
令和３年度特別賛助会費実績報告令和３年度特別賛助会費実績報告

㈱アールシーエス ㈲青木工業所 ㈱青木土建 赤上新聞㈲
㈲赤久縄 吾嬬ゴム工業㈱ あかねこども園 ㈱秋山工業
秋山土地開発㈱ あけぼの保育園 ㈲あぜがみシール印刷 ㈲新井自動車整備工場
㈱新久 ㈲飯島自動車 ㈲飯島樹脂工業 ㈱飯塚彰事
イシイ印刷㈱藤岡営業所 ㈱石井工機 ㈲石川設備 ㈱石田屋
いすゞ 産業㈱ 一行寺 市光工業㈱ 伊藤園茶舗
㈱イノウエ建設工業 ㈲岩井組 岩井電気工事㈱ ㈱宇佐見商会
臼井弘幸土地家屋調査士事務所 ㈱内田電気工事 梅澤産業㈱ 永源寺
㈲江原時計店 江原牧場 ㈲大澤商店 ㈱オートワールド
㈱大橋設備 ㈱岡田組 ㈲荻原工務店 鬼石運輸㈱藤岡営業所
㈱鬼石建設 ㈲折茂石材店 戒禅寺 ㈲柏屋旅館
　　かてて ㈲金沢石油店 ㈱金澤工務店 ㈱カミヤマユニフォーム
家和楽亭 ㈱関越工業 ㈱神田サッシ 神田産業㈱
神田窯業㈲ 関東保守防災㈲ 　かんな会 神流保育園
㈱築 ㈲喜撰 吉祥保育園 吉風
㈱きみの 木村鉄工㈲ ㈱協正金型製作所 共和建材㈲
㈱共和製作所 共和物産㈱藤岡営業所 銀華亭 ㈱久保製作所 藤岡工場
㈱クリーニングホシノ ㈱くるま工房 黒柳写真館 ㈱ぐんま安全教育センター かぶら自動車教習所
群馬銀行 藤岡支店 群馬高速オフセット㈱ 群馬事務器㈱ 群馬トヨペット㈱ ふじおか店
群馬三菱自動車販売㈱ 藤岡店 ぐんまみらい信用組合 鬼石支店 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 ㈲群馬ムサシノ
㈲ケアくん ㈲光月 高源寺 興禅院

光明寺 コープぐんま藤岡センター 黒栄建設㈱ ㈲小暮ビジネスプロモーター
㈱コタケ 小手澤会計登記事務所 金光寺 金剛寺
㈲近藤電気商会 西蓮寺 ㈱酒井建材 ㈱サカエ
さかもと園芸㈱ 桜井製材所㈱ ㈲桜井製作所 サニー塗装工業㈲
㈱サニテイション 　山紫会 音和の園 ㈱ジーエム ㈱ＧＭタイセー
シオノケミカル㈱ ㈱篠崎工務店 しののめ信用金庫 鬼石支店 しののめ信用金庫 藤岡営業部
㈱シバヤマ ㈲清水精肉店 シミズ石油㈱ ㈲清水鉄工所
㈱住建産業堀越 寿楽寺 ㈱上信メンテナンス 成道寺
㈱上武シャディ 浄法寺 上毛電化㈱ 昭和興産㈱ 藤岡ボウル
㈱昭和合板 白石保育園 ㈱進 居宅介護支援事業所すみれ シングン物流㈱
㈲新月堂 ㈲信秀 　伸和会 つどい 進和化学工業㈱
進和加工販売㈱ 寿し正 ㈲鈴木鉄工 ㈱スター
諏訪神社 清見寺 　青和会 藤岡ふれあいセンターほのか 関口廣建設㈱
㈱関根総合保険事務所 せせらぎ薬局 仙蔵寺 泉通寺
㈱総合技術 増信寺 染谷工業㈱ 大雲寺
大聖峰寺 太陽誘電ケミカルテクノロジ㈱ タイヨーワークス㈱ 高井㈱
たか歯科クリニック ㈱髙田建材 高橋建材㈱ 武内プレス工業㈱
竹村産業㈱ ㈱竹村製作所 立石保育園 龍見塗装工業㈱
田中石材店 多野産業㈱ ㈱多野防疫 田畑建設㈱
塚越土建㈱ 塚本建設㈱ ㈱塚本工務店 つくしんぼ保育園
ティーエス工業㈲ ㈱ティーワイ・エコステイト ㈱デイミートジャパン ㈱鐡建
てんぐ家 天陽寺 天龍寺 東京山陽プラス㈱藤岡工場
㈱東京日莫 藤武運送㈱ ㈱藤武梱包 東邦亜鉛㈱藤岡事業所
東朋産業㈱藤岡営業所 同友企業㈱鬼石給油所 ㈱東陸サービス トーエイ㈱
㈱トーリク群馬営業所 ㈱都市環境センター ㈲戸塚薬局 ㈲土橋工務店事務所
㈱豊田技研 ㈱豊田工務店 虎屋本店 ナースリープレスクール
中栗須こども園 ㈲中里商店 ㈲中条瓦店 ㈱ナガタ
永田商事㈱ ㈲中林塗装工業 南毛運送㈱ 仲桝商店
㈱西村製作所 日菱製管㈱ 日建リース工業㈱ ㈱日産サティオ群馬 藤岡店
新田造園土木㈱ 日帝無線㈱ ㈱日本産業 日本ワイドクロス㈱
貫井燃料㈲ ネッツトヨタ群馬㈱ 藤岡店 根本設備㈱ ノースヒルFujioka
㈲ノグチ自動車工業 ㈱野島製作所 ㈲萩原電気工事 長谷川印刷
㈱長谷川建設 ㈲馬場塗装工場 ㈱早川製作所 ㈲原建設工房
針谷産業㈱ ひかりこども園 ひさご電材㈱ 平井こども園
廣瀨雅敏（観音寺） 福持寺 富久寿司 ㈱藤岡クロスパーク
藤岡コンクリート㈱ 　　藤岡市文化振興事業団 藤岡商工会議所 藤岡測量設計㈱
藤岡タイヤ商会㈲ ㈲藤岡タクシー ふじおか中央こども園 藤岡中央食販㈱
藤岡生コン㈱ 藤岡窯業㈱ ㈱藤工業 ㈱藤五郎
㈱フジ住建 富士浅間神社 ㈱フジ電科 群馬工場 藤乃井
㈱フセコー 故郷キムチ 　プロスタッフ和 ㈱ベルハース
豊馬産業㈲ 　　ぽけっと(ふらっと） ㈱細川洋行 ㈲細谷経理
㈲堀口電気工業 ㈱堀越一土木 ㈱ホンダカーズ群馬 ㈲マチダ洋品店
㈲松浦電器商会 松むら ㈱松村工務店 松村商店㈲
㈱松本鉄筋 丸新運輸梱包㈱ ㈱萬場 満福寺
みかわ食堂 ㈲三木商会 美九里西保育園 美九里東保育園
御園保育園 ㈱ミツバ鬼石工場 御供木材㈱ ミドリ商事㈲
みどり保育園 ㈲美松運送 ㈲宮沢建材興業 宮沢商会㈲
　みやび会 ふじの里 ㈲美山自動車商会 武笠路 メイレイクヒルズ カントリークラブ
㈱免疫生物研究所 ㈲茂木電気商会 ㈲八塩館 ㈱矢島ガス水道工業
安原工業㈱ ㈱安原自動車ボデー ㈱柳瀬橋自動車教習所 ㈱山口工務店
㈲山口石油店 山清興業㈱ ㈱倭組 ㈱大和家
夢工房 養浩院 横田製作所㈱ ㈲美風組
㈱吉野工業所群馬工場 ㈱吉野工業所藤岡工場 ヨシモトポール㈱群馬工場 　　ラポールの会
龍源寺 龍田寺 　龍峰会 良信寺
㈱ROOT

特非

福

特別賛助会員様一覧

　コロナ禍で大変な中、令和３年度も多くの法人・事業所・商店・各関係機関にご協力いただき厚くお
礼申し上げます。下記のとおりご報告させていただきます。

（五十音順）

法人・事業所・商店(敬称略)

会費金額 100,000円 藤岡多野医師会藤岡分区
会費金額 30,000円 多野藤岡農業協同組合 　　(一社）藤岡多野歯科医師会
  三菱鉛筆㈱群馬工場
会費金額 20,000円 ㈱チノー藤岡事業所
会費金額 ～10,000円

【特別賛助会員（継続）】

【新規特別賛助会員】
　㈱和泉関東工場 ㈲鬼石農機 ㈱久保田製作所
　㈱倉沢製作所 群馬精工㈱藤岡西工場 群馬郵便逓送㈱
　㈱すかいらーく藤岡MDセンター 高田自動車整備工場 ㈱高橋鐵工所
　手づくりパン工房CoConoa 東京コンクリート㈱ 東京特殊硝子㈱藤岡工場
　ヒカリ㈱群馬工場 マックス㈱藤岡工場 みどり化学㈱
　明星保育園 ユニポリマー㈱群馬工場 ㈱ラック印刷藤岡工場

（令和4年3月30日現在）
2,225,000円

特別賛助会員数 324社

特別賛助会費合計金額

社会福祉協議会特別賛助会費へのご協力ありがとうございました。



㈱アールシーエス ㈲青木工業所 ㈱青木土建 赤上新聞㈲
㈲赤久縄 吾嬬ゴム工業㈱ あかねこども園 ㈱秋山工業
秋山土地開発㈱ あけぼの保育園 ㈲あぜがみシール印刷 ㈲新井自動車整備工場
㈱新久 ㈲飯島自動車 ㈲飯島樹脂工業 ㈱飯塚彰事
イシイ印刷㈱藤岡営業所 ㈱石井工機 ㈲石川設備 ㈱石田屋
いすゞ 産業㈱ 一行寺 市光工業㈱ 伊藤園茶舗
㈱イノウエ建設工業 ㈲岩井組 岩井電気工事㈱ ㈱宇佐見商会
臼井弘幸土地家屋調査士事務所 ㈱内田電気工事 梅澤産業㈱ 永源寺
㈲江原時計店 江原牧場 ㈲大澤商店 ㈱オートワールド
㈱大橋設備 ㈱岡田組 ㈲荻原工務店 鬼石運輸㈱藤岡営業所
㈱鬼石建設 ㈲折茂石材店 戒禅寺 ㈲柏屋旅館
　　かてて ㈲金沢石油店 ㈱金澤工務店 ㈱カミヤマユニフォーム
家和楽亭 ㈱関越工業 ㈱神田サッシ 神田産業㈱
神田窯業㈲ 関東保守防災㈲ 　かんな会 神流保育園
㈱築 ㈲喜撰 吉祥保育園 吉風
㈱きみの 木村鉄工㈲ ㈱協正金型製作所 共和建材㈲
㈱共和製作所 共和物産㈱藤岡営業所 銀華亭 ㈱久保製作所 藤岡工場
㈱クリーニングホシノ ㈱くるま工房 黒柳写真館 ㈱ぐんま安全教育センター かぶら自動車教習所
群馬銀行 藤岡支店 群馬高速オフセット㈱ 群馬事務器㈱ 群馬トヨペット㈱ ふじおか店
群馬三菱自動車販売㈱ 藤岡店 ぐんまみらい信用組合 鬼石支店 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 ㈲群馬ムサシノ
㈲ケアくん ㈲光月 高源寺 興禅院

光明寺 コープぐんま藤岡センター 黒栄建設㈱ ㈲小暮ビジネスプロモーター
㈱コタケ 小手澤会計登記事務所 金光寺 金剛寺
㈲近藤電気商会 西蓮寺 ㈱酒井建材 ㈱サカエ
さかもと園芸㈱ 桜井製材所㈱ ㈲桜井製作所 サニー塗装工業㈲
㈱サニテイション 　山紫会 音和の園 ㈱ジーエム ㈱ＧＭタイセー
シオノケミカル㈱ ㈱篠崎工務店 しののめ信用金庫 鬼石支店 しののめ信用金庫 藤岡営業部
㈱シバヤマ ㈲清水精肉店 シミズ石油㈱ ㈲清水鉄工所
㈱住建産業堀越 寿楽寺 ㈱上信メンテナンス 成道寺
㈱上武シャディ 浄法寺 上毛電化㈱ 昭和興産㈱ 藤岡ボウル
㈱昭和合板 白石保育園 ㈱進 居宅介護支援事業所すみれ シングン物流㈱
㈲新月堂 ㈲信秀 　伸和会 つどい 進和化学工業㈱
進和加工販売㈱ 寿し正 ㈲鈴木鉄工 ㈱スター
諏訪神社 清見寺 　青和会 藤岡ふれあいセンターほのか 関口廣建設㈱
㈱関根総合保険事務所 せせらぎ薬局 仙蔵寺 泉通寺
㈱総合技術 増信寺 染谷工業㈱ 大雲寺
大聖峰寺 太陽誘電ケミカルテクノロジ㈱ タイヨーワークス㈱ 高井㈱
たか歯科クリニック ㈱髙田建材 高橋建材㈱ 武内プレス工業㈱
竹村産業㈱ ㈱竹村製作所 立石保育園 龍見塗装工業㈱
田中石材店 多野産業㈱ ㈱多野防疫 田畑建設㈱
塚越土建㈱ 塚本建設㈱ ㈱塚本工務店 つくしんぼ保育園
ティーエス工業㈲ ㈱ティーワイ・エコステイト ㈱デイミートジャパン ㈱鐡建
てんぐ家 天陽寺 天龍寺 東京山陽プラス㈱藤岡工場
㈱東京日莫 藤武運送㈱ ㈱藤武梱包 東邦亜鉛㈱藤岡事業所
東朋産業㈱藤岡営業所 同友企業㈱鬼石給油所 ㈱東陸サービス トーエイ㈱
㈱トーリク群馬営業所 ㈱都市環境センター ㈲戸塚薬局 ㈲土橋工務店事務所
㈱豊田技研 ㈱豊田工務店 虎屋本店 ナースリープレスクール
中栗須こども園 ㈲中里商店 ㈲中条瓦店 ㈱ナガタ
永田商事㈱ ㈲中林塗装工業 南毛運送㈱ 仲桝商店
㈱西村製作所 日菱製管㈱ 日建リース工業㈱ ㈱日産サティオ群馬 藤岡店
新田造園土木㈱ 日帝無線㈱ ㈱日本産業 日本ワイドクロス㈱
貫井燃料㈲ ネッツトヨタ群馬㈱ 藤岡店 根本設備㈱ ノースヒルFujioka
㈲ノグチ自動車工業 ㈱野島製作所 ㈲萩原電気工事 長谷川印刷
㈱長谷川建設 ㈲馬場塗装工場 ㈱早川製作所 ㈲原建設工房
針谷産業㈱ ひかりこども園 ひさご電材㈱ 平井こども園
廣瀨雅敏（観音寺） 福持寺 富久寿司 ㈱藤岡クロスパーク
藤岡コンクリート㈱ 　　藤岡市文化振興事業団 藤岡商工会議所 藤岡測量設計㈱
藤岡タイヤ商会㈲ ㈲藤岡タクシー ふじおか中央こども園 藤岡中央食販㈱
藤岡生コン㈱ 藤岡窯業㈱ ㈱藤工業 ㈱藤五郎
㈱フジ住建 富士浅間神社 ㈱フジ電科 群馬工場 藤乃井
㈱フセコー 故郷キムチ 　プロスタッフ和 ㈱ベルハース
豊馬産業㈲ 　　ぽけっと(ふらっと） ㈱細川洋行 ㈲細谷経理
㈲堀口電気工業 ㈱堀越一土木 ㈱ホンダカーズ群馬 ㈲マチダ洋品店
㈲松浦電器商会 松むら ㈱松村工務店 松村商店㈲
㈱松本鉄筋 丸新運輸梱包㈱ ㈱萬場 満福寺
みかわ食堂 ㈲三木商会 美九里西保育園 美九里東保育園
御園保育園 ㈱ミツバ鬼石工場 御供木材㈱ ミドリ商事㈲
みどり保育園 ㈲美松運送 ㈲宮沢建材興業 宮沢商会㈲
　みやび会 ふじの里 ㈲美山自動車商会 武笠路 メイレイクヒルズ カントリークラブ
㈱免疫生物研究所 ㈲茂木電気商会 ㈲八塩館 ㈱矢島ガス水道工業
安原工業㈱ ㈱安原自動車ボデー ㈱柳瀬橋自動車教習所 ㈱山口工務店
㈲山口石油店 山清興業㈱ ㈱倭組 ㈱大和家
夢工房 養浩院 横田製作所㈱ ㈲美風組
㈱吉野工業所群馬工場 ㈱吉野工業所藤岡工場 ヨシモトポール㈱群馬工場 　　ラポールの会
龍源寺 龍田寺 　龍峰会 良信寺
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