
恒成㈱ ㈱三栄製作所 江部松商事㈱ 遠藤商事㈱ エコー金属㈱ 和平フレイズMS㈱ テクノヤマオカ
NA&HRコンサルティング
 社会保険労務士法人

㈲中野自動車商会 松崎自動車㈱ ツインバード工業㈱ 宇佐美工業㈱ ㈱ダイソウ
司法書士法人
 リンクサポート

㈱遠藤製作所
（公社）燕市シルバー
　　　　人材センター

三口（30,000円）

㈱サクライ 健康医学予防協会 ㈱曙産業 ㈱保倉設備工業 ㈲相田会計 樋山システムサポート㈱ つばさ税理士法人 ㈱吉田環境衛生公社

二口（20,000円）

祥和精工㈱ 山崎金属工業㈱ ㈲キムラ商店 ㈱山宮工業

一口（10,000円）

森井紙器工業㈱ NPO法人すまいる ㈱霜鳥設備 本間冬治工業㈱ 新潟サン石油㈱ デンタルクリニックツチヤ ㈲丸越商店 富士通フロンテック㈱新潟工場

㈱増田化学工業 ㈱とみけい ㈱和田電機 ㈱遠藤孝商店 地蔵堂タクシー㈲ ㈲滝本工務店 ㈲フカウミ 分水商工会

割烹けやき 燕市厚生福祉事業協同組合 新潟寺岡オートドア㈱ ㈱丸山自動車 燕市医師会 ㈲三起工務店 ㈱青芳 ㈱ワシザワ

㈱近藤測量設計 明道メタル㈱ 分水の里 ㈱田中鉄工所 プライムテック㈱ ㈱ワクイ ㈱捧設備 カスミヤ商店

㈱平成地所 ㈱カクセー ㈱山本鉄工所 サミット工業㈱ 新潟県環境衛生研究所 ㈱日本サンライズ 甲田内科クリニック 分水ロータリークラブ

㈱橋本電気商会 藤田金属㈱燕支店 佐藤金属興業㈱ 湧井医院 ㈱東陽理化学研究所 高山工業㈱ 小林自動車㈱ ㈱小林設計 

協同組合つばめ物流センター ㈱宮本建設 ㈱松川製作所 新潟綜合警備保障㈱県央支社 ㈲杉本運送 ㈱キントラ ㈱中央タクシー ㈱エンテック

㈲エリアドゥ 越後交通㈱介護事業部 長岡営業所 ㈱正祐総業 ㈲中島組 ㈱慎研工業 越佐観光バス㈱ ㈱柳田製作所 おもいやりの泉県央店

㈱清和モールド ㈱なごみ つばめ福祉会 ㈱えはら 介護老人保健施設エバーグリーン ㈲行田材木店 ㈱神子島製作所 新光金属㈱

㈱ヨシダ ㈱マツイフーズ ㈲富田金型製作所 町田金物㈱ ㈱江部製作所 ㈱くるまやカワカミ アイテックス㈱ ㈱田辺金具

㈲深沢建設工業 中川ステンレス㈱ ミヤマ㈱燕工場 ㈱大屋製作所 ㈱足立商店 ㈱霜鳥紙器製作所 ㈱吉田衛生 ㈱ホンダ

分水ライオンズクラブ 永田精機㈱新潟事業所 ㈲新潟医学協会事業社 ㈱氏田組 介護老人保健施設ぶんすい ㈱丸栄 ㈱山縣製作所 ㈱ヨシダ設備

小出税務会計事務所 ㈱古澤製作所 ダイヤモンド電子㈱ ㈲長谷富製作所 ㈲竹井器物製作所 ㈲笠原造園 ㈲橋本工業所 ㈱県央共同青果

㈱青山設計 ㈱アイザワ ㈱宮﨑製作所 ㈲山田製麺所 ㈱ｱｻﾉﾌｫｰﾑﾃｯｸ分水工場 南雲造園 新潟縣信用組合吉田支店 ㈱羽賀設計

新潟県央生コン㈱ ㈱藤井器物製作所 ㈲鈴木製作所 ㈱ヨシワ工業 ㈱コーケン ㈱トーダイ 太陽の園 ㈱ほしゆう

㈲飯塚石油 中村自動車㈱ ㈱星野建設 照永電機㈱新潟工場 ㈱ミツワ コトブキワークス ひまわりの園 新潟竹内ハガネ㈱

㈱喜古金型製作所 分水運送㈱ ㈱東新 ㈱米納津屋 ㈱シンドー ㈲小川建設 ㈱藤田組 ㈲フナックス

坂井眼科医院 燕市分水金融団 ㈱長谷留印刷所 地域生活支援センターやすらぎ ダスキンてらせ 三宝産業㈱ 吉田商工会 ㈱ホクエツ

燕商工会議所 吉田金属工業㈱ ㈱渡辺設計事務所 ㈲やま友 ㈲宮嶋自動車 ㈲亀倉自動車 ㈲三好屋電器 ㈱和田助製作所

㈲志田塗料店 ㈲板垣電器計装 ㈱エビス ㈲中央印刷所 セッツカートン㈱新潟工場 河合商店㈲ たごろ文具店 ㈱燕タクシー

陽光電気㈱ ㈱佐野製作所 漆原経理事務所 ㈱新興 大河津建設㈱ ロングライフあいこう燕 分水自動車整備組合 ㈱石田商店

㈱平原製作所 燕運送㈱ 星石油店 ㈱タケコシ ㈱本宏製作所 NPO法人アビリティ燕 桑原産業㈱ 新潟かがやき農業協同組合分水支店

和田ステンレス工業㈱ ㈱霜鳥製作所 ㈲近藤印刷 ㈱新越ワークス 蒲原ガス㈱ 協栄信用組合 新潟大栄信用組合 新潟かがやき農業協同組合吉田支店

吉田愛宕の園 矢代工機㈱ 藤次郎㈱ 弥彦タクシー 杉山工業㈱ スワロー工業㈱ 新潟精密鋳造㈱ 分水地区老人クラブ連合会

北越工業㈱ ㈱エムテートリマツ 桑原工業 燕市写真館協会 ㈱ヨシカワ ㈱星野電業社 ㈱エステーリンク 吉田地区老人クラブ連合会

遠藤工業㈱ ふじ環境保全㈱ ㈱熊谷農機 ㈱大平與三郎商店 ㈱タイコー 小林家具店 ㈱丸い組 燕地区老人クラブ連合会

㈱中野科学 ㈱シゲル工業 ㈱高秋化学 ㈱ミネックスメタル ㈱英慎製作所 ㈲斎藤ゴム工業 ㈲渡辺鉄工

㈱早川器物 中村ターンテック㈱ ㈲新田電機 吉田ロータリークラブ 徳永公認会計士事務所 ㈱柴山機械 なかじま歯科医院

令和４年度 賛助・特別・㊕会員 さま

会員加入にご協力ありがとうございました
企業・団体・個人の皆さまよりご賛同いただき、会員会費を頂戴しております。

経済状況の大変厳しい中、本年も多大なるご協力をいただきました。
ここに、お名前を掲載させていただくとともに、厚くお礼申し上げます。

㊕会員 年額50,000円

特別会員 一口10,000円から



㈱山忠 ㈲閑古堂 ㈱ココス 燕市手話サークル愛 ㈲下孝酒店 堀川石油㈱

春木建設㈱ 日本車いすﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟新潟県支部 ㈱大泉物産 吉田薬品工業㈱ ㈱タイコー物産 さゆりバレエスクール

銀山建築設備設計 カットウェル㈱ ㈱さかたや ㈲伊藤製作所 大森砂利採取㈱ ふれあいの家

丹野神経内科クリニック 新保八百屋 ㈱ワダコーポレーション ㈲西片植木園 ㈲蓮沼食品 ねむの木工房

㈱金子商店 あいせき㈱ ㈲田上建築 幸田印刷 ㈲東屋 横田造園

遠藤石油㈱ ㈱本田石材 ㈲さくら電機商会 魚竹本館 ㈱赤川器物製作所 ㈲長谷川自動車

㈱セキヤ 燕物産㈱ 燕振興工業㈱ ㈲加藤造園 ㈲森田精工 ㈱山野電気工事

三部正哉司法書士事務所 ㈲荒木熔接工業所 介護老人保健施設てらどまり 高藤石油店 燕石油販売㈱ 分水プロパン㈱

小林工業㈱ ㈱井上砂利店 ㈱吉田建設　燕営業所 ㈱近山禮吉商店 ㈱R-CRAFT ㈲渡金分店

㈲みどりや 石崎防災電設㈱ 平松輪業 キナレヤ ニシカタ ㈱高野建設

小川薬局 ㈲魚庄 ㈱中山石油 土手源 燕市手をつなぐ親の会 ㈱松澤鉄工

米五酒店 燕西蒲法人会 ㈱中元組燕営業所 ㈲テクノプロ・タカイ NPO法人らいふすてーじ ㈱平成　セレモニーホール分水

㈱日本メタルワークス ㈲トサク食品 ㈲マルフク印刷 ＴＭＫ ㈱Noseつばめ療育館 ㈲加藤造園

(社)県央研究所 藤田化成㈱ 燕市吉田手をつなぐ育成会 ㈲美寄車体 ㈱清水工業

中長冷蔵製氷㈱ ㈲清水屋商店 金伊工業㈱ ㈲酒井熔接 ㈲山﨑自動車

㈲古川電装工業 ㈱関越サービス ㈱丸長建設 ㈲井上自動車 つばめケアセンターそよ風

大河津郵便局 まいらいふ吉田 ㈱タンケンシールセーコウ 新印食品㈱吉田営業所 三栄自動車販売㈱

㈱朝日 保険のカトウ ㈲深澤車体整備工場 ヘアサロンアップル 原田乳業㈱

燕市肢体不自由児者父母の会 本間医院 宮島石油販売㈱ ㈱マツイ ㈱河富

㈲コウエイ ㈲プリントぶんすい さとう歯科クリニック ㈲カーショップ小柳 パティスリーアンジュ

與七鮮魚 ㈱荒澤製作所 分水一の山印刷 一心堂印房 ㈱ミツル 令和４年９月３０日現在

長岡三古老人福祉会 ㈱繁原設備工業 ㈱日野庄商店 ㈲磯崎製作所新潟工場 北村税務会計事務所 敬称略・順不同

賛助会員 一口1,000円から

この他にも、本会役員、評議員、民生委

員・児童委員、個人の皆さまよりご協力

をいただきました。


