 治 60,000 香川県多度津

町
大西 末廣 60,000 香川県飯山町
大野 功統 120,000 坂出市
岡田 好平 60,000 香川県土庄町
尾崎 道広 60,000 坂出市
鎌田 守恭 60,000 高松市
岸上 修 60,000 観音寺市
木村 義雄 120,000 香川県津田町
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
谷川 実 60,000 香川県宇多津

町
塚本 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
鳥塚 武 60,000 香川県綾南町
名和 基延 60,000 香川県津田町
原内 保 60,000 高松市
平木 亨 60,000 高松市
藤本 孝雄 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
真部 善美 60,000 香川県長尾町
水本 勝規 60,000 香川県綾南町
三宅 暉茂 60,000 香川県詫間町
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
山田 正芳 60,000 丸亀市
岩田槙太郎 60,000 松山市
麻生 太郎 96,000 飯塚市
石川 一彦 60,000 福岡市
井本 宗司 72,000 大野城市
江頭 貞元 60,000 飯塚市
太田 誠一 96,000 福岡市
古賀 淑子 60,000 福岡県瀬高町
古賀 誠 96,000 福岡県瀬高町
古賀 正浩 156,000 久留米市
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 96,000 大牟田市
中屋敷善之助 60,000 北九州市
林 操 120,000 福岡市
山本 幸三 138,000 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
井本 勇 120,000 佐賀市
岩永 浩美 120,000 佐賀県西有田

町
近藤 定信 60,000 唐津市
坂井 隆憲 180,000 佐賀市
篠塚 周城 60,000 佐賀県川副町
陣内 孝雄 180,000 佐賀県神埼町
富崎 一己 60,000 佐賀市
土井 正之 60,000 佐賀県相知町
保利 耕輔 120,000 唐津市
水田 唯市 120,000 佐賀県神埼町
宮原 岩政 120,000 佐賀県北茂安

町
本山 光二 60,000 佐賀県福富町
山下 徳夫 60,000 伊万里市
吉田 欣也 60,000 佐賀市
留守 茂幸 60,000 佐賀県大和町

大川 英明 60,000 長崎市
久間 章生 120,000 長崎市
倉成 正和 60,000 長崎市
坂本 好市 60,000 長崎県厳原町
田浦 直 120,000 長崎市
虎島 和夫 120,000 福江市
松谷蒼一郎 120,000 長崎市
松田 一 60,000 長崎市
宮島 大典 60,000 佐世保市
荒木 詔之 60,000 熊本県泗水町
池田 定行 60,000 熊本県五和町
井手 順雄 55,000 熊本市
江口 隆一 60,000 水俣市
大西 一史 60,000 熊本市
河端 俊夫 60,000 熊本県益城町
草村 照 60,000 熊本県高森町
倉重 剛 60,000 熊本市
幸山 政史 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
小早川宗一郎 60,000 八代市
坂田 孝志 60,000 熊本県千丁町
坂本 哲志 60,000 熊本県大津町
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
園村 敬二 60,000 熊本県小川町
高野 誠一 60,000 熊本県鏡町
田方 初美 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
林田 博達 60,000 宇土市
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
前畑 淳治 60,000 荒尾市
松田 三郎 60,000 熊本県錦町
松村 昭 60,000 熊本県上村
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
山本 靖 60,000 熊本県阿蘇町
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吉本 賢児 60,000 熊本県御船町
米原 賢士 60,000 熊本県城南町
衛藤征士郎 60,000 大分市
吉川 暉 120,000 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 120,000 宮崎市
大原 一三 120,000 渋谷区
中山 成彬 120,000 小林市
長峯 基 120,000 都城市
堀之内久男 120,000 都城市
松形 のり 120,000 宮崎市
持永 和見 120,000 都・港区
井上 吉夫 120,000 千代田区
小里 貞利 120,000 千代田区
尾辻 秀久 120,000 千代田区
鎌田 要人 120,000 鹿児島市
園田 修光 60,000 鹿児島市
南野知恵子 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 勲 80,000 草津市
青木 俊 120,000 大宮市
青木 輝行 240,000 愛知県蟹江町
青木 康芳 120,000 仙台市
青木 譲 250,000 仙台市
秋山 哲夫 80,000 吹田市
秋山 喜久 300,000 池田市
浅川 博道 70,000 横浜市
芦塚日出美 240,000 福岡市
安部 浩平 300,000 名古屋市
阿部 建志 72,000 練馬区
荒井 晃 120,000 浦和市
新井 嘉重 3,000,000 高槻市
荒木 哲也 100,000 金沢市
荒木 浩 300,000 品川区
有賀 煕雄 80,000 奈良市
井川 正克 120,000 市川市
池亀 亮 240,000 町田市
池尻 光子 10,000,000 船橋市
池田 紘一 100,000 名古屋市
池渕 浩介 80,000 豊田市
石川 勇雄 120,000 青森市

石川 敬一 480,000 福岡市
石川 博志 300,000 尼崎市
石毛 克政 240,000 G飾区
石原 實 276,000 富山県立山町
泉 誠二 300,000 札幌市
板谷 晃 67,000 岡山市
市田 行則 120,000 杉並区
市瀬 圭次 70,000 室蘭市
市原 新吾 120,000 日進市
一原 嘉昭 100,000 子市
伊東 賢二 120,000 春日井市
伊藤 賛治 100,000 名古屋市
伊藤 ø彦 100,000 桑名市
伊藤 三雄 100,000 世田谷区
井上 孝 80,000 兵庫県猪名川

町
井上 哲男 100,000 福岡市
今井 忠 70,000 杉並区
今村 毅 200,000 北九州市
今村 匡秀 140,000 広島市
井村 義人 60,000 新宿区
岩崎 克己 100,000 横浜市
岩崎 ø 240,000 東大阪市
岩佐 瑞夫 240,000 世田谷区
岩浪 國洋 100,000 札幌市
上田 憲幸 240,000 福岡市
上原 英治 240,000 横浜市
上村 雅一 156,000 富山市
鵜木 孝人 70,000 福岡市
臼井 成夫 3,036,000 甲府市
内田 公三 100,000 江東区
内海 暎郎 100,000 鎌倉市
浦野 浩 60,000 横浜市
榎本 聰明 120,000 小平市
王寺 睦満 150,000 練馬区
太田 克己 150,000 高松市
太田 宏次 300,000 名古屋市
大束 弘吉 110,000 廿日市市
大西 淳 300,000 高松市
大西 博康 100,000 市原市
大野 茂 600,000 福岡市
大野 省三 78,000 大田区
大堀 文男 96,000 横浜市
大和田 勲 100,000 札幌市
岡澤 元大 150,000 豊中市
岡田 明重 100,000 世田谷区

岡田 健治 250,000 仙台市
岡田 吉種 70,000 広島市
岡野 高大 240,000 福岡市
岡 範彦 240,000 福岡市
岡部 三男 150,000 札幌市
岡本 克己 120,000 福岡市
奥井 洋輝 240,000 福岡市
奥田 碩 100,000 岡崎市
奥村 直樹 70,000 町田市
長田 英機 100,000 西宮市
尾崎 之孝 100,000 都・港区
小澤 和佳 120,000 春日井市
落合 俊雄 70,000 都・港区
落田 実 150,000 高松市
鬼武 孝夫 70,000 豊島区
小野 俊彦 100,000 渋谷区
鍵本 昌久 150,000 豊中市
梶谷 博 100,000 富山市
鍛治他八郎 100,000 富山市
梶山 義夫 200,000 札幌市
片岡 直昭 100,000 富山市
勝木 靖夫 150,000 札幌市
勝俣 恒久 240,000 新宿区
加藤 伸一 80,000 豊田市
加藤 哲也 100,000 名古屋市
加藤 義明 140,000 広島市
兼谷 廣中 120,000 仙台市
釜田 明浩 1,500,000 松任市
釜田 昌治 1,500,000 松任市
釜田 信一 1,500,000 松任市
鎌田 迪貞 600,000 福岡市
釜田 陽子 1,500,000 松任市
神永 信一 70,000 中野区
上村 美樹 140,000 広島市
神谷 健一 100,000 世田谷区
亀井 清志 140,000 廿日市市
川井 彰三 150,000 高松市
川合 辰雄 360,000 福岡市
川口 文夫 120,000 愛知県幸田町
川崎 弘 240,000 横浜市
河津譽四男 100,000 春日井市
岸 ı 300,000 杉並区
岸 清 150,000 浦和市
岸田 哲二 100,000 大阪市
喜多 弘 220,000 広島市
北川 三雄 70,000 国分寺市

北野 盛荘 110,000 松江市
衣川 渉 180,000 枚方市
木下 昭一 100,000 名古屋市
木野 文海 240,000 名古屋市
木原 誠 150,000 江東区
木村 修三 140,000 広島市
草野 成郎 78,000 横浜市
工藤 豊典 100,000 横浜市
國井 匡裕 120,000 仙台市
熊谷 満 200,000 仙台市
栗田 昴 150,000 高松市
黒土 始 8,000,000 北九州市
畔柳 昇 240,000 名古屋市
煙山 光伸 100,000 西宮市
國分 敏光 100,000 筑紫野市
兒島伊佐美 240,000 町田市
虎頭健四郎 60,000 川崎市
小又 幸雄 100,000 富山市
小山 巌 150,000 横浜市
小山欣之助 100,000 石川県志賀町
近藤 耕三 300,000 高松市
近藤 龍夫 100,000 札幌市
後藤 洋治 100,000 高槻市
斎藤 恒夫 120,000 仙台市
斎藤 英樹 70,000 都・港区
酒井 信行 100,000 富山市
坂本 裕郷 150,000 札幌市
櫻井 鴻臣 100,000 三鷹市
佐々木恭之助 120,000 仙台市
佐々木宏機 100,000 世田谷区
佐藤 和夫 100,000 堺市
佐藤 湛彦 200,000 仙台市
佐藤 信吾 100,000 渋谷区
佐藤 孝雄 100,000 都・港区
佐藤 紀男 100,000 国分寺市
佐藤 政人 10,000,000 文京区
佐藤 研 100,000 札幌市
澤田 靖士 70,000 杉並区
塩崎 健二 240,000 香川県国分寺

町
志賀 正明 240,000 春日井市
四宮 幸生 90,000 愛媛県伊方町
渋谷 忠昌 500,000 山形市
渋谷 哲 700,000 山形県中山町
渋谷 典子 500,000 山形市
渋谷 康 300,000 山形県中山町 
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志摩昭之輔 6,000,000 千代田区
嶋田 英夫 4,000,000 甲府市
嶋 宏 70,000 大分市
清水 哲太 80,000 日進市
清水 眞男 100,000 名古屋市
下川 利郎 240,000 春日井市
下山 宣弘 150,000 札幌市
白石 司 70,000 福岡市
白川 進 100,000 新宿区
白倉 茂生 220,000 広島市
白J 良一 240,000 板橋区
白倉 政司 3,036,000 山梨県高根町
新木富士雄 336,000 富山市
蛇川 忠暉 80,000 愛知県東郷町
末次 宏 100,000 世田谷区
末廣 惠雄 130,000 広島市
菅 伸之 100,000 釧路市
杉田 力之 200,000 狛江市
杉山 眞一 200,000 仙台市
鈴木 繁 70,000 千葉市
鈴木 浩之 200,000 仙台市
須藤 豊 200,000 仙台市
関根 兵司 59,000 国立市
瀬山 幸二 150,000 札幌市
千田 壽一 250,000 仙台市
高崎 正弘 100,000 都・港区
高須 司登 300,000 広島市
高田 榮一 100,000 富山市
ˆ田 耕平 70,000 広島市
ˆ東 進 110,000 広島市
ˆ橋 宏明 200,000 仙台市
高橋 洋悦 120,000 岩沼市
高濱 健二 100,000 台東区
高濱 孝 150,000 高松市
高升 弘吉 110,000 広島市
ˆ本 久雄 100,000 岸和田市
田熊 典敞 96,000 大田区
竹内 和夫 10,000,000 渋谷区
武黒 一郎 70,000 川崎市
武田 俊基 150,000 札幌市
武智 泰三 100,000 高松市
武富 一三 240,000 太宰府市
武山 正人 100,000 高松市
多田 晶彦 120,000 堺市
多田 公煕 300,000 広島市
辰巳 昭 100,000 世田谷区

田中 重人 70,000 豊中市
棚橋 通博 240,000 岐阜市
田邊 忠夫 100,000 兵庫県柏原町
谷口 壽人 100,000 高松市
種市 健 240,000 横浜市
田村 滋美 240,000 横浜市
田村 尊信 100,000 鎌ケ谷市
近澤 精一 5,000,000 高知市
千速 晃 300,000 世田谷区
千葉 昭 100,000 香川県綾南町
張 富士夫 100,000 豊田市
築舘 勝利 100,000 国分寺市
築山 宗之 120,000 千葉市
常田 q 200,000 札幌市
手嶋 晟 100,000 金沢市
寺門 良二 100,000 杉並区
寺澤 宏 120,000 名古屋市
寺田 達明 110,000 文京区
常盤 百樹 150,000 坂出市
u田八十吉 10,000,000 小松市
徳永 隆史 80,000 宝塚市
豊島 令隆 480,000 福岡市
戸田 一夫 150,000 札幌市
殿塚 猷一 240,000 名古屋市
友野 勝也 240,000 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
鳥原 光憲 78,000 藤沢市
土井 敏詳 67,000 広島市
内藤 勲 100,000 名古屋市
内藤 久夫 100,000 大和市
中田 惇 100,000 富山市
中野 淳司 120,000 知多市
中山 ø夫 60,000 藤沢市
長坂 秀雄 100,000 富山市
永野 哲也 240,000 高松市
永広 和夫 70,000 姫路市
灘 明 240,000 高松市
成田 勝彦 100,000 小平市
成田 尚武 156,000 富山市
南部 敏 220,000 広島市
西川 元啓 70,000 大田区
西川 善文 100,000 都・港区
仁志 武雄 120,000 仙台市
西村 正雄 100,000 藤沢市

西脇 英夫 78,000 横浜市
新田 嘉一 10,000,000 山形県平田町
根本 紘一 100,000 松戸市
野嶋 孝 120,000 名古屋市
野田 泰弘 100,000 岐阜市
野呂 克彦 70,000 杉並区
橋本 徹 100,000 目黒区
橋本 安雄 200,000 高槻市
蓮井 康 100,000 高松市
畠中 俊尚 100,000 奈良市
服部 拓也 100,000 鎌倉市
塙 章次 240,000 鎌倉市
濱田 敏克 120,000 仙台市
濱田 裕一 100,000 福岡市
濱田 隆一 100,000 名古屋市
羽矢 惇 70,000 浦安市
原口 一幸 100,000 練馬区
原田 稔 100,000 河内長野市
原田 律夫 100,000 高松市
原 正明 100,000 春日井市
春 英彦 240,000 文京区
久川 壽彦 110,000 山口市
肥前 洋一 480,000 福岡市
兵頭 義雄 70,000 船橋市
平井 貞雄 100,000 横浜市
平岩 外四 300,000 大田区
平尾 康二 100,000 札幌市
平尾 隆 70,000 小金井市
平田 勇夫 100,000 丸亀市
廣岡 武機 60,000 小平市
廣松 久穣 10,000,000 高知市
福田 督 110,000 廿日市市
福永 節夫 240,000 大野城市
藤 洋作 200,000 京都府木津町
藤岡 正直 100,000 高松市
藤澤 義之 100,000 新宿区
藤原 信義 70,000 浦安市
富士原 坦 80,000 藤井寺市
二見 常夫 120,000 神奈川県二宮

町
古川 隆 220,000 広島市
古田 暉彦 276,000 富山市
古野 英樹 70,000 光市
星野 聰史 100,000 世田谷区
堀田 博司 70,000 柏市
堀内日出夫 110,000 広島市

本田 滋 150,000 江別市
前田 昌三 100,000 福岡市
前田 肇 200,000 奈良市
前田又兵衛 100,000 杉並区
牧 征滋 110,000 岡山市
牧田 洋 100,000 名古屋市
幕田 圭一 250,000 仙台市
桝本 晃章 120,000 横浜市
松岡 俊司 120,000 仙台市
松尾 新吾 240,000 福岡市
松下 清彦 200,000 福岡市
松谷健一郎 130,000 広島市
松藤 哲夫 100,000 旭川市
松村 ø 70,000 福岡市
松村 勝 100,000 都・港区
松本喜一郎 70,000 松江市
松本 茂彦 200,000 川内市
真鍋 和雄 120,000 日進市
真鍋 民雄 100,000 目黒区
萬谷 興亜 70,000 北九州市
三木 繁光 300,000 横浜市
水野 和子 10,000,000 勝浦市
南 賢兒 240,000 奈良市
南 直哉 300,000 川崎市
南山 英雄 300,000 札幌市
三村 明夫 150,000 千葉市
宮口 友延 120,000 日進市
宮地 正隆 100,000 高知市
宮田 明則 100,000 日野市
宮武 康夫 480,000 福岡市
宮本 一 240,000 堺市
宮本 盛規 100,000 江東区
三好 正也 100,000 多摩市
三輪 潔 156,000 富山市
宗岡 正二 70,000 柏市
村井 繁信 100,000 川西市
村井 將一 200,000 札幌市
村上 英隆 2,700,000 徳島市
村田 隆 100,000 市川市
室木 勝彌 120,000 愛知県佐織町
望月 志郎 70,000 川崎市
望月 秀俶 120,000 春日井市
百瀬 信正 100,000 横浜市
森岡 輝男 100,000 北海道泊村
森清 晴夫 100,000 神戸市
森 詳介 100,000 奈良県平群町
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森夲 正 100,000 春日井市
森本 浩志 80,000 奈良県當麻町
八木 昭彦 80,000 芦屋市
八木 達雄 120,000 知多市
八島 俊章 300,000 仙台市
柳澤 昭信 100,000 富山県小杉町
山内 拓男 100,000 春日井市
山下 隆 110,000 広島県大野町
山持 巖 100,000 練馬区
山本 幸助 80,000 世田谷区
山本 勝 240,000 千葉市
山本勇喜雄 156,000 高岡市
山本 豊 100,000 岡崎市
山本 惠朗 100,000 渋谷区
余喜多 博 100,000 徳島市
横繁 隆壽 180,000 広島市
吉井 毅 80,000 大田区
吉澤 建治 150,000 世田谷区
Ö田 清治 240,000 福岡市
吉田 伸彦 70,000 杉並区
吉本 圭司 80,000 奈良市
米澤 英伍 200,000 新潟市
和氣 清孝 55,000 広島市
鷲尾 幸司 200,000 福島市
渡辺 亨 120,000 仙台市
渡邊 宏 150,000 高松市
渡邊 宏 100,000 名古屋市
年間五万円以下の
もの

95,814,700

（団体分）
jアール・シー
シー・サンコー

1,000,000 苫小牧市

秋津道路j 120,000 札幌市
勇建設j 2,000,000 札幌市
伊藤組土建j 2,670,000 札幌市
岩倉建設j 1,000,000 札幌市
エア・ウォーター
j

60,000 札幌市

jエムケイ技術 1,000,000 函館市
加藤組土建j 5,000,000 函館市
加藤道路j 1,000,000 函館市
共和コンクリート
工業j

120,000 札幌市

j工藤組 4,000,000 函館市
I渓仁会医療経営
研究会

3,000,000 札幌市

高和産業j 3,000,000 函館市
三協建設j 2,000,000 留萌市
島田建設j 2,000,000 網走市
秀鳳産業j 2,000,000 函館市
j高木組 3,000,000 函館市
j高橋組 6,000,000 函館市
苫東コールセン
ターj

5,000,000 北海道厚真町

j中田組 2,000,000 稚内市
j西村組 2,000,000 北海道湧別町
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
j野田組 1,000,000 北海道朝日町
藤建設j 2,000,000 稚内市
フタバ倉庫j 200,000 小È市
北興工業j 4,000,000 室蘭市
北海電気工事j 7,000,000 札幌市
北海道機械開発j 2,000,000 札幌市
北海道機船漁業協
同組合連合会

60,000 札幌市

北海道百貨店協会 600,000 札幌市
堀松建設工業j 2,000,000 留萌市
j本堂建設工業 120,000 三笠市
j松本組 3,000,000 函館市
松本資材j 3,000,000 函館市
丸協土建j 5,000,000 北海道木古内

町
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

j森川組 3,000,000 函館市
j森川リース 2,000,000 函館市
j吉本組 2,000,000 北海道岩内町
青森いすず自動車
j

120,000 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阿部重組 200,000 青森市
j奥村工務店 120,000 青森市
協和電気j 60,000 青森市
東和電材j 96,000 青森市
jみちのく銀行 1,000,000 青森市
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遠忠 120,000 岩手県西根町
j小田島 60,000 花巻市
jかばら建設 60,000 岩手県宮守村
川崎コンクリート
工業j

120,000 岩手県川崎村

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小山建設 130,000 岩手県川崎村
j佐賀組 120,000 大船渡市
佐公砕石j 120,000 岩手県胆沢町
j佐藤組 120,000 大船渡市
佐藤建設工業j 180,000 二戸市
昭栄建設j 250,000 盛岡市
白金運輸j 120,000 江刺市
高弥建設j 1,000,000 盛岡市
樋下建設j 500,000 盛岡市
j中村建設 60,000 岩手県雫石町
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
丸協建設j 120,000 岩手県前沢町
みちのくコカ・
コーラボトリング
j

120,000 花巻市

宮城建設j 1,120,000 久慈市
j山與 60,000 盛岡市
j吉田組 120,000 岩手県松尾村
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阿川建設 72,000 宮城県東和町
j秋元技術コンサ
ルタンツ

120,000 仙台市

j浅野工務店 70,000 宮城県米山町
阿部建木j 144,000 仙台市
阿部善産業j 72,000 仙台市
j有路工務店 144,000 仙台市
石堂建設j 72,000 宮城県小牛田

町
j岡本工務店 72,000 宮城県中田町
牡鹿町建設業振興
協力会

72,000 宮城県牡鹿町

環境建設j 720,000 仙台市
北日本電材j 80,000 仙台市
協林工業j 100,000 仙台市
弘進ゴムj 54,000 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
サンエスj 72,000 仙台市
新星建設j 180,000 仙台市
仙建工業j 252,000 仙台市
仙台コカ・コーラ
ボトリングj

240,000 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
j只野組 58,000 宮城県豊里町
東洲産業j 72,000 仙台市
東北通信建設j 100,000 仙台市
東北発電工業j 3,030,000 仙台市
東北ポールj 72,000 仙台市
jトヨタレンタ
リース宮城

72,000 仙台市

j南光 60,000 仙台市
jニューワールド
ＭＩＰ

96,000 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
東日本興業j 2,072,000 仙台市
船山建設j 72,000 宮城県丸森町
jホクエツ 180,000 仙台市
j丸本組 240,000 石巻市
j三浦組 120,000 仙台市
j宮城県建設業協
会

150,000 仙台市

jユアテック 18,072,000 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

4,790,000 秋田市

g秋田県仙北建設
業協会

4,620,000 大曲市

g秋田中央建設業
協会

4,850,000 秋田市

秋田ビルj 60,000 秋田市
g雄勝建設業協会 2,190,000 湯沢市
g鹿角建設業協会 2,250,000 鹿角市 
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g北秋田建設業協
会

4,580,000 秋田県鷹巣町

g能代山本建設業
協会

2,310,000 能代市

g平鹿建設業協会 1,590,000 横手市
g由利建設業協会 2,970,000 本荘市
j梅津組 54,000 長井市
置賜建設j 1,000,000 米沢市
金屋興業j 60,000 鶴岡市
国井建設j 1,560,000 寒河江市
黒澤建設工業j 60,000 山形市
j建図 500,000 寒河江市
j後藤組 60,000 米沢市
蔵王ゴルフj 200,000 山形市
蔵王菖浦沼リフト
j

100,000 山形市

蔵王中央ロープウ
エイj

100,000 山形市

庄交クリーンj 60,000 鶴岡市
j荘内銀行 600,000 鶴岡市
庄内交通j 120,000 鶴岡市
j殖産銀行 600,000 山形市
jジョイン 60,000 山形市
j清野組 120,000 山形県朝日町
j田村組 60,000 山形県大江町
第一貨物j 180,000 山形市
大栄建設e 60,000 山形県白鷹町
j千歳建設 65,000 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

j中村塗装 60,000 鶴岡市
沼田建設j 1,036,000 新庄市
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
j山形銀行 360,000 山形市
山形警備保障j 536,000 山形市
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山形しあわせ銀
行

600,000 山形市

山形ゼロックスj 500,000 山形市
j山形ビルサービ
ス

500,000 山形市

jヤマコー 1,720,000 山形市
山交観光j 100,000 山形市
山新観光j 360,000 山形市
山新石油j 120,000 山形市
j石覚組 120,000 福島県小野町
磐城通運j 120,000 いわき市
内池醸造j 60,000 福島市
小澤工業j 60,000 福島市
j小澤時計店 60,000 福島県会津坂

下町
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
常磐交通自動車j 150,000 いわき市
j鈴武組 60,000 いわき市
滝谷建設工業j 180,000 福島県三島町
I立谷病院 60,000 相馬市
j東邦銀行 1,800,000 福島市
東北建設j 5,042,000 原町市
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福島県空調衛生
工事業協会

60,000 福島市

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 156,000 いわき市
j伊勢甚 100,000 水戸市
j茨城銀行 300,000 水戸市
茨城倉庫j 70,000 水戸市
茨城トヨタ自動車
j

60,000 水戸市

j関東銀行 450,000 土浦市
j常陽銀行 1,500,000 水戸市

関彰商事j 150,000 下館市
日立セメントj 300,000 日立市
j日立ライフ 200,000 日立市
松崎建設j 3,000,000 茨城県牛堀町
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 120,000 宇都宮市
大日光企業j 60,000 宇都宮市
g栃木県建設業協
会

216,000 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 5,060,000 宇都宮市
栃木信用金庫 100,000 栃木市
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 60,000 前橋市
井上工業j 60,000 高崎市
f金田石油 120,000 群馬県玉村町
関東新聞販売j 300,000 安中市
北群馬信用金庫 60,000 渋川市
j九重 100,000 高崎市
j群馬銀行 1,200,000 前橋市
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
群馬県信用組合 60,000 安中市
群馬県遊技業e 200,000 前橋市
群馬綜合ガードシ
ステムj

530,000 前橋市

群馬中央信用金庫 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 5,360,000 前橋市
j群馬ロイヤルホ
テル

120,000 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

j三共 300,000 桐生市

サンデンj 240,000 伊勢崎市
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
j東和銀行 100,000 前橋市
j日商 100,000 桐生市
日本パスコムj 100,000 前橋市
日高工業j 120,000 前橋市
富士オートj 324,000 前橋市
不二建設j 60,000 前橋市
富士食品工業j 60,000 群馬県板倉町
j平和 120,000 桐生市
星野総合商事j 100,000 前橋市
前橋菓子組合 300,000 前橋市
前橋市医師連盟 700,000 前橋市
前橋市薬剤師会 300,000 前橋市
山内工業j 60,000 沼田市
萬屋建設j 60,000 沼田市
jレストランスワ
ン

500,000 前橋市

和田建設j 60,000 安中市
青木信用金庫 60,000 川口市
川口信用金庫 60,000 川口市
埼玉県信用金庫 360,000 熊谷市
西武運輸j 1,000,000 所沢市
西武建設j 2,610,000 所沢市
西武鉄道j 6,830,000 所沢市
jテネックス 500,000 川越市
飯能信用金庫 60,000 飯能市
平岩建設j 1,000,000 所沢市
j丸広百貨店 120,000 川越市
j武蔵野銀行 1,200,000 大宮市
旭建設j 60,000 千葉市
科研製薬j 1,480,000 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京葉銀行 180,000 千葉市
jサクラダ 1,000,000 千葉市
芝工業j 60,000 千葉市
白鳥製薬j 60,000 習志野市
j千葉銀行 840,000 千葉市
千葉県経済同友会 60,000 千葉市
g千葉県建設業協
会

126,000 千葉市
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千葉県建設業協会 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
千葉県食品流通セ
ンターj

60,000 松戸市

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

千葉県信用農業協
同組合連合会

60,000 千葉市

千葉政治経済懇談
会

2,100,000 千葉市

j千葉そごう 90,000 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
j千葉三越 120,000 千葉市
j電洋社 120,000 市川市
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 360,000 松戸市
ユアサ・フナショ
クj

60,000 船橋市

jアスク 60,000 横浜市
石田建設j 180,000 横浜市
上野トランステッ
クj

60,000 横浜市

j江戸清 72,000 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
元旦ビューティ工
業j

108,000 藤沢市

j共栄社 60,000 横浜市
j崎陽軒 180,000 横浜市
j京三製作所 3,120,000 横浜市
j京急共栄会 72,000 横浜市
京急サービスj 72,000 横浜市
京急車輌工業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
相模鉄道j 5,550,000 横浜市
佐藤産業j 108,000 秦野市
J寒川神社 60,000 神奈川県寒川

町
三洋装備j 180,000 横浜市
シロキ工業j 300,000 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
j田中組 276,000 小田原市
司建設j 180,000 小田原市
帝国実業j 108,000 川崎市
東急車輛製造j 180,000 横浜市
東京瀘器j 1,000,000 横浜市
j東芝 29,640,000 川崎市
j中村組 150,000 秦野市
j西村組 90,000 神奈川県真鶴

町
j日能研 90,000 横浜市
日産車体j 2,000,000 平塚市
j日新 120,000 横浜市
日本発条j 1,000,000 横浜市
jネプチューン 250,000 横浜市
原地所j 60,000 横浜市
藤木企業j 72,000 横浜市
富士コカ・コーラ
ボトリングj

1,060,000 海老名市

富士通j 10,000,000 川崎市
富士電機j 7,280,000 川崎市
プレス工業j 1,000,000 川崎市
北辰工業j 120,000 横浜市
松下通信工業j 2,000,000 横浜市
馬淵建設j 60,000 横浜市
三菱化工機j 2,000,000 川崎市
みなと運送j 72,000 横浜市
j三好商会 180,000 横浜市
f望月塗装 90,000 神奈川県湯河

原町
山岸建設j 108,000 横浜市
jユニシアジェッ
クス

2,300,000 厚木市

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
横浜油脂工業j 72,000 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 500,000 新潟市
j阿部建設 60,000 柏崎市
石本金属j 60,000 新潟市
jイタリア軒 120,000 新潟市
伊米ヶ崎建設j 60,000 新潟県小出町
j植木組 300,000 柏崎市
ウオロク 120,000 新潟市
大川トランステイ
ルj

90,000 新潟市

j大阪屋 60,000 新潟市
j小野組 120,000 新潟県中条町
下越物産j 60,000 新潟市
j加賀田組 960,000 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

700,000 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
I恵愛会大島病院 500,000 三条市
j高建 700,000 新潟県神林村
j興和 827,000 新潟市
j近藤組 120,000 新潟市
佐藤食品工業j 120,000 新潟市
佐渡汽船j 660,000 新潟市
佐渡汽船観光j 60,000 新潟市
g三市中蒲東蒲医
師会

60,000 新津市

創伸建設j 500,000 新潟市
j大光銀行 120,000 長岡市
田辺建設j 120,000 上越市
田辺工業j 120,000 新潟県青海町
j田村商店 60,000 長岡市
第一建設工業j 60,000 新潟市
ダイエー建設j 2,400,000 長岡市
j第四銀行 780,000 新潟市
中越酵母工業j 500,000 長岡市
東光商事j 180,000 新潟市
j 東 邦 ア ー ス
ティック

110,000 新潟市

東邦産業j 120,000 新潟市

中野建設工業j 60,000 新潟県小木町
長岡舗道j 60,000 長岡市
新潟県観光物産j 120,000 新潟県亀田町
g新潟県建設業協
会

180,000 新潟市

g新潟県信用組合
協会

60,000 新潟市

新潟県農業共同組
合連合会連絡協議
会

240,000 新潟市

j新潟ケンベイ 240,000 新潟市
新潟相互タクシー
f

60,000 新潟市

j新潟造園土木 500,000 新潟市
新潟中央青果j 90,000 新潟市
新潟ヒューム管j 150,000 新潟市
j新潟藤田組 240,000 新潟市
jニチエー 120,000 新潟市
ネッツトヨタ新潟
j

60,000 新潟市

j福田組 7,960,000 新潟市
福田石材j 60,000 新潟市
福田道路j 6,120,000 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
藤村ヒューム管j 120,000 柏崎市
古川海運j 60,000 上越市
jブルボン 120,000 柏崎市
j北越銀行 360,000 長岡市
j本間組 3,570,000 新潟市
丸井水産j 120,000 新潟市
j水倉組 120,000 新潟県巻町
吉乃川j 500,000 長岡市
理研精機j 120,000 小千谷市
jリフレ 500,000 新潟市
隆成建設j 60,000 新潟市
jレックス 700,000 新潟市
j和田商会 120,000 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インテック 60,000 富山市
片山建設j 60,000 富山市
j廣貫堂 390,000 富山市
サカヰ産業j 60,000 富山市 
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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

150,000 高岡市

新栄建設j 60,000 富山県立山町
j関口組 60,000 魚津市
jタイヨーパッ
ケージ

60,000 富山市

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
第一薬品工業j 190,000 富山市
ダイトj 120,000 富山市
寺崎工業j 60,000 高岡市
j東保組 60,000 新湊市
トナミ運輸j 600,000 高岡市
砺波工業j 60,000 砺波市
j富山クボタ 60,000 高岡市
富山軽金属工業j 100,000 新湊市
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 520,000 富山市
日本海建興j 684,000 富山市
日本海石油j 200,000 富山市
林建設工業j 180,000 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 10,920,000 富山市
北陸電機製造j 60,000 滑川市
北陸発電工事j 60,000 富山市
j四方組 60,000 新湊市

リードケミカルj 120,000 富山市
j立業社 54,000 富山市
菱機工業j 3,000,000 富山市
若鶴酒造j 60,000 砺波市
j真和 5,000,000 金沢市
北陸計器工業j 2,000,000 石川県野々市

町
真柄建設j 7,610,000 金沢市
石黒建設j 120,000 福井市
江守商事j 120,000 福井市
河和田屋印刷j 60,000 福井市
サカイオーベック
スj

240,000 福井市

坂川建設j 60,000 福井市
轟産業j 120,000 福井市
日華化学工業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 290,000 敦賀市
j福井銀行 360,000 福井市
福井県観光開発j 90,000 福井県芦原町
福井県済生会病院 120,000 福井市
g福井県繊協ビル
同業会

120,000 福井市

福井信用金庫 60,000 福井市
j福井ステーショ
ンビル

90,000 福井市

福井トヨタ自動車
j

54,000 福井市

村中建設j 120,000 福井市
山岸機業j 60,000 勝山市
天野工業j 5,050,000 大月市
jいちやまマート 100,000 甲府市
大月信用金庫 400,000 大月市
j岡島 300,000 甲府市
j上村建設 100,000 山梨県須玉町
j川手工業所 60,000 山梨県須玉町
協和産業j 60,000 甲府市
甲府商工信用金庫 400,000 甲府市
甲府信用金庫 400,000 甲府市
甲府富士屋ホテル 100,000 甲府市
近藤工業j 100,000 山梨県身延町
j島崎建設 100,000 山梨県大和村
jテンヨ武田 60,000 甲府市
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
ファナックj 1,000,000 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
富士急建設j 500,000 富士吉田市
j富士急情報シス
テム

250,000 山梨県河口湖
町

富士急土地管理j 250,000 山梨県山中湖
村

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

富士タクシーj 170,000 大月市
堀内土建j 100,000 山梨県河口湖

町
宮原土建j 60,000 塩山市
j山交 100,000 甲府市
山交タクシーj 100,000 甲府市
山梨観光自動車j 100,000 甲府市
山梨県医薬品卸e 60,000 山梨県田富町
山梨県運輸政策研
究会

100,000 山梨県石和町

g山梨県信用組合
協会

1,000,000 甲府市

i山梨県自由民主
会館

360,000 甲府市

g山梨県土地改良
協会

180,000 甲府市

j山梨中央銀行 750,000 甲府市
山梨通運j 60,000 山梨市
龍王産業j 100,000 山梨県竜王町
jワールドエース 60,000 甲府市
j渡辺建設 80,000 山梨県牧丘町
赤穂信用金庫 100,000 駒ヶ根市
伊那信用金庫 250,000 伊那市
伊那バスj 60,000 伊那市
北野建設j 4,520,000 長野市
キッセイ薬品工業
j

2,260,000 松本市

jシナノポリ 60,000 長野市
信英蓄電器箔j 1,000,000 長野県南箕輪

村
タカノj 150,000 長野県宮田村

j竹腰工業所 120,000 伊那市
jツーリスト 100,000 伊那市
東京法令出版j 120,000 長野市
長野県経営者協会 240,000 長野市
g長野県建設業協
会

1,200,000 長野市

長野信用金庫 240,000 長野市
ルビコンj 1,000,000 伊那市
j安部工業所 5,090,000 岐阜市
イビデンj 1,500,000 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
大日本土木j 8,210,000 岐阜市
日栄物産j 500,000 名古屋市
日重建設j 510,000 岐阜市
jプロスパー 4,000,000 岐阜市
丸門建設j 2,500,000 岐阜県穂積町
jアキヤマ 3,000,000 静岡県豊岡村
jアクト 60,000 御殿場市
旭テックj 310,000 静岡県菊川町
伊豆建機f 500,000 静岡県大仁町
伊豆工業j 500,000 静岡県土肥町
市川土木j 200,000 静岡市
磐田信用金庫 150,000 磐田市
j海野工業 130,000 静岡市
エンシュウj 100,000 浜松市
j遠鉄百貨店 250,000 浜松市
表富士観光j 250,000 富士市
掛川信用金庫 60,000 掛川市
春日商事j 500,000 沼津市
河合不動産j 300,000 浜松市
神座興産j 60,000 島田市
jクレディア 100,000 静岡市
佐野藤建設 60,000 富士宮市
j静岡銀行 900,000 清水市
g静岡県管工事工
業協会

100,000 静岡市

g静岡県建設業協
会

100,000 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 富士市
静岡県中小企業経
友会事業e

300,000 沼津市

静岡信用金庫 200,000 静岡市
g静岡電業協会 500,000 静岡市
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j清水銀行 300,000 清水市
清水製薬j 120,000 静岡市
清水埠頭j 150,000 清水市
I八洲会誠和藤枝
病院

60,000 藤枝市

修善寺砕石f 500,000 静岡県大仁町
スズキj 24,300,000 浜松市
鈴与j 500,000 清水市
鈴与商事j 200,000 静岡市
鈴与自動車運送j 170,000 清水市
j駿河銀行 2,000,000 沼津市
静寿工業j 60,000 清水市
静清信用金庫 200,000 静岡市
j卓謙 200,000 静岡市
田子の浦埠頭j 100,000 富士市
土屋建設j 510,000 静岡県大仁町
jＴＯＫＡＩ 10,480,000 静岡市
東海建設j 530,000 静岡県河津町
東海シティサービ
スj

550,000 沼津市

豊田肥料j 100,000 袋井市
日軽産業j 150,000 清水市
浜北市上下水道指
定工事人e

60,000 浜北市

浜日商事j 500,000 浜松市
浜松信用金庫本店 100,000 浜松市
富士急伊豆タク
シーj

170,000 三島市

j丸川 100,000 焼津市
丸は羽野水産j 500,000 沼津市
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 9,800,000 磐田市
アイシン精機j 7,500,000 刈谷市
愛知機械工業j 1,000,000 名古屋市
j愛知銀行 84,000 名古屋市
愛知県中央青果j 120,000 岡崎市
愛知製鋼j 2,000,000 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
朝日機器j 1,100,000 名古屋市
旭精機工業j 120,000 尾張旭市
天野エンザイムj 120,000 名古屋市
jアラクス 190,000 名古屋市
一宮信用金庫 60,000 一宮市

jイノアックイン
ターナショナル

450,000 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 980,000 名古屋市
j三和化学研究所 320,000 名古屋市
jシーテック 2,048,000 名古屋市
瀬戸信用金庫 180,000 瀬戸市
大洋薬品工業j 270,000 名古屋市
瀧定j 720,000 名古屋市
大同特殊鋼j 2,000,000 名古屋市
大有建設j 60,000 名古屋市
中央コンサルタン
ツj

1,000,000 名古屋市

中央電気工事j 60,000 名古屋市
j中京銀行 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 19,300,000 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 1,000,000 愛知県春日町
j豊田自動織機製
作所

5,500,000 刈谷市

トヨタ自動車j 65,400,000 豊田市
豊田通商j 2,000,000 名古屋市
豊田紡織j 72,000 刈谷市
j名古屋銀行 120,000 名古屋市
名古屋競馬j 60,000 名古屋市
名古屋鉄道j 8,530,000 名古屋市
j成田製作所 100,000 名古屋市
日本ガイシj 4,100,000 名古屋市
日本車輌製造j 1,800,000 名古屋市
日本特殊陶業j 2,000,000 名古屋市
福玉精穀倉庫j 200,000 愛知県大口町
jフジキカイ 60,000 名古屋市
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 120,000 名古屋市
丸定産業j 120,000 東海市
ミリオン貿易j 5,000,000 名古屋市
名港海運j 360,000 名古屋市
名証正会員協会 3,100,000 名古屋市
矢作建設工業j 60,000 名古屋市
j山田商会 60,000 名古屋市
隆一産業j 350,000 名古屋市
リンナイj 120,000 名古屋市
伊勢電子工業j 60,000 伊勢市
J猿田彦神社 60,000 伊勢市
中部建設工業j 60,000 津市
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
三重信用金庫 60,000 松阪市
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

180,000 津市

水谷建設j 60,000 桑名市
浅野運輸倉庫j 200,000 滋賀県栗東町
綾羽j 600,000 大津市
j梅沢酸素 60,000 大津市
加納商事j 120,000 彦根市
北居設計j 120,000 滋賀県安土町
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

9,996,000 大津市

g滋賀県骨材協会 120,000 大津市
滋賀県砂利事業協
同組合連合会

60,000 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

360,000 大津市

g滋賀県トラック
協会

120,000 守山市

滋賀県生コンク
リート工業組合

120,000 大津市

g滋賀県モーター
ボート競走会

60,000 大津市

j清水鉄工所 60,000 彦根市
j新洲 60,000 滋賀県栗東町

j南洋軒 60,000 草津市
jニシオカ 120,000 大津市
浜縮緬工業e 60,000 長浜市
jびわ湖バレイ 60,000 滋賀県志賀町
j平和堂 600,000 彦根市
jイセトー 750,000 京都市
イタリヤードj 1,000,000 京都市
上原成商事j 360,000 京都市
裏千家i今日庵 2,000,000 京都市
大倉産業j 240,000 宇治市
オムロンj 11,800,000 京都市
オムロン京都太陽
j

60,000 京都市

オムロンゼネラル
サービスj

180,000 京都市

jオムロンライフ
サイエンス研究所

180,000 京都市

鐘通j 120,000 京都市
j川島織物 100,000 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
京都魚国j 120,000 京都市
京都機械j 100,000 京都府三和町
京都青果合同j 60,000 京都市
京都ブライトンホ
テルj

920,000 京都市

j協和製作所 120,000 京都市
祇園新地甲部組合 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
三洋化成工業j 1,200,000 京都市
j島津製作所 3,480,000 京都市
j総合システム
サービス

60,000 京都市

大平印刷j 120,000 京都市
宝酒造j 1,200,000 京都市
タカラ物流システ
ムj

60,000 宇治市

竹菱電機j 60,000 京都市 
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j淡交社 300,000 京都市
第一工業製薬j 500,000 京都市
ダイニックj 2,000,000 京都市
大日本スクリーン
製造j

500,000 京都市

j寺内 90,000 京都市
東邦電気産業j 60,000 京都市
ニチコンj 1,200,000 京都市
日新電機j 450,000 京都市
日東精工j 120,000 綾部市
日本新薬j 1,660,000 京都市
日本電気化学j 100,000 京都市
日本電産j 1,000,000 京都市
日本電池j 1,840,000 京都市
任天堂j 3,600,000 京都市
橋立開発j 60,000 宮津市
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 1,360,000 京都市
三谷商事j 60,000 京都市
ムーンバットj 240,000 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山仲工業所 100,000 京都市
jユーシン精機 100,000 京都市
吉忠j 524,000 京都市
jリーガロイヤル
ホテル京都

240,000 京都市

ロームj 600,000 京都市
jワコール 1,200,000 京都市
j浅沼組 8,170,000 大阪市
j朝日エアポート
サービス

60,000 豊中市

旭化成j 580,000 大阪市
芦森工業j 72,000 大阪市
jアズウェル 60,000 大阪市
アタカ工業j 330,000 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
医正会 5,000,000 東大阪市
伊藤忠商事j 18,700,000 大阪市
稲畑産業j 600,000 大阪市
jイムラ封筒 100,000 大阪市

ウェルファイドj 2,840,000 大阪市
永和信用金庫 72,000 大阪市
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
オーツタイヤj 640,000 泉大津市
大賀j 72,000 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
大阪第一信用金庫 84,000 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
鳳保険サービスj 2,200,000 大阪市
j大林組 19,090,000 大阪市
大淀小松j 60,000 寝屋川市
j奥村組 6,270,000 大阪市
小倉屋j 72,000 大阪市
小野薬品工業j 3,340,000 大阪市
カトーレックj 120,000 摂津市
j関西テック 1,500,000 大阪市
北村林業j 100,000 大阪市
共英製鋼j 60,000 大阪市
清田軌道工業j 60,000 大阪市
j近畿大阪銀行 84,000 大阪市
近畿コカ・コーラ
ボトリングj

120,000 摂津市

近畿通信建設j 60,000 大阪市
近畿日本鉄道j 9,950,000 大阪市
近鉄エンジニアリ
ングj

60,000 大阪市

jきんでん 15,000,000 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 540,000 大阪市
呉羽製鋼j 60,000 大阪市
jケーエスケー 102,000 大阪市
京阪電気鉄道 7,424,000 大阪市
j公益社 60,000 大阪市
j孔官堂 60,000 大阪市
j鴻治組 120,000 大阪市

鴻池運輸j 220,000 大阪市
j鴻池組 13,290,000 大阪市
鴻池建設j 2,500,000 貝塚市
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 350,000 大阪市
jコマスタジアム 60,000 大阪市
小松ウォール工業
j

900,000 大阪市

j阪本商会 1,000,000 大阪市
沢井製薬j 300,000 大阪市
三共生興j 72,000 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 1,760,000 大阪市
サントリーj 23,036,000 大阪市
三洋電機j 3,500,000 守口市
塩野義製薬j 2,820,000 大阪市
jシマダ技術コン
サルタント

2,120,000 大阪市

j昭和テクノス 60,000 大阪市
昭和電機j 120,000 大東市
新晃工業j 120,000 大阪市
新日本カレンダー
j

156,000 大阪市

jジェクト 120,000 大阪市
j杉村倉庫 200,000 大阪市
住友金属工業j 15,000,000 大阪市
住友商事j 18,700,000 大阪市
住友生命保険V 8,120,000 大阪市
住友製薬j 1,700,000 大阪市
j住友倉庫 1,700,000 大阪市
住友電気工業j 1,000,000 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
攝津信用金庫 60,000 茨木市
センコーj 192,000 大阪市
千寿製薬j 3,480,000 大阪市
j錢高組 12,470,000 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
太陽工業j 84,000 大阪市
jˆ島屋 360,000 大阪市

高田機工j 290,000 大阪市
jタクマ 1,000,000 尼崎市
武田薬品工業j 8,820,000 大阪市
j竹中工務店 22,090,000 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 2,660,000 大阪市
田渕海運j 84,000 大阪市
大栄太源j 60,000 大阪市
大協商事j 60,000 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
大幸工業j 360,000 大阪市
大証正会員協会 10,300,000 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V 1,990,000 大阪市
大日本製薬j 1,660,000 大阪市
jダイニンテック 72,000 東大阪市
ダイハツ工業j 17,200,000 池田市
大福信用金庫 60,000 大阪市
jダイヘン 480,000 大阪市
ダイヤモンド電機
j

500,000 大阪市

jダイリン工業 60,000 堺市
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椿本チェイン 120,000 大阪市
ＴＣＭj 2,000,000 大阪市
ＴＩＳj 60,000 吹田市
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トーメン 3,000,000 大阪市
東果大阪j 84,000 大阪市
東洋紙業j 1,000,000 大阪市
東洋紡績j 300,000 大阪市
常盤薬品工業j 220,000 大阪市
同和火災海上保険
j

1,900,000 大阪市

ナカバヤシj 60,000 大阪市
j中村塗装店 108,000 大阪市
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長瀬産業j 1,100,000 大阪市
南海電気鉄道j 5,980,000 大阪市
j西尾倉庫 110,000 大阪市
ニチメンj 2,300,000 大阪市
j日建設計 360,000 大阪市
日商岩井 4,800,000 大阪市
ニッタj 1,150,000 大阪市
日本基礎技術j 3,000,000 大阪市
日本橋梁j 170,000 大阪市
日本交通j 180,000 大阪市
日本紙管工業j 54,000 大阪市
日本生命保険V 16,340,000 大阪市
日本ハムj 750,000 大阪市
日本紡績協会 10,000,000 大阪市
日本ボデーパーツ
工業j

60,000 大阪市

八光信用金庫 72,000 八尾市
阪急電鉄j 8,530,000 大阪市
j阪急百貨店 840,000 大阪市
阪神電気鉄道j 5,980,000 大阪市
菱井工業j 60,000 東大阪市
日立造船j 4,040,000 大阪市
枚方信用金庫 72,000 枚方市
福助j 600,000 堺市
富士火災海上保険
j

2,700,000 大阪市

j藤木工務店 2,682,000 大阪市
藤沢薬品工業j 3,640,000 大阪市
不二熱学工業j 7,036,000 大阪市
jフセラシ 84,000 東大阪市
扶桑薬品工業j 1,160,000 大阪市
フットワークエク
スプレスj

480,000 大阪市

不動建設j 4,470,000 大阪市
豊國建設j 132,000 大阪市
jマイカル 550,000 大阪市
松尾橋梁j 1,050,000 大阪市
松下電器産業j 29,640,000 門真市
j松村組 4,470,000 大阪市
丸石製薬j 350,000 大阪市
丸一鋼管j 264,000 大阪市
マルホj 310,000 大阪市
三木産業j 360,000 大阪市
j森組 360,000 大阪市
モリ工業j 72,000 河内長野市
森下仁丹j 196,000 大阪市

森田化学工業j 60,000 大阪市
モリタ建設j 120,000 大阪市
j森本組 5,970,000 大阪市
j安井建築設計事
務所

60,000 大阪市

ヤマウチj 100,000 枚方市
j山崎製煉ビル 120,000 大阪市
j米丸電機製作所 60,000 大阪市
利昌工業j 60,000 大阪市
レンゴーj 180,000 大阪市
ロート製薬j 1,040,000 大阪市
ローレルバンクマ
シンj

144,000 大阪市

jロイヤルホテル 60,000 大阪市
和光純薬工業j 276,000 大阪市
旭国際開発j 120,000 宝塚市
尼崎信用金庫 240,000 尼崎市
j新井組 4,530,000 西宮市
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
ゑび須タクシーj 60,000 神戸市
大谷建設j 5,000,000 姫路市
川崎興産j 60,000 神戸市
川崎重工業j 1,440,000 神戸市
川崎製鉄j 15,000,000 神戸市
川重商事j 60,000 神戸市
j神崎組 2,000,000 姫路市
グローリー工業j 60,000 姫路市
神戸信用金庫 120,000 神戸市
j神戸製鋼所 15,000,000 神戸市
I山西会宝塚三田
病院

100,000 三田市

山陽電気鉄道j 100,000 神戸市
神鋼パンテックj 120,000 神戸市
シンダイ建設j 7,500,000 神戸市
新明和工業j 600,000 西宮市
神友建設j 1,000,000 神戸市
住友ゴム工業j 1,600,000 神戸市
正興産業j 120,000 神戸市
È谷包装産業j 120,000 尼崎市
第一建設j 5,000,000 相生市
f大渡 1,000,000 神戸市
東興海運j 90,000 神戸市
東リj 200,000 伊丹市

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

内外ゴムj 75,000 明石市
j中谷工業 5,000,000 加古川市
日工j 60,000 明石市
日本ケーブルシス
テムj

500,000 宝塚市

日本香科薬品j 60,000 神戸市
バンドー化学j 400,000 神戸市
日笠工業j 120,000 神戸市
ヒガシマル醤油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
j宮本組 300,000 姫路市
森本倉庫j 100,000 神戸市
大和工業j 60,000 姫路市
大和製衡j 60,000 明石市
j友興組 1,000,000 神戸市
jいそかわ 60,000 奈良市
大倭殖産j 100,000 奈良市
尾田組 100,000 奈良市
j北川組 120,000 大和高田市
佐藤薬品工業j 180,000 橿原市
jサンコウ設計 120,000 橿原市
j仲川組 70,000 奈良県大淀町
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東組 5,000,000 和歌山市
j小森組 5,000,000 和歌山県串本

町
日本開袋機工業j 7,000,000 和歌山市
j白洋建設 7,000,000 和歌山市
f和歌山建材リサ
イクルセンター

2,000,000 和歌山市

j愛進堂 120,000 鳥取市
jアオキ建設 60,000 鳥取県関金町
赤木建築f 60,000 米子市

j秋山組 120,000 鳥取市
j味想 60,000 倉吉市
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
f石橋組 120,000 鳥取県岸本町
j石本組 60,000 鳥取市
f伊藤組 120,000 鳥取市
j伊藤建設 120,000 鳥取県東伯町
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今井組 60,000 鳥取県溝口町
f今田組 120,000 鳥取県日南町
f今松工務店 60,000 鳥取県日南町
イワタ建設j 1,120,000 米子市
j岩見組 60,000 鳥取県東伯町
j岩見工務店 96,000 鳥取県岩美町
j岩見水産 60,000 鳥取県岩美町
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
f大柄組 60,000 鳥取県日南町
大島土建工業h 120,000 倉吉市
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岡田組 120,000 鳥取県大山町
f岡田建設 120,000 鳥取県日南町
f岡部組 60,000 境港市
f尾上組 60,000 米子市
オグラ建設j 120,000 鳥取県北条町
f小倉興産 60,000 鳥取県名和町
f小椋工務店 60,000 鳥取県三朝町
f尾崎工務店 60,000 鳥取県気高町
オムロン倉吉j 360,000 倉吉市
開発建設j 120,000 鳥取市
j懸樋工務店 120,000 鳥取市
加登脇建設j 120,000 鳥取県東伯町
金森建設j 120,000 倉吉市 
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j金田工務店 60,000 米子市
j茅野組 60,000 米子市
j河金組 240,000 倉吉市
fカワケン 60,000 鳥取県日南町
f河崎組 60,000 倉吉市
f川島工務店 100,000 鳥取県名和町
f川尻建設 120,000 鳥取県青谷町
j河田組 160,000 倉吉市
川西建設f 60,000 鳥取県八東町
f川端組 120,000 鳥取県江府町
j環テック 1,000,000 米子市
岸田建設f 60,000 鳥取県船岡町
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
j吉良工務店 60,000 鳥取県日吉津

村
菌興椎茸e 240,000 鳥取市
倉吉建設j 60,000 倉吉市
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
グリーン工業j 60,000 鳥取市
jケーオウエイ 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 180,000 鳥取県郡家町
国府興業f 60,000 鳥取県国府町
越河j 60,000 米子市
f寿組 120,000 倉吉市
寿製菓j 120,000 米子市
jコニシ 60,000 米子市
j米吾 60,000 米子市
f近藤組 60,000 鳥取県気高町
f斉藤建設 60,000 米子市
j先本組 60,000 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

260,000 米子市

山陰建設j 120,000 鳥取県郡家町

山陰興発j 120,000 鳥取県岸本町
山陰酸素工業j 120,000 米子市
山陰信販j 120,000 米子市
山陰陸運f 100,000 鳥取県中山町
j三協商会 240,000 鳥取市
三鈷土木建設j 60,000 鳥取県大山町
j山東建設 240,000 鳥取県鹿野町
三洋重機j 60,000 鳥取市
山陸運輸倉庫j 100,000 米子市
塩谷林業j 60,000 米子市
j重道組 240,000 倉吉市
f下村建設 60,000 鳥取県岸本町
jシモモト 180,000 米子市
正田工業f 60,000 鳥取県国府町
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砂見建設 60,000 鳥取市
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
宝製菓j 60,000 鳥取県東伯町
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 120,000 鳥取県西伯町
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
j谷口組 120,000 米子市
j谷口工務店 60,000 鳥取県溝口町
j谷本酒店 60,000 鳥取市
j田野組 60,000 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
j大晃工業 60,000 鳥取市
大山乳業農業e 96,000 鳥取県東伯町
jだいそう 120,000 鳥取市
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 120,000 鳥取県日南町
jＴＭＳ 300,000 鳥取県西伯町
jトーショウ建設 60,000 鳥取市
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
東宝企業j 60,000 倉吉市
f戸田建設 120,000 米子市
鳥取いなば農業e 120,000 鳥取市
j鳥取銀行 600,000 鳥取市
鳥取県信用漁業協
同組合連合会

60,000 鳥取市

鳥取県西部自動車
検査場e

120,000 米子市

鳥取三洋電機j 480,000 鳥取市
鳥取重工j 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 120,000 鳥取市
鳥取マツダ自動車
j

60,000 鳥取市

鳥果包装資材j 60,000 鳥取県東伯町
f鳥建設 60,000 倉吉市
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
f中田組 60,000 鳥取県郡家町
中村建設f 60,000 鳥取県日野町
ナカヤ実業j 60,000 鳥取市
jなかやま 60,000 米子市
中山工業f 60,000 鳥取県河原町
中山土建j 240,000 鳥取市
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

西田工業j 120,000 鳥取市
f西村土建 60,000 鳥取県北条町
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
日本上下水道工業
j

60,000 鳥取市

f野口商事 60,000 鳥取県中山町
j白兎設計事務所 60,000 鳥取市
f長谷川建設 60,000 鳥取県淀江町
f秦石油店 100,000 鳥取県西伯町
f幡原組 60,000 米子市
f花のれん 72,000 鳥取市
j濱崎芳雄商店 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
f林原建設 60,000 鳥取県中山町
f日野土木 60,000 鳥取県江府町
日ノ丸観光j 60,000 鳥取市
日ノ丸産業j 240,000 鳥取市
日ノ丸総本社j 240,000 鳥取市
j平井組 120,000 鳥取県大山町
f平井工業 60,000 米子市
f平岡組 60,000 鳥取県東郷町
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
福万建設f 60,000 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
f藤原組 540,000 鳥取市
藤原建設j 240,000 鳥取市
j不動企業 60,000 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
北洋道路工業j 60,000 鳥取市
j北和 120,000 鳥取県大栄町
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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
f松金組 60,000 鳥取県日野町
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
丸福石油j 500,000 鳥取県淀江町
f丸山組 120,000 鳥取県東伯町
水野商事j 60,000 鳥取市
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 1,240,000 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 鳥取県郡家町
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山根土木 300,000 鳥取県淀江町
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横山組 120,000 倉吉市
j吉谷機械製作所 120,000 鳥取市
吉田建設j 60,000 鳥取県国府町
j米子国際ホテル 60,000 米子市
米子商業高等学校 60,000 米子市
米子住セ生コンj 300,000 米子市
f米原建設 120,000 鳥取県東伯町
f蓮佛組 60,000 鳥取県郡家町
fワイエー建設工
業

120,000 鳥取県東伯町

和光建設f 60,000 鳥取県大山町
j青木組 1,000,000 大田市
f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安部建設 120,000 島根県横田町
jアメックス協販 240,000 江津市
f池田材木店 120,000 島根県西郷町
j石田弥太郎商店 120,000 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
出雲一畑タクシー
j

120,000 出雲市

出雲グリーンj 120,000 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

120,000 松江市

今井産業j 4,360,000 島根県桜江町
今井商事j 3,000,000 島根県桜江町
今井不動産j 240,000 江津市
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
f植田建設 120,000 島根県大東町
梅木建設j 5,000,000 島根県三刀町
雲南建設j 120,000 島根県加茂町
雲南生コンクリー
トe

110,000 島根県三刀町

f大島工務所 120,000 安来市
j大島屋商店 120,000 島根県温泉津

町
e大田ショッピン
グセンター

120,000 大田市

大畑建設j 5,360,000 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 130,000 島根県柿木村
f香川建設 120,000 島根県掛合町
f香川土建 120,000 島根県頓原町
掛合運送f 120,000 島根県掛合町
影山商事j 120,000 出雲市
j春日工業 1,000,000 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 4,360,000 松江市
j金田建設 240,000 島根県西郷町
金本工業j 1,000,000 島根県東出雲

町
f亀屋産業 120,000 島根県西郷町
f北川工務店 120,000 島根県広瀬町

j共栄砕石 1,000,000 出雲市
協和地建コンサル
タントj

120,000 松江市

j技研設備 130,000 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

1,000,000 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コガワ計画 160,000 益田市
jコスモ建設コン
サルタント

120,000 島根県斐川町

小谷工業f 120,000 安来市
f寿開発 1,000,000 島根県斐川町
寿産業j 1,000,000 島根県斐川町
湖北ベニヤj 5,360,000 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
f佐藤工務所 120,000 島根県仁多町
j佐藤工務店 120,000 出雲市
j山陰合同銀行 300,000 松江市
山陰電工j 120,000 出雲市
三和商事j 120,000 浜田市
島建コンサルタン
トj

120,000 島根県大社町

j島根建材公社 1,000,000 大田市
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 120,000 島根県玉湯町
島根県遊技業e 300,000 松江市
島根石油j 60,000 浜田市
島根中央信用金庫 60,000 大田市
島根電工j 2,132,000 松江市
島根トヨタ自動車
j

360,000 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
祥洋建設j 3,120,000 浜田市
昭和セメント工業
j

120,000 出雲市

シンセイ技研j 120,000 松江市
新日本設備工業j 120,000 出雲市
f伸洋工業 1,000,000 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f 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
太陽工業f 1,000,000 松江市
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
第一建設工業j 60,000 島根県三隅町
j大建コンサルタ
ント

500,000 益田市

大東興産j 1,000,000 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 120,000 島根県三隅町
j都間土建 5,120,000 島根県三刀屋

町
津和野信用金庫 100,000 島根県津和野

町
テクノ工業j 60,000 松江市
f東栄建設 120,000 島根県大東町
東和建設工業j 1,120,000 大田市
jトガノ建設 3,120,000 出雲市
j内藤組 120,000 出雲市
内藤建設工業j 120,000 出雲市
内藤鉄工j 120,000 島根県湖陵町
那賀運送f 120,000 浜田市
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 5,120,000 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
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j中筋商事 3,000,000 出雲市
f中田建設 120,000 安来市
f中村工務所 120,000 島根県横田町
永井建設j 240,000 江津市
梨木建設j 120,000 浜田市
西尾建設j 60,000 平田市
西日本海合板j 2,408,000 浜田市
日新建設j 130,000 益田市
日新林業j 1,360,000 島根県宍道町
日発技研j 1,000,000 松江市
日発工業j 3,024,000 松江市
日本海観光j 1,000,000 松江市
日本海信用金庫 120,000 浜田市
野白建材j 5,120,000 松江市
f白澤園 120,000 島根県大社町
jはしまや商店 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
浜田生コンクリー
トj

120,000 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 島根県海士町
j半田組 360,000 浜田市
匹見興産j 500,000 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 5,120,000 島根県斐川町
福間商事j 740,000 出雲市
f藤原組 120,000 島根県伯太町
j藤原鐵工所 120,000 松江市
碧雲観光j 120,000 島根県宍道町
j豊洋建設 3,360,000 松江市
北陽技建j 120,000 出雲市
ホシザキ電機j 360,000 島根県横田町
f細貝組 80,000 島根県大東町
jホテル一畑 120,000 松江市
堀江化工j 240,000 江津市
j堀工務店 1,620,000 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 1,120,000 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
松江設備工業j 2,000,000 松江市
松江土建j 3,860,000 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三木工務店 120,000 浜田市
j三隅ガスセン
ター

120,000 島根県三隅町

f溝辺組 120,000 島根県石見町
f三谷うなぎ問屋 60,000 松江市
jミック 120,000 松江市
三刀屋金属j 120,000 島根県三刀屋

町
j御船組 120,000 出雲市
宮田建設工業j 120,000 浜田市
宮本工業f 60,000 出雲市
j毛利組 120,000 浜田市
f森崎窯業所 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
f横地建設 110,000 島根県西郷町
和幸j 1,180,000 松江市
j和興 1,000,000 益田市
渡部印刷j 120,000 松江市
j渡部工務店 120,000 安来市
アイサワ工業j 3,450,000 岡山市
明石被服興業j 5,120,000 倉敷市
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
jウエスコ 150,000 岡山市

宇野自動車j 240,000 岡山市
jエイトコンサル
タント

180,000 岡山市

大西屋商事j 120,000 岡山市
j大本組 5,600,000 岡山市
j岡田雅建設 2,000,000 岡山県早島町
j岡山会館 80,000 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

540,000 岡山市

岡山県信用組合 180,000 岡山市
j岡山県自動車会
館

300,000 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 130,000 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 180,000 岡山県芳井町
カイタックj 150,000 岡山市
j案山子屋 120,000 岡山市
笠岡信用組合 240,000 笠岡市
笠岡通運j 60,000 笠岡市
jカネソ22 60,000 笠岡市
九州耐火煉瓦j 120,000 備前市
錦海塩業j 240,000 岡山県邑久町
倉敷化工j 120,000 倉敷市
坂手建設j 120,000 岡山市
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
総社自動車f 120,000 総社市
タカヤj 60,000 井原市
竹藤建設j 120,000 岡山県久世町
j中国銀行 1,690,000 岡山市
中鉄バスj 300,000 岡山市
テイコクj 60,000 岡山市
j天満屋 960,000 岡山市

jトマト銀行 420,000 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

130,000 岡山市

日本植生j 180,000 津山市
日本砂利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
j林原 300,000 岡山市
ハヤセj 120,000 岡山県作東町
平松エンタープラ
イズj

300,000 倉敷市

j双葉土木 120,000 岡山県賀陽町
jマツエ 2,000,000 岡山県鏡野町
jまつもとコーポ
レーション

300,000 岡山市

丸五ゴム工業j 420,000 倉敷市
丸正製粉j 300,000 岡山市
水島共同火力j 120,000 倉敷市
j三好野 120,000 岡山市
j元浜組 180,000 岡山県牛窓町
jアスティ 60,000 広島市
池田糖化工業j 60,000 福山市
j石Ä 240,000 広島市
jエヌ・ティ・
ティ・ドコモ

60,000 広島市

jエバルス 170,000 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 120,000 呉市
興国園芸j 1,700,000 広島市
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
山陽空調工業j 3,000,000 広島市
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山陽工業j 120,000 広島市
山陽染工j 60,000 福山市
山陽木材j 60,000 廿日市市
三和製作j 120,000 福山市
jザイエンス 120,000 広島市
塩田工業j 60,000 広島市
伸和建設j 60,000 呉市
j住建産業 60,000 廿日市市
jタカキベーカ
リー

60,000 広島市

j武田組 120,000 広島市
jダイクレ 120,000 呉市
チチヤス乳業j 180,000 広島県大野町
中国醸造j 120,000 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 8,900,000 広島市
ï山建設j 3,000,000 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 240,000 広島市
錦建設j 120,000 広島市
日昇印刷j 60,000 広島市
花本j 60,000 尾道市
早川ゴムj 120,000 福山市
広島ガスメイトj 60,000 広島市
j広島銀行 1,000,000 広島市
広島県食糧協同組
合連合会

60,000 広島市

g広島県信用組合
協会

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 270,000 広島市
広島交通j 60,000 広島市
j広島バスセン
ター

60,000 広島市

広電不動産j 60,000 広島市
j福屋 120,000 広島市
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 18,400,000 広島県府中町
松本建設j 120,000 広島市
満長建設工業j 1,700,000 広島市
明星ゴム工業j 80,000 広島市
jムネミツ 5,000,000 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

60,000 広島市

I医誠会都志見病
院

100,000 萩市

井森工業j 530,000 柳井市
宇部工業j 530,000 宇部市
宇部興産j 600,000 宇部市
ウベボードj 120,000 宇部市
奥アンツーカj 500,000 山口市
勝井建設j 530,000 岩国市
j金子信建築事務
所

200,000 萩市

協和建設工業j 1,730,000 萩市
j技工団 530,000 山口市
jコプロス 530,000 下関市
j西京銀行 200,000 徳山市
澤田建設j 530,000 防府市
山陽建設工業j 530,000 防府市
シマダj 710,000 山口市
下関工業j 530,000 下関市
j新笠戸ドック 120,000 下松市
新光産業j 530,000 宇部市
住吉工業j 3,000,000 下関市
成長建設j 530,000 防府市
セントラル硝子j 720,000 宇部市
大栄建設j 530,000 宇部市
東ソーj 750,000 新南陽市
時盛建設j 530,000 光市
jトクヤマ 500,000 徳山市
萩土建j 200,000 萩市
萩森興産j 60,000 宇部市
日立建設j 530,000 宇部市
藤本工業j 530,000 防府市
松村建設j 530,000 萩市
jミヤベ 530,000 岩国市
g山口県建設業協
会

200,000 山口市

山口県土木工業倶
楽部

14,930,000 山口市

j山口交友会館 120,000 山口市
洋林建設j 530,000 徳山市
jアルス製作所 120,000 徳島市
jアルボレックス 120,000 阿南市
阿波銀カードj 80,000 徳島市
j阿波銀行 1,800,000 徳島市
阿波銀保証j 80,000 徳島市
阿波銀リースj 80,000 徳島市
エフ・グループe 60,000 徳島市
j岡田組 90,000 徳島市
j小松島自動車教
習所

120,000 小松島市

四国建設コンサル
タントj

120,000 徳島市

四国中央土建j 60,000 徳島県池田町
七福工業j 60,000 徳島市
g徳島県建設業協
会

180,000 徳島市

徳島信用金庫 360,000 徳島市
徳島石油j 120,000 徳島市
徳島トヨタ自動車
j

60,000 徳島市

豊益海漕j 60,000 徳島市
鳴門ゴルフj 60,000 鳴門市
日新酒類j 60,000 徳島市
j姫野組 60,000 徳島市
平山建設j 120,000 徳島市
冨士ファニチアj 60,000 徳島県板野町
丸浦工業j 120,000 徳島市
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 香川県白鳥町
大倉工業j 240,000 丸亀市
g香川県建設業協
会

240,000 高松市

香川県信用組合 120,000 高松市
香川興産j 500,000 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 150,000 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
川原建設j 120,000 坂出市
観音寺信用金庫 120,000 観音寺市
木太興産j 150,000 高松市
j協和土建 60,000 丸亀市
国際フェリーj 120,000 香川県池田町
小竹興業j 60,000 高松市
琴電商事j 150,000 高松市
コトデンタクシー
j

100,000 高松市

j合田工務店 120,000 高松市
j坂出郵船組 60,000 坂出市
讃岐塩業j 90,000 坂出市
さぬき信用金庫 60,000 丸亀市
讃岐薬品j 60,000 高松市
三喜工事j 60,000 高松市
三和工業j 60,000 善通寺市
I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 120,000 高松市
四変テックj 60,000 香川県多度津

町
j菅組 60,000 香川県仁尾町
j精工舎 60,000 香川県三木町
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
瀬戸大橋総合開発
j

120,000 坂出市

大成生コンj 120,000 香川県詫間町
大豊産業j 60,000 高松市
大洋建設工業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
j高松国際ホテル 90,000 高松市
高松信用金庫 120,000 高松市
高松青果j 120,000 高松市
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j高松花市場 60,000 高松市
宝食品j 120,000 香川県内海町
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
大協土木j 60,000 高松市
jチェリーコンサ
ルタント

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
j富田組 2,500,000 香川県大川町
中澤氏家薬業j 180,000 香川県綾南町
中村土木j 60,000 坂出市
長尾建設業e 5,000,000 香川県長尾町
j西日本観光 60,000 香川県宇多津

町
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
日本興業j 120,000 高松市
j百十四銀行 300,000 高松市
百十四総合保証j 1,000,000 高松市
j百十四ディー
シーカード

1,000,000 高松市

jフードレック 60,000 観音寺市
富士建設j 120,000 香川県詫間町
扶桑建設工業j 120,000 高松市
jマキタ 120,000 高松市
松浦工業j 60,000 坂出市
松下寿電子工業j 120,000 高松市
j真部組 2,500,000 香川県長尾町
丸富士産業j 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モードタカラ 60,000 香川県土庄町
大和建設工業j 180,000 観音寺市
大和スレートj 60,000 高松市
四電エンジニアリ
ングj

2,120,000 高松市

j四電工 6,480,000 高松市
四電産業j 2,120,000 高松市
石崎汽船j 150,000 松山市
j伊予鉄会館 126,000 松山市
jいよてつそごう 120,000 松山市

伊予鉄道j 540,000 松山市
j馬越商店 60,000 今治市
g愛媛県建設業協
会

1,020,000 今治市

g愛媛県建設業協
会

540,000 伊予市

g愛媛県建設業協
会

660,000 伊予三島市

g愛媛県建設業協
会

840,000 宇和島市

g愛媛県建設業協
会

540,000 愛媛県久万町

g愛媛県建設業協
会

660,000 大洲市

g愛媛県建設業協
会

600,000 松山市

g愛媛県建設業協
会

600,000 西条市

g愛媛県建設業協
会

540,000 愛媛県丹原町

g愛媛県建設業協
会

600,000 新居浜市

g愛媛県建設業協
会

600,000 愛媛県野村町

g愛媛県建設業協
会

1,080,000 松山市

g愛媛県建設業協
会

420,000 愛媛県御荘町

g愛媛県建設業協
会

660,000 八幡浜市

愛媛信用金庫 225,000 松山市
愛媛舗装協会 420,000 松山市
果栄貿易j 120,000 松山市
カミ商事j 80,000 伊予三島市
jクシベウィン
テック

60,000 新居浜市

近藤繊維工業j 54,000 今治市
酒六j 180,000 八幡浜市
四国ガスj 300,000 今治市
四国通建j 204,000 今治市
住友共同電力j 360,000 新居浜市
セキj 240,000 松山市
瀬戸内運輸j 60,000 今治市
大王製紙j 300,000 伊予三島市
j野間工務店 60,000 今治市
浜栄港運j 60,000 新居浜市

ハリソン東芝ライ
ティングj

60,000 今治市

jフジ 150,000 松山市
j二神組 210,000 松山市
丸住製紙j 120,000 川之江市
三原産業j 54,000 宇和島市
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 3,500,000 須崎市
旭食品j 60,000 高知市
和泉興業j 2,000,000 南国市
jＳＫＫ 120,000 高知市
香長建設j 4,000,000 高知市
g高知県建設業協
会

420,000 高知市

高知県交通j 60,000 高知市
高知県農協農政会
議

240,000 高知市

高知信用金庫 60,000 高知市
j高知第一ホテル 60,000 高知市
j高販 54,000 高知市
j晃立 2,500,000 高知市
四国開発j 2,500,000 高知県野市町
j四国建設セン
ター

84,000 高知市

四国鉱発j 120,000 南国市
四重工業j 2,500,000 南国市
嶋崎コンクリート
j

3,000,000 高知県佐川町

f田元業務店 60,000 高知県吾川村
東洋電化工業j 120,000 高知市
j轟組 3,000,000 高知市
j永野蒲鉾店 120,000 高知市
j西山合名 180,000 高知市
f藤田組 500,000 須崎市
双葉生コンj 1,000,000 土佐市
f三本建設 500,000 須崎市
f八幡組 500,000 須崎市
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
麻生商事j 60,000 福岡市
麻生セメントj 540,000 福岡市
有明機械j 1,000,000 大牟田市
飯塚信用金庫 60,000 飯塚市
飯塚魚市場 90,000 福岡県穂波町

飯塚冷蔵j 90,000 飯塚市
j池田組 500,000 福岡県夜須町
稲員興産j 120,000 福岡市
岩崎建設j 60,000 福岡市
j岩田屋 120,000 福岡市
j宇治川商店 100,000 福岡市
jエヌ・アイ・エ
ス

500,000 福岡市

大石産業j 96,000 北九州市
大野城市土木協力
会

200,000 大野城市

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 120,000 福岡県黒木町
北九州エル・エ
ヌ・ジーj

60,000 北九州市

北九州八幡信用金
庫

120,000 北九州市

jキューコーリー
ス

2,000,000 福岡市

j九建 1,384,000 福岡市
九州高圧コンク
リート工業j

884,000 福岡市

九州自動車サービ
スj

500,000 福岡市

九州自動車リース
j

536,000 福岡市

j九州設備公社 60,000 福岡市
九州電材j 700,000 福岡市
九州変圧器j 1,300,000 福岡県福間町
九州松下電器j 240,000 福岡市
九鉄工業j 120,000 北九州市
j九電工 6,012,000 福岡市
九電産業j 1,750,000 福岡市
九藤建設j 1,500,000 福岡県新宮町
jクオテック 1,300,000 福岡市
黒崎播磨j 200,000 北九州市
グッディ嘉穂無線
j

60,000 福岡県那珂川
町

光立建設j 500,000 福岡市
コカ・コーラウエ
ストジャパンj

600,000 福岡市

国際興業j 60,000 北九州市
j西部ガスエネル
ギー・ロジテック
ス

75,000 福岡県粕屋町
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jサニー 60,000 福岡市
jサニックス 120,000 福岡市
三鉱建設工業j 2,000,000 福岡市
三興バルブ継手j 60,000 福岡市
j三森屋 200,000 福岡市
三洋信販j 120,000 福岡市
jサンライフ 500,000 福岡市
j昭電社 1,400,000 福岡市
昭電テックスj 60,000 北九州市
昭和開発j 60,000 飯塚市
昭和地下工業j 500,000 福岡市
昭和鉄工j 820,000 福岡市
昭和物産j 60,000 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 800,000 福岡市
jスピナ 60,000 北九州市
j正興商会 72,000 福岡市
j正興電機製作所 156,000 福岡市
j設備保守セン
ター

200,000 福岡市

jセンター機材 60,000 福岡市
大成ジオテックj 60,000 久留米市
太陽製粉j 120,000 福岡市
タカ食品工業j 120,000 福岡県瀬高町
j高田工業所 360,000 北九州市
田中藍j 84,000 久留米市
玉石重機j 60,000 福岡市
第一交通産業j 2,144,000 北九州市
大電j 96,000 久留米市
ダイヤモンド印刷
j

500,000 福岡市

j筑邦銀行 480,000 久留米市
I天神会古賀病院 60,000 久留米市
j電気ビル 2,096,000 福岡市
東陶機器j 3,300,000 北九州市
洞海土木j 500,000 福岡県遠賀町
jドミックスコー
ポレーション

100,000 福岡市

j西鉄エージェン
シー

90,000 福岡市

西鉄グリーンj 60,000 福岡市
西鉄産業j 60,000 福岡市
西鉄電設工業j 110,000 福岡市
西鉄不動産j 60,000 福岡市
j西鉄プラザ 80,000 福岡市

西日本技術開発j 1,060,000 福岡市
西日本空輸j 60,000 福岡市
西日本自動車j 60,000 福岡市
西日本鉄道j 1,400,000 福岡市
西日本プラント工
業j

1,656,000 福岡市

ニシム電子工業j 920,000 福岡市
日九興産j 100,000 福岡市
日本タングステン
j

480,000 福岡市

二和興産j 100,000 福岡市
原医院 60,000 福岡県黒木町
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
福岡県魚市場j 90,000 福岡市
j福岡電設 300,000 福岡市
j富士ピー・エス 184,000 福岡市
物産ロイヤルj 2,000,000 福岡市
北辰建設j 120,000 福岡市
j松尾組 96,000 北九州市
松山建設j 60,000 福岡県椎田町
三池火力発電j 1,000,000 大牟田市
三池港物流j 1,000,000 大牟田市
j宮崎組 500,000 北九州市
j門司自動車学校 60,000 北九州市
jヤマウ 60,000 福岡市
j山田運輸 100,000 福岡市
jÖ開組 120,000 福岡県矢部村
jÖ田電業社 136,000 福岡市
ロイヤルj 120,000 福岡市
若築建設j 9,470,000 北九州市
j有明電設 100,000 佐賀市
j稲富組 156,000 佐賀県江北町
j大石膏盛堂 75,000 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
唐津土建工業j 60,000 唐津市
j岸本組 60,000 佐賀県玄海町
日本建設技術j 120,000 佐賀県北波多

村
j建設センター 60,000 佐賀市
h今右衛門 120,000 佐賀県有田町
佐賀宇部コンク
リート工業j

60,000 佐賀市

j佐賀共栄銀行 240,000 佐賀市

佐賀県有明海漁業
協同組合連合会

120,000 佐賀市

佐賀県酒造組合 199,800 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

佐賀西信用組合 60,000 鹿島市
佐賀東信用組合 120,000 佐賀市
jサガプロ 60,000 佐賀市
j佐電工 240,000 佐賀市
昭和自動車j 120,000 唐津市
j上瀧建設 60,000 佐賀市
j精工コンサルタ
ント

60,000 佐賀県北波多
村

jタニグチ 87,000 多久市
j戸上電機製作所 120,000 佐賀市
富崎建設j 60,000 佐賀市
j中野建設 60,000 佐賀市
久光製薬j 1,360,000 鳥栖市
深町建設j 120,000 佐賀市
j福岡商店 120,000 佐賀市
富士建設j 144,000 佐賀県白石町
j豊栄建設 60,000 佐賀市
松尾建設j 360,000 佐賀市
松尾舗道j 60,000 佐賀市
j丸福建設 60,000 佐賀県久保田

町
j馬渡商会 60,000 武雄市
三瀬観光開発j 100,000 佐賀県三瀬村
jミゾタ 60,000 佐賀市
宮島商事j 60,000 唐津市
j山崎建設 72,000 武雄市
大和酒造j 60,000 佐賀県大和町
祐徳稲荷神社 120,000 鹿島市
jヨコオ 60,000 鳥栖市
旭地建j 96,000 長崎県江迎町
安達j 120,000 長崎市
j荒木組 60,000 諌早市
j有明商事 60,000 長崎県小長井

町
jイシマル 120,000 長崎市
j今村組 90,000 福江市
臼浦港運j 96,000 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 長崎県郷の浦

町
大川興産h 60,000 長崎市
j大川商店 96,000 長崎市
扇精光j 60,000 長崎市
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
j梶原組 60,000 諌早市
門田建設j 60,000 長崎県生月町
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 諌早市
j九州銀行 300,000 佐世保市
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 120,000 長崎県大瀬戸
町

j古賀建設 96,000 諌早市
後藤運輸j 60,000 長崎市
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
佐世保重工業j 120,000 佐世保市
三基興業j 120,000 長崎市
島原鉄道j 72,000 島原市
j十八銀行 300,000 長崎市
jジョイフルサン
ストア

96,000 長崎市

j上滝 180,000 長崎市
西肥自動車j 150,000 佐世保市
jダイコウ建設 180,000 長崎県生月町
大進建設j 156,000 長崎市
大裕建設j 60,000 長崎県江迎町
宅島建設j 60,000 長崎県小浜町
j長栄電設 100,000 長崎市
辻産業j 96,000 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
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中原建設j 78,000 長崎県芦辺町
j長岡組 72,000 長崎県郷ノ浦

町
長崎運送j 120,000 長崎市
j長崎銀行 180,000 長崎市
長崎空港ビルディ
ングj

180,000 大村市

長崎県医師信用組
合

96,000 長崎市

g長崎県建設業協
会

120,000 長崎市

長崎県建設工業e 180,000 長崎市
長崎県酒造組合 367,900 諌早市
e長崎県酒販 120,000 長崎市
長崎県信用漁業協
同組合連合会

120,000 長崎市

長崎県自動車販売
店協会

120,000 長崎市

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

長崎米殻j 156,000 長崎市
長崎三菱ふそう自
動車販売j

72,000 長崎市

西九州倉庫j 100,000 佐世保市
西日本菱重興産j 180,000 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

144,000 佐世保市

j福砂屋 120,000 長崎市
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
マスダ石油j 150,000 長崎市
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

丸田開発j 60,000 長崎市
三菱長崎機工j 120,000 長崎市
jメモリード 60,000 長崎県長与町

j山口組 120,000 佐世保市
特別医療法人雄博
会千住病院

60,000 佐世保市

ラッキー自動車j 120,000 長崎市
j熊本クボタ 60,000 熊本市
g熊本県建設業協
会

60,000 熊本市

熊本県酒造組合連
合会

895,700 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
東輝建設j 65,000 熊本市
j肥後銀行 1,000,000 熊本市
j増永組 60,000 熊本市
水上建設j 60,000 熊本市
j熊栄電設 200,000 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
j大分銀行 600,000 大分市
g大分県建設業協
会

120,000 大分市

g大分県建設業協
会

120,000 大分県三重町

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 佐伯市

g大分県建設業協
会

120,000 豊後高田市

大分県港湾建設協
会

120,000 大分市

大分県酒造組合 922,600 大分市
大分県信用金庫協
会

120,000 大分市

g大分県トラック
道路運送経営研究
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 81,000 大分市
j大分電設 100,000 大分市
大分生コンクリー
トe

60,000 大分市

大分日産自動車j 90,000 大分市
大分バスj 420,000 大分市
大分富士見カント
リー倶楽部

72,000 大分市

j大分メンテナン
ス

120,000 大分市

I起愛会宇佐病院 60,000 宇佐市
j後藤組 200,000 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
鶴崎地区旅客自動
車事業e

60,000 大分市

jトキハ 1,170,000 大分市
jトキハインダス
トリー

120,000 大分市

j友岡建設 120,000 竹田市
fにし岡 60,000 大分市
f旅舘ふじ乃 60,000 別府市
j豊和銀行 200,000 大分市
j窓 60,000 別府市
山忠商店j 120,000 大分市
jアート技建 120,000 宮崎市
旭建設j 1,000,000 日向市
旭有機材工業j 1,500,000 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

110,000 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坂下組 600,000 小林市
j志多組 1,500,000 宮崎市
志多商事j 120,000 宮崎市
jトーア 140,000 都城市
外山木材j 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

フェニックス・グ
リーン

300,000 宮崎市

フェニックス国際
観光j

500,000 宮崎市

j宮栄電設 100,000 宮崎市
j宮交エアライン
ホテル

120,000 宮崎市

j宮交シティ 120,000 宮崎市
宮崎液化ガスj 300,000 宮崎市
宮崎空港ビルj 120,000 宮崎市
宮崎県港湾建設協
会

500,000 宮崎市

宮崎県酒造組合連
合会

1,260,100 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

宮崎交通j 1,200,000 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 1,300,000 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
九錦設備工業j 100,000 鹿児島市
小牧建設j 120,000 鹿児島市
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 200,000 鹿児島市
アーパス技研工業
j

750,000 都・中央区

jアーレステイ 60,000 板橋区
jアイビック 54,000 足立区
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アオイ産業j 7,500,000 文京区
秋山錠剤j 160,000 品川区
曙ブレーキ工業j 200,000 都・中央区
j浅田飴 90,000 千代田区
朝日火災海上保険
j

600,000 千代田区

旭コンクリート工
業j

150,000 都・中央区

朝日生命保険V 3,150,000 新宿区
アサヒビールj 14,100,000 墨田区
jアドバンテスト 200,000 新宿区
アリアケジャパン
j

1,000,000 渋谷区

アルパインj 500,000 品川区
アルプス電気j 1,000,000 大田区
安藤建設j 4,470,000 都・港区
池田建設j 90,000 都・港区
池野通建j 60,000 都・北区
j石井鐵工所 60,000 都・中央区
石川島播磨重工業
j

9,700,000 千代田区

石川島プラント建
設j

90,000 都・中央区

j伊勢丹 360,000 新宿区
板硝子協会 12,000,000 千代田区
出光興産j 2,000,000 千代田区
j伊藤園 500,000 渋谷区
伊藤忠燃料j 300,000 目黒区
イヌイ建物j 300,000 都・港区
イハラケミカル工
業j

100,000 台東区

岩城製薬j 100,000 都・中央区
岩崎電気j 750,000 都・港区
エーザイj 4,140,000 文京区
栄研化学j 370,000 文京区
エスエス製薬j 1,192,000 都・中央区
エスビー食品j 500,000 都・中央区
ＮＯＫj 2,000,000 都・港区
ＮＫＫj 15,000,000 千代田区
jエヌジェーケー 200,000 目黒区
オーエスイー工業
j

2,500,000 江戸川区

大木建設j 4,470,000 千代田区
大崎建設j 2,000,000 渋谷区
王子製紙j 2,000,000 都・中央区
j太田胃散 200,000 文京区

大塚製薬j 1,960,000 千代田区
大豊塗装工業j 1,000,000 台東区
大豊不動産j 1,000,000 都・中央区
大林道路j 240,000 都・港区
オカモトj 275,000 文京区
小田急建設j 408,000 新宿区
小田急電鉄j 8,060,000 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
開発コンサルタン
トj

1,000,000 豊島区

カシオ計算機j 2,000,000 渋谷区
鹿島j 12,140,000 都・港区
鹿島道路j 320,000 文京区
片倉チッカリンj 100,000 千代田区
勝村建設j 2,850,000 台東区
金子真珠j 100,000 都・中央区
株木建設j 7,830,000 豊島区
カルソニックカン
セイj

2,000,000 中野区

川田建設j 2,420,000 都・北区
川田工業j 1,790,000 都・北区
j関電工 14,800,000 都・港区
かんべ土地建物j 60,000 品川区
jガイアートクマ
ガイ

262,000 新宿区

キューピーj 700,000 渋谷区
救心製薬j 200,000 杉並区
共栄火災海上保険
V

1,600,000 都・港区

杏林製薬j 740,000 千代田区
協和醗酵工業j 12,000,000 千代田区
協和メデックスj 480,000 都・中央区
協和油化j 480,000 千代田区
キリンビールj 12,200,000 都・中央区
j金陽社 150,000 品川区
j熊谷組 12,290,000 新宿区
クミアイ化学工業
j

160,000 台東区

呉羽化学工業j 120,000 都・中央区
京王電鉄j 6,830,000 多摩市
京急開発j 108,000 大田区
京急建設j 72,000 都・港区
京成電鉄j 3,770,000 墨田区

ケイヒンj 300,000 都・港区
京浜急行電鉄j 6,830,000 都・港区
jコーセー 120,000 都・中央区
興亜火災海上保険
j

2,400,000 千代田区

j廣済堂 3,000,000 都・港区
廣済堂開発j 2,000,000 都・中央区
廣済堂商事j 1,000,000 都・港区
廣済堂新聞印刷j 1,000,000 都・港区
光陽トラストj 2,000,000 都・中央区
jコクド 120,000 渋谷区
国土総合建設j 3,610,000 都・港区
古久根建設j 100,000 千代田区
j国分電機 1,500,000 品川区
小松建設工業j 112,000 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
五光建設j 60,000 千代田区
五洋建設j 11,900,000 文京区
斎久工業j 54,000 千代田区
佐伯建設工業j 2,622,000 都・港区
サッポロビールj 4,860,000 渋谷区
佐藤製薬j 740,000 都・港区
jサン有明電気 1,000,000 江東区
三英電業j 2,030,000 品川区
三貴商事j 5,000,000 都・中央区
山九j 100,000 都・中央区
三共j 8,480,000 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 都・港区
サンコーコンサル
タントj

2,000,000 江東区

三晃商事j 5,000,000 都・中央区
三信建設工業j 100,000 文京区
jサンテック 1,000,000 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

5,000,000 渋谷区

jシステム企画 300,000 都・中央区

j資生堂 1,000,000 都・中央区
芝信用金庫 120,000 都・港区
澁澤倉庫j 1,000,000 都・中央区
清水建設j 22,090,000 都・港区
松竹j 120,000 都・中央区
昭和産業j 500,000 千代田区
j白石 2,730,000 千代田区
信越化学工業j 120,000 千代田区
新興海睦運輸j 200,000 都・港区
新生テクノスj 120,000 都・港区
新日本製鐵j 30,000,000 千代田区
新和印刷j 80,000 江東区
ジ ェ ー ア ー ル
ジェーj

300,000 新宿区

jジオダイナミッ
ク

1,000,000 千代田区

常磐興産j 1,000,000 都・中央区
須賀工業j 100,000 都・港区
住友海上火災保険
j

4,500,000 都・中央区

住友金属鉱山j 450,000 都・港区
住友建機j 70,000 江東区
住友建設j 12,520,000 新宿区
住友重機械工業j 1,010,000 品川区
生化学工業j 600,000 都・中央区
j精糖工業会館 1,000,000 千代田区
西部石油j 180,000 都・港区
石油化学工業協会 20,000,000 千代田区
石油鉱業連盟 5,000,000 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

セゾン生命保険j 140,000 豊島区
gセメント協会 23,000,000 都・中央区
ゼリア新薬工業j 1,160,000 都・中央区
g全国信用金庫協
会

35,000,000 都・中央区

全国乗用自動車連
合会

10,000,000 千代田区

全国味噌工業協会 100,000 都・中央区
全日本菓子協会 60,000 都・港区
全薬工業j 260,000 文京区
双信電機j 300,000 大田区
倉友会 2,000,000 江東区
ソニーj 20,000,000 品川区
j大気社 300,000 新宿区
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jタイコー技研 2,000,000 大宮市
大正製薬j 4,300,000 豊島区
大成温調j 300,000 品川区
大成火災海上保険
j

900,000 千代田区

大成建設j 12,090,000 新宿区
太成倉庫j 200,000 足立区
太平エンジニアリ
ングj

7,500,000 江戸川区

太平工業j 4,590,000 都・中央区
太平電業j 300,000 千代田区
j大奉組 1,000,000 荒川区
大鵬薬品工業j 1,000,000 千代田区
太陽火災海上保険
j

300,000 千代田区

太陽生命保険V 1,460,000 都・中央区
j高岳製作所 3,000,000 千代田区
瀧上工業j 550,000 都・中央区
j竹中土木 4,470,000 都・中央区
j竹中不動産 1,500,000 江東区
第一生命保険V 9,590,000 千代田区
第一製薬j 3,820,000 都・中央区
大志曾 7,500,000 豊島区
大東京火災海上保
険j

3,300,000 渋谷区

大同信号j 300,000 大田区
jダイナック 2,000,000 新宿区
大日精化工業j 400,000 都・中央区
第二電電j 100,000 千代田区
大豊建設j 4,770,000 都・中央区
大和自動車交通j 300,000 都・中央区
千歳電気工業j 120,000 都・北区
中外製薬j 2,620,000 都・中央区
千代田開発j 1,000,000 都・中央区
千代田火災海上保
険j

3,000,000 渋谷区

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 80,000 品川区
jツムラ 740,000 千代田区
ＴＤＫj 500,000 都・中央区
帝国臓器製薬j 500,000 都・港区
jテイップネス 2,000,000 渋谷区
jテクノ菱和 2,500,000 都・港区
鉄建建設j 12,470,000 千代田区
jテトラ 120,000 新宿区

電気興業j 120,000 千代田区
j電通 4,800,000 都・中央区
トーアエイヨーj 460,000 都・中央区
トーア再保険j 1,100,000 千代田区
東亜建設工業j 14,470,000 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 新宿区

東海カーボンj 500,000 都・港区
東急建設j 7,092,000 渋谷区
東京海上火災保険
j

9,800,000 千代田区

東京急行電鉄j 9,360,000 渋谷区
東京コカ・コーラ
ボトリングj

240,000 都・港区

東京新宿青果j 60,000 新宿区
j東京精密 500,000 三鷹市
東京生命保険V 340,000 千代田区
j東京電気工務所 3,060,000 都・港区
j東京ドーム 1,000,000 文京区
東京博善j 1,000,000 千代田区
東光電気j 4,000,000 千代田区
東光電気工事j 240,000 千代田区
東芝テックj 800,000 千代田区
東証正会員協会 86,600,000 都・中央区
東鉄工業j 60,000 新宿区
j東電通 100,000 都・港区
東菱薬品工業j 190,000 千代田区
東武鉄道j 9,020,000 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
東洋建設j 11,470,000 千代田区
東洋製罐j 1,000,000 千代田区
東洋埠頭j 300,000 都・港区
東レj 500,000 都・中央区
jトクホン 1,630,000 都・中央区
g都市開発協会 1,500,000 千代田区
戸田建設j 19,620,000 都・中央区
凸版印刷j 2,400,000 千代田区
飛鳥建設j 7,670,000 千代田区
トピー工業j 74,000 千代田区
巴工業j 150,000 都・中央区
富山化学工業j 710,000 新宿区
鳥居薬品j 1,120,000 都・中央区
jトンボ鉛筆 60,000 都・北区

ドーピー建設工業
j

160,000 豊島区

同栄信用金庫 60,000 都・港区
jナカノコーポ
レーション

14,500,000 千代田区

j永坂産業 100,000 都・港区
j永谷園 300,000 都・港区
西松建設j 14,900,000 都・港区
日動火災海上保険
j

3,200,000 都・中央区

ニチバンj 180,000 文京区
ニチモウj 100,000 品川区
日研化学j 520,000 都・中央区
日鉱金属j 150,000 都・港区
日光商品j 3,000,000 都・中央区
日産火災海上保険
j

2,200,000 都・港区

日産建設j 4,470,000 都・港区
日産不動産j 1,000,000 都・中央区
日新火災海上保険
j

1,400,000 千代田区

日新製鋼j 6,000,000 千代田区
日清製粉j 2,400,000 千代田区
日清製油j 240,000 都・中央区
日水製薬j 460,000 豊島区
日製産業j 700,000 都・港区
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
日東光器j 100,000 渋谷区
日東製粉j 150,000 都・中央区
日東大都工業j 2,658,000 千代田区
日特建設j 4,470,000 都・中央区
g日本アルミニウ
ム協会

1,500,000 都・中央区

日本運輸倉庫j 300,000 千代田区
日本化学繊維協会 20,000,000 都・中央区
日本火災海上保険
j

3,300,000 都・中央区

日本紙パルプ商事
j

300,000 都・中央区

日本化薬j 1,540,000 千代田区
日本瓦斯j 100,000 都・中央区
g日本ガス石油機
器工業会

200,000 千代田区

g日本絹人繊維物
工業会

240,000 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

10,600,000 都・港区

日本ケミファj 460,000 千代田区
日本工営j 324,000 千代田区
日本鉱業協会 21,000,000 都・港区
g日本工作機械工
業会

3,060,000 都・港区

g日本高層住宅協
会

7,000,000 新宿区

j日本交通公社 480,000 千代田区
日本酸素j 1,000,000 都・港区
g日本植物油協会 250,000 都・中央区
日本信号j 740,000 豊島区
g日本自動車工業
会

79,800,000 千代田区

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 5,360,000 千代田区
日本製粉j 500,000 渋谷区
日本製薬j 270,000 千代田区
g日本船主協会 8,000,000 千代田区
日本チェーンスト
ア協会

10,000,000 都・港区

日本通運j 4,021,000 千代田区
g日本鉄鋼連盟 90,000,000 千代田区
日本鉄塔工業j 120,000 江東区
日本テレコムj 300,000 都・中央区
日本甜菜製糖j 500,000 都・中央区
日本電気j 12,000,000 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 700,000 台東区
日本道路j 4,470,000 都・港区
日本道路興運j 4,000,000 新宿区
日本内航海運組合
総連合会

100,000 千代田区

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

13,000,000 千代田区

日本無線j 240,000 都・港区
日本ユニシスj 300,000 江東区
ニュー設計j 3,000,000 千代田区
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j白洋舎 300,000 渋谷区
j間組 10,670,000 都・港区
長谷観光j 120,000 都・港区
j春本鐵工 100,000 都・中央区
パイオニアj 2,000,000 目黒区
東テクj 500,000 都・中央区
j日立製作所 29,640,000 千代田区
日立電線j 300,000 千代田区
j日立物流 500,000 江東区
日野自動車j 12,000,000 日野市
j日の丸リムジン 60,000 文京区
jピー・エス 120,000 千代田区
ピーシー橋梁j 60,000 都・港区
富国生命保険V 1,630,000 千代田区
豊国テクノスj 7,500,000 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
j冨士工 300,000 都・港区
富士システムズj 1,000,000 杉並区
富士重工業j 17,200,000 新宿区
jフジタ 100,000 渋谷区
富士レビオj 420,000 都・中央区
g不動産協会 34,000,000 千代田区
フマキラーj 120,000 千代田区
古河電気工業j 1,000,000 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 200,000 千代田区
gプレハブ建築協
会

7,000,000 千代田区

ぺんてるj 80,000 都・中央区
ホーチキj 100,000 品川区
ＨＯＹＡj 11,000,000 新宿区
jホーネンコーポ
レーション

120,000 千代田区

保安工業j 520,000 都・中央区
本田技研工業j 30,000,000 都・港区
jポーラ化粧品本
舗

600,000 品川区

前田建設工業j 22,900,000 千代田区
前田道路j 200,000 品川区
松井建設j 2,610,000 都・中央区
j松村電機製作所 90,000 文京区
j丸運 200,000 都・港区

丸善j 750,000 都・中央区
jマルマン 60,000 品川区
三笠製薬j 1,920,000 練馬区
ミサワホームj 5,000,000 新宿区
三井海上火災保険
j

4,900,000 千代田区

三井建設j 18,670,000 千代田区
三井生命保険V 3,250,000 千代田区
三井倉庫j 1,700,000 都・中央区
三井造船j 1,100,000 都・中央区
三井不動産建設j 4,610,000 都・中央区
三井物産j 18,700,000 千代田区
j三井三池製作所 2,000,000 都・中央区
j三越 60,000 都・中央区
三菱建設j 1,036,000 都・中央区
三菱商事j 18,700,000 千代田区
三菱地所j 912,000 千代田区
三菱自動車工業j 15,000,000 都・港区
三菱重工業j 10,350,000 千代田区
三菱倉庫j 1,700,000 都・中央区
三菱電機j 18,200,000 千代田区
三菱電線工業j 590,000 千代田区
三菱東京製薬j 1,220,000 都・中央区
港信用金庫 60,000 都・港区
jミノファーゲン
製薬

230,000 新宿区

ミヤコ化学j 480,000 千代田区
j宮地鐵工所 920,000 都・中央区
j明治ゴム化成 150,000 新宿区
j明治座 60,000 都・中央区
明治製菓j 1,520,000 都・中央区
明治生命保険V 5,140,000 千代田区
明治乳業j 500,000 都・中央区
j明電舎 3,250,000 都・中央区
メルシャンj 120,000 都・中央区
持田製薬j 1,140,000 新宿区
森永乳業j 500,000 都・港区
jヤクルト 2,500,000 都・港区
矢崎総業j 1,000,000 都・港区
安田火災海上保険
j

7,000,000 新宿区

安田生命保険V 3,650,000 新宿区
安田倉庫j 400,000 都・港区
jヤナセ 72,000 都・港区
八幡電気産業j 100,000 都・港区
山Ä建設j 5,500,000 都・中央区

山崎製パンj 5,000,000 千代田区
大和生命保険V 160,000 千代田区
ヤマトプロテック
j

2,628,000 都・港区

山之内製薬j 6,060,000 都・中央区
郵船航空サービス
j

500,000 都・中央区

j雄電社 300,000 品川区
ユニ・チャームj 1,000,000 都・港区
養命酒製造j 320,000 渋谷区
j横河ブリッジ 5,080,000 都・港区
横浜ゴムj 1,500,000 都・港区
ライオンj 650,000 墨田区
ライト工業j 3,000,000 千代田区
ラオックスj 100,000 千代田区
gリース事業協会 6,000,000 千代田区
jリケン 750,000 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
テイ協会

500,000 千代田区

j龍角散 170,000 千代田区
流通懇話会 2,000,000 江東区
りんかい建設j 2,610,000 都・港区
ＹＫＫj 240,000 千代田区
わかもと製薬j 460,000 都・中央区
和光堂j 160,000 千代田区
j早稲田アカデ
ミー

3,000,000 豊島区

j渡辺組 100,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

82,117,600

（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

北海道木材産業政
治連盟

120,000 札幌市

北海道林業政治連
盟

120,000 札幌市

青森県石油政治連
盟

60,000 青森市

山形県歯科医師連
盟

120,000 山形市

福島エルピーガス
政治連盟

240,000 福島市

福島県石油政治連
盟

200,000 福島市

福島県農民政治連
盟

120,000 福島市

茨城県農協政治連
盟

300,000 水戸市

栃木県医師連盟 240,000 宇都宮市
栃木県建設業協会
政治連盟

10,000,000 宇都宮市

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

2,000,000 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

60,000 前橋市

自由民主党医療会
群馬県支部

240,000 前橋市

自由民主党群馬県
太田市第一支部

100,000 太田市

自由民主党神奈川
県看護連盟支部

72,000 横浜市

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
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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

自由民主党山梨県
バス支部

100,000 山梨県石和町

山梨県歯科医師政
治連盟

100,000 甲府市

山梨県自動車整備
政治連盟

100,000 山梨県石和町

山梨県石油政治連
盟

100,000 甲府市

山梨県不動産政治
連盟

400,000 甲府市

山梨県薬剤師連盟 60,000 甲府市
長野県商工政治連
盟

240,000 長野市

長野県中小企業団
体政治連盟

240,000 長野市

石川よしのぶ後援
会

60,000 静岡市

静岡県運輸政策協
議会

60,000 静岡市

静岡県歯科医師政
治連盟

100,000 静岡市

大阪府歯科医師連
盟

72,000 大阪市

全柔協政治連盟 120,000 大阪市
自由民主党兵庫県
海運支部

100,000 神戸市

鳥取県医師連盟 120,000 鳥取市
鳥取県歯科医師連
盟

60,000 鳥取市

鳥取県土地改良政
治連盟

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

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 120,000 高松市
愛媛県土地改良政
治連盟

60,000 松山市

自由民主党愛媛県
建設関係支部

1,200,000 松山市

福岡県建設政治連
盟

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

長崎県医師連盟 120,000 長崎市
熊本県歯科医師連
盟

120,000 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

大分県石油政治連
盟

240,000 大分市

大分県中小企業政
治連盟

150,000 大分市

宮崎県建設業政治
連盟

1,500,000 宮崎市

健康保険政治連盟 1,000,000 都・港区
港栄会 120,000 都・港区
住産協政治連盟 1,000,000 新宿区
自由社会を守る国
民会議

668,013,182 千代田区

全国ＬＰガス政治
連盟

80,000 都・港区

全国小売酒販政治
連盟

10,174,000 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 31,000,000 千代田区
全国中小企業政治
協会

200,000 都・港区

全国不動産政治連
盟

23,000,000 千代田区

全国旅館政治連盟 5,050,000 千代田区
全日電工連政治連
盟

60,000 都・港区

全日本不動産政治
連盟

10,120,000 千代田区

土地住宅問題研究
会

1,000,000 千代田区

道路運送経営研究
会

5,000,000 新宿区

日本医師連盟 332,000,000 文京区
日本看護連盟 174,000 渋谷区
日本行政書士政治
連盟

624,000 目黒区

日本歯科医師連盟 593,000,000 千代田区
日本商工連盟 30,060,000 都・中央区
日本獣医師政治連
盟

60,000 都・港区

日本柔道整復師連
盟

3,000,000 台東区

日本弁理士政治連
盟

2,000,000 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 11,264,000 渋谷区
酉政会 20,000,000 都・港区
陸上交通懇話会 1,000,000 千代田区
製薬産業政治連盟 7,000,000 都・中央区
全国設備政治研究
会

3,000,000 千代田区

ＺＥＮＮＡＭＡ政
策研究会

1,000,000 都・中央区

年間五万円以下の
もの

1,960,400

６ 資産等の内訳
（金銭信託）

5,000,000 12. 3.26

180,058,019 9. 9.29

41,658,362 10. 9.28

（有価証券）
債券 1,000,000

10.12.27

（敷金）
j彰国社 50,000,000 57. 5.26

三菱信託銀行j 19,373,160 12. 6. 5

j山崎製Rビル 1,200,000 38. 3.19

川越商事j 1,100,000 6. 9.22

新政治協会
報告年月日 13. 2. 9

１ 収入総額 1,318,527

前年繰越額 1,257,847

本年収入額 60,680

２ 支出総額 906,287

３ 本年収入の内訳
寄附 60,000

個人分 60,000

その他の収入 680

一件十万円未満のもの 680

４ 支出の内訳
経常経費 1,971

事務所費 1,971

政治活動費 904,316

寄附・交付金 904,316

５ 寄附の内訳
（個人分）
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年間五万円以下の
もの

60,000

二十一世紀国民会議
報告年月日 13. 2. 8

１ 収入総額 39,305,000

本年収入額 39,305,000

２ 支出総額 39,305,000

３ 本年収入の内訳
寄附 39,305,000

個人分 31,750,000

団体分 7,555,000

４ 支出の内訳
政治活動費 39,305,000

寄附・交付金 39,305,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊藤 博通 1,000,000 佐倉市
高橋 正之 1,000,000 千葉市
内藤 武久 1,000,000 芦屋市
加藤 正好 500,000 伊勢原市
加藤紀佐子 500,000 伊勢原市
山川 正道 1,000,000 川西市
石井 仁 1,000,000 松戸市
大野 英明 1,000,000 横浜市
田崎 徹 1,000,000 長崎市
山元 晃三 500,000 大阪市
中森 芳則 1,000,000 野田市
中川育二郎 1,000,000 阪南市
野口 洋 1,000,000 成田市
国澤 和人 6,000,000 高知市
国本 光徳 1,000,000 京都市
東野 吉信 1,000,000 亀岡市
内藤 武久 1,000,000 大阪市
松本 謙一 100,000 神戸市
四鹿 和彦 500,000 熊本市
末永 弘和 250,000 高知市
穂先 浩一 250,000 熊本市
松田 伸也 500,000 熊本市
柳本 一憲 250,000 熊本市
蓮田 友彦 250,000 熊本市
上村 龍雄 500,000 熊本市
前田 仁 250,000 熊本市
大久保光士 250,000 熊本市
古閑 直浩 250,000 熊本市
藤井 康雄 250,000 熊本市
高橋 亘 5,000,000 千葉市

石橋 秀二 300,000 熊本市
西山 浩 100,000 熊本市
南里 充 500,000 福岡市
国盛紫磨人 500,000 大牟田市
金田 秀充 100,000 大阪市
大倉 淳子 400,000 大分市
是永 和男 200,000 大分市
宮崎 辰巳 100,000 長崎市
山本賢一郎 300,000 長崎市
庄 義樹 100,000 長崎市
年間五万円以下の
もの

50,000

（団体分）
日本プリペイドj 1,000,000 千葉市
jビジネスサービ
ス

1,000,000 姫路市

j希昇 1,000,000 大分市
fデイリークレ
ジット

250,000 熊本市

九州信用保証j 1,000,000 福岡市
fエントリー 250,000 熊本市
jエースワールド 250,000 熊本市
fテトリス 300,000 熊本市
fタイムリー 250,000 熊本市
j信用保証セン
ター

1,000,000 長崎市

j三栄信販 500,000 大分市
j藤信用 500,000 大分市
ロイヤルシステム 100,000 姫路市
f大京商事 100,000 長崎市
年間五万円以下の
もの

55,000

保守政治協会
報告年月日 13. 3.14

１ 収入総額 50,420,000

本年収入額 50,420,000

２ 支出総額 50,100,000

３ 本年収入の内訳
寄附 50,420,000

個人分 560,000

団体分 29,860,000

政治団体分 20,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 100,000

人件費 97,060

事務所費 2,940

政治活動費 50,000,000

寄附・交付金 50,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

560,000

（団体分）
j大誠ハウス 2,000,000 熊本市
アイサワ工業j 174,000 都・港区
j浅沼組 298,000 新宿区
j新井組 298,000 渋谷区
安藤建設j 298,000 都・港区
安藤組土建j 174,000 都・中央区
大木建設j 298,000 千代田区
j大本組 598,000 千代田区
j奥村組 378,000 都・港区
鹿島建設j 806,000 都・港区
勝村建設j 174,000 台東区
株木建設j 174,000 豊島区
北野建設j 298,000 都・中央区
j鴻池組 378,000 千代田区
国土総合建設j 174,000 都・港区
五洋建設j 2,460,000 文京区
佐伯建設工業j 174,000 都・港区
清水建設j 806,000 都・港区
j白石 174,000 千代田区
住友建設j 298,000 新宿区
西武建設j 174,000 所沢市
大成建設j 806,000 新宿区
j竹中工務店 806,000 都・中央区
j竹中土木 298,000 都・中央区
大日本土木j 298,000 新宿区
大平工業j 298,000 都・中央区
大豊建設j 298,000 都・中央区
鉄建建設j 298,000 千代田区
東亜建設j 2,298,000 千代田区
東急建設j 460,000 渋谷区
東洋建設j 3,298,000 千代田区
戸田建設j 460,000 都・中央区
西松建設j 460,000 都・港区
日産建設j 298,000 都・港区
日東大都工業j 174,000 千代田区
日特建設j 298,000 都・中央区
日本舗道j 298,000 都・中央区
jピー・エス 174,000 千代田区
j藤木工務店 174,000 新宿区

不動建設j 298,000 台東区
j本間組 174,000 千代田区
前田建設工業j 460,000 千代田区
真柄建設j 174,000 千代田区
松井建設j 174,000 都・中央区
j松村組 298,000 千代田区
三井建設j 378,000 千代田区
三井不動産建設j 774,000 都・中央区
j森本組 174,000 千代田区
りんかい建設j 774,000 都・港区
j大林組 806,000 都・港区
j銭高組 298,000 千代田区
飛島建設j 378,000 千代田区
テトラ 200,000 新宿区
gリース事業協会 2,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

400,000

（政治団体分）
日本医師連盟 15,000,000 文京区
石油連盟 2,000,000 千代田区
全国小売酒販政治
連盟

3,000,000 目黒区

〔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 13. 3.26

１ 収入総額 7,268,718

本年収入額 7,268,718

２ 支出総額 7,268,718

３ 本年収入の内訳
借入金 7,268,718

滝口 純孝 7,268,718

４ 支出の内訳
経常経費 4,984,038

人件費 3,000,000

光熱水費 343,850

備品・消耗品費 138,335

事務所費 1,501,853

政治活動費 2,284,680

組織活動費 1,298,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

738,980

機関紙誌の発行事業費 176,600

˜
˜

˜
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