
㈱アサヒ ㈱遠藤製作所 燕運送㈱ 山崎金属工業㈱ コトブキワークス ㈱米納津屋 ㈱正祐総業 北越工業㈱ 分水地区老人クラブ連合会

㈱アベキン ㈱遠藤孝商店 燕市厚生福祉事業協同組合 ㈲吉岡洋食器 ㈱霜鳥設備 ㈲宮嶋自動車 なかじま歯科医院 ㈱丸山自動車 吉田地区老人クラブ連合会

㈱荒澤製作所 熊倉シャーリング㈲ ㈱なごみ 和平フレイズMS㈱ ㈱とみけい ㈱羽賀設計 テクノヤマオカ ㈱ミツワ 燕市民生委員児童委員協議会

㈱内山熔接工業 恒成㈱ ㈱長谷留印刷所 ㈱ハセテック 小林自動車㈱ ㈱石田商店 新潟大栄信用組合 陽光電気㈱ 今井　壽子

㈲エーワン・プリス 佐藤金属興業㈱ フジイコーポレーション㈱ ㈲ダイテック　タナカ ㈲橋本工業所 越後中央農業協同組合分水支店 新潟精密鋳造㈱ ㈲渡辺鉄工 有坂　三四

江部松商事㈱ ㈱柴山機械 細山歯科医院 ㈱FUJISAKI ㈱星野建設 大河津建設㈱ ㈱古澤製作所 ㈱和田電機

㈱エムテートリマツ ㈱シンドー ㈱北川堂製作所 アイテックス㈱ ㈱山縣製作所 小川薬局 ㈲中野自動車商会 ㈱ミツル

越後中央農業協同組合燕支店 ㈱清和モールド ㈱宮﨑製作所 河合商店㈲ ㈱吉田衛生 桑原工業 分水商工会 ㈱平原製作所

遠藤商事㈱ ㈱タケダ ㈱柳田製作所 越後中央農業協同組合吉田支店 吉田金属工業㈱ ㈱コーケン 分水運送㈱ ㈱エステーリンク

五智整骨院 ㈱相重 富樫医院 ㈱森井 ㈱サカジュン ㈲富久屋 本間医院

小林工業㈱ あいせき㈱ 登坂金属㈱ ㈲森田精工 坂爪工業㈱ ㈱藤井器物製作所 ㈱丸い組

㈲小林建築 ㈱青芳 ㈱トサカプレス 矢代工機㈱ 小湊歯科医院 ㈱ホクエツ ㈱ヨシダ設備

㈱小林住設 青山医院 ㈲富田金型製作所 ㈲山﨑自動車 ㈱酒井商店 ㈲保倉スポット 横田造園

㈱小林辰美商店 ㈱青山設計 ㈲ナガオ 丸山ステンレス㈱ 笹川産業㈱ 紅屋呉服店 ㈱ワシザワ

齋藤歯科医院 ㈱赤川器物製作所 ㈲永田組 ㈱松縄文五郎商店 ㈱更科製作所 本間冬治工業㈱ ㈲やま友

㈱齋藤金型製作所 ㈲赤塚プレス 中村自動車㈱ ㈱ワクイ ㈱志田洋行 ㈱丸栄紙器製作所 ㈱ヨシダ

㈱サイトウ電設 アキラ産業㈱ 燕商事㈱ 宗村化工㈱ ㈲松月 ㈱マテック ㈱吉田建設燕営業所

サカイ電器 ㈱足立商店 新潟大洋㈱ ㈱ワダコーポレーション ㈱鈴木組 丸七㈱ ㈱渡辺設計事務所

桜井機工 ㈱阿部製作所 新潟県労働金庫燕支店 ル・サンス美容室 ㈲白崎研磨 ㈲マルフジ電機 ㈱山野電気工事

笹川農機㈱ 荒木内科医院 西沢電気工事店 ㈱和田助製作所 白根屋菓子店 ㈱瑞穂医科工業燕製作所 ㈲みどりや

㈱サクライ 安藤医院 日本金属洋食器工業組合 アートスペースリキ ㈱ダイソウ ㈲皆川工業所 ㈱くるまやカワカミ

㈲佐野ガス水道工事店 飯塚金属㈱ ㈱日本デンカ ㈲相場ウェルデング 高畑㈱ ㈲丸山屋 與七鮮魚

㈱佐野製作所 池田工業㈱ ㈱日本メタルワークス 青木モータース タカクワテクニカル㈱ ㈱柳原組 ㈲イノマタ印刷工芸

㈱佐野溶接所 ㈲石圭金型工業 白鳥化学㈱ ㈱曙産業 ㈲武政製作所 宮川精工㈱ ㈲杉山製作所

サミット工業㈱ 今井金型 パシフィックモーター㈱ ㈱青又商店 高橋商事㈱ ㈲山儀工業所 泉保育園・第2泉保育園母の会 市民のみなさま
㈲三和システム電機 ㈲漆原紙器製作所 ㈲長谷富製作所 ㈲阿部鉄工所 竹越工業㈱ 横山電機 燕パソコンサークル一笑会

㈲志田塗料店 ㈱英慎製作所 原田乳業㈱ 池田物産㈱ 高橋園 吉田洋食器製作所 小林　福子 自治会長さま
七里書店 ㈱エフオーケーシステム 春木建設㈱ ㈱イケダ ㈱高松製作所 ㈱よこやま 小澤　悦郎

㈱渋木プレス ㈱江部製作所 樋山化学工業所 ㈱池田鋼材店 ㈲竹内化粧品店 ㈱繁原設備工業 亀山　啓子 民生委員児童委員さま
㈱清水工業 ㈱YDThree 樋山システムサポート㈱ ㈱石駒 ㈱田崎製作所 ㈲米山利器 渋木　秋三

㈲清水屋商店 ㈱エンテック ㈲広川工場 ㈱内山製作所 田三金属㈱ 旭金属工業㈱ 髙山　成子 学校・こども園・保育園・幼稚園

㈱霜鳥製作所 遠藤工業㈱ ㈱ヒロショウ ㈱イトー金型 ㈱タマハシ 越後吉田郵便局 のみなさま
㈲白倉製作所 遠藤石油㈱ ㈲深海金物製作所 内山自動車 燕紙化成㈱ コーダ工業㈱

㈱新興 遠藤労務管理事務所 ㈱藤井石油 江口呉服店 燕器工㈱ ㈱近藤測量設計 燕市役所のみなさま
新光金属㈱ ㈲大塚プレス工業所 ㈱フジサワ エブリーデリス燕古沢店 燕シェルサービス㈱ 新印食品㈱吉田営業所

㈱新越ワークス ㈱大原研磨 ㈱ファンドリー ㈱オキノテック 燕商工デザイン社 ㈱東新 吉田県立病院のみなさま
㈱新武 ㈲小澤工業 藤次郎㈱ ㈲大滝鉄工所 つばめ接骨院 ㈱藤田組

杉山工業㈱ ㈲小田治製作所 ㈲古川電装工業 ㈱大湊製作所 ㈲ツバメファーム 新潟エースロープ㈱ 募金箱設置に
スワロー工業㈱ ㈱神子島製作所 ㈲深海鉄工所 ㈲笠敏工業所 燕モータース㈱ 保険のカトウ ご協力いただいた
㈱大光銀行燕支店 ㈱片岡機工 ホームサービス佐藤 ㈱オダジマ ㈱土井商店 ㈱ほしゆう 銀行・医師会
高桑歯科医院 ㈲片力商事 ㈱本多自動車 小柳金型製作所 ㈱トーダイ 森井紙器工業㈱ 施設・店舗のみなさま
㈲高橋鉄工所 金伊工業㈱ 本多モータース 笠原木工㈱ ㈱トミタ 新潟綜合警備保障㈱県央支社

㈱タケコシ ㈲金仁製作所 本間医院 加藤工業㈲ 鳥部税理士事務所 堀川石油㈱ 街頭募金の会場を提供
㈱田巻製作所 ㈲かねまつ商店 ㈱本間技工 ㈲かなや ㈱外山製作所 ㈱ｱｻﾉﾌｫｰﾑﾃｯｸ分水工場 いただいた店舗のみなさま
㈲中央金属工業 ㈲河内電業舎 本間石油店 ㈲柄沢 中川ステンレス㈱ カスミヤ商店

㈱角田製作所 川崎自動車㈱ 丸田工業㈱ 川上合成㈱ ㈲中林金型 ㈱さかたや

㈱燕鋼板コンポー ㈱川分合成製作所 ㈱丸谷製作所 ㈲川俣工作所 ナカヤマ紙工㈱ 地蔵堂タクシー㈲

㈱セキヤ ㈱喜古金型製作所 丸穂工業㈱ カンコー商店 白鷗舎クリーニング ㈱霜鳥紙器製作所

燕振興工業㈱ 協栄信用組合 丸山自研㈲ ㈱カンダ 西村プレス 新保八百屋

㈱燕タクシー 協和金属工業㈱ 山文ステンレス㈱ ㈲キハラワークス ㈲野島自動車商会 たごろ文具店

つばさ税理士法人 ㈱玉川堂 ㈱ミネックスメタル ㈱協電舎 ㈲長谷元 ㈲中島組

㈲中央印刷所 光新産業㈱ ミヤマ㈱燕工場 協立工業㈱ ㈱林田砲金所 新潟県央生コン㈱

セントラルコンサルティング㈱ ㈱工電社 ㈱北越整備 ㈱久保田伸銅所 原工業㈱ ㈲プリントぶんすい

㈲東燕化学工業所 小関梱包運輸㈲ ㈱モーターズ坂井 ケンイー工業㈱ 美容クリーム ㈲ﾏｻﾙﾓｰﾀｰｽ商会

共同募金運動にご協力ありがとうございました 今年度も多くの皆さまよりあたたかい善意の募金をおよせいただきました。
募金の実績と、ご協力いただきました企業・団体の皆さまをご紹介させていただきます。

（令和3年12月21日現在/順不同・敬称略）

【１０万円】

【１万円】

【その他】

【２万円】

㈱マツイフーズ
㈲相田会計 三宝産業㈱

祥和精工㈱ 明道メタル㈱

【３万円】
㈱春陽工業

アイチテクノメタルフカウミ㈱

燕地区老人クラブ連合会

【３０万円】

㈱三栄製作所

【５万円】
㈲愛光園

社会福祉法人 行雲

㈱山宮工業


