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１．会場建設費寄付者一覧（敬称略、順不同）

岩谷産業株式会社 大阪ガス株式会社

株式会社クボタ ＪＲ西日本グループ

積水ハウス株式会社 一般社団法人全国銀行協会

大和ハウス工業株式会社 西日本電信電話株式会社

日本生命保険相互会社 パナソニック ホールディングス株式会社

住友電気工業株式会社 第一生命保険株式会社

株式会社竹中工務店 株式会社みずほフィナンシャルグループ

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 株式会社りそな銀行

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 三菱電機株式会社

住友化学株式会社 阪急阪神ホールディングスグループ

明治安田生命保険相互会社 レンゴー株式会社

SOMPOホールディングス株式会社 住友不動産株式会社

伊藤忠商事株式会社 鹿島建設株式会社

シスメックス株式会社 株式会社住友倉庫

丸紅株式会社 三井不動産株式会社

株式会社大林組 住友ファーマ株式会社

住友金属鉱山株式会社 住友ゴム工業株式会社

株式会社三井住友銀行 株式会社鴻池組

塩野義製薬株式会社 株式会社錢高組

株式会社大和証券グループ本社 住友林業株式会社

住友重機械工業株式会社 住友生命保険相互会社

住友商事株式会社 関西エアポート株式会社

サントリーホールディングス株式会社 株式会社シマノ

セコム株式会社 ダイキン工業株式会社

大同生命保険株式会社 日本郵政株式会社

株式会社博報堂ＤＹホールディングス 日立造船株式会社

丸一鋼管株式会社 株式会社奥村組

阪和興業株式会社 住友ベークライト株式会社

三井住友建設株式会社 住友電設株式会社

アート引越センター株式会社 ALSOK（綜合警備保障株式会社）

株式会社池田泉州ホールディングス 稲畑産業株式会社

小野薬品工業株式会社 株式会社カプコン

株式会社関西みらい銀行 関包スチールホールディングス株式会社

株式会社かんぽ生命保険 株式会社きんでん

京阪ホールディングス株式会社 鴻池運輸株式会社

サラヤ株式会社 住友大阪セメント株式会社

株式会社ダイセル ダイビル株式会社

株式会社ダイフク 株式会社ダイヘン

株式会社ダスキン 中外製薬株式会社

株式会社椿本チエイン 東洋紡株式会社

長瀬産業株式会社 日本郵便株式会社

日本ペイントホールディングス株式会社 株式会社ノーリツ

株式会社長谷工コーポレーション 三ツ星ベルト株式会社

寄付者名

寄付者のご芳名
※公表に同意をいただいた方のみ掲載しています。



ヤンマーホールディングス株式会社 株式会社ゆうちょ銀行

株式会社ユニオン 株式会社リクルート

ロート製薬株式会社 一般社団法人日本建設業連合会　社会貢献活動協議会

株式会社オプテージ 日新電機株式会社

吉本興業ホールディングス株式会社 アステラス製薬株式会社

参天製薬株式会社 積水化学工業株式会社

日本板硝子株式会社 日本製鉄株式会社

コクヨ株式会社 住友精化株式会社

株式会社みなと銀行 関西ペイント株式会社

関電不動産開発株式会社 株式会社サクラクレパス

ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社 西日本高速道路株式会社

不二製油グループ本社株式会社 ＪＦＥスチール株式会社

江崎グリコ株式会社 株式会社関電エネルギーソリューション

株式会社栗本鐵工所 一般社団法人不動産協会

株式会社カネカ 共英製鋼株式会社

株式会社髙島屋 ＴＩＳ株式会社

ローム株式会社 株式会社テクノアソシエ

富士電機株式会社 エース証券株式会社

株式会社ＡＤＫホールディングス 象印マホービン株式会社

タカラスタンダード株式会社 タカラベルモント株式会社

中西金属工業株式会社 株式会社日建設計

株式会社広瀬製作所 株式会社フジキン

守口門真商工会議所 双日株式会社

株式会社神戸製鋼所 株式会社東光高岳

久門紙器工業株式会社 摂津倉庫株式会社

横河電機株式会社 エスケー化研株式会社

エスペック株式会社 株式会社大阪取引所

株式会社関電L&A 株式会社高麗貿易ジャパン

大幸薬品株式会社 大日本除虫菊株式会社

津田産業株式会社 株式会社鶴見製作所

日本ピラー工業株式会社 株式会社ニュージェック

株式会社フジコー マツ六株式会社

丸大食品株式会社 柳金属産業株式会社

阪神高速道路株式会社 株式会社マキタ

大同生命保険株式会社（納税協会ﾋﾞｯｸﾞﾊｰﾄ・ﾈｯﾄﾜｰｸ） アンリツ株式会社

堺化学工業株式会社 新明和工業株式会社

一般社団法人全国信用金庫協会 泉州電業株式会社

株式会社太鼓亭 大庫洋紙株式会社

ナミデン株式会社 株式会社ヤハタ

ＣＢＣ株式会社 大路建設株式会社

株式会社スリート 株式会社タブチ

株式会社二葉・ホテルアイボリー マリンフード株式会社

大阪シティ信用金庫 大阪信用金庫

小泉株式会社 白山殖産株式会社

株式会社ダイネツ 大洋電機株式会社

田中紙管株式会社 株式会社戸上電機製作所

豊建商事株式会社 丹羽トラスト株式会社

株式会社ババ フィガロ技研株式会社

株式会社紅中 ホシデン株式会社



愛知製鋼株式会社 大同特殊鋼株式会社

株式会社稲田歯ブラシ 大裕鋼業株式会社

八尾市都市開発株式会社 八尾ビルディング株式会社

社会福祉法人由寿会 日鉄ステンレス株式会社

トピー工業株式会社 山陽特殊製鋼株式会社

株式会社モンベル ヨシザワＬＤ株式会社

株式会社アオノ 浅香工業株式会社

株式会社アサノ 株式会社アダチ

アダチ食品株式会社 株式会社アビリティ

有光工業株式会社 株式会社アールエスタイチ

株式会社アルゴシステム 茨木商工会議所

株式会社インターグループ 植田工業株式会社

永和信用金庫 エノモト工業株式会社

エムケイ産業株式会社 学校法人エール学園

大阪商工信用金庫 大阪冶金興業株式会社

株式会社大西 奥村組土木興業株式会社

株式会社小倉屋山本 株式会社カサタニ

株式会社加地テック 交野カントリー倶楽部

株式会社加藤均総合事務所 門真園芸株式会社

要薬品株式会社 川壽不動産株式会社

川村義肢株式会社 関西食品工業株式会社

北おおさか信用金庫 株式会社キタムラ産業

近畿金属株式会社 近畿刃物工業株式会社

栗原工業株式会社 元禄産業株式会社

幸南食糧株式会社 株式会社神戸ポートピアホテル

江綿株式会社 國陽電興株式会社

株式会社小山金属工業所 株式会社さくらケーシーエス

株式会社サンエース 三洋金属熱錬工業株式会社

株式会社三和鋲螺製作所 下西技研工業株式会社

医療法人仁泉会 株式会社伸和製作所

誠信建設工業株式会社 第一樹脂工業株式会社

大建管理株式会社 大国電機株式会社

ダイコロ株式会社 大通物産株式会社

ダイネツ商事株式会社 株式会社高階

髙田紙器株式会社 タチバナテクノス株式会社

辰野株式会社 株式会社近正

株式会社塚谷刃物製作所 月盛工業株式会社

株式会社テラモト 株式会社中尾清掃

中川企画建設株式会社 ナカバヤシ株式会社

ナミテイ株式会社 株式会社ニチコ

株式会社新田総合開発 日本カタン株式会社

日本精器株式会社 株式会社日本ビジネス開発

丹羽　達也 八文字会計事務所　八文字　正裕

株式会社白鋼 馬場　保弘

林ベニヤ産業株式会社 阪南倉庫株式会社

株式会社土方商店 日野建設工業株式会社

枚方信用金庫 広瀬化学薬品株式会社

福農産業株式会社 富士電子工業株式会社

布施公設市場事業協同組合 株式会社フセラシ

株式会社豊興 豊国製油株式会社

ホソカワミクロン株式会社 北港商事株式会社

株式会社北港ロード 堀富商工株式会社



株式会社マークラー神戸 株式会社万代

株式会社マンダム 三河電機株式会社

医療法人みどり会　中村病院 株式会社ミヤナガ

村上木材株式会社 明星金属工業株式会社

山本産業株式会社 ローバル株式会社

株式会社ロブテックス ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社

北陸電気工業株式会社 三菱製鋼株式会社

株式会社淀川製鋼所 東洋鋼鈑株式会社

大平洋金属株式会社 日本高周波鋼業株式会社

日本重化学工業株式会社 日立金属株式会社

株式会社芝浦電子 株式会社日本製鋼所

石原ケミカル株式会社 大阪建築金物卸商協同組合

大阪港木材倉庫株式会社 大阪木材市場株式会社

株式会社大阪木材相互市場 株式会社岡田金属工業所

オーツケミカル株式会社 川西倉庫株式会社

株式会社関西木材市場 近畿防蝕株式会社

株式会社久我 久我市売木材株式会社

株式会社国華園 株式会社コーベヤ

ゼット販売株式会社 泉都興業株式会社

ナカオ金属工業株式会社 一般社団法人日本建築材料協会

株式会社ノザワ 白鶴酒造株式会社

株式会社フィオーレ 森本倉庫株式会社

山下敷物株式会社 ワールドダイブ株式会社

ボンビラー株式会社 足立　五郎

ＦＣＮＴ株式会社 株式会社大阪プラスチックモデル

近畿工業株式会社 株式会社弘進製作所

株式会社瑞光 株式会社セリオス

双信電機株式会社 株式会社大五

株式会社タンデム ティアック株式会社

有限会社中村水工商会 株式会社浪忠

浜本保険株式会社 パロス・ヴェルデス株式会社

不易糊工業株式会社 株式会社富士セラミックス

ヤング開発株式会社 株式会社岩田良

平成自動車工業株式会社 株式会社アマデラスホールディングス

株式会社大島 オオヤ電機株式会社 

株式会社オーディオテクニカ 株式会社小林塗料産業

武田　家明 千代田商事株式会社

辻󠄀川産業株式会社 中川　勝弘

日本トランスシティ株式会社 寝屋川編物株式会社

平松　正幸 株式会社フジタ

藤田鉄網商工株式会社 株式会社池田

オーエッチ工業株式会社 株式会社おおきに商店

大森　正 株式会社ＯＧＡＴＥ

株式会社貝塚工務店 角野　弘

株式会社関西宮城 株式会社カンマコーポレーション

木戸　栄二 極東開発工業株式会社

株式会社坂本木材 有限会社酒商川十

株式会社ＪＥＣＣ ジャパン建材株式会社



末広工業株式会社 末廣精工株式会社

有限会社中央サポート 株式会社とうざい

東播電設工業株式会社 東洋技研コンサルタント株式会社

永井　洋幸 株式会社中川製作所

社会保険労務士法人ながたき事務所 中田木材工業株式会社

株式会社野口組 信原　智彦

株式会社浜田工務店 播州商運倉庫株式会社

阪神内燃機工業株式会社 株式会社阪南メンテナンス

株式会社ピクセラ 久野水道株式会社

一般社団法人平林会 平林会木材協同組合

藤浦産業株式会社 フジ産業株式会社

北材商事株式会社 松垣薬品工業株式会社

株式会社都エンタープライズ ヤマチョー株式会社

米田　幸司 髙見　篤志郎

藤井　秀雄 出口　庸平

湯川　昌子 井上自動車工業所　西村　啓

王少飛 河原品質管理コンサルティング

サンＥ企画 島崎　公一

島津　浩之 辻󠄀建設

西野そろばん学習教室

２．その他（除く会場建設費）寄付者一覧（敬称略、順不同）

株式会社りそな銀行 株式会社関西みらい銀行

株式会社みなと銀行 大阪ディスプレイ協同組合

大阪府中小企業団体中央会 損害保険ジャパン株式会社

株式会社キュアテックス 株式会社BMファン

WWB株式会社 株式会社マッス

ニチレイマグネット株式会社

3．その他　ご協力いただいた団体一覧（敬称略、順不同）

一般社団法人日本鉄鋼連盟 一般社団法人大阪府木材連合会

以　上

寄付者名

団体名


