
（順不同　敬称略）

株式会社ホンダカーズ出雲 三笠産業株式会社出雲工場

有限会社丸ヨ商店 株式会社安井組

富士酒造合資会社 有限会社田中クリーニング店

島根電工株式会社出雲支店 株式会社御船組

株式会社かげやま呉服店 有限会社富士建材

有限会社あさつ 有限会社ヤマダ看板

有限会社まにわ呉服店 しまね信用金庫出雲支店

山陰冷暖株式会社 よもたフローリスト

有限会社斐川中央自動車 株式会社内村電機工務店

有限会社浪花 株式会社吾郷設備

有限会社開栄舎精肉店 有限会社西工務店

吉田敏夫税理士事務所 有限会社ジンザイサニテック

石飛工務店 出雲環境整備有限会社

有限会社マネージメント会計 有限会社かつべ種畜牧場

さとがた保育園 吾郷紘一税理士事務所

深田医院 株式会社浜村建設

有限会社安田木工所 江口内科医院

板垣医院 医療法人姫野クリニック

加田教材店 槇野クリニック

高鳥クリニック 株式会社アツタ

北陽クリニック 塩野建築設計事務所

ホテル小田 有限会社塩野不動産

小田自動車 昭和セメント工業株式会社

古瀬医院 有限会社カワシマ

株式会社トガノ建設 ハナガワ

有限会社つくし薬局 佐藤化粧品店

有限会社川跡電気設備 株式会社やまだ

久村診療所 旭日酒造有限会社

黒徳建設株式会社 中町商店会協同組合

株式会社大惣 ひのごや

株式会社松文オフテック出雲 宇佐美建築設計室

株式会社古川コンサルタント かさや旅館

有限会社石飛石油 市松天
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（順不同　敬称略）

山陰中央新報出雲西部専売店 有限会社飯塚自転車商会

有限会社北村酒店 山陰水道工業株式会社 

神西湖漁業協同組合 株式会社もちだ園芸

緑化建設興業有限会社 有限会社山佐運送店

株式会社新宮組 有限会社田仲組

株式会社渡部製鋼所 有限会社ナギラ建工

出雲グリーン株式会社 タケシタ電器

有限会社大谷製作所 小田温泉

和光フェンス工業株式会社 有限会社 いちご調剤薬局神西支店

株式会社キムラ 出雲国造家　　北島建孝

開運堂 株式会社コスモ建設コンサルタント

株式会社島根情報処理センター 山陰ジョンソンボイラ株式会社 

出雲たばこ販売協同組合 株式会社エキナン

株式会社田中種苗 有限会社神戸川オートサービス

有限会社タケダ時計店 出雲水機工業株式会社 

有限会社マキ眼鏡店 株式会社切川物産

飯塚紙商事株式会社 金山工業株式会社 

三共鋼機株式会社 岩崎建設有限会社 

有限会社行武測量事務所 大福工業株式会社 

株式会社ジェットクリーン 出雲自動車整備事業協同組合

株式会社原田水道工業 出雲生コン株式会社 

有限会社マルフ興産 出雲ワーク有限会社 

株式会社小畑建設 株式会社中筋組

有限会社マルサワ 有限会社柿田設備工業

島根ビル管理有限会社 日御碕神社　宮司　小野高慶

有限会社森山商会 株式会社 ジェイ・エム・エス出雲工場

エディオン多伎店 飯島呉服店

馬庭建築設計事務所株式会社 羽根屋

中島運輸機工株式会社 有限会社 高橋ミシン商会

大社自動車整備工場有限会社 内藤商事株式会社 

とみや菓舗 合資会社森山

山陰ヤクルト販売株式会社 うらべガレージ

株式会社藤原木材産業 山陰防災電機株式会社 

有限会社元田自動車修理工場 山陰フォーラム株式会社 

出雲土建株式会社 有限会社 出雲ビーシークリーン
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（順不同　敬称略）

株式会社アポロハイヤー やまもと株式会社

有限会社宮本不動産 有限会社大平観光

株式会社寿生 竹香堂

有限会社たむら 株式会社原寿園

有限会社ワルツ商事 有限会社平成板金

出雲大社教　管長　千家隆比古 株式会社大丸不動産

八雲 有限会社岡田忠市商店

須谷建鉄有限会社 グループホームたくひの里

桜内石油株式会社 ヒロシ株式会社

一般社団法人島根県採石協会 有限会社なかの薬局

たなかペインクリニック 田中建具店

有限会社フジ電器 有限会社安田ブロイラー

株式会社イズコン島根第二工場 有限会社藤原海事

山建プラント株式会社 芦沢医院

島根ハード株式会社 有限会社立久恵観光ホテル八光園

田中屋 医療法人かんど会

出雲大社　宮司　千家尊祐 内藤建設工業株式会社

有限会社石波運送 出雲地区森林組合

株式会社ハマ電機 出雲一畑交通株式会社

出雲リペヤー株式会社 株式会社山広

浅尾繊維工業株式会社 株式会社三和印刷

日本貿易産業株式会社出雲工場 有限会社石飛商店

株式会社多伎振興 有限会社石飛組

アルファー食品株式会社 株式会社山下工務所

有限会社平成住建 株式会社香り芽本舗

春日組有限会社 看雲楼

有限会社布野製菓 株式会社ソノヤマ

コーヨー工業有限会社 荒木屋そば屋

海星病院 大梶そば

小村新聞店 有限会社けんちゃん漬

平和そば本店 株式会社島根ワイナリー

有限会社 トヤオオート販売 有限会社先久鉄工

有限会社竹下工材 いづも縫製有限会社

知野見電気 山本工業株式会社

井山屋製菓 ハニービー
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（順不同　敬称略）

新日本海ハウス工業株式会社 島根森紙業株式会社出雲事業所

ぐるめ幸洋 長浜工業株式会社

高田屋 島根県生コンクリート工業組合

イマックス株式会社 須山木材株式会社

株式会社井ゲタ醤油 有限会社松の屋

有限会社青木組 株式会社島建コンサルタント

1 広戸建築 大栄電設有限会社

2 株式会社内藤組 昭栄電気株式会社

3 有限会社吉村酒店 出雲地区生コンクリート協同組合

4 マルサン石油株式会社 有限会社環境設備計画

5 株式会社ケイショウ 加藤土地家屋調査士事務所

6 有限会社神門組 有限会社杉原本店

7 有限会社勝部組 出雲国大社食品株式会社

8 出雲自動車学校 岩成工業株式会社

9 有限会社大吉自動車整備工場 ティーエスアルフレッサ株式会社出雲支店

10 有限会社谷本ハイヤー 株式会社やまや

11 株式会社大社木工 二葉起重機

12 有限会社布野事務機 有限会社仏壇の原田出雲店

13 株式会社三友電工 株式会社明和サービス

14 株式会社大隆設計 有限会社江角建築事務所

15 有限会社エル珈琲 株式会社ホンダ

16 大社ライオンズクラブ 安原税理士事務所

17 大社ロータリークラブ 重本税理士事務所

18 中央建設株式会社 ダイイチ株式会社

19 有限会社いとう材木店 宮本博税理士事務所

20 今岡工業株式会社 米山伝導機株式会社

21 有限会社ヤマオ酒舗 出雲商工会議所

22 ヤシロ測量有限会社 ビジネスホテル大社

23 有限会社ワスティーシステム 有限会社坂根屋

24 有限会社藤増ストアー 有限会社ながた

25 株式会社出雲木材市場 有限会社スイング薬局高岡店

26 トヨタカローラ島根出雲店 有限会社渡辺水産

27 有限会社だいきん冷蔵 増原木材工業有限会社

28 有限会社カーショップダンダン さかえ屋

29 板倉酒造有限会社 独立軒写真場有限会社
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（順不同　敬称略）

30 エイコー電子工業株式会社 福間商事株式会社

31 有限会社イタケン 株式会社協電

有限会社俵屋菓舗 そば処・喜多縁

メナード島根中央販売社有限会社 匿名　10件

32

33

34

35
いただきました募金は、令和３年度の出雲市内の民間福祉活動に大切に使用させていただきます。
また、一部は大規模災害時に災害ボランティアセンターの運営費などにも使用されます。

温かいご支援をいただき心から感謝申しあげます。

令和２年度赤い羽根共同募金　法人募金に協力いただきました企業・法人の皆さま　⑤

5


