
名張川納涼花火大会協賛者さま
名張市防火協会
東海労働金庫　名張支店 https://tokai.rokin.or.jp/
株式会社　オンテック　名張工場 https://www.ontec.co.jp/
株式会社　三浦不動産 http://www.miura-re.co.jp/
浜口眼科
生活協同組合コープみえ http://www.coop-mie.jp/
センシン株式会社 http://www.sensin.co.jp/
株式会社　堀口建築設計 http://www.horiguchi-sekkei.com/
有限会社　三枝堂本店 http://www.sanshido-honten.com/
岡三証券株式会社　名張支店 http://www.okasan.co.jp/site/office/chubu/nabari.html
有限会社　クリーンテック名張
株式会社　ヤマキン http://www.yamakin-metal.co.jp/
株式会社　イーネット http://www.e-net.or.jp/profile/
株式会社　紀和マシナリー http://www.kiwa-mc.co.jp/
有限会社　森本自動車 http://suzukiarena-nabari.com/
有限会社　川商ライン
小川電気工事株式会社 http://www.ogawa-denki.com/
大栄工業グループ http://www.dkgr.co.jp/
株式会社　生田 http://www.ikuta-awe.com/corpinfo.html
モリデン株式会社 http://moriden.com/
中村廣志税理士事務所
日合通信電線株式会社 http://www.nichigoh.co.jp/index.html
ユニー株式会社　アピタ名張店 http://www.uny.co.jp/shop/144/
オーサカゴム株式会社　名張工場 http://www.osaka-rubber.co.jp/
NKトライアングル株式会社 http://www.nabari.or.jp/comp/nk-t/
やすだクリニック
名張近鉄ガス株式会社 http://www.kintetsugas.co.jp/
名張市職員部室長会
オキツモ流通株式会社　ブックスアルデ http://www.books-arude.co.jp/index.php/aboutus/
医療法人木野整形外科
税理士　田畑浩正 http://tabata.world.coocan.jp/
田中センイ株式会社 http://tanakaseni.co.jp/company/index.html
三重県中小企業共済協同組合 http://www.kenkyosai.or.jp/
中部電力株式会社　名張サービスステーション http://www.chuden.co.jp/m/madoguchi/mad_mie/a_iga/nabari/
名張環境事業協業組合
三重近鉄タクシー㈱名張営業所 http://www.miekintetsutaxi.co.jp/
グリーンハイランドカントリー倶楽部 http://www.gshinko.co.jp/green/green_access.html
中本パックス株式会社　名張工場 http://www.npacks.co.jp/
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近畿環境サービス株式会社名張事業所 http://eco-kks.co.jp/
スタミナラーメン天天
株式会社丸栄建設 http://www.maruei.gr.jp/
株式会社赤井薬局
株式会社テラカド http://www.terakado.co.jp/
ダスキン　エスプリ
トーコーパッケージ株式会社
株式会社総本家辻
坂本鉄工株式会社
株式会社メイハン http://meihan-k.co.jp/
つつじが丘・春日丘自治協議会 https://www.facebook.com/pg/tsutsujigaoka.kasugaoka.co/events/
株式会社広島工務店 http://www.kiwacocoro.co.jp/
有限会社谷松石材 http://www.tanimatsu.jp/
加美電子工業株式会社 http://www.kamidenshi.co.jp/
ユニ・チャーム株式会社 http://www.unicharm.co.jp/company/about/group/index.html
薦生地域づくり委員会
有限会社三重カラーテクノ https://www.tetsutani.co.jp/ganryo/ganryo_09.html
朝日ファスナー㈱ http://www.waldes.co.jp/
名張市職員互親会
間瀬茂税理士事務所
合資会社　三和ブロック http://www.kankou-nabari.jp/members/?p=7433
医療法人　上坂内科 http://uesakanaika.webcrow.jp/sample/index.html
アニエス・ガーデン名張 http://nabari.mie-heiankaku.co.jp/
税理士法人アチーブメント三重事務所 http://achieve-mie.tkcnf.com/
株式会社東研サーモテック http://tohkenthermo.co.jp/about/officelist/nabari/
有限会社名張自動車学校 http://nabari-ds.com/
新日本輸送株式会社 https://www.shinnihonyuso.co.jp/
株式会社安永 http://www.fine-yasunaga.co.jp/index.html
ミハル通信株式会社　中部営業所 https://www.miharu.co.jp/company/map03.html
有限会社三ツ池化学 http://www.michem.co.jp/
株式会社山城屋
学校法人廣瀬学園認定こども園名張よさみ幼稚園 http://www.yosami.ed.jp/nabari/n.index.html
深山運送有限会社　観光部　「名張エフバス」 http://nabari-f-bus.com/
スガコー建設株式会社 http://www.nava21.ne.jp/~sugako/index.html
奈良OAシステム株式会社 https://www.naraoa.co.jp/
イセット株式会社 https://www.iset.co.jp/
ネットワークトップアシスト株式会社 http://www.nta-corp.jp/
株式会社松阪電子計算センター https://www.matsusaka.co.jp/company/access.html
森岡内科クリニック
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医療法人上久保整形外科クリニック
田合耳鼻咽喉科医院
㈱中尾呉服店 https://www.nakao-gohuku.com/
脇坂火薬株式会社 http://www.hanabi-wakizaka.co.jp/
渋谷風呂店
公益社団法人　名張市シルバー人材センター http://www.nabari-silver.or.jp/
株式会社内山バルブ製作所 http://uchiyama-valve-seisakusho.co.jp/index.html
株式会社シュア
株式会社森嶋食品工業所 http://www.morishima-foods.co.jp/
医療法人　すぎのクリニック
桔梗が丘ゴルフコース
中央ゆめづくり協議会 https://www.facebook.com/chuuouyumezukuri.co/
とれたて名張交流館　運営協議会 https://www.facebook.com/torenaba/
㈱ハイパーツ三重　名張事業所 http://www.highparts-mie.com/
社会福祉法人　名張市社会福祉協議会 http://www.nabarishakyo.jp/
株式会社大道建設 http://daido-kensetsu.co.jp/?page_id=166
矢の互薬局　希央台店
和の庄　平井亭 http://www.kankou-nabari.jp/members/?p=7397
㈱寿被服　名張店
永尾不動産株式会社 http://www.nabari-nagao.jp/
白鳳アーキテック株式会社 http://www.hakuho-g.com/
青蓮寺レークホテル http://www.shorenjilake.com/
ブリジストンケミテック株式会社 https://www.bridgestone-bsct.co.jp/
ショッピングセンター　リバーナ https://www.aeon.com/store/イオン/イオン名張店/
名張市金融団
日新フーズ企業組合 http://www.kankou-nabari.jp/members/?p=7367
有限会社ミハタ電子
堀内自動車工業株式会社 http://www.horiuchi-suzuki.co.jp/pc/
丸三急送株式会社
縁むすび通り中町商店街
川口栄蔵株式会社 http://www.e-net.or.jp/user/eizou/
青蓮寺湖ぶどう組合 http://www.s-budou.jp/
公益財団法人　日本電信電話ユーザー協会三重支部http://www.pi.jtua.or.jp/mie/
恒徳化成工業株式会社 http://www.koutoku-kasei.co.jp/
三重中央開発株式会社 http://miechuokaihatsu.jp/
ひなち地域ゆめづくり委員会 https://www.facebook.com/events/1450836671840118/
株式会社　八百彦商店 http://www.yaohiko.com/company.html
中島獣医科病院(有) http://www.e-net.or.jp/user/n-vet/
イエノキ https://ienoki.com/
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ダイベア株式会社　名張工場 https://www.daibea.co.jp/
株式会社喜多建設
丸菱油化工業株式会社　名張工場 http://marubishi.jp/
オートサービスK http://www.autoservicek.jp/?page_id=33
（株）三恵テント http://www.kankou-nabari.jp/members/?p=7427
西名張郵便局 https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300122333000/
（株）辻金属製作所 http://www.tsujikinzoku.co.jp/
名張市八幡工業団地管理組合 http://www.yabata-kanrikumiai.com/
やまがみ眼科 http://www.yamagamiganka.com/
キング観光　名張店 http://www.pscube.jp/h/a702071/
吉谷靴下株式会社　名張工場 http://www.yoshitani-socks.co.jp/index.html
名張土木協力会協同組合
社会福祉法人　名張育成会 http://www.n-ikuseien.jp/
有限会社　谷口梱包
株式会社タカキタ http://www.takakita-net.co.jp/
（株）CCA
株式会社　山崎建設
関西リサイクル株式会社
株式会社松本薬品　名張支店 http://www.matsuyaku.co.jp/ueno_nabari_siten.html
山村商店
（株）ベルウイング http://www.bellwing.co.jp/
有限会社　マイア
S＆Sガレージ
株式会社アドバンスコープ http://www.advanscope.jp/
（株）中村工業 https://www.iga-younet.co.jp/pr/nakamurakougyou/
株式会社福山工務店 http://www.fukuyamakoumuten.jp/campany.htm
澤佐酒造合名会社 http://sawasa.net/
山口自動車鈑金工作所 http://www.yamaguchi-bankin.com/information/
有限会社　かつき http://www.ps-katsuki.co.jp/
名張市職員労働組合
山下造園株式会社 https://www.kensetumap.com/company/319845/
宇流冨志禰神社奉斉会 http://urufushine.jp/index.html
株式会社万代 http://www.mandai-net.co.jp/
株式会社マキシンコー名張工場 https://www.makishinko.co.jp/
名宝産業(株)
HOSスーパーボール名張 http://www.hos-sbn.com/
フーリエ倶楽部
株式会社テラハシ
伊賀まちかど博物館はなびし庵・すみた酒店 http://www.geocities.jp/hanabishian/
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デジタル工房株式会社 http://www.d-kobo.co.jp/
DMG森精機　株式会社 https://www.dmgmori.co.jp/top2/
まえだ鍼灸整骨院 http://maeda-shinkyu.wixsite.com/maeda
さわだ一休庵 http://www.sawadaikkyuan.jp/
有限会社みすず http://www.misuzuworld.com/tenpo.php
医療法人井ノ上歯科医院
医療法人中野歯科医院
なの花薬局名張市立病院前店 https://www.nanohana-ph.jp/
竹原サヨ子
井上笙玉書院
地縁法人錦生自治協議会 http://www.emachi-nabari.jp/nishikio/
藤森工業株式会社名張事業所 https://www.zacros.co.jp/
株式会社エストワン
株式会社ミニミニ
学校法人桔梗が丘学園 http://kikyougaoka-kg.com/
ライフアート株式会社 http://www.nabari.or.jp/comp/lifeart/
株式会社ジェーシステムズ http://www.kankou-nabari.jp/members/?p=7422
株式会社井上不動産 http://www.inoue-fu.jp/
多田工業株式会社
株式会社加藤塗装 http://www.kato-toso.net/
丸福精肉店 http://www.iga-nikuya-marufuku.com/
株式会社ユウキホーム http://www.youkihome.co.jp/
名張動物霊園 https://www.facebook.com/ndreien/
有限会社写真の川地 https://www.facebook.com/kawachi.photo/
株式会社田中屋
（有）賛急屋 http://www.sankyuya.jp/
有限会社 味ふく
アイエムピー株式会社 http://www.e-imp.co.jp/gaiyo_pege.htm
新興商事株式会社 http://www7b.biglobe.ne.jp/~shinkoukk/
ヘアビューティ―スウィート https://tredina.com/salon/H000208001/
ビューティサロン藤田　藤田清子
はぎた動物病院
土地家屋調査士越山康一
医療法人つくし　かとう小児科医院 http://www.nabari-katou-shonika.com/
久保耳鼻咽喉科クリニック
ナカモータース http://www.naka-mt.com/
マッスクバリュ中部株式会社 https://www.mv-chubu.co.jp/company/
株式会社LIXIL名張工場 https://www.lixil.com/jp

http://www.d-kobo.co.jp/
https://www.dmgmori.co.jp/top2/
http://maeda-shinkyu.wixsite.com/maeda
http://www.sawadaikkyuan.jp/
http://www.misuzuworld.com/tenpo.php
https://www.nanohana-ph.jp/
http://www.emachi-nabari.jp/nishikio/
https://www.zacros.co.jp/
http://kikyougaoka-kg.com/
http://www.nabari.or.jp/comp/lifeart/
http://www.kankou-nabari.jp/members/?p=7422
http://www.inoue-fu.jp/
http://www.kato-toso.net/
http://www.iga-nikuya-marufuku.com/
http://www.youkihome.co.jp/
https://www.facebook.com/ndreien/
https://www.facebook.com/kawachi.photo/
http://www.sankyuya.jp/
http://www.e-imp.co.jp/gaiyo_pege.htm
http://www7b.biglobe.ne.jp/~shinkoukk/
https://tredina.com/salon/H000208001/
http://www.nabari-katou-shonika.com/
http://www.naka-mt.com/
https://www.mv-chubu.co.jp/company/
https://www.lixil.com/jp


昇英塾 http://www.syoei.ed.jp/department/honkou
ギフトシティ 山城屋
瓦勝 http://www.kawarasho.jp/company/
東部交通 有限会社 http://www.toubukoutsu.com/
株式会社きん商　イイね！K-POWERS名張店 https://www.k-powers.com/
株式会社福田木工
白石吉億
株式会社岩見瓦製作所 http://iwami-kawara.net/
日本料理　和Annあん藤 https://nagomiann.jimdo.com/
遠藤歯科クリニック
有限会社尾形建築事務所 http://www.nabari.or.jp/comp/ogata/jisseki/index.html
箕曲地域づくり委員会 http://www.emachi-nabari.jp/minowa/?page_id=17
株式会社菊屋 http://webfasrv1.sakura.ne.jp/nabarikikuya.com/?page_id=146
森本造酢店 http://webfasrv1.sakura.ne.jp/morimotozousuten.com/
株式会社えがおサポート http://www.egao-nabari.jp/
矢の伊老舗 http://www.e-net.or.jp/user/n-kankou/n-omisehp/n-yanoi.html
ひきもと豆腐店
ウエディングコスチュームよこやま http://www.y-wedding.jp/
ナカオカでんき
前沢　治
果物屋ほそみ http://www.hosomi3174.jp/
メガネセンターフジモリ http://www.asint.jp/~fujimori/
一集
アイエムビル
ローソン名張松崎町１３４－１
瀬川建築板金
有限会社田中商会
食堂あさひ http://www.kankou-nabari.jp/members/?p=7335
有限会社小木屋食品 http://www.kougiya.com/index2.htm
うさぎ専門店LOPLOPLAND http://www.loplopland.com/
御料理仕出し　は里まや http://www.kankou-nabari.jp/members/?p=1393
株式会社飯島金物
株式会社中西商会
医療法人桔梗皮フ・内科
堀井内科
有限会社冨永不動産
医療法人(社団)寺田病院 http://www.terada-hp.or.jp/
(株)フミックス
株式会社ライフ・テクノサービス
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鴻之台歯科診療所 http://localplace.jp/t100080181/
有限会社精肉のオクダ http://www.okuda-igaushi.com/
松田整形外科
株式会社アクトス名張店 https://www.axtos.com/shop/nabari/
株式会社名張環境センター
有限会社わかば共栄保険 http://www.sjnk-ag.com/a/wakaba-k/
JOLION株式会社
株式会社インテリア富永
お好み焼き　一休 http://www.okonomiyaki-ikkyu.com/
ヘアサロンオオタ
有限会社福森自動車
志づや
きはらし http://www.kankou-nabari.jp/members/?p=5949
田中余以徳斉薬局
堀井薬局
株式会社平安コーポレーション http://www.heian-corp.jp/?page_id=125
有限会社村口畳工房 http://www.tatami10.com/
上本町商店街振興組合
ボートレースチケットショップ　ミニボートピア名張 http://www.infoworld.co.jp/nabari/
Ｓｔａｉｎｅｄ　ｇｌａｓｓ　Ｓａ-ｎａ http://sg-sa-na.com/coordinate.html
河野歯科医院 https://dental-city.com/146055/
本荘歯科医院 https://dental-city.com/146559/
イベント企画室 アサイン合同会社 https://www.facebook.com/event.assign/
土井粋花園
わたなべ整形外科 https://www.facebook.com/nabari.watanabe/
名張地区木材グループ
株式会社まちだ http://www.kkmachida.co.jp/
南建設株式会社 http://www.minami-kensetsu.com/company.html
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