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１．会場建設費寄付者一覧（敬称略、順不同）

住友電気工業株式会社 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

株式会社竹中工務店 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

第一生命保険株式会社 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 清水建設株式会社

株式会社住友倉庫 丸紅株式会社

三井物産株式会社 三井不動産株式会社

株式会社大林組 サントリーホールディングス株式会社

ダイキン工業株式会社 住友生命保険相互会社

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

株式会社村田製作所 株式会社シマノ

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

大成建設株式会社 住友商事株式会社

関西エアポート株式会社 セコム株式会社

大同生命保険株式会社 東洋紡株式会社

日産自動車株式会社 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 三菱商事株式会社

一般社団法人日本建設業連合会　社会貢献活動協議会 三井住友海上火災保険株式会社

アステラス製薬株式会社 アート引越センター株式会社

株式会社奥村組 阪和興業株式会社

富士通株式会社 住友ベークライト株式会社

三井住友建設株式会社 三菱地所株式会社

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。

寄付者名



三菱重工業株式会社 住友電設株式会社

日新電機株式会社 株式会社淺沼組

アサヒグループホールディングス株式会社 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 キヤノン株式会社

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 コクヨ株式会社

サラヤ株式会社 株式会社SCREENホールディングス

住友大阪セメント株式会社 株式会社ダイセル

大日本印刷株式会社 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 豊田通商株式会社

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 富士フイルムホールディングス株式会社

三ツ星ベルト株式会社 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

株式会社オプテージ 吉本興業ホールディングス株式会社

石油連盟 関西ペイント株式会社

株式会社サクラクレパス 参天製薬株式会社

積水化学工業株式会社 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社

西日本高速道路株式会社 日本板硝子株式会社

不二製油グループ本社株式会社 株式会社堀場製作所

日本製鉄株式会社 キッコーマン株式会社

住友精化株式会社 DMG森精機株式会社

株式会社　東芝 バンドー化学株式会社

一般社団法人不動産協会 株式会社みなと銀行

江崎グリコ株式会社 関電不動産開発株式会社

株式会社髙島屋 ＪＦＥスチール株式会社

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

五洋建設株式会社 株式会社アシックス

Ｊ．フロントリテイリング株式会社 TOA株式会社

株式会社テクノアソシエ 株式会社安川電機

株式会社カネカ 共英製鋼株式会社

京都中央信用金庫 ＴＩＳ株式会社

佐川印刷株式会社 ローム株式会社



福田金属箔粉工業株式会社 富士電機株式会社

日本製紙連合会 株式会社ＡＤＫホールディングス

三機工業株式会社 シップヘルスケアホールディングス株式会社

象印マホービン株式会社 ダイダン株式会社

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

東海東京証券株式会社 東武トップツアーズ株式会社

中西金属工業株式会社 株式会社日建設計

一般社団法人日本百貨店協会 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 株式会社プリントパック

株式会社神戸製鋼所 オムロン株式会社

株式会社東光高岳 久門紙器工業株式会社

星和電機株式会社 摂津倉庫株式会社

阪神高速道路株式会社 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）

横河電機株式会社 沖電気工業株式会社

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

小泉製麻株式会社 株式会社高麗貿易ジャパン

大起水産株式会社 大幸薬品株式会社

大日本除虫菊株式会社 株式会社タブチ

津田産業株式会社 株式会社鶴見製作所

株式会社東亜金属 ニシムラ株式会社

日本ピラー工業株式会社 株式会社ニュージェック

光伝導機株式会社 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 株式会社ロック・フィールド

日鉄物産株式会社 ＪＦＥ商事株式会社

工機ホールディングス株式会社 株式会社マキタ

キオクシア株式会社 兼松株式会社

株式会社リコー 興和株式会社

アンリツ株式会社 株式会社稲田歯ブラシ

株式会社大垣書店 株式会社大西

関西建設工業株式会社 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

比果産業株式会社 株式会社フジクラ

古河電気工業株式会社 前田化学株式会社

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



橋本建設株式会社 株式会社二葉・ホテルアイボリー

マリンフード株式会社 蝶理株式会社

浜松ホトニクス株式会社 大阪シティ信用金庫

大阪信用金庫 大阪冶金興業株式会社

菊地光学精工株式会社 小泉株式会社

越井木材工業株式会社 白山殖産株式会社

株式会社ダイネツ 大洋電機株式会社

学校法人大和学園 龍野商工会議所正副会頭

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 株式会社中島重久堂

丹羽トラスト株式会社 株式会社ババ

ＢＩＧ　ＤＡＩＳＨＯＷＡ株式会社 フィガロ技研株式会社

株式会社紅中 ホシデン株式会社

株式会社YRK and 愛知製鋼株式会社

大同特殊鋼株式会社 株式会社さくらコーポレーション

シバタ工業株式会社 大裕鋼業株式会社

株式会社電業 日工株式会社

株式会社日進製作所 株式会社モトックス

八尾市都市開発株式会社 八尾ビルディング株式会社

ヨコタ工業株式会社 社会福祉法人由寿会

但陽信用金庫 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 株式会社アクセス

浅香工業株式会社 株式会社アサノ

朝日熱処理工業株式会社 株式会社アダチ

アダチ食品株式会社 安積建設株式会社

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

淡路共正陸運株式会社 株式会社アワーズ（アドベンチャーワールド）

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

株式会社エーテック 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

大阪硝子株式会社 大阪高級鋳造鉄工株式会社

大阪厚生信用金庫 大阪商工信用金庫

大阪精工株式会社 大阪中央ダイカスト株式会社

大阪中小企業投資育成株式会社 大津毛織株式会社

株式会社岡工務店 小川珈琲株式会社

株式会社奥井鋼業 奥村組土木興業株式会社



オークラサービス株式会社 株式会社小倉屋山本

オークラ輸送機株式会社 角南商事株式会社

笠井産業株式会社 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 株式会社カノコ

釜谷紙業株式会社 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 北口　良一

株式会社キタムラ産業 木村工機株式会社

株式会社京都新聞ホールディングス 株式会社京都放送

近畿金属株式会社 近畿刃物工業株式会社

近建ビル管理株式会社 錦城護謨株式会社

栗原工業株式会社 元禄産業株式会社

光亜興産株式会社 幸南食糧株式会社

株式会社神戸新聞社 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

小園工業株式会社 株式会社小山金属工業所

株式会社懇和会館 堺市商店連合会

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 山陽電気鉄道株式会社

株式会社三和鋲螺製作所 下西技研工業株式会社

株式会社写真化学 医療法人　尚和会

神栄株式会社 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

株式会社千石 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 株式会社大真空

大通物産株式会社 ダイネツ商事株式会社

株式会社大和商会 株式会社タカコ

株式会社高階 髙田紙器株式会社

多木化学株式会社 田嶋株式会社

タチバナテクノス株式会社 タツタ電線株式会社

辰野株式会社 玉木幸恵

有限会社玉木新雌 株式会社淡交社

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 株式会社テイエルブイ

株式会社テラモト 株式会社東豊精工

東洋電機製造株式会社 株式会社十川ゴム

株式会社トーホー 豊岡商工会議所



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 日本プラテック株式会社

丹羽　達也 株式会社ハイレックスコーポレーション

八文字会計事務所　八文字　正裕 株式会社白鋼

株式会社八光殿 株式会社ハトヤ観光

花豊造園株式会社 馬場　保弘

株式会社ハマテック 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

株式会社藤木組 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

株式会社扶洋 株式会社プレシャス

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 株式会社ホテルニューアワジ

堀富商工株式会社 株式会社マークラー神戸

正木建設株式会社 松本油脂製薬株式会社

株式会社丸末 マロニー株式会社

株式会社万代 株式会社マンダム

三河電機株式会社 三木ネツレン株式会社

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 明成化学工業株式会社

明星金属工業株式会社 株式会社元廣

山内株式会社 山本光学株式会社

山本産業株式会社 吉泉産業株式会社

株式会社淀川製作所 株式会社ヨネシマ

寄神建設株式会社 株式会社隆栄建設

隆勝興産株式会社 ローバル株式会社

株式会社ロブテックス 渡邉　隆夫

株式会社ＪＶＣケンウッド 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 日本冶金工業株式会社

三菱製鋼株式会社 株式会社淀川製鋼所

平成自動車工業株式会社 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 株式会社プロテリアル

株式会社芝浦電子 姫路信用金庫



兵庫信用金庫 株式会社日本製鋼所

アート産業株式会社 淡路信用金庫

淡路土建株式会社 石原ケミカル株式会社

伊東電機株式会社 株式会社岩田良

株式会社ウエダ本社 株式会社ウノフク

大木産業株式会社 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 株式会社大森廻漕店

株式会社岡田金属工業所 オーツケミカル株式会社

株式会社オーナーばり 株式会社がまかつ

株式会社川上自動車鈑金塗装 川西倉庫株式会社

株式会社関西木材市場 北浦建設株式会社

近畿防蝕株式会社 株式会社久我

久我市売木材株式会社 京華産業株式会社

神戸地下街株式会社 神戸電鉄株式会社

神戸土地建物株式会社 株式会社神戸物産

株式会社　神戸マツダ 株式会社コスモエンジニア

株式会社コタニ 株式会社国華園

株式会社コーベヤ 株式会社シマブンコーポレーション

昭和住宅株式会社 ゼット販売株式会社

泉都興業株式会社 髙寺興産株式会社

智頭電機株式会社 株式会社つぼ市製茶本舗

富永貿易株式会社 一般社団法人豊岡鞄協会

株式会社ドンク ナカオ金属工業株式会社

日清鋼業株式会社 日新信用金庫

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 早駒運輸株式会社

株式会社フィオーレ 有限会社ふじ

フジッコ株式会社 株式会社プロアシスト

丸尾カルシウム株式会社 三輪運輸工業株式会社

森本倉庫株式会社 株式会社MORESCO

山下敷物株式会社 大和製衡株式会社

株式会社ユタックス 株式会社ＹＫ商会

ワールドダイブ株式会社 菅野包装資材株式会社

ボンビラー株式会社 足立　五郎

株式会社イナハラ 株式会社今與

梅本電機設備株式会社 ＦＣＮＴ株式会社

大阪市漁協株式会社 大阪市漁業協同組合

株式会社大阪プラスチックモデル 小倉屋株式会社

柏木興業株式会社 株式会社かねわ工務店



北田工業株式会社 近畿工業株式会社

社会医療法人啓仁会　咲花病院 株式会社弘進製作所

神戸鈑金工業株式会社 株式会社ジャンボ

新徳工業株式会社 株式会社瑞光

株式会社セリオス 双信電機株式会社

株式会社ソネック 株式会社大五

株式会社タイネクサス 大洋精機株式会社

株式会社タンデム 中央電子株式会社

ティアック株式会社 東芝テック株式会社

東邦チタニウム株式会社 中野プランツ株式会社

有限会社中村水工商会 株式会社浪忠

日本絨氈株式会社 日本電音株式会社

浜本保険株式会社 ハリマ紙器印刷工業株式会社

パロス・ヴェルデス株式会社 株式会社阪技

株式会社兵衛旅館 不易糊工業株式会社

株式会社富士セラミックス 前田石油株式会社

宮﨑機械システム株式会社 桃井製網株式会社

矢崎エナジーシステム株式会社 大和建設株式会社

ヤング開発株式会社 和以貴建設株式会社

綜合保険事務所　株式会社ティアタス 株式会社中村超硬

株式会社マルカミ物流 株式会社アイ・エフ・ケイ

明石酒類醸造株式会社 明石地域振興開発株式会社

明石土建株式会社 芦部産業株式会社

株式会社アマデラスホールディングス 泉本精工株式会社

江井ヶ嶋酒造株式会社 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

株式会社加古川製作所 株式会社キド

株式会社共成 株式会社小林塗料産業

株式会社菰下鎔断 三光機工株式会社

ＳＥＡＶＡＣ株式会社 株式会社スターエム

銭屋電機株式会社 株式会社大新工業

武田　家明 但馬信用金庫

千代田商事株式会社 辻󠄀川産業株式会社

豊岡商工会議所　女性会 中川　勝弘

中西電機工業株式会社 日本コーティング工業株式会社

日本トランスシティ株式会社 寝屋川編物株式会社

株式会社灰野 阪神内燃機工業株式会社

ピアサービス株式会社 株式会社人丸花壇

平松　正幸 株式会社藤江屋分大

株式会社フジタ 藤田鉄網商工株式会社



株式会社不動産流通センター 豊国産業株式会社

前島食品株式会社 枡本海運産業株式会社

株式会社松本基礎 マネジメントオフィスたき　多木有一

株式会社まるふじ 三宅建設株式会社

宮脇機械プラント株式会社 株式会社名刀針

薮田産業株式会社 株式会社山本建築設計事務所

株式会社ロードリバース 株式会社日建設備エンジニアリング

相生市農業協同組合 医療法人　相志和診会　岩間歯科

株式会社明石ケーブルテレビ 株式会社旭工業所

アシダ音響株式会社 アース製薬株式会社

株式会社アストエンジ 有限会社アドミ

網干自動車教習所 尼崎港振興促進協議会

尼崎信用金庫 尼崎ホテル開発株式会社 ホテルヴィスキオ尼崎

株式会社アマサキ 新井建設工業株式会社

株式会社アローズ 淡路インターナショナルホテル　ザ･サンプラザ

株式会社淡路屋 ＥＳＣ建材株式会社

株式会社池田 税理士法人いちはら会計

株式会社稲井建設 株式会社イノウエ商事

株式会社猪木工務店 伊吹　英明

巖本金属株式会社 印南養鶏農業協同組合

宇都宮建設株式会社 株式会社ウリュウ

栄興電機工業株式会社 ＡＧＣ株式会社　関西工場高砂事業所

株式会社エーデルワイス 株式会社エバーズ

有限会社М＆Ｙ エムズ株式会社

株式会社エンタコンサルタント オーエッチ工業株式会社

株式会社おおきに商店 大阪木材工場団地協同組合

株式会社太田建設 大森　正

株式会社オカノ 株式会社ＯＧＡＴＥ

音羽電機工業株式会社 株式会社貝塚工務店

角野　弘 株式会社神楽建設

陰山電機株式会社 加茂工業株式会社

苅田建設工業株式会社 河内　清子

川本木材株式会社 株式会社関西テクノサービス

関西トランスウェイ株式会社 株式会社関西宮城

神沢鉄工株式会社 株式会社カンマコーポレーション

岸和田木材協同組合 木戸　栄二

株式会社CAST キャル株式会社

株式会社キョウワ 極東開発工業株式会社

極東ゴム株式会社 久保商事株式会社

クミアイ化学工業株式会社 クリサンセマム株式会社



株式会社車谷 株式会社ＫＯＣ

株式会社ケーシーエス 株式会社神戸工業試験場

神戸マッチ株式会社 光明池自動車教習所

有限会社光明興産 コニシエンジニアリング株式会社

コーマ株式会社 コンフォート・アソシエイツ有限会社

株式会社斎藤商店 株式会社ザイドパートナーズ

栄レース株式会社 株式会社坂本木材

有限会社酒商川十 佐竹ガラス株式会社

澤田株式会社 株式会社澤田組

三映電子工業株式会社 三協織布株式会社

株式会社サン硝工 サンマート株式会社

サンライズ株式会社 サンライズ工業株式会社

三和管工株式会社 株式会社三和製作所

Ｊ－ＰＯＷＥＲジェネレーションサービス株式会社 株式会社ＪＥＣＣ

四国電線株式会社 品川リフラクトリーズ株式会社

株式会社ジプテック　高砂工場 株式会社治兵衛

株式会社下村商店 ジャパン建材株式会社

株式会社ジュエルフジミ 庄司株式会社

株式会社昌和発條製作所 ジョブコレグループ

株式会社新宮運送 伸興電線株式会社

シンシアセキュリティ株式会社 株式会社進藤組

株式会社神農 株式会社信陽ケミカル

神洋舗道株式会社 株式会社シンワ・コーポレーション

医療法人穂仁会　原病院 末広工業株式会社

末廣醤油株式会社 末廣精工株式会社

株式会社スバルカーベル 社会医療法人生長会　府中病院

西部造園土木株式会社 有限会社セルベ

泉海商運株式会社 泉州シート株式会社

泉州ホーム株式会社 セントラル自動車工業株式会社

泉南オートグラス 株式会社創倫社

株式会社第一化学 大一機工株式会社

株式会社タイショーテクノ 株式会社大都

大同通運株式会社 株式会社大日製作所

株式会社大豊システム 太陽鉱工株式会社　赤穂工場

高砂建材工業株式会社 高砂重量建設株式会社

田口建材株式会社 竹綱会計事務所　竹綱　敏真

たじま農業協同組合 タツノ運送株式会社

龍野コルク工業株式会社 タテホ化学工業株式会社

株式会社田中久之商店 玉越鉄工株式会社

株式会社たま建築 淡陽信用組合



株式会社ＣＨＡＴ 有限会社中央サポート

株式会社ツカサ電工 株式会社ティエスエス

株式会社帝国電機製作所 株式会社デジアラホールディングス

株式会社デジタルパートナーズ 照屋さつ子税理士事務所

東京電線工業株式会社 株式会社とうざい

株式会社東昌建設 東播電設工業株式会社

東邦工業株式会社 東洋技研コンサルタント株式会社

株式会社トクラ 豊岡エネルギー株式会社

豊岡商工会議所　青年部 内外織物株式会社

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

株式会社中村建設ナカフサ 中村重機商事株式会社

株式会社ナックス ニシカワ食品株式会社

株式会社にしけん 西谷商事株式会社

西日本衛材株式会社 株式会社西端

株式会社西原衛生工業所 株式会社西脇小西

日興油脂株式会社 株式会社日商

株式会社日宝 日本化学機械製造株式会社

株式会社日本ジェット 日本精化株式会社

日本電子材料株式会社 日本丸天醤油株式会社

日本酪農協同株式会社 株式会社野口組

信原　智彦 橋本燐寸株式会社

花田工業株式会社 株式会社浜田工務店

株式会社ハマナ ハヤシ アグロサイエンス株式会社

播州商運倉庫株式会社 半田紡績株式会社

株式会社阪南メンテナンス 株式会社播竜商会

日置運送株式会社 日置産業株式会社

光証券株式会社 株式会社ピクセラ

久野水道株式会社 株式会社姫路マドコン

一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 兵庫産業株式会社

兵田計器工業株式会社 一般社団法人平林会

平林会木材協同組合 株式会社公商

深喜毛織株式会社 株式会社藤井設計

藤浦産業株式会社 富士グローブ株式会社

フジ産業株式会社 株式会社フジ・データ・システム

株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ 古川建設株式会社

ブンセン株式会社 株式会社ベイ・コミュニケーションズ

北材商事株式会社 ポーターズ株式会社

前川建設株式会社 株式会社マエダ

間口運輸株式会社 松垣薬品工業株式会社



マッチスル株式会社 松野工業株式会社

マツバ商事株式会社 松原交通株式会社

松原　義夫 松本産業株式会社

丸中株式会社 三木弘鋼材株式会社

株式会社みずほ銀行　阿倍野橋法人部 三菱製紙株式会社　高砂工場

南出メリヤス株式会社 株式会社都エンタープライズ

株式会社宮永商店 株式会社ミヤマ産業

ミヤモトエンジニアリング株式会社 株式会社ミールファーム

株式会社ムカエ ムラタ工業株式会社

株式会社明成 モリス株式会社

モリススタイル株式会社 モリススマイル株式会社

有限会社森田商店 株式会社モリヨシ

弥栄電線株式会社 株式会社ヤマシタワークス

ヤマチョー株式会社 YAMATO-NB株式会社

株式会社大和農園ホールディングス 株式会社山富・天山閣

株式会社陽春園植物場 横谷　伊織

株式会社吉川工務店 𠮷田房織物株式会社

米田　幸司 株式会社リーフ・パブリケーションズ

株式会社リョーサン 六甲バター株式会社

ワコー防災株式会社 島田製織株式会社

株式会社明石菊水 赤司製線株式会社

貫野建設株式会社 甚野　直嗣

株式会社曽根自動車 太陽ケーブルテック株式会社

髙見　篤志郎 株式会社タケヤ

辻󠄀林　俊彦 一般社団法人電線総合技術センター

床本商運 株式会社トーホー

中西　啓介 南海倉庫株式会社

株式会社林喜商店 藤波　知子

藤井　秀雄 出口　庸平

西木型製作所 藤波　彰

藤原重建築事務所　藤原重行 湯川　昌子

揚げたて天ぷらみよちゃん 井上自動車工業所　西村　啓

王少飛 加山登記測量事務所　加山惠一

河原品質管理コンサルティング 小出　兌有

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 原税務会計事務所　税理士　原　正人

Fujitatami Guesthouse 細野　廣

ＷＡ’ｓ　Ｃａｆé



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

大阪カーテン技術会 株式会社みなと銀行

大阪ディスプレイ協同組合 みなとリース株式会社

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 凸版印刷株式会社

株式会社アド・ダイセン 株式会社ＢＭファン

株式会社ダスキン 一般社団法人デジタルファッションクリエイター協会

株式会社トーガシ 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．寄付型自動販売機設置者一覧（敬称略）

＜コカ･コーラ寄付型自動販売機＞　 （５０音順）

株式会社アースアカデミー 株式会社アールエフ興産

株式会社アイ・ティー・エム 株式会社アイタン

アクティビア・プロパティーズ投資法人 株式会社厚川物流センター

アマノマネジメントサービス株式会社 株式会社アリーナ

株式会社　淡路観光開発公社 株式会社淡路ジェノバライン

有限会社伊豆合金 株式会社イチネンパーキング

合名会社イノウエ 株式会社ウィル

株式会社SHC中野新聞店舗 株式会社エステートee

エムピーアイ株式会社 オーエス株式会社

株式会社大阪国際会議場 大阪国際交流センター

大阪西運送株式会社 一般社団法人大阪府サッカー協会

大阪モノレール株式会社 株式会社オートバックスセブン　オートバックス・出入橋ビル

株式会社沖友 株式会社奥井組

小櫃川漁業協同組合 オフト関西サービス株式会社

株式会社カイシン物流サービス 金崎　浩幸

株式会社キコークリエイト 木更津総合高等学校

株式会社　紀進 北浦建設株式会社

株式会社キタムラ建設 京都情報大学院大学

株式会社グリーンズ グンゼ開発株式会社

下呂市柏屋酒店 光英VERITAS中学校・高等学校

神戸スタンダード石油株式会社 コーナン商事株式会社

ゴリラハウス 株式会社サテライト

有限会社三球 三幸株式会社

サンシャインワーフ神戸 株式会社ジェイアール貨物・不動産開発

シスメックス株式会社 ジャパンマテリアル株式会社

寄付者名

寄付者名



株式会社joint 新姫路商事

新和ゴルフセンター 株式会社SkyDrive

住友電工産業電線株式会社和歌山工場 株式会社そごう商店

袖ヶ浦市百目木公園管理組合 第一生命株式会社

大興トップス株式会社 大和ハウスパーキング株式会社

田辺電子株式会社 中播住宅設備株式会社

直進土木工業株式会社 帝塚山学院大学

東亜リース株式会社 東洋マシナリー株式会社

株式会社　トーヨーふれ愛バス 株式会社十川ゴム

凸版印刷株式会社 富田被服

豊橋創造大学 学校法人 浪商学園

日本ビーテーエー株式会社 ノーテープ工業株式会社

ハードグラス工業株式会社 株式会社長谷工ライブネット

ハロー・テクノ株式会社 万博記念公園マネジメント・パートナーズ

ファッジオ ファミリー・ホスピス株式会社

株式会社藤井組 富士建設株式会社

株式会社プラチナワン 株式会社フレンドリー

毎日新聞　西神中央販売所　代表高田喬 合同会社マウスフィールド

松尾商会合同会社 松澤功藝株式会社

まぶち介護・社会福祉士事務所 三井住友銀行三田支店

三井不動産株式会社 三菱電機株式会社

八尾トーヨー住器株式会社 株式会社ヤマコー

ヤンマーホールディングス株式会社 合同会社遊研会

株式会社RISING SUN 株式会社ライダース・パブリシティ名古屋支店

株式会社ラウンドワン 菱南電装株式会社

株式会社リョーケンホールディングス 有限会社ワールド建設

倭トラベル

４．その他　ご協力いただいた企業・団体一覧（敬称略、順不同）

一般社団法人日本鉄鋼連盟 一般社団法人日本電線工業会

一般社団法人大阪府木材連合会 コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 　

以　上

企業・団体名


