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組織活動費 847,120

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,343,446

宣伝事業費 2,343,446

調査研究費 45,242

みんなの党千葉県第５区旧支部
報告年月日 25. 5.17

１ 収入総額 6,472,966

本年収入額 6,472,966

２ 支出総額 6,472,966

３ 本年収入の内訳
寄附 972,332

個人分 972,332

本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

5,500,000

みんなの党 5,500,000

その他の収入 634

一件十万円未満のもの 634

４ 支出の内訳
経常経費 2,053,480

人件費 1,423,820

光熱水費 27,053

備品・消耗品費 79,255

事務所費 523,352

政治活動費 4,419,486

組織活動費 95,352

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,300,204

宣伝事業費 4,300,204

調査研究費 23,930

５ 寄附の内訳
（個人分）
木村 長人 972,332 市川市
みんなの党京都府第３区支部
報告年月日 25. 4.25

１ 収入総額 20,032,786

前年繰越額 2,102,632

本年収入額 17,930,154

２ 支出総額 18,032,779

３ 本年収入の内訳
寄附 12,430,000

個人分 510,000

団体分 2,920,000

政治団体分 9,000,000

本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

5,500,000

みんなの党 5,500,000

その他の収入 154

一件十万円未満のもの 154

４ 支出の内訳
経常経費 3,138,641

人件費 1,736,420

備品・消耗品費 290,185

事務所費 1,112,036

政治活動費 14,894,138

組織活動費 1,335,127

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,551,185

機関紙誌の発行事業費 3,365,385

宣伝事業費 185,800

寄附・交付金 1,007,826

その他の経費 9,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
稲波 弘彦 60,000 江戸川区
木野 昌也 100,000 高槻市
武田 隆久 120,000 京都市
武田 隆司 120,000 京都市
年間五万円以下の
もの

110,000

（団体分）
j名高精工所 60,000 宇治市
総合企画セラ 120,000 京都市
洛王セレモニーj 1,200,000 京都市
I十善会県南病院 100,000 串間市
f京都メディカル
サービス

100,000 八幡市

I弘仁会 100,000 船橋市
I常念会 100,000 豊橋市
寺岡記念病院 60,000 福山市
社会医療法人博進
会南部病院

120,000 青森県南部町

j中央エンジニア
リング

100,000 京都市

年間五万円以下の
もの

860,000

（政治団体分）
京都政経フォーラ
ム

9,000,000 京都市

みんなの党比例北関東第１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 山内 康一
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 25. 5.27

１ 収入総額 47,985,710

前年繰越額 15,319,341

本年収入額 32,666,369

２ 支出総額 26,329,587

３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

32,400,000

みんなの党 32,400,000

その他の収入 266,369

自動車売却 261,500

一件十万円未満のもの 4,869

４ 支出の内訳
経常経費 17,213,014

人件費 14,986,961

光熱水費 63,984

備品・消耗品費 645,849

事務所費 1,516,220

政治活動費 9,116,573

組織活動費 637,970

選挙関係費 7,951,219

機関紙誌の発行その他の事業
費

313,335

宣伝事業費 313,335

調査研究費 214,049

みんなの党広域がんばる日本支部
報告年月日 25. 4. 1

１ 収入総額 323,386

本年収入額 323,386

２ 支出総額 136,026

３ 本年収入の内訳
寄附 194,386

政治団体分 194,386

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

129,000

固定資産税講演会 129,000

４ 支出の内訳
政治活動費 136,026

組織活動費 20,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

116,026

その他の事業費 116,026

５ 寄附の内訳

（政治団体分）
大嶋幸治とみんな
で日本を変える会

194,386 小金井市

〔政治資金団体〕
一般財団法人国民政治協会
報告年月日 25. 3.27

１ 収入総額 1,982,152,529

前年繰越額 242,483,714

本年収入額 1,739,668,815

２ 支出総額 1,718,227,361

３ 本年収入の内訳
寄附 1,739,435,499

個人分 120,639,793

団体分 1,371,716,200

政治団体分 247,079,506

その他の収入 233,316

預金利子 100,778

一件十万円未満のもの 132,538

４ 支出の内訳
経常経費 459,263,344

人件費 322,478,590

光熱水費 3,300,691

備品・消耗品費 4,072,169

事務所費 129,411,894

政治活動費 1,258,964,017

組織活動費 7,939,735

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,024,282

宣伝事業費 646,282

その他の事業費 378,000

寄附・交付金 1,250,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
青木 宏道 100,000 横浜市
安倍 宣昭 70,000 仙台市
荒井 行雄 100,000 富山市
石川 啓介 300,000 青森県六ヶ所

村
板沢 幹雄 60,000 杉並区
市野 紀生 60,000 船橋市
井上 一男 80,000 広島市
岩城 正和 100,000 杉並区
岩堀 剛士 80,000 名古屋市
内山田竹志 100,000 岡崎市
宇部 文雄 70,000 仙台市
梅田 健夫 70,000 仙台市
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浦 正彦 100,000 吹田市
円角 健一 60,000 町田市
大石 忠弘 120,000 目黒区
大谷 勉 60,000 世田谷区
奥 正之 200,000 文京区
奥田 碩 100,000 岡崎市
小澤 哲 80,000 名古屋市
落合 優 51,000 浜松市
小野 雅樹 100,000 廿日市市
海輪 誠 90,000 仙台市
加藤 博 70,000 仙台市
加藤 光久 80,000 豊田市
金井 豊 100,000 富山市
苅田 知英 170,000 広島市
木村 修 100,000 大阪市
久和 進 200,000 富山県舟橋村
救仁郷 豊 60,000 小金井市
久保田宏明 60,000 横浜市
久保田政一 70,000 横浜市
熊谷 u 100,000 広島市
熊野 義夫 100,000 広島市
小平 信因 80,000 名古屋市
近谷 雅人 100,000 富山市
坂本 善成 70,000 富山市
佐々木眞一 80,000 岡崎市
島田 博文 120,000 佐野市
清水 希茂 100,000 広島市
白神 松男 100,000 高松市
新木富士雄 80,000 富山市
進藤 孝生 150,000 江東区
須山 知之 60,000 大田区
関根 兵司 120,000 国立市
曽田 肇 100,000 杉並区
高桑 幸一 70,000 富山市
高沢 敏昭 210,000 富山市
ˆ野 將弘 100,000 世田谷区
ˆ橋 秀文 60,000 杉並区
高橋 宏明 90,000 仙台市
ˆ橋 正樹 60,000 荒川区
張 富士夫 100,000 豊田市
塚 宏之 100,000 野々市市
遠野千佳子 60,000 八戸市
豊田 章男 100,000 名古屋市
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 240,000 藤沢市
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
新美 篤志 80,000 刈谷市
幡場 松彦 60,000 和光市
服部三男雄 10,000,000 目黒区
波若 清暉 110,000 広島市
平野 信行 200,000 大田区
平野 義秀 300,000 台東区
福田 督 100,000 廿日市市
福本 和久 70,000 広島市
布野 幸利 70,000 横浜市
古林 行雄 100,000 松江市
堀 祐一 150,000 石川県志賀町
前川 眞基 80,000 名古屋市
松井 三生 130,000 広島市
松岡 幸雄 150,000 滑川市
松長 賢 60,000 石川県志賀町
水野 明久 100,000 名古屋市
三田 敏雄 150,000 名古屋市
御手洗冨士夫 100,000 横浜市
三鍋 光昭 100,000 富山市
村木 茂 60,000 都・港区
本林 敏功 150,000 射水市
森 省三 60,000 藤沢市
山口 茂 100,000 世田谷区
山下 140,000 広島市
山田 満雄 100,000 青梅市
山見 眞弘 100,000 大阪市
吉野 和雄 60,000 世田谷区
若宮 真自 100,000 石川県志賀町
渡辺 捷昭 100,000 豊田市
渡部 伸夫 110,000 広島市
渡辺 尚生 60,000 中野区
東 国幹 240,000 旭川市
石塚 正寛 240,000 留萌市
伊藤 条一 240,000 札幌市
伊東 良孝 363,000 釧路市
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
梅尾 要一 240,000 千歳市
遠藤 連 240,000 苫小牧市
大崎 誠子 240,000 札幌市
大谷 亨 240,000 北海道芽室町

小野寺 秀 240,000 帯広市
小畑 保則 240,000 釧路市
柿木 克弘 240,000 美唄市
笠井 龍司 240,000 釧路市
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
川畑 悟 240,000 室蘭市
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 240,000 紋別市
工藤 敏郎 240,000 北海道羽幌町
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 240,000 小樽市
高木 宏壽 220,000 札幌市
ˆ橋 文明 240,000 北海道斜里町
竹内 英順 240,000 北海道美瑛町
武部 勤 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
釣部 勲 240,000 北海道新十津

川町
道見 重信 240,000 札幌市
冨原 亮 240,000 北海道七飯町
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 220,000 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 240,000 北広島市
橋本 聖子 360,000 千葉県大網白

里町
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 利実 220,000 北見市
堀井 学 220,000 登別市
本間 勲 240,000 富良野市
町村 信孝 363,000 江別市
松浦 宗信 240,000 根室市

丸岩 公充 240,000 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
Ö川 隆雅 240,000 札幌市
Ö田 正人 240,000 稚内市
Ö田 祐樹 240,000 札幌市
和田 敬友 240,000 札幌市
赤石 清美 60,000 川越市
江渡 聡徳 55,000 十和田市
大島 理森 55,000 八戸市
木村 太郎 55,000 青森県藤崎町
沼尾 啓一 240,000 青森県東北町
山崎 力 60,000 青森市
愛知 治郎 60,000 仙台市
秋葉 賢也 55,000 仙台市
小野寺五典 55,000 登米市
熊谷 大 60,000 仙台市
大里 祐一 60,000 鹿角市
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
佐藤健一郎 60,000 由利本荘市
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
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
武田 英文 60,000 能代市
鶴田 有司 60,000 横手市
冨樫 博之 55,000 秋田市
中泉 松司 60,000 秋田市
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
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遠藤 利明 55,000 山形市
加藤 紘一 55,000 鶴岡市
岸 宏一 60,000 山形県金山町
岩城 光英 60,000 いわき市
三瓶 浩徳 500,000 福島県浪江町
但野 忠義 60,000 本宮市
松崎 勉 500,000 いわき市
森 まさこ 60,000 いわき市
吉野 正芳 55,000 いわき市
佐藤 明男 120,000 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
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
大林 俊一 102,000 群馬県吉岡町
織田沢俊幸 102,000 群馬県甘楽町
桂川 孝子 102,000 高崎市
金子才十郎 120,000 前橋市
狩野 浩志 102,000 前橋市
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
斉藤 隆広 60,000 安中市
笹川 博義 93,500 太田市
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
高田 勝浩 102,000 太田市
高山 允伯 60,000 杉並区
舘野 英一 102,000 群馬県板倉町
田所三千男 102,000 藤岡市
田村 康弘 60,000 安中市
中澤 丈一 102,000 前橋市
中村 紀雄 102,000 前橋市
南波 和憲 302,000 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

松本 耕司 102,000 館林市
村岡 隆村 102,000 桐生市
諸岡 孝昭 60,000 成田市
佐藤 信秋 60,000 杉並区
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
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
大口 英夫 60,000 白山市
木本 利夫 60,000 かほく市
下沢 佳充 60,000 金沢市
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
宮元 陸 60,000 加賀市
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
山田 憲昭 60,000 白山市
吉Ä 吉規 60,000 白山市
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 60,000 福井県高浜町
石田 幸雄 60,000 高島市
河本 英典 360,000 高島市
鴻池 祥肇 60,000 神戸市
末松 信介 60,000 神戸市
瀧川 博司 100,000 神戸市
谷 公一 55,000 兵庫県香美町
西村 康稔 55,000 明石市
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

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
小林 茂樹 60,000 奈良市
神田加津代 60,000 橿原市
新谷 G一 60,000 奈良県山添村
田中 惟允 60,000 宇陀市
辻本 黎士 60,000 葛城市
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
山本 進章 55,000 奈良県明日香

村
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
松田喜代次 60,000 米子市
青木 一彦 120,000 出雲市
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
浅野 實 60,000 真庭市
阿部 俊子 110,000 津山市
天野 学 60,000 笠岡市
池本 敏朗 60,000 備前市
石井 正弘 60,000 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
大本 榮一 60,000 岡山市
岡Ä 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
岸本 清美 60,000 津山市
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 健伸 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
谷口 圭三 60,000 津山市
戸室 敦雄 60,000 津山市
中塚 周一 60,000 倉敷市
西岡 聖貴 60,000 赤磐市
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 280,000 岡山市
村田 吉 110,000 都・港区
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
上総 英司 60,000 広島市
河井 克行 55,000 広島市
岸田 文雄 55,000 渋谷区
田村 興造 96,000 広島市
中川 秀直 55,000 東広島市
中丸 直明 60,000 広島市
深山 英樹 96,000 広島市
溝手 顕正 60,000 三原市
宮沢 洋一 60,000 福山市
作間 悦次 1,000,000 山口市
澤田 光穂 1,000,000 防府市
白松 晃而 1,000,000 山口市
田上 實 1,000,000 宇部市
時盛 純 1,000,000 光市
宮Ä 薫 1,000,000 下関市
宮部 秀文 1,000,000 岩国市
後藤田正純 110,000 徳島市
中西 祐介 120,000 徳島市
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中村 博彦 106,000 吉野川市
山口 俊一 110,000 三好市
綾田 M雄 60,000 高松市
有福 哲二 60,000 坂出市
磯Ä 仁彦 120,000 丸亀市
氏家 孝志 60,000 香川県琴平町
大野 功統 110,000 観音寺市
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
河辺 哲 60,000 香川県三木町
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
白井 昌幸 60,000 さぬき市
十河 直 60,000 さぬき市
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
西川 昭吾 60,000 坂出市
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
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
山本 直樹 60,000 丸亀市
麻生 太郎 93,000 飯塚市
大家 敏志 156,000 北九州市
小川 洋 120,000 福岡市
楠之木龍治 72,000 北九州市
古賀 誠 93,000 みやま市
古賀 淑子 60,000 みやま市
田中 秀子 96,000 大牟田市
西川 京子 60,000 北九州市
西島 英利 120,000 北九州市
原田 義昭 120,000 太宰府市

松山 政司 156,000 福岡市
山本 幸三 153,000 北九州市
吉原 太郎 96,000 嘉麻市
今村 雅弘 110,000 佐賀市
篠塚 周城 60,000 佐賀市
福岡 資麿 120,000 佐賀市
保利 耕輔 110,000 唐津市
留守 茂幸 60,000 佐賀市
金子原二郎 120,000 佐世保市
北村 誠吾 110,000 長崎県佐々町
田中丸善保 60,000 佐世保市
谷川 弥一 110,000 大村市
池田 和貴 60,000 天草市
井手 順雄 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
九谷 高弘 60,000 宇土市
小杉 直 60,000 熊本市
小早川宗弘 60,000 八代市
佐藤 雅司 60,000 阿蘇市
重村 栄 60,000 荒尾市
杉浦 康治 60,000 熊本県益城町
ˆ木 健次 60,000 合志市
ˆ野 洋介 60,000 八代市
田代 国広 60,000 熊本県大津町
中村 博生 60,000 八代市
西岡 勝成 60,000 天草市
橋口 海平 60,000 熊本市
馬場 成志 60,000 熊本市
早川 英明 60,000 熊本市
林田 顕男 462,000 熊本市
東 充美 60,000 熊本県菊陽町
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
守田 憲史 60,000 宇城市
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

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
江藤 拓 110,000 日向市
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
加治屋義人 120,000 鹿児島市
u田 毅 110,000 鹿児島県天城

町
野村 哲郎 120,000 鹿児島市
森山 J 110,000 鹿屋市
年間五万円以下の
もの

54,641,293

（団体分）
jＩＨＩ 8,000,000 江東区
あいおいニッセイ
同和損害保険j

9,000,000 渋谷区

j浅田飴 160,000 千代田区
朝日火災海上保険
j

400,000 千代田区

旭化成j 12,000,000 千代田区
旭化成ファーマj 710,000 千代田区
アサヒグループ
ホールディングス
j

3,820,000 墨田区

旭コンクリート工
業j

150,000 都・中央区

味の素j 5,000,000 都・中央区
あすか製薬j 590,000 都・港区
アステラス製薬j 6,100,000 都・中央区
イーグル工業j 500,000 都・港区
j石井鐵工所 60,000 都・中央区
j石垣 100,000 都・中央区
いすゞ自動車j 13,100,000 品川区
j伊藤園 100,000 渋谷区
イハラケミカル工
業j

100,000 台東区

岩城製薬j 180,000 都・中央区
栄研化学j 400,000 台東区
エーザイj 5,840,000 文京区
jＮＴＴデータ 3,000,000 江東区
jエヌ・ティ・
ティ・ドコモ

6,000,000 千代田区

ＮＴＴ都市開発j 1,000,000 千代田区

荏原実業j 1,000,000 都・中央区
j太田胃散 190,000 文京区
大谷不動産f 300,000 千代田区
大塚製薬j 2,190,000 千代田区
j大林組 8,140,000 都・港区
岡部j 700,000 墨田区
小田急電鉄j 4,500,000 新宿区
j小田急百貨店 120,000 新宿区
オリックスj 250,000 都・港区
科研製薬j 1,370,000 文京区
カシオ計算機j 1,500,000 渋谷区
鹿島建設j 8,140,000 都・港区
鹿島道路j 100,000 文京区
かどや製油j 300,000 品川区
かんべ土地建物j 60,000 品川区
キヤノンj 25,000,000 大田区
キヤノンマーケ
ティングジャパン
j

2,500,000 都・港区

救心製薬j 190,000 杉並区
キューピーj 500,000 渋谷区
共栄火災海上保険
j

1,300,000 都・港区

杏林製薬j 1,090,000 千代田区
j協和エクシオ 1,000,000 渋谷区
協和発酵キリンj 2,540,000 千代田区
キリンビールj 3,660,000 渋谷区
クミアイ化学工業
j

160,000 台東区

jクレハ 120,000 都・中央区
京王電鉄j 3,750,000 多摩市
京成電鉄j 3,000,000 墨田区
ケイヒンj 300,000 都・港区
京浜急行電鉄j 3,750,000 都・港区
ＫＤＤＩj 3,000,000 千代田区
興国インテックj 150,000 千代田区
jコーセー 120,000 都・中央区
一般社団法人国際
スポーツ振興協会

2,000,000 都・港区

コナミj 1,000,000 都・港区
j小松製作所 6,500,000 都・港区
五洋建設j 4,700,000 文京区
サッポロホール
ディングスj

1,770,000 渋谷区

佐藤製薬j 340,000 都・港区
三機工業j 200,000 都・中央区œ
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山九j 200,000 都・中央区
サンケイ総合印刷
j

100,000 江東区

三洋工業j 300,000 千代田区
Ｊ．フロントリテ
イリングj

1,000,000 都・中央区

ＪＦＥスチールj 7,500,000 千代田区
jＪ－オイルミル
ズ

120,000 都・中央区

j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j 8,100,000 都・港区
jジャパンペガサ
スツアー

1,000,000 杉並区

昭和産業j 500,000 千代田区
昭和電工j 5,000,000 都・港区
信越化学工業j 120,000 千代田区
新生テクノスj 120,000 都・港区
新政フォーラム 7,500,000 目黒区
新日鐵住金j 16,000,000 千代田区
新日本製鐵j 10,000,000 千代田区
住友化学j 25,000,000 都・中央区
住友重機械工業j 1,500,000 品川区
住友商事j 6,000,000 都・中央区
住友ベークライト
j

2,500,000 品川区

生化学工業j 450,000 千代田区
j精養軒 100,000 台東区
石油鉱業連盟 3,000,000 千代田区
石油連盟 50,000,000 千代田区
jセブン＆アイ・
ホールディングス

5,000,000 千代田区

gセメント協会 5,000,000 都・中央区
ゼリア新薬工業j 880,000 都・中央区
一般社団法人全国
信用金庫協会

13,000,000 都・中央区

一般社団法人全国
信用組合中央協会

4,000,000 都・中央区

一般社団法人全国
ハイヤー・タク
シー連合会

5,000,000 千代田区

jゼンショーホー
ルディングス

1,500,000 都・港区

セントラルスポー
ツj

100,000 都・中央区

全日本菓子協会 60,000 都・港区
全日本空輸j 8,000,000 都・港区
全薬工業j 390,000 文京区
倉庫物流研究会 2,000,000 江東区
双日j 3,000,000 千代田区
ソニーj 3,000,000 都・港区
j損害保険ジャパ
ン

9,200,000 新宿区

第一三共j 4,330,000 都・中央区
第一生命保険j 9,000,000 千代田区
大王製紙j 120,000 都・中央区
大正製薬j 800,000 豊島区
大成建設j 8,100,000 新宿区
大日精化工業j 200,000 都・中央区
大豊建設j 800,000 都・中央区
大鵬薬品工業j 1,370,000 千代田区
太陽生命保険j 1,000,000 都・港区
j大和証券グルー
プ本社

7,000,000 千代田区

jたちばな出版 1,000,000 杉並区
立花証券j 100,000 都・中央区
チェッカーキャブ
無線e

60,000 都・中央区

中外製薬j 4,380,000 都・中央区
jツムラ 1,640,000 都・港区
j電通 7,200,000 都・港区
東亜警備保障j 200,000 新宿区
東亜建設工業j 1,000,000 新宿区
東京海上日動火災
保険j

17,640,000 千代田区

東京急行電鉄j 4,500,000 渋谷区
一般財団法人東京
芸術財団

2,000,000 都・港区

東京新宿ベジフル
j

60,000 新宿区

東京トヨペットj 800,000 都・港区
j東京丸の内出版 3,100,000 千代田区
j東芝 14,000,000 都・港区
東菱薬品工業j 180,000 千代田区
東武鉄道j 3,750,000 墨田区
東邦亜鉛j 84,000 都・中央区
東洋製罐j 100,000 品川区
トーアエイヨーj 280,000 都・中央区
トーア再保険j 1,100,000 千代田区
jトクホン 180,000 都・港区
jトクヤマ 500,000 千代田区

戸田建設j 1,000,000 都・中央区
凸版印刷j 7,000,000 千代田区
鳥居薬品j 940,000 都・中央区
j永坂産業 100,000 都・港区
j永谷園 100,000 都・港区
ニチバンj 280,000 文京区
日油j 150,000 渋谷区
j日建設計 500,000 千代田区
日清オイリオグ
ループj

240,000 都・中央区

日新火災海上保険
j

1,100,000 千代田区

日新製鋼j 1,500,000 千代田区
j日清製粉グルー
プ本社

2,400,000 千代田区

日鉄鉱業j 60,000 千代田区
jＮＩＰＰＯ 1,900,000 都・中央区
日本ケミファj 660,000 千代田区
日本化学繊維協会 3,000,000 都・中央区
日本紙パルプ商事
j

250,000 都・中央区

日本化薬j 910,000 千代田区
一般社団法人日本
絹人繊織物工業会

120,000 千代田区

日本空港ビルデン
グj

100,000 大田区

日本化粧品工業連
合会

600,000 都・港区

日本興亜損害保険
j

4,600,000 千代田区

日本工営j 300,000 千代田区
日本鉱業協会 9,000,000 千代田区
日本国土開発j 800,000 都・港区
日本コムシスj 1,000,000 品川区
j日本視聴覚社 1,000,000 杉並区
一般社団法人日本
自動車工業会

60,300,000 都・港区

一般社団法人日本
植物油協会

500,000 都・中央区

日本製紙j 1,000,000 千代田区
日本製紙連合会 5,000,000 都・中央区
日本製粉j 500,000 渋谷区
日本製薬j 320,000 千代田区
一般社団法人日本
船主協会

4,000,000 千代田区

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

40,000,000 都・中央区

日本電気j 7,000,000 都・港区
一般社団法人日本
電機工業会

50,000,000 千代田区

日本電工j 200,000 都・中央区
日本電設工業j 100,000 台東区
g日本ビルヂング
協会連合会

6,000,000 千代田区

日本郵船j 3,500,000 千代田区
日本リーテックj 120,000 都・北区
野村ホールディン
グスj

5,000,000 都・中央区

j博報堂 1,150,000 都・港区
jピーアンドピー 100,000 新宿区
jピーエス三菱 1,550,000 都・中央区
j菱法律経済政治
研究所

1,000,000 杉並区

日立建機j 500,000 文京区
日立工機j 200,000 都・港区
j日立国際電気 500,000 千代田区
j日立システムズ 750,000 品川区
j日立製作所 14,000,000 千代田区
j日立ソリュー
ションズ

500,000 品川区

j日立ハイテクノ
ロジーズ

800,000 都・港区

j日立物流 800,000 江東区
j日立プラントテ
クノロジー

250,000 豊島区

j日立メディコ 500,000 千代田区
日野自動車j 14,500,000 日野市
j日の丸リムジン 60,000 文京区
jヒューマックス 300,000 新宿区
富国生命保険V 1,500,000 千代田区
富士重工業j 13,900,000 新宿区
富士電機j 3,440,000 品川区
富士レビオj 510,000 新宿区
一般社団法人不動
産協会

15,000,000 千代田区

j不動テトラ 300,000 都・中央区
フマキラーj 120,000 千代田区
文唱堂印刷j 500,000 千代田区
本田技研工業j 18,000,000 都・港区
前田建設工業j 2,000,000 千代田区
j増岡組 216,000 千代田区

œ
Ÿ



平
成

™
œ
年

˜
˜
月

™
 
日
金
曜
日

(
号
外
第

™
œ
 
号
)

官
報

松井建設j 970,000 都・中央区
丸紅j 3,500,000 千代田区
三笠製薬j 210,000 練馬区
三木産業j 360,000 都・中央区
jミスズ 2,000,000 杉並区
三井化学j 1,000,000 都・港区
三井住友海上火災
保険j

11,900,000 都・中央区

三井生命保険j 2,000,000 千代田区
三井造船j 1,500,000 都・中央区
三井物産j 6,000,000 千代田区
三井不動産j 9,000,000 都・中央区
j三越伊勢丹 90,000 新宿区
三菱重工業j 10,000,000 都・港区
三菱商事j 6,000,000 千代田区
三菱製紙j 200,000 墨田区
三菱倉庫j 500,000 都・中央区
三菱電機j 9,100,000 千代田区
jミツヤ送風機製
作所

60,000 都・港区

jミノファーゲン
製薬

180,000 新宿区

宮地エンジニアリ
ングj

120,000 都・中央区

jミライト・ホー
ルディングス

800,000 江東区

j明治 1,000,000 江東区
j明治ゴム化成 100,000 新宿区
Ｍｅｉｊｉ Ｓｅ
ｉｋａ ファルマ
j

1,370,000 都・中央区

明治安田生命保険
V

7,000,000 千代田区

j明電舎 1,500,000 品川区
持田製薬j 1,240,000 新宿区
森永乳業j 100,000 都・港区
森ビルj 2,000,000 都・港区
jヤクルト本社 3,000,000 都・港区
矢崎総業j 3,000,000 都・港区
安田倉庫j 200,000 都・港区
山崎製パンj 2,000,000 千代田区
養命酒製造j 370,000 渋谷区
横浜ゴムj 300,000 都・港区
ライオンj 150,000 墨田区
gリース事業協会 3,000,000 千代田区
理研ビタミンj 120,000 千代田区

j龍角散 160,000 千代田区
ローレルバンクマ
シンj

144,000 都・港区

わかもと製薬j 340,000 都・中央区
jアインファーマ
シーズ

120,000 札幌市

勇建設j 60,000 札幌市
岩倉建設j 60,000 札幌市
岩田地崎建設j 60,000 札幌市
I歓生会豊岡中央
病院

60,000 旭川市

共和コンクリート
工業j

120,000 札幌市

j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

j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

j玄米酵素 60,000 札幌市
札幌第一興産j 60,000 札幌市
jＣｔｏＣグルー
プ

60,000 旭川市

チュウケイj 60,000 札幌市
道路工業j 60,000 札幌市
中道リースj 60,000 札幌市
西村建設j 120,000 北海道安平町
日鉄セメントj 120,000 室蘭市
日本データサービ
スj

60,000 札幌市

j北海道観光物産
興社

60,000 札幌市

北海道郵便逓送j 60,000 札幌市
青森綜合警備保障
j

60,000 青森市

青森トヨタ自動車
j

60,000 青森市

青森三菱電機機器
販売j

100,000 青森市

j阿部重組 100,000 青森市
東和電材j 60,000 青森市
j小田島 60,000 花巻市
j小山建設 120,000 一関市
jかばら建設 60,000 遠野市
j久慈設計 360,000 盛岡市

j十文字チキンカ
ンパニー

100,000 二戸市

昭栄建設j 100,000 盛岡市
白金運輸j 120,000 奥州市
鈴木工材j 100,000 一関市
樋下建設j 250,000 盛岡市
二戸ガスj 100,000 二戸市
林崎建設j 60,000 岩手県野田村
宮城建設j 620,000 久慈市
盛岡ガス燃料j 60,000 盛岡市
両磐酒造j 60,000 一関市
j秋元技術コンサ
ルタンツ

60,000 仙台市

jＪＴＢ東北 60,000 仙台市
j清月記 60,000 仙台市
仙建工業j 84,000 仙台市
仙台コカ・コーラ
ボトリングj

120,000 仙台市

野口建設j 72,000 栗原市
jバイタルネット 72,000 仙台市
j橋本店 60,000 仙台市
j丸本組 120,000 石巻市
g宮城県建設業協
会

70,000 仙台市

jユアテック 2,072,000 仙台市
若生工業j 66,000 石巻市
jウンノハウス 60,000 山形市
国井建設j 60,000 寒河江市
黒澤建設工業j 60,000 山形市
jジョイン 60,000 山形市
第一貨物j 60,000 山形市
j天童木工 120,000 天童市
トヨタカローラ山
形j

60,000 山形市

ハッピー工業j 100,000 山形市
j本間利雄設計事
務所

60,000 山形市

jムラヤマ 60,000 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
山新観光j 60,000 山形市
磐城通運j 120,000 いわき市
内池醸造j 60,000 福島市
陰山建設j 1,000,000 郡山市
j加地和組 1,024,000 いわき市

川名建設工業j 60,000 本宮市
サンヨー缶詰j 60,000 福島市
j大地物産 1,000,000 郡山市
東北建設j 1,042,000 南相馬市
j野地組 120,000 二本松市
ひめゆり総業j 1,000,000 いわき市
福島県管工事協同
組合連合会

60,000 福島市

福島県建材・専門
工事業e

80,000 福島市

一般社団法人福島
県建設業協会

1,400,000 福島市

一般社団法人福島
県建設業協会

240,000 福島県石川町

一般社団法人福島
県建設業協会

630,000 いわき市

一般社団法人福島
県建設業協会

720,000 白河市

一般社団法人福島
県建設業協会

870,000 郡山市

一般社団法人福島
県建設業協会

450,000 須賀川市

一般社団法人福島
県建設業協会

300,000 南相馬市

一般社団法人福島
県建設業協会

270,000 福島県南会津
町

福島県建設大工工
事業協会

60,000 郡山市

福島県建築設計e 60,000 福島市
福島県港湾空港建
設協会

60,000 いわき市

g福島県採石業協
会

60,000 福島市

福島県私学団体総
連合会

600,000 福島市

g福島県造園建設
業協会

120,000 福島市

一般社団法人福島
県測量設計業協会

300,000 福島市

福島県鉄筋業e 60,000 郡山市
福島県鉄構工業組
合

60,000 福島市

一般社団法人福島
県電設業協会

336,000 福島市

g福島県土地改良
建設協会

100,000 福島市
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福島県生コンク
リート工業組合

90,000 福島市

福島県法面保護協
会

60,000 会津若松市

福島県配電盤工業
会

60,000 郡山市

福島県酪農業e 112,000 本宮市
福島除染研究会 1,010,000 福島市
福島トヨタ自動車
j

60,000 福島市

福浜大一建設j 112,000 いわき市
jホクショー 1,000,000 福島市
茨城倉庫j 70,000 水戸市
茨城トヨタ自動車
j

60,000 水戸市

日立セメントj 300,000 日立市
j日立ライフ 100,000 日立市
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
g栃木県建設業協
会

228,000 宇都宮市

栃木日産自動車販
売j

60,000 宇都宮市

エスビックj 60,000 高崎市
カネコ種苗j 120,000 前橋市
群馬県建設事業e 60,000 前橋市
河本工業j 120,000 館林市
コンピュートロン
j

60,000 前橋市

サンデンj 240,000 伊勢崎市
ＧＮホールディン
グスj

60,000 前橋市

上越印刷工業j 60,000 前橋市
I大和会西毛病院 100,000 富岡市
田中生コンj 60,000 群馬県玉村町
富士食品工業j 60,000 群馬県板倉町
青木信用金庫 60,000 川口市
曙ブレーキ工業j 500,000 羽生市
カルソニックカン
セイj

1,500,000 さいたま市

川口信用金庫 60,000 川口市
キヤノン電子j 2,500,000 秩父市
埼玉縣信用金庫 360,000 熊谷市
j丸広百貨店 120,000 川越市
旭建設j 60,000 千葉市

j川久 60,000 山武市
キッコーマンj 4,340,000 野田市
芝工業j 60,000 千葉市
白鳥製薬j 60,000 習志野市
千葉県経済同友会 60,000 千葉市
g千葉県建設業協
会

60,000 千葉市

千葉県食品流通セ
ンターj

60,000 松戸市

千葉政治経済懇談
会

90,000 千葉市

j千葉測器 65,000 千葉市
千葉トヨペットj 60,000 千葉市
利根コカ・コーラ
ボトリングj

60,000 野田市

トヨタカローラ千
葉j

60,000 千葉市

j日産フィナン
シャルサービス

750,000 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オーテックジャ
パン

750,000 茅ヶ崎市

川本工業j 180,000 横浜市
j京三製作所 120,000 横浜市
相模興業j 120,000 海老名市
相模鉄道j 3,000,000 横浜市
J寒川神社 60,000 神奈川県寒川

町
真生工業j 54,000 横浜市
j相鉄アーバンク
リエイツ

120,000 横浜市

jソシア21 90,000 横浜市
東芝プラントシス
テムj

500,000 横浜市

関東自動車工業j 350,000 横須賀市
j日産クリエイ
ティブサ－ビス

750,000 横浜市

日産工機j 750,000 神奈川県寒川
町

日産自動車j 20,500,000 横浜市
日産車体j 1,500,000 平塚市
日産トレーディン
グj

380,000 横浜市

j日新 120,000 横浜市
富士通j 10,000,000 川崎市
馬淵建設j 60,000 横浜市
横浜信用金庫 120,000 横浜市
横浜トヨペットj 60,000 横浜市
アークランドサカ
モトj

120,000 三条市

j植木組 600,000 柏崎市
jウオロク 120,000 新潟市
j大阪屋 60,000 新潟市
j加賀田組 480,000 新潟市
亀田製菓j 180,000 新潟市
共栄建設工業j 60,000 佐渡市
共和工業j 120,000 三条市
j近藤組 120,000 新潟市
佐藤食品工業j 120,000 新潟市
g新潟県建設業協
会

180,000 新潟市

g新潟県砂利砕石
協会

60,000 新潟市

j新潟ケンベイ 240,000 新潟市
新潟中央青果j 120,000 新潟市
j廣瀬 60,000 新潟市
藤木鉄工j 120,000 新潟県聖篭町
藤田金属j 60,000 新潟市
jブルボン 240,000 柏崎市
j本間組 1,660,000 新潟市
理研精機j 120,000 小千谷市
隆成建設j 60,000 新潟市
jアイザック 60,000 魚津市
朝日印刷j 120,000 富山市
朝日建設j 60,000 富山市
カナヤママシナ
リーj

60,000 黒部市

j廣貫堂 230,000 富山市
サカヰ産業j 1,060,000 富山市
サクラパックスj 60,000 富山市
第一薬品工業j 180,000 富山市
高尾建設j 60,000 富山市
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
j富山クボタ 60,000 高岡市
g富山県建設業協
会

180,000 富山市

富山太平洋物流j 1,000,000 富山市

富山電気ビルデイ
ングj

60,000 富山市

富山土石協業組合 60,000 富山市
日医工j 1,340,000 富山市
日医工ファーマj 110,000 富山市
伏木海陸運送j 132,000 高岡市
伏木貨物自動車j 1,000,000 高岡市
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 1,040,000 富山市
j四方組 60,000 射水市
米原商事j 60,000 砺波市
リードケミカルj 120,000 富山市
上村電建j 120,000 金沢市
兼六建設j 100,000 金沢市
澁谷工業j 500,000 金沢市
城西運輸機工j 120,000 金沢市
jダスキン北陸 100,000 野々市市
日栄商事j 120,000 金沢市
j別川製作所 120,000 白山市
j北都鉄工 100,000 白山市
北陸通信工業j 120,000 金沢市
三谷産業j 120,000 金沢市
米沢電気工事j 100,000 金沢市
菱機工業j 120,000 金沢市
江守商事j 120,000 福井市
jクリーンアース
産業

100,000 越前市

j高志観光バス 60,000 福井市
坂川建設j 60,000 福井市
j関組 60,000 越前市
田村水産 100,000 福井市
敦賀海陸運輸j 120,000 敦賀市
轟産業j 120,000 福井市
日信化学工業j 120,000 越前市
j日本ピーエス 240,000 敦賀市
福井中央魚市j 120,000 福井市
福井トヨタ自動車
j

72,000 福井市

j増田喜 100,000 福井市
j松田(幸)組 60,000 福井市
一般社団法人市川
建設業協会

100,000 山梨県市川三
郷町

一般社団法人峡北
地区建設業協会

150,000 韮崎市

協和産業j 60,000 甲府市
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富士観光開発j 70,000 山梨県富士河
口湖町

山梨通運j 60,000 山梨市
キッセイ薬品工業
j

1,130,000 松本市

g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j 300,000 大垣市
g岐阜県山林協会 100,000 岐阜市
jアウトソーシン
グ

600,000 静岡市

市川土木j 100,000 静岡市
磐田信用金庫 80,000 磐田市
落合電気空調j 150,000 藤枝市
掛川信用金庫本部 60,000 掛川市
一般社団法人静岡
県建設業協会

600,000 静岡市

一般社団法人静岡
建設業協会

66,000 静岡市

静岡信用金庫 100,000 静岡市
ジヤトコj 1,500,000 富士市
スズキj 10,350,000 浜松市
静清信用金庫 200,000 静岡市
j太洋サービス 90,000 浜松市
田子の浦埠頭j 100,000 富士市
浜松地区建設事業
e

55,000 浜松市

浜松ホトニクスj 1,000,000 浜松市
j丸川 100,000 焼津市
j三基開発 60,000 浜松市
g三島建設業協会 79,000 三島市
焼津信用金庫 100,000 焼津市
ヤマハ発動機j 3,000,000 磐田市
ワールドメイト 10,000,000 伊豆の国市
アイシン・エイ・
ダブリュj

1,850,000 安城市

アイシン精機j 2,450,000 刈谷市
愛知機械工業j 1,500,000 名古屋市
愛知製鋼j 1,100,000 東海市
旭精機工業j 120,000 尾張旭市
天野エンザイムj 180,000 名古屋市
jアラクス 180,000 名古屋市
安藤証券j 200,000 名古屋市
いちい信用金庫 60,000 一宮市
岡崎信用金庫 60,000 岡崎市

岡谷鋼機j 500,000 名古屋市
木村証券j 100,000 名古屋市
興和j 860,000 名古屋市
j三和化学研究所 570,000 名古屋市
瀬戸信用金庫 180,000 瀬戸市
瀧定名古屋j 600,000 名古屋市
テバ製薬j 550,000 名古屋市
jデンソー 9,000,000 刈谷市
東海興業j 100,000 大府市
j東陽 700,000 刈谷市
豊島j 84,000 名古屋市
豊田合成j 350,000 清須市
j豊田自動織機 2,250,000 刈谷市
トヨタ自動車j 51,400,000 豊田市
トヨタ車体j 750,000 刈谷市
豊田通商j 2,250,000 名古屋市
トヨタ紡織j 1,000,000 刈谷市
名古屋鉄道j 1,120,000 名古屋市
日本車輌製造j 900,000 名古屋市
福玉精穀倉庫j 200,000 愛知県大口町
豊和工業j 700,000 清須市
ホーユーj 120,000 名古屋市
名港海運j 180,000 名古屋市
名証取引参加者協
会

100,000 名古屋市

j山田商会 60,000 名古屋市
リンナイj 320,000 名古屋市
長島観光開発j 60,000 桑名市
日本トランスシ
ティj

1,000,000 四日市市

廣瀬精工j 60,000 伊勢市
三重県自動車販売
協会

72,000 津市

淺野運輸倉庫j 200,000 栗東市
綾羽j 600,000 大津市
j梅沢酸素 60,000 大津市
キタイ設計j 120,000 近江八幡市
滋賀運送j 60,000 甲賀市
g滋賀県建設業協
会

2,000,000 大津市

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

100,000 宇治市

上原成商事j 360,000 京都市
大倉産業j 240,000 宇治市

オムロンj 1,800,000 京都市
祇園新地甲部組合 96,000 京都市
黄桜j 120,000 京都市
京セラj 1,600,000 京都市
京都青果合同j 60,000 京都市
京都ブライトンホ
テルj

120,000 京都市

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最上インクス 60,000 京都市
jＧＳユアサ 420,000 京都市
j島津製作所 960,000 京都市
宝ホールディング
スj

1,200,000 京都市

jたけびし 60,000 京都市
東邦電気産業j 60,000 京都市
ニチコンj 600,000 京都市
日本新薬j 1,310,000 京都市
任天堂j 600,000 京都市
日立マクセルエナ
ジーj

250,000 京都府大山崎
町

i不審菴 120,000 京都市
j堀場製作所 360,000 京都市
村田機械j 600,000 京都市
j村田製作所 400,000 長岡京市
山科電気工事j 60,000 京都市
ロームj 600,000 京都市
jワコールホール
ディングス

900,000 京都市

芦森工業j 72,000 大阪市
アルスコーポレー
ションj

60,000 堺市

粟井鋼商事j 60,000 大阪市
伊藤忠商事j 4,000,000 大阪市
jイムラ封筒 70,000 大阪市
永和信用金庫 72,000 大阪市
オーエッチ工業j 72,000 東大阪市
jオーエム製作所 60,000 大阪市
大阪市信用金庫 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
大阪トヨタ自動車
j

60,000 大阪市

j扇谷 60,000 大阪市
鳳保険サービスj 100,000 大阪市

ＯＵＧホールディ
ングスj

60,000 大阪市

j奥村組 1,000,000 大阪市
小野薬品工業j 2,080,000 大阪市
がんこフードサー
ビスj

120,000 大阪市

清田軌道工業j 60,000 大阪市
近畿車輌j 100,000 東大阪市
近畿日本鉄道j 4,500,000 大阪市
近鉄エンジニアリ
ングj

60,000 大阪市

jきんでん 9,000,000 大阪市
栗原工業j 60,000 大阪市
京阪電気鉄道j 3,000,000 大阪市
鴻池運輸j 120,000 大阪市
小林製薬j 330,000 大阪市
沢井製薬j 1,240,000 大阪市
山水色素工業j 60,000 東大阪市
参天製薬j 1,680,000 大阪市
サントリーホール
ディングスj

5,170,000 大阪市

燦ホールディング
スj

120,000 大阪市

三容起業j 100,000 東大阪市
jジェイテクト 1,500,000 大阪市
塩野義製薬j 820,000 大阪市
昭和電機j 120,000 大東市
住友金属工業j 6,000,000 大阪市
住友精化j 300,000 大阪市
住友生命保険V 7,000,000 大阪市
j住友倉庫 500,000 大阪市
住友電気工業j 1,000,000 大阪市
j錢高組 100,000 大阪市
千寿製薬j 460,000 大阪市
象印マホービンj 180,000 大阪市
ダイキン工業j 5,200,000 大阪市
大幸薬品j 120,000 吹田市
大同化学工業j 280,000 大阪市
大同生命保険j 2,000,000 大阪市
大日本住友製薬j 3,290,000 大阪市
ダイハツ工業j 13,700,000 池田市
大福信用金庫 60,000 大阪市
jダイヘン 240,000 大阪市
ダイワボウホール
ディングスj

120,000 大阪市

武田薬品工業j 5,760,000 大阪市�
˜
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j竹中工務店 8,100,000 大阪市
武村土地j 72,000 東大阪市
田辺三菱製薬j 4,500,000 大阪市
中外炉工業j 180,000 大阪市
j椿本チエイン 60,000 大阪市
ＴＣＭj 1,000,000 大阪市
j酉島製作所 900,000 高槻市
南海電気鉄道j 3,000,000 大阪市
日清食品ホール
ディングスj

5,000,000 大阪市

日本ハムj 750,000 大阪市
ニプロファーマj 890,000 大阪市
日本生命保険V 12,500,000 大阪市
日本ボデーパーツ
工業j

60,000 大阪市

パナソニックj 14,000,000 門真市
阪急電鉄j 3,750,000 大阪市
阪神電気鉄道j 3,000,000 大阪市
阪和興業j 500,000 大阪市
菱井工業j 60,000 東大阪市
日立造船j 400,000 大阪市
日立マクセルj 250,000 茨木市
jフセラシ 84,000 東大阪市
扶桑薬品工業j 940,000 大阪市
丸石製薬j 280,000 大阪市
マルホj 640,000 大阪市
森下仁丹j 160,000 大阪市
森田化学工業j 60,000 大阪市
j安井建築設計事
務所

60,000 大阪市

j米丸電機製作所 60,000 大阪市
レンゴーj 3,680,000 大阪市
ロート製薬j 980,000 大阪市
和光純薬工業j 276,000 大阪市
尼崎信用金庫 240,000 尼崎市
淡路信用金庫 60,000 洲本市
伊藤ハムj 300,000 西宮市
川崎重工業j 2,500,000 神戸市
グローリーj 60,000 姫路市
神戸信用金庫 120,000 神戸市
j神戸製鋼所 5,000,000 神戸市
j 神 鋼 環 境 ソ
リューション

100,000 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j

60,000 姫路市

トヨタ部品兵庫共
販j

60,000 神戸市

日本香料薬品j 60,000 神戸市
ネッツトヨタゾナ
神戸j

60,000 神戸市

ビオフェルミン製
薬j

380,000 神戸市

兵庫トヨタ自動車
j

240,000 神戸市

森本倉庫j 200,000 神戸市
I山西会宝塚三田
病院

100,000 三田市

大倭殖産j 100,000 奈良市
佐藤薬品工業j 170,000 橿原市
奈良県製薬e 120,000 御所市
jアオキ建設 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
j井木組 240,000 鳥取県琴浦町
j伊藤建設 60,000 鳥取県琴浦町
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今松工務店 60,000 鳥取県日南町
馬野建設j 60,000 鳥取県琴浦町
f大柄組 60,000 鳥取県日南町
鵬技術コンサルタ
ントj

60,000 倉吉市

j懸樋工務店 120,000 鳥取市
加登脇建設j 120,000 鳥取県琴浦町
jかわばた 70,000 鳥取県江府町
f共栄組 60,000 鳥取県北栄町
e山陰商工信用 60,000 鳥取市
共和水産j 72,000 境港市
菌興椎茸e 120,000 鳥取市
グッドヒルj 240,000 鳥取市
晃進建設f 60,000 鳥取県北栄町
f高野組 240,000 鳥取県琴浦町
j興洋工務店 120,000 鳥取市
こおげ建設j 240,000 鳥取県八頭町
j越河 60,000 米子市
寿製菓j 120,000 米子市
j米吾 60,000 米子市
境港海陸運送j 120,000 境港市

f澤田建設 120,000 鳥取県日南町
j三協商会 240,000 鳥取市
jサンマート 60,000 鳥取市
塩谷エンタープラ
イズj

60,000 米子市

j重道組 240,000 倉吉市
j大協組 60,000 米子市
ダイニチ技研j 60,000 鳥取県大山町
大和建設j 240,000 鳥取市
中央印刷j 60,000 鳥取市
中部舗装j 60,000 鳥取県北栄町
東亜青果j 60,000 米子市
東亜土木f 60,000 倉吉市
鳥取信用金庫 120,000 鳥取市
j鳥取大丸 60,000 鳥取市
j戸信 60,000 鳥取市
f長石建設 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
j中尾税経総合事
務所

120,000 鳥取市

f中信建設 60,000 鳥取市
日南振興j 60,000 鳥取県日南町
日本海信販j 60,000 鳥取市
日本交通j 240,000 鳥取市
j花のれん 72,000 鳥取市
日ノ丸観光j 60,000 鳥取市
日ノ丸産業j 120,000 鳥取市
日ノ丸総本社j 240,000 鳥取市
福井土建j 120,000 倉吉市
f福岡組 60,000 鳥取県日南町
福上工業j 60,000 鳥取県岩美町
服島運輸j 120,000 米子市
f藤本組 120,000 鳥取県伯耆町
j藤原組 240,000 鳥取市
j北和 60,000 鳥取県北栄町
f前嶋組 120,000 鳥取県湯梨浜

町
j松本鉄工所 120,000 鳥取県北栄町
fみどり建設 60,000 米子市
美保テクノスj 240,000 米子市
f都田組 60,000 境港市
f向井組 60,000 倉吉市
やまこう建設j 120,000 鳥取市
f山本おたふく堂 60,000 鳥取県琴浦町

f八幡建設 60,000 鳥取県湯梨浜
町

米子信用金庫 60,000 米子市
j安部建設 120,000 島根県奥出雲

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

240,000 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
一畑住設j 120,000 松江市
j一畑トラベル
サービス

120,000 松江市

一畑電気鉄道j 120,000 松江市
今井産業j 360,000 江津市
今岡工業j 360,000 出雲市
j岩多屋 120,000 浜田市
岩成工業j 120,000 出雲市
雲南建設j 120,000 雲南市
雲南生コンクリー
トe

120,000 雲南市

j大島工務所 120,000 安来市
大畑建設j 360,000 益田市
掛合運送f 120,000 雲南市
カナツ技建工業j 360,000 松江市
j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j

120,000 松江市

江津土建j 120,000 江津市
jコスモ建設コン
サルタント

120,000 出雲市

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

120,000 出雲市

j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
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g島根県測量設計
業協会

120,000 松江市

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

120,000 松江市

島根日産自動車j 120,000 松江市
祥洋建設j 120,000 浜田市
昭和セメント工業
j

120,000 出雲市

石成道路j 120,000 浜田市
大社建設j 120,000 島根県美郷町
大成電気水道工業
j

120,000 出雲市

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

120,000 出雲市

j竹田組 120,000 島根県隠岐の
島町

j田中建設 120,000 安来市
中央林産商事j 120,000 松江市
中国道路j 120,000 益田市
j都間土建 120,000 雲南市
テクノ工業j 60,000 松江市
東幸建設j 60,000 大田市
jトガノ建設 120,000 出雲市
内藤鉄工j 120,000 出雲市
永井建設j 240,000 江津市
j中澤建設 120,000 雲南市
j中島建設 120,000 安来市
j中筋組 120,000 出雲市
日新建設j 120,000 益田市
日新林業j 360,000 境港市
八神トラストj 100,000 島根県飯南町
jはしまや 120,000 安来市
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
浜田港運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 松江市
飯古建設f 120,000 島根県海士町
j半田組 360,000 浜田市
f日高組 120,000 島根県美郷町
平井建設j 120,000 安来市
jフクダ 120,000 出雲市
福間商事j 240,000 出雲市
j藤原鐵工所 80,000 松江市
j豊洋 360,000 松江市
f細貝組 120,000 雲南市
j堀工務店 120,000 大田市
前田建設f 90,000 益田市
益田興産j 120,000 益田市
松江石油j 60,000 松江市
松江土建j 360,000 松江市
f松原組 120,000 安来市
j馬庭建築設計事
務所

120,000 出雲市

丸永建設j 120,000 安来市
jミック 120,000 松江市
三刀屋金属j 120,000 雲南市
宮田建設工業j 120,000 浜田市
j毛利組 120,000 浜田市
j守谷刃物研究所 120,000 安来市
f山根建設 120,000 雲南市
f山本建設 120,000 島根県邑南町
和幸j 60,000 松江市
渡部印刷j 96,000 松江市
j渡部工務店 120,000 安来市
アイサワ工業j 300,000 岡山市
天野産業j 120,000 笠岡市
井笠鉄道j 150,000 笠岡市
j大本組 180,000 岡山市
岡山県貨物運送j 120,000 岡山市
おかやま信用金庫 110,000 岡山市
岡山プラザホテル
j

180,000 岡山市

笠岡通運j 60,000 笠岡市
jカネソ22 60,000 笠岡市
シャープタカヤ電
子工業j

60,000 岡山県里庄町

関藤商店 60,000 笠岡市
タカヤj 60,000 井原市
j天満屋 110,000 岡山市
ナカシマホール
ディングスj

120,000 岡山市

蜂谷工業j 120,000 岡山市
丸五ゴム工業j 240,000 倉敷市
j元浜組 180,000 瀬戸内市
jアスティ 60,000 広島市
j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j 60,000 福山市
j石Ä本店 240,000 広島市
jウッドワン 60,000 廿日市市
j大野石油店 60,000 広島市
j勝村商店 60,000 三原市
賀茂鶴酒造j 72,000 東広島市
クレトイシj 180,000 呉市
コトブキ技研工業
j

100,000 呉市

寿工業j 120,000 呉市
三和製作j 120,000 福山市
塩田工業j 60,000 広島市
jダイクレ 120,000 呉市
中国釀造j 120,000 廿日市市
中国地質調査業協
会

120,000 広島市

j中電工 1,620,000 広島市
デリカウイングj 60,000 廿日市市
j東洋シート 60,000 広島県海田町
西川ゴム工業j 60,000 広島市
広島ガスメイトj 60,000 広島市
g広島県タクシー
協会

60,000 広島市

広島県遊技業e 100,000 広島市
広島交通j 60,000 広島市
広島バスj 60,000 広島市
広電不動産j 60,000 広島市
j福屋 60,000 広島市
福山スチールセン
ターj

60,000 福山市

ホーコスj 120,000 福山市
jミカサ 80,000 広島市
宇部工業j 1,050,000 宇部市
宇部興産j 900,000 宇部市
勝井建設j 1,000,000 岩国市
協和建設工業j 1,000,000 萩市
クロセj 250,000 長門市
シマダj 1,060,000 山口市
j新笠戸ドック 120,000 下松市

新光産業j 1,000,000 宇部市
大栄建設j 1,000,000 宇部市
萩森興産j 60,000 宇部市
jファノス 120,000 光市
藤本工業j 1,000,000 防府市
g山口県建設業協
会

200,000 山口市

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

60,000 徳島市

豊益海漕j 60,000 徳島市
リプターj 70,000 徳島市
アオイ電子j 60,000 高松市
j穴吹建設 60,000 高松市
j綾歌生コンク
リート工業所

60,000 丸亀市

池田建設工業j 120,000 高松市
石井建設j 120,000 香川県直島町
g香川県建設業協
会

240,000 高松市

香川日産自動車j 120,000 高松市
jカナック 60,000 高松市
鎌長製衡j 100,000 高松市
唐渡生コンj 60,000 高松市
観音寺信用金庫 120,000 観音寺市
fＫＹＫプランニ
ング

60,000 高松市

j合田工務店 120,000 高松市
小竹興業j 60,000 高松市
jサンキ 60,000 高松市
三喜工事j 60,000 高松市
jサンクスアンド
アソシエイツ東四
国

120,000 高松市

j讃商 120,000 高松市
三和工業j 60,000 善通寺市
四国化成工業j 240,000 丸亀市
四国コカ・コーラ
ボトリングj

240,000 高松市

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

60,000 さぬき市

辻村建設j 60,000 善通寺市
帝國製薬j 120,000 東かがわ市
西野金陵j 60,000 高松市
j日栄建設 60,000 高松市
日新タクシーj 60,000 高松市
日東河川工業j 60,000 高松市
扶桑建設工業j 120,000 高松市
jマキタ 120,000 高松市
三豊運送j 60,000 観音寺市
牟O印刷j 60,000 高松市
大和建設工業j 120,000 観音寺市
j四電工 2,020,000 高松市
四電ビジネスj 150,000 高松市
j伊予鉄会館 84,000 松山市
j伊予鉄ˆ島屋 120,000 松山市
jクシベウィン
テック

60,000 新居浜市

四国ガスj 240,000 今治市
四国通建j 120,000 今治市
j野間工務店 60,000 今治市
jフジ 120,000 松山市
丸住製紙j 120,000 四国中央市
森実運輸j 120,000 新居浜市
j八木酒造部 60,000 今治市
j生田組 60,000 高知市
g高知県建設業協
会

210,000 高知市

高知信用金庫 60,000 高知市
四国開発j 60,000 香南市
杉本・宮田建設j 60,000 高知市
大旺新洋j 60,000 高知市
東洋電化工業j 120,000 高知市
j轟組 60,000 高知市
j西山合名 120,000 高知市
幡東生コンクリー
トj

120,000 高知県黒潮町

ミタニ建設工業j 60,000 高知市
みたに産業j 60,000 高知市

麻生商事j 60,000 福岡市
岩崎建設j 60,000 福岡市
大石産業j 96,000 北九州市
貝島化学工業j 60,000 福岡市
三興バルブ継手j 60,000 福岡市
j翔薬 54,000 福岡市
j新出光 120,000 福岡市
j正興電機製作所 156,000 福岡市
第一交通産業j 1,144,000 北九州市
タカ食品工業j 120,000 みやま市
j筑豊製作所 54,000 福岡県新宮町
I天神会 60,000 久留米市
ＴＯＴＯj 300,000 北九州市
西日本自動車j 60,000 福岡市
西日本鉄道j 500,000 福岡市
日本乾溜工業j 100,000 福岡市
日之出水道機器j 84,000 福岡市
福岡ひびき信用金
庫

120,000 北九州市

松山建設j 60,000 福岡県築上町
j安川電機 1,500,000 北九州市
h今右衛門 120,000 佐賀県有田町
g伊万里建設業協
会

70,000 伊万里市

j大石膏盛堂 75,000 鳥栖市
g小城建設業協会 59,000 小城市
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
g唐津建設業協会 99,000 唐津市
g杵島建設業協会 81,000 武雄市
g建設業協会佐賀 146,000 佐賀市
佐賀宇部コンク
リート工業j

60,000 佐賀市

佐賀県有明海漁業
e

120,000 佐賀市

佐賀県遊技業e 60,000 佐賀市
j佐電工 130,000 佐賀市
東亜工機j 120,000 鹿島市
j戸上電機製作所 120,000 佐賀市
西九州トヨタ自動
車j

60,000 佐賀市

日本建設技術j 120,000 唐津市
久光製薬j 1,810,000 鳥栖市
j福岡商店 120,000 佐賀市
富士建設j 60,000 佐賀県白石町
g藤津建設業協会 71,000 鹿島市

j馬渡商会 60,000 武雄市
宮島醤油j 60,000 唐津市
大和酒造j 60,000 佐賀市
安達j 120,000 長崎市
j有明商事 60,000 諫早市
jイシマル 120,000 長崎市
I協治会 240,000 長崎市
扇精光j 60,000 長崎市
九州ガスj 204,000 諫早市
九州電通j 180,000 大村市
協和機電工業j 120,000 長崎市
黒瀬建設j 120,000 西海市
後藤運輸j 60,000 長崎市
j西海建設 120,000 長崎市
タイヘイj 60,000 長崎市
大洋技研j 60,000 長崎市
j田浦組 60,000 長崎市
宅島建設j 60,000 雲仙市
jチョープロ 120,000 長崎県長与町
j東美 84,000 長崎市
長崎空港ビルディ
ングj

180,000 大村市

長崎自動車j 300,000 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
社会医療法人財団
白十字会

144,000 佐世保市

平戸鉄工造船j 100,000 平戸市
j福砂屋 120,000 長崎市
j平安閣 120,000 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
本田商会j 120,000 長崎市
j丸金佐藤造船鉄
工所

180,000 長崎市

jメモリード 60,000 長崎県長与町
元船光タクシーj 120,000 長崎市
j山口組 120,000 佐世保市
ラッキー自動車j 120,000 長崎市
j渡辺造船所 324,000 長崎市
出田実業j 54,000 熊本市
g熊本県法面保護
協会

60,000 熊本市

f球磨衛生設備管
理公社

60,000 熊本県多良木
町

g熊本県建設業協
会

60,000 熊本市

g熊本県建設業協
会（舗装部会）

60,000 熊本市

熊本県砕石業協同
組合連合会

60,000 熊本市

熊本県内陸砂利工
業組合

60,000 熊本市

j 熊 本 ホ テ ル
キャッスル

60,000 熊本市

j小竹組 60,000 熊本市
人吉衛生設備管理
f

60,000 人吉市

陸上貨物運送事業
労働災害防止協会

60,000 熊本市

jアステム 120,000 大分市
臼杵運送j 60,000 臼杵市
梅林建設j 1,212,000 大分市
g大分県建設業協
会

240,000 大分市

g大分県建設業協
会（大分支部）

108,000 大分市

g大分県建設業協
会

120,000 国東市

g大分県建設業協
会

120,000 中津市

g大分県建設業協
会

60,000 豊後高田市

大分県タクシーチ
ケット事業e

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j

120,000 国東市

大分交通j 480,000 大分市
大分製紙j 108,000 大分市
大分日産自動車j 60,000 大分市
jオーシー 60,000 大分市
鬼塚電気工事j 60,000 大分市
j佐伯建設 156,000 大分市
jジョイフル 1,000,000 大分市
j菅組 120,000 豊後高田市
藤華クラブ 360,000 別府市
西日本土木j 60,000 豊後高田市
フンドーキン醤油
j

60,000 臼杵市

�
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冊
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™
) jメンテナンス 180,000 大分市

山忠商店j 120,000 大分市
上田工業j 120,000 延岡市
雲海酒造j 100,000 宮崎市
清本鉄工j 500,000 延岡市
霧島酒造j 960,000 都城市
宮崎県信用金庫協
会

135,000 宮崎市

g宮崎県測量設計
業協会

120,000 宮崎市

宮崎トヨペットj 120,000 宮崎市
Ö原建設j 240,000 都城市
南国殖産j 500,000 鹿児島市
丸福建設j 120,000 鹿児島市
年間五万円以下の
もの

35,001,200

（政治団体分）
自動車流通政経懇
話会

10,000,000 都・港区

自由社会を守る国
民会議

103,504,106 千代田区

全国商工政治連盟 2,500,000 千代田区
全国中小企業政治
協会

100,000 都・中央区

全国不動産政治連
盟

10,000,000 千代田区

道路運送経営研究
会

2,000,000 新宿区

日住協政策研究会 1,000,000 千代田区
日本医師連盟 50,000,000 文京区
日本歯科医師連盟 30,000,000 千代田区
日本商工連盟 5,012,000 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

80,000 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

福島県医師連盟 1,036,000 福島市
福島県商工政治連
盟

72,000 福島市

福島県生活衛生営
業団体政治連盟

240,000 福島市

福島県石油政治連
盟

100,000 福島市

福島県たばこ耕作
者政治連盟

100,000 田村市

福島県農業者政治
連盟

300,000 福島市

福島県不動産政治
連盟

62,000 福島市

福島県薬剤師連盟 224,000 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

さんそう会 120,000 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
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

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

90,000 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

自由民主党山口県
農業団体支部

2,000,000 山口市

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

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 120,000 鹿島市
古川康後援会 60,000 佐賀市
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
熊本県トラック協
会政治連盟

60,000 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

240,000 大分市

大分県商工政治連
盟

120,000 大分市

g大分県薬剤師連
盟

60,000 大分市

宮崎県建設業政治
連盟

5,500,000 宮崎市

福島県歯科医師連
盟

336,000 福島市

神奈川県歯科医師
連盟

2,000,000 横浜市

年間五万円以下の
もの

2,215,400

６ 資産等の内訳
（預金等）

50,352,312

（金銭信託）
5,000,000 24. 4.24

50,940,455 23. 2. 2

42,497,262 20. 9.29

（有価証券）
国債 30,001,726

23.10. 6

（敷金）
自由民主党山口県支
部連合会

4,000,000 昭和
52. 9.30

j峯 19,373,160 13. 4. 1

浪速地所j 1,400,000 15. 9.24�
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一般財団法人静岡県
自由民主協会

2,000,000 20. 4. 1

国民改革協議会
報告年月日 25. 3.27

１ 収入総額 44,886,350

前年繰越額 39,933,174

本年収入額 4,953,176

２ 支出総額 9,393,543

３ 本年収入の内訳
寄附 4,953,012

個人分 153,012

政治団体分 4,800,000

その他の収入 164

一件十万円未満のもの 164

４ 支出の内訳
経常経費 4,001,324

人件費 2,899,583

備品・消耗品費 254,074

事務所費 847,667

政治活動費 5,392,219

組織活動費 584,884

調査研究費 7,335

その他の経費 4,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

153,012

（政治団体分）
民主党 4,800,000 千代田区
国民新党友の会
報告年月日 25. 4. 1

１ 収入総額 60,393,960

前年繰越額 121,622

本年収入額 60,272,338

２ 支出総額 60,100,100

３ 本年収入の内訳
寄附 60,270,000

個人分 270,000

団体分 10,000,000

政治団体分 50,000,000

その他の収入 2,338

一件十万円未満のもの 2,338

４ 支出の内訳
経常経費 100

事務所費 100

政治活動費 60,100,000

寄附・交付金 60,100,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
松下 章子 265,000 江東区
年間五万円以下の
もの

5,000

（団体分）
ワールドメイト 10,000,000 伊豆の国市
（政治団体分）
郵政政策研究会 30,000,000 都・港区
日本医師連盟 20,000,000 文京区
財団法人公明文化協会
報告年月日 25. 2.27

１ 収入総額 396,863,295

前年繰越額 96,714,328

本年収入額 300,148,967

２ 支出総額 295,361,942

３ 本年収入の内訳
その他の収入 300,148,967

不動産売買代金 291,380,873

不動産売買利息 8,619,127

一件十万円未満のもの 148,967

４ 支出の内訳
経常経費 24,974,097

人件費 13,531,192

光熱水費 244,620

備品・消耗品費 1,001,620

事務所費 10,196,665

政治活動費 270,387,845

組織活動費 67,999,416

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,388,429

宣伝事業費 2,388,429

寄附・交付金 200,000,000

５ 資産等の内訳
（預金等）

190,000,000

真政協会
報告年月日 25. 3.28

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

〔資金管理団体〕
あいはらくみこ後援会
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

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（第一
号）

相原久美子

公職の候補者に係る公職の
種類（第一号）

参議院議員

公職の候補者の氏名（第二
号）

相原久美子

公職の候補者に係る公職の
種類（第二号）

参議院議員

報告年月日 25. 3. 7

１ 収入総額 24,128,095

前年繰越額 1,187,906

本年収入額 22,940,189

２ 支出総額 12,460,130

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

22,940,000

あいくみレポート 1,850,000

あいはらくみこを励ます集い 21,090,000

その他の収入 189

一件十万円未満のもの 189

４ 支出の内訳
経常経費 31,720

事務所費 31,720

政治活動費 12,428,410

組織活動費 244,660

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,183,750

機関紙誌の発行事業費 1,061,850

宣伝事業費 9,869,950

政治資金パーティー開催事
業費

1,251,950

５ 特定パーティーの概要
あいはらくみこを
励 ま す 集 い
(201人)

21,090,000 函館市

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
あいはらくみこを励ます集い
（団体からの対価の支払）
自治労栃木県本部 360,000 宇都宮市

自治労茨城県本部 300,000 水戸市

全日本自治団体労
働組合

600,000 千代田区

自治労静岡県本部 360,000 静岡市

自治労長崎県本部 280,000 長崎市

（政治団体からの対価の支払）
東京自治フォーラ
ム

1,300,000 新宿区

愛 知 分 権 自 治
フォーラム

280,000 名古屋市

なにわ分権自治
フォーラム

1,480,000 大阪市

あおいかぜの会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

葛西 孝彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

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（第一
号）

葛西 孝彦

公職の候補者に係る公職の
種類（第一号）

参議院議員

公職の候補者の氏名（第二
号）

葛西 孝彦

公職の候補者に係る公職の
種類（第二号）

参議院議員

報告年月日 25. 5. 7

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

青木一彦後援会（青木 一彦）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

青木 一彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

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（第一
号）

青木 一彦

公職の候補者に係る公職の
種類（第一号）

参議院議員
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