
令和 2 年度 共同募金【法人募金】協力企業一覧 ※敬称略・順不同 

 

〈国府地区〉   

国府自動車 平井繊維 （有）チコーデンキ V＆V 

鈴鹿メモリアルパーク 大阪電設工業（株） （株）スズカ未来 

（株）五月商会 （株）日本陸送 ユアサ電池サービス（株）鈴鹿工場 

（株）伊東商会 （株）鈴浄会 鈴鹿営業所 （株）キヨシ 

（有）旭自動車工業 （株）ホープ電工 （有）寺川商会 

鈴木レディースクリニック 戸田建設（株） マルサ運送（株） 

下村内科 恵守商運（有） （株）日本グリーン 

おおえのきトータルヘルスケア 夢らいふ（株） （株）親和 鈴鹿営業所 

 

〈庄野地区〉   

モトガレージイトウ （株）カトウ自動車 ひらいファミリークリニック 

たいやきわらしべ 鈴鹿店 （有）丸佐建設工業 羽山クリニック 

大冷工業（株） （株）ホンダロジスティクス とみ川屋 

家族亭鈴鹿店 旅館 いすゞ （有）今村ゴム 

ハヤマ電器商会 庄野歯科 シャムロック 

ヒグチ写真店   

 

〈加佐登地区〉   

NC 日混工業（株）鈴鹿工場 加佐登神社 （有）吉井新聞店 

（医）川村外科内科 （株）辻プロテック工業 魚佐 

北伊勢窯業（株） ジャスト物流（株） スズラン繊維加工（株） 

花木内科クリニック （株）レイセイ （有）大萱材木店 

高神山観音寺 （株）水野ガス パークヒルズ高塚 

（有）小川鉄工所 （医）かさど歯科医院 （有）加佐登農機 

セブンイレブン鈴鹿加佐登西店   

 

〈石薬師地区〉   

（宗）石薬師寺 岡田漬物工場 （有）ハットリ技建 

（有）クマザワタマゴ （株）川北商店 服部武司法書士事務所 

（有）スズカ川北食品 たつみ園 （有）横山オート 

（有）栄和工業所 工業化成（株）鈴鹿工場 丸忠農園 

（株）三重垣一園芸 三惠工業（株） （有）佐藤石油店 

サンモーター（株） ハーツテック 西生寺 

朝日土木（株）三重リサイクルセンター （株）加藤清芳園 多貴商運（株） 



むろぜん のぶ庵 カワキタオート 

中川美容室 （株）スマイルスペースプランニング （株）フクギ 

彩電館へいわむせん   

 

〈井田川地区〉   

（有）ココワークス 渡辺建築 三重西濃運輸（株）鈴鹿西営業所 

三重県鈴鹿トラック事業協同組合 （有）谷川工房 鈴鹿さくら病院 

魚富 坂工業 森 和彦 様 

（株）ラムサービス 美容院 いそべ  

 

〈牧田地区〉   

（株）小林商会 フジタ美容室 （有）寺田酒店 

ドド理容 宮崎産婦人科 （有）成治水道 

大関屋 平田石油（有） 寿し幸 

（有）阪田新聞 テックワン稲岡 平田自動車工業（株） 

（有）AG-ONE 坪田鍼灸整骨院 （有）小林塗装商会 

（有）ナカノ （有）栗田商店 （株）奥田製作所 

（株）佐藤商店 （株）飯田鉄工 コロナ 

（有）シラフジ 鈴鹿インター（株） （株）鈴鹿ハンター 

ゑびすや ブティック里羅 川村歯科 

（株）アイリスカメラ ハウスセンターオカベ（株） （有）朝日楽器 

デイサービスりんくモリシタ セブンイレブン鈴鹿阿古曽町店 林医院 

（株）ナチ常磐 明電工（株） （株）伊勢土木 

（株）アイハラホンダ アサオ電器（株） （有）鈴鹿カーテン 

（株）かきくけコーポレーション 原田歯科 エルム 

シャトレーゼ 好広 エリアント 

（株）近藤工務店 ゑり裳 （株）ハヤカワ商会 

早川印刷（株） YAMABIKO SPIC Salon 算所店 

I・BiJiN セブンイレブン鈴鹿岡田 1 丁目店 四季紅 

太洋不動産（株） 関白支店 居酒屋たんと 

加根古 かなへや（鼎舎） 弁造屋 

ヘアークリエイション AFFI 川太郎 糸魚川 

きらく家 おざき内科 おかだ調剤薬局 

まはろ骨盤整体 鈴鹿岡田院 （有）鞍馬 渕上電機 

KK トウネツ鈴鹿営業所 PA-ru-LE たなか歯科 

くわはらでんき （有）中西工業 デン建設設計事務所 

おおたキッズクリニック （株）ヤブタ製作所 堤いちご園 



（株）みろく 珈琲屋らんぷ 鈴鹿店  

 

〈白子地区〉   

ナカニシ建工 三重膠原病リウマチ痛風クリニック 三重観光開発（株） 

丸長 尾崎水産 鈴鹿市漁業協同組合 （株）カネショウ 中島水産 

三重西濃運輸（株） （株）ヒオキ インテリア黒田 

白木屋 （医）坂倉ペインクリニック （有）宇田写楽館 

亀屋和菓子店 白子製氷冷蔵（株） （株）まるかつ 

魚石 （株）オコシ型紙商店 アクティすずか文化センター 

（株）長谷川建装 （有）松野燃料店 （株）伊坂屋 

（株）伊坂屋 コスモス （株）プライムフーズ （株）鈴鹿ビルクリーナー 

藤原建築（株） サンシャイン大浦 （有）竹口新聞 

シャトレーゼ 白子店 （有）ハートケア中七 （有）浅生型紙店 

（有）坂本建設 長井歯科 中勢自動車学校 

三協フロンティア（株） 南部会計事務所 Milk 

鹿島道路（株） 寺家脊椎矯正 瀬戸 

タンプルタン 旭が丘歯科 なか鍼灸整骨院 

ハラ理容 とうかい整形外科すずか きのしたクリニック 

塚本理容店 旭が丘ファミリークリニック 楽 楽 

鈴鹿旭が丘郵便局 匹田理容 ごとう歯科室 

彩電館 ウィズワタナベ 別保 八千代 ムラタ理容店 

ウィズよしむら ビューティルームサンク 小川住設 

ホテルグリーンパーク鈴鹿   

 

〈稲生地区〉   

（株）HCR （株）トーエネック 鈴鹿営業所 三重樹脂（株） 

エンゼル歯科クリニック 渥美建設（有） 加藤コンサルタント（株） 

ジュン美容室 ぱるふぇ 坂 美代子 

江戸屋 リファイン鈴鹿みなみ 日々野事務所 

（株）シャトル （有）磯部組 （有）ジェイワン・オート 

サイトウ薬局 石井石油 魚善 

大新工業（株） カフェレストラン リュージ （株）高井工業所 

樋口義行司法書士事務所 （有）SPIC ヒグチ 税理士法人 M パートナーズ 

三重物流（株） 四〇八珈琲店 （株）ヒグチ工業 

ヤマト運輸（株）鈴鹿旭が丘センター  医療法人嘉芳会あなざわクリニック Pan De KoKo 

里和工業（株） （株）三商 （株）リバランド 

ひだまりメンタルクリニック しまむら外科内科 ひがし小児・矯正・歯科クリニック 



すずかいとう皮膚科クリニック 医療法人林檎会 はる整形外科クリニック さの眼科クリニック 

（有）ハセ川保険事務所 カラオケ 結 小林左官 

（有）クローバー   

 

〈天名地区〉   

天名鉄工設備 宮崎農園 岩逧理容店 

みその石油店 里香美容院 フードショップ やまふじ 

（株）エーエム開発モデル製作所 （株）エヌ・エス 御薗営業所 （有）宮崎商会 

三菱マテリアル（株）四日市工場 鈴鹿分室 渥美商会 渥美加工所 

渥美ハーネス （有）林総業 魚喜商店 

丸八商店   

 

〈合川地区〉   

NPO 法人まごころ （有）小島商事 （有）川村自動車工業所 

（有）石川工業 （有）キタデ まゆみ歯科医院 

（有）真弓建機 鶴屋（株） 村田組 

デイサービスなごみとくすい ボディショップ イトウ  

 

〈飯野地区〉   

（有）田口製作所 （株）ヨシザワ 大双建設（有） 

（株）鈴友 （株）一十 堀田建設（株）鈴鹿支店 

ホンダカーズ 鈴鹿中央道伯北店 （株）杉之内工務店 （有）古市商事 

鈴鹿グリーン歯科 三重心身クリニック どうはく調剤薬局 

（有）Biss 岡田自動車整備（有） （有）玉田種苗店 

（株）ショクリュー 鈴鹿営業所 一心 三重美建 

ハヤシ住宅（株） ももい歯科 ラ・セーヌ 

（株）小林鈑金 （有）伊藤植正園 （有）太助 

いんだ（株） ヤマコー（株） （有）ヤマモト 

中部高圧コンクリート（株） 鈴鹿中央総合病院 サンコーロジテック（株） 

三重執鬼（株） 鈴鹿農業協同組合 林建材（株） 

（株）ホンダ四輪販売 三重北 ひろせ胃腸科外科 （株）伊藤陶器 

 

〈河曲地区〉   

ティ・エステック（株）鈴鹿工場 近畿電設工業（株） 衣笠土木（有） 

（有）カネスエ製麺所 生川倉庫（株） 丸加運輸（株） 

鈴鹿貨物（株） （株）鈴鹿水道  

 



〈神戸地区〉   

（株）マルモ 扇立電気（株） もち久 

魚長食品（株） 医療法人博仁会 村瀬病院 （株）佐野組 

中日新聞 長野新聞舗 （株）北瀬商店 神戸まちづくり協議会 

 

〈一ノ宮地区〉   

（有）協和鉄工 吉田建設（株） （有）永田ミニポンプ 

（有）田中仁一商店 清矢 ミエ設備工業（株） 

（有）池口商店 （株）長太建設 新日本電業（株） 

アサヒ防災（有） （株）井上鉄筋工業所 土田工業（株） 

浜口新聞舗 杉野工業（株） 峰徳運輸（株） 

イケダアクト（株） （株）すずきゅう （有）森管工 

（株）メイキング田中 （株）マルタシェルサービス （株）トピア 

（株）マルカン （株）荏原風力機械 トレイズ 

グループホームほたる （株）イトーレイネツ  

 

〈箕田地区〉   

伊藤建材 （株）アットホーム 小西内科クリニック 

清和酵源（株） 水産 矢田和夫 様 味萬 

（有）松岡紙器 （株）オグラ建設 （株）トーエイビジネスサポート 

中川鈑金 太田屋 （有）松野建設 

大木歯科医院 Adii ezu  

 

〈若松地区〉   

（有）カネ甚 中浜商店 はーと整骨院 真栄電気工事（株） 

丸松運送（有） （株）カナダ 中條米穀店 

清水清三郎商店 （有）田端石油店 （株）西城組 

（有）海の幸 魚長 ヌーディーズ 千代崎歯科医院 

 

〈玉垣地区〉   

（有）北川サービス 鈴鹿医療科学大学 （有）ヒグチ建設 

西口建工（株） 服部医院 （株）ビュートランティック岸岡事務所 

テクノウェーブ（有） （有）中日本電気 （株）カンセイ 

（株）循環 マツヤ製菓 セブンイレブン鈴鹿北玉垣町店 

今尾電機 楽家生 トリックス（株）鈴鹿工場 

（株）鈴浄会 セブンイレブン鈴鹿東玉垣町店 おしゃれののぐち 

化粧品のふじや本店 カトウ管工（有） （株）萩野建設 



（株）大栄管清土木 ひらぬま内科クリニック みえスマイル眼科 

しまヒフ科クリニック 鈴鹿中央物流（株） 司法書士 阪 政春事務所 

東海造園土木（株） すずか泌尿器科 腎クリニック （有）ライフシステム 

中村瓦店（株） 小林電気工業所 （医）正秀会 

作曲の SUM レコード ピアテック（有） かわさき接骨院 

（有）浅野電器商会   

 

〈桜島地区〉   

シェリール 大富旅館 三重工熱（株） 

山下外科内科 LiLi hair＆make セブンイレブン鈴鹿桜島 5 丁目店 

すし武 （株）グッドアット（ドリーム 21st） （株）第一不動産 

（株）ダイム（あじへい末広店 ） 林歯科 パラマウント硝子工業（株）鈴鹿工場 

花工房 ボナーレ 玉垣あんしん館 流通産業（有） 

エーエムプロセス（株） うなぎのあおき （株）キトサン東海 

JA 鈴鹿 桜島店 たいよう調剤薬局 （有）浜村工務店 

第三銀行 玉垣支店 POLA レモン 美容室マノイ 

アクア薬局桜島店 かわぐち脳神経クリニック きゅうつー美容室 

橋爪動物病院 まるちゃん教室 原田 恵子 様 

 

〈栄地区〉   

紅梅すし 山央工業（株） （有）ハセガワ園芸 

（株）塚本無線 ミツク四日市（株）鈴鹿営業所 磯山レミコン（株） 

（株）サンシステム 総合食品 エス・イー（株） 上野通信建設（株） 

（有）前田農機 （株）第一開発 みのうらレディースクリニック 

三重近鉄タクシー（株）鈴鹿営業所 （株）豊栄モータース 石田動物病院 

石井燃商（株）鈴鹿営業所 （有）共和建設 萩野 文化塾 

鈴鹿シルバーケア 豊寿園 （有）優 （福）優の森 山鹿会 

いそやまベーカリー 磯山歯科 ビオトープ 

木旺館 五島整骨院 （有）R＆K ハウジング 

別府内科クリニック アトリエ ナカトミ （有）三重非破壊検査 

中日新聞栄専売所（株）坂新聞 （株）伴建材 美容院 ぽ歩 Be-up 

あかつか歯科 笹の葉 魚茂 

三舞建設（株） （有）トダ工業所 リラック ‘S たいむ 

KT ヘアーコーディネーター おしゃれの店すぎもと YOUR  

 

 

 



〈久間田地区〉   

（有）ダイトウ （有）田中熱研 （有）窪田モータース 

（有）久間田石油店 佐野建鉄（株） いとう電器 

農業法人クマダ（株） （株）デコラス （有）浜本鈑金工業所 

（有）はるみ園 黒田石油 （有）ヤマハルホーム 

ひまわりチェーン 久間田店 タナカ薬局 久保田養鶏 

（有）大棟建築   

 

〈椿地区〉   

ソブエクレー（株）鈴鹿工場 （株）法寿園 （株）奥村産業 

（農）山本ティープラント （株）沖植物園 緑粋園（有） 

椿会館 椿大神社 （株）大久保建設 

（有）つばき総合設備 鈴鹿山麓夢工房 グリーンつばき 

春泉堂   

 

〈深伊沢地区〉   

マイヅル建設 （有）舘工業所 まるい本店 

（有）西村緑化 花のや製菓 （有）タチテック 

車市場 （有）舘工作所 （株）舘農園 

コスモマイクロ（株） （株）倭芝園 （有）スズランファーム 

（有）イトウグリーン （有）鵜飼農園 （有）唯見電気 

 

〈鈴峰地区〉   

（有）豊和精機 三鈴開発（株） 近藤石灰工業（株）鈴峰工業所 

（有）羽田毛糸工業 （株）鈴峰ゴルフ倶楽部 （株）マーク・コーポレーション 

坂本工業（株）鈴鹿工場 鈴峰運送（有） （株）鈴鹿グリーン 

森六テクノロジー （有）伊藤商店 近藤鉄工所 

近藤機械（株）   

 

〈庄内地区〉   

（有）北川木材工業 市川ロテック（株） （株）恵比寿 

（株）山田組 （株）山田製材 アニマルジェネティックスジャパン（株） 

日東粉化工業（株）鈴鹿工場   

 


