
事業所名 ＵＲＬ H30協賛金

遠州トラック（株） http://www.enshu-truck.co.jp/ 11,000,000

（株）佐野 http://www.kksano.co.jp/ 5,000,000

（株）サンワネッツ http://www.sanwanets.co.jp/ 3,000,000

コジマヤ興業（株） http://dennki.co.jp/15.html 3,000,000

フクロイ乳業（株） http://www.fukuroi-milk.co.jp/ 3,000,000

静岡製機（株） http://www.shizuoka-seiki.co.jp/ 3,000,000

豊田肥料（株） http://www.toyodahiryo.jp/ 3,000,000

さわやか（株） http://www.genkotsu-hb.com/ 1,500,000

サントリー金麦 http://www.suntory.co.jp/beer/kinmugi/ 1,500,000

静岡新聞社・静岡放送 http://www.at-s.com/ 1,500,000

日研フード（株） http://nikkenfoods.co.jp/ 1,500,000

ＮＳＫワーナー（株） http://www.nsk-warner.com 1,250,000

ミネベアミツミ（株） http://www.minebeamitsumi.com/ 1,250,000

塚本建設（株） https://tsukamotokensetsu.com/ 1,250,000

（株）西尾商事 http://www.nishio-net.com/index.html 1,200,000

（株）コーシンサービス http://www.koshinservice.co.jp/ 1,000,000

（株）西山技研・（株）西山板金工業 http://www.nishiyama-group.co.jp 1,000,000

（株）藤友物流サービス http://www.toyu-distribution.co.jp 1,000,000

丸尾興商（株） http://www.maruo.ne.jp 1,000,000

丸明建設（株） http://www.marumei.co.jp/ 1,000,000

大塚製薬（株）袋井工場 http://www.otsuka.co.jp/ 750,000

ポーラ化成工業（株） http://www.pola-rm.co.jp/ 700,000

（株）エコア総合設計 http://www.ecoa-sogo.co.jp/ 500,000

（株）サンエー化研 袋井工場 http://www.sun-a-kaken.co.jp/ 500,000

（株）スズキ自販浜松 http://sj-hamamatsu.jp/ 500,000

（株）ヒロテック http://www.herotec-inc.com/ 500,000

（株）永井組 http://www.nagaigumi.co.jp/ 500,000

（株）アカデミージャパン http://www.academy-japan.co.jp/ 500,000

ダイオ化成（株） http://www.dionet.jp/ 500,000

凸版印刷(株) http://www.toppan.co.jp/ 500,000

永田内科・消化器科医院 http://www.myclinic.ne.jp/nagata_naika/ 500,000
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ニチアス（株）袋井工場 http://www.nichias.co.jp 500,000

ヤマハ発動機（株） http://global.yamaha-motor.com/jp/ 500,000

法多山　尊永寺 http://www.hattasan.or.jp/ 500,000

（株）西部給食 http://www.hama-kyu.com/ 400,000

（株）ナカヤ http://www.k-nakaya.com/ 350,000

にしたな（株） http://www.nishitana.jp/ 305,000

（株）アップフロント　モバイル事業部 http://www.ds-asaba.jp 300,000

（株）静岡銀行 袋井支店 http://www.shizuokabank.co.jp/ 300,000

（株）創建 http://www.iki2home.co.jp/ 300,000

（株）兵藤 http://www.hyo-do.com/ 300,000

（株）和孝産業 http://www.wako-sangyo-dai2.co.jp/ 300,000

学校法人静岡理工科大学 http://www.sist-net.ac.jp/ 300,000

ハウス食品（株）静岡工場 http://housefoods.jp/ 300,000

（有）新日邦 http://www.concorde-gr.co.jp/ 300,000

ユニ・チャームプロダクツ（株）静岡工場 http://www.unicharmproducts.co.jp/ 300,000

和光商事（株） http://www.yawaraginoyu.co.jp/ 300,000

遠州中央農業協同組合　袋井支店 http://jaenchu.ja-shizuoka.or.jp/ 300,000

掛川信用金庫 http://www.kakeshin.co.jp/ 300,000

大和ハウス工業（株） http://www.daiwahouse.co.jp/ 300,000

磐田信用金庫 http://www.iwashin.co.jp/ 300,000

（株）海遊社　石田　毅司 http://www.290.jp 250,000

（株）セントラルサービス http://central-service-hp.jimdo.com/ 250,000

高雄工業(株)静岡工場 http://www.takao-net.co.jp 250,000

市川組（株） http://ichikawagumi.com/ 250,000

寺田石材工業（株） http://www.t-gr.co.jp 250,000

（株）山下金型 http://www.y-mold.co.jp/ 200,000

（株）邦和工業 http://www.howa-kogyo.co.jp/ 200,000

大興産業（株）袋井営業所 http://www.daiko-sangyo.co.jp/ 200,000

天龍製鋸（株） http://www.tenryu-saw.com/ 200,000

フジセーレック（株） http://www.fujiselec.co.jp/ 180,000

サンワ化学（株） http://sanwa-kagaku.com/ 150,000

ひしだい製茶（株） http://www.hishidai.co.jp/ 150,000
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石川建設（株） http://www.ishikawa-cnst.co.jp/ 150,000

（株）ボン・シック http://www.bon-chic.jp/ 122,000

ホテル観世 http://www.hotel-kanze.com 120,000

（株）岡村総建 www.okamura-souken.com 110,000

静岡県温室農業協同組合　クラウンメロン支所 http://www.crown-melon.co.jp/ 110,000

文化シヤッター（株） http://www.bunka-s.co.jp 105,000

（株）愛野 http://www.the-house-aino.co.jp/ 100,000

（株）原田工務店 http://sweet-home.jp/ 100,000

（株）静岡カントリー袋井コース http://www.scg.jp/ 100,000

（株）大王 http://www.daio.jp 100,000

（株）八ヶ代造園 http://www.yagashiro-ｌs.co.jp 100,000

（有）おしゃれの店村松屋 http://muramatuya.co.jp 100,000

ＡＳＴＩ(株) http://www.asti.co.jp/ 100,000

油山寺 http://yusanji.jp/ 100,000

オールスタッフ（株） http://www.allstuff.co.jp/ 100,000

(株)アーガス http://wwww.argusnet.co.jp 100,000

（株）メロー静岡 http://www.mero-shizuoka.ecnet.jp/ 100,000

（株）望月プレス工業所 http://www.mochipre.co.jp 100,000

（株）リサイクルクリーン http://www.recycle-clean.co.jp 100,000

宗教法人　可睡斎 http://www.kasuisai.or.jp/ 100,000

鈴与（株） http://www.suzuyo-holdings.co.jp/suzuyogroup.html 100,000

高砂フードプロダクツ（株） http://www.takasagofood.co.jp/ 100,000

ネオファーマジャパン（株） http://www.neopharmajp.co.jp 100,000

ﾌｫﾙﾎﾞ･ｼﾞｰｸﾘﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） http://www.forbo-siegling.co.jp/ 100,000

袋井観光開発（株） http://www.fukuroikanko.com/ 100,000

袋井市観光協会 http://www.fukuroi-kankou.jp/ 100,000

日本コヴィディエン（株）袋井工場 http://www.medtronic.co.jp/ 100,000

鈴木製機（株） http:/www.szk-s.co.jp 100,000
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