
敬称略・５０音順

個人会員

氏名 氏名

石塚　壮一 山崎　のぶ子

北村　彩子 山本　秀典

木村　信市 米川　美智子

柳下　弘子

団体会員

企業・団体名 住　　所 企業・団体名 住　　所

相原興業株式会社 小田原市扇町4-7-30 きらきら食堂 小田原市酒匂1-17-9

秋山会計事務所 小田原市城山3-24-5 （株）グリーンＫ 小田原市上曽我895

（株）浅海工務店 小田原市曽我別所883-7 小泉建設株式会社 小田原市千代693

（有）網一色共同活版 小田原市東町4-1-12 小泉肥料店 小田原市曽我谷津612

（株）アルファ 小田原市扇町5-25-23 （有）幸繁 小田原市本町2-13-29

E・Gee　dining and bar 小田原市延清146 （株）五神建設 小田原市延清208-8

（有）石橋印刷 小田原市中新田9-3 サーヴでんき 小田原市千代165

（株）伊藤園小田原支店 小田原市成田30‐1 坂田工業 小田原市千代1067-5

イトウスポーツ 小田原市南鴨宮3-23-2 （有）坂田商店 小田原市中里174

（株）稲妻屋 小田原市寿町2-5-20 （株）相模地水 小田原市延清72

（有）WING 小田原市扇町1-25-21-302 相模ベンディング株式会社 大井町上大井924-1

内野商店 小田原市曽我岸148 相模洋洗株式会社 小田原市千代899

（有）内山酒店 小田原市栄町2-7-25 （有）酒匂薬局　山崎 敏雄 小田原市酒匂5-2-30

梅富久 小田原市下大井239-3 （有）佐藤クリーニング店 小田原市高田114-5

永耕園 小田原市曽我別所627 （有）シティオートカトウ 小田原市永塚95-7

SMBC日興証券（株）小田原支店 小田原市曽我谷津621-3 （医）社団敬仁会介護老人保健施設悠久 小田原市延清196-1

（株）エンドー 小田原市曽我別所794 松鶴 小田原市鴨宮229

（医）遠藤クリニック 小田原市西大友503 城下町スポーツクラブ 小田原市寿町4-23-26

大西クリーニング店 小田原市曽我谷津615 （有）信栄自動車 小田原市西大友261-1

オクツ薬局　櫻木 達夫 小田原市浜町1-14-3 （株）新清 小田原市南鴨宮3-12-4　新清第8ビル3階

小田原卸商業団地協同組合 小田原市鬼柳172-9 新鮮館　おだわら 小田原市西大友130-3

小田原ガス株式会社 小田原市扇町1-30-13 スーパーあらや 小田原市千代116

（一財）小田原市事業協会 小田原市南町1-1-40 （株）鈴廣蒲鉾 小田原市風祭245

小田原市土木建設協同組合 小田原市東町5-2-59 スナック　ミッキー 小田原市北ノ窪442

（株）小田原水道サービスセンター 小田原市高田401 （有）すみれ総合商事 小田原市酒匂4-13-12

小田原スポーツ・文化運営企業体 小田原市中曽根263 （医）清輝会 国府津病院 小田原市田島125

小田原生コン株式会社 小田原市飯田岡341 （株）精巧舎 小田原市中町2-16-20

小田原松風ライオンズクラブ 小田原市本町2-2-16 陽輪台小田原203号 西濃運輸（株）小田原支店 小田原市西大友122-2

小田原湯本カントリークラブ 箱根町湯本390-37 （公財）積善会　曽我病院 小田原市曽我岸148

かながわ西湘農業協同組合本店 小田原市鴨宮627 曽我地区自治会連合会 小田原市下大井75-1 曽我支所内

鏑木建設株式会社 小田原市本町4-2-18 曽我屋商事 小田原市曽我原268

（株）川久保組 小田原市曽我別所408 （有）だいご 小田原市扇町1-12-27

（株）カワセ 小田原市扇町2-7-11 ダイドービバレッジサービス（株）小田原営業所 小田原市成田42-1

川瀬歯科医院 小田原市酒匂3-12-17-105 泰東興業株式会社 小田原市荻窪166

杏林堂クリニック 小田原市酒匂3-9-12 （有）タケダ印刷 湯河原町中央2-3-1

平成２８年度　賛助会員ご芳名名簿



企業・団体名 住　　所 企業・団体名 住　　所

タシロ総合設備株式会社 小田原市飯田岡107 （有）穂坂商店 小田原市酒匂2-16-27

長一商店 小田原市曽我谷津477 前田道路（株）小田原合材工場 小田原市扇町6-825

（有）鶴井印刷所 小田原市栄町3-15-18 マナクリニック 小田原市永塚5

（株）東海ビルメンテナス 小田原市本町1-13-6 みずほ証券（株）小田原支店 小田原市栄町2-7-32

富田医院 小田原市曽我別所777‐6 三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券㈱小田原支店 小田原市本町2-1-35

豊川ペタンククラブ 小田原市飯泉1257-3（髙橋様方） 宮嶋屋釣具店 川瀬 良一 小田原市酒匂2-35-25

中村歯科医院 小田原市曽我原127 （株）むすび家 箱根町湯本210-2

和（川久保農園） 小田原市曽我別所165 むつみ処　上忠 小田原市千代420-2

日本新薬（株）小田原総合製剤工場 小田原市桑原676-1 （学）明徳学園 小田原市城山4-13-33

箱根登山バス株式会社 小田原市東町5-33-1 モスバーガー鴨宮店（(株）エムアンドワイ） 小田原市延清209-1

（株）花友生花店 小田原市永塚62 （株）モビレージ 小田原市寿町3-2-2

浜町小児科医院　遠藤 郁夫 小田原市浜町1-14-5 （株）安池建設工業 小田原市酒匂5-5-17

平原眼科クリニック 小田原市鴨宮3-44-3 ヤマザキショップ柏木商店 小田原市千代897

廣澤商事株式会社 小田原市本町2-1-30 横浜銀行下曽我支店 小田原市曽我谷津621

ファミリーマート小田原千代店 小田原市千代327 吉田治療院 小田原市曽我光海20-1

（有）深澤商店 小田原市曽我原555 ラーメン萬喜 小田原市酒匂2-15-6-101

（株）富士物産 小田原市南鴨宮3-12-4　新清第8ビル3階 ラケットや 小田原市栄町2-13-6

（株）芙蓉恒産 小田原市南鴨宮3-12-4　新清第8ビル3階 RYO（（株）ドリームサークル） 小田原市栄町1-14-57ジャルダンビル5F

平野家 小田原市曽我別所808 （株）ロピア小田原高田店 小田原市高田298-1

報徳二宮神社 小田原市城内8-10

団体会員

団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名

足柄体育振興会 小田原市スポーツチャンバラ協会 小田原ペタンク協会 曽我体育振興会

芦子地区体育振興会 小田原市ダンススポーツ連盟 小田原野球協会 橘北体育振興会

新玉地区体育協会 小田原市陸上競技協会 片浦体育振興会 富水体育振興会

大窪体育振興会 小田原柔道協会 久野体育振興会 早川体育振興会

小田原空手道協会 小田原ソフトボール協会 国府津体育振興会 東富水体育振興会

小田原弓道協会 小田原地区空手道連盟 幸地区体育振興会 富士見体育振興会

小田原剣道連盟 小田原テニス協会 桜井体育振興会 二川体育協会

小田原サッカー協会 小田原バスケットボール協会 山王網一色体育振興会 前羽体育振興会

小田原市歩け歩けの会 小田原バドミントン協会 下府中体育振興会 万年体育振興会

小田原市インディアカ協会 小田原バレーボール協会 十字地区体育振興会 緑地区体育振興会

小田原市スクエアダンス協会

団　体　名 団　体　名 団　体　名 団　体　名

芦子地区体育振興会 小田原テニス協会 小田原リズム体操協会 下曽我体育協会

小田原市グラウンドゴルフ協会 小田原バドミントン協会 上府中体育協会 曽我体育振興会

小田原ソフトテニス協会 小田原ペタンク協会 酒匂体育協会 豊川体育協会

協力団体（賛助会員各企業をご紹介いただいた団体）


