
平成３０年７月３１日現在

（順不同　敬称略）

観恵寺　　　 有限会社  出雲コンサルタント　　　

有限会社　赤木会計事務所　　　 有限会社　元田自動車修理工場

有限会社　安食住建　　　 有限会社  盛岡地所　　　

有限会社　アタゴタクシー　　　 有限会社　ヤマネ車輌　　

有限会社　足立電気商会　　　 安原経営会計事務所有限会社　

有限会社　飯塚豊市商店　　　 有限会社　ヤタ板金工業

有限会社　飯塚板金工作所　　　 有限会社  ユウデン　　　

有限会社　池工作　　　 有限会社  料亭たわら　　　

医療法人社団翠光会くにびき診療所ひらた　　　 緑化建設興業有限会社　

一畑寺　　　 ワルツ商事有限会社　　

有限会社　伊藤製材所　　　 出雲環境設備有限会社　　　

有限会社　ウッディカリノ　　　 公益財団法人出雲市芸術文化振興財団　　　

株式会社  栄徳　　　 イズテック　株式会社　　　

有限会社　江陽印刷　　　 神州電気株式会社　　　

株式会社  ソノ　　　 有限会社  ジンザイサニテック　　　

ツチエヒューム株式会社　　　 武永印刷株式会社　　　

恒松歯科医院　　　 島根県農業協同組合出雲地区本部　　　

有限会社　西尾組　　　 有限会社  加田教材店　　　

有限会社　にのせ電子　　　 山洋工業株式会社　　　

有限会社　平田開発　　　 株式会社　島根サニタリ　　　

株式会社　平田自動車教習所　　　 生長の家島根県教化部　　　

有限会社　平田電工　　　 有限会社　塚田組　　　

株式会社  報光社　　　 ヒロシ株式会社　　　

前川鋳工造機株式会社　　　 有限会社  藤原海事　　　

株式会社  山﨑組　　　 古瀬医院　　　

有限会社　山根板金工作所　　　 富士酒造合資会社　　　

出雲部品　有限会社　 有限会社　平成板金　　　

共進自動車株式会社　　　 有限会社　牧戸建築環境設計事務所

有限会社　小早川自動車ボデー　　　 梅乃家　有限会社　

武田　有限会社　 うらべガレージ株式会社　　　

ヒロ　有限会社　 岡倉会　　　

メナード島根中央販売有限会社　 小笹皮膚科診療所　　　

有限会社　安田ブロイラー　　　 有限会社　鎌田組　　　
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（順不同　敬称略）

嘉村医院　　　 有限会社　つくし薬局　

有限会社  嘉村建設　　　 有限会社　つげ電器店　

有限会社　北村酒店 有限会社　椿電工　

有限会社　マルフ興産　 有限会社　　トヤオオート販売　　　

有限会社　マルヨ商店　　　 出雲大同青果株式会社　　　

株式会社　小林建設　　　 出雲リペヤー株式会社　　　

コマツ山陰　株式会社　　　 イマックス株式会社　　　

山陰水道工業　株式会社　　　 有限会社　映光商会　

山陰パナソニック　株式会社　　　 島根県生コンクリート工業組合　　　

株式会社　さんれいフーズ　　　 株式会社　日本ハイソフト　

株式会社　三和印刷　　　 有限会社　ベルトセンター山陰　

島崎電機株式会社　　　 有限会社　松電　

島根勤労者医療協会　　　 ティーエスケイ情報システム株式会社　　　

島根トヨタ自動車株式会社　　　 有限会社  森広採砂　　　

島根ハード株式会社　　　 合資会社　森山　　　

島根菱光コンクリート工業株式会社　　　 山尾医院　　　

有限会社  信愛プロジェクト　　　 大和　有限会社　

有限会社  信愛フードサービス　　　 株式会社　山広　　　

株式会社　ジンザイスチール　 有限会社  ヤマネ　　　

社会福祉法人京真会　　　 米山伝導機株式会社　　　

石飛産業株式会社　 株式会社　ロードメンテナンス　　　

石飛商事株式会社　 有限会社  和光商事　　　

出雲ケーブルビジョン株式会社　　　 株式会社　内村電機工務店　　　

株式会社　出雲設備　　 有限会社  雲南浄化槽センター　　　

出雲総合卸売市場　　　 長浜工業株式会社　

出雲ターミナル株式会社　　　 株式会社 　トーワエンジニアリング　　　

有限会社　出雲溶接工業　 有限会社  とんき　　　

伊藤医院　　　 林整形外科医院　　　

ティーエスアルフレッサ株式会社　　　 有限会社　阿川オートサービス

有限会社　清友エンジニアリング　 檜垣木材工業株式会社　　　

ダイワボウプログレス株式会社出雲工場　　　 菱南電装株式会社　　　

高鳥メディカルサービス有限会社　 深田医院　　　

株式会社　タケダ造園　　　 有限会社福代測量設計　

田辺精機株式会社　　　 有限会社  富士建材　　　

有限会社　谷本ハイヤー　 有限会社  仏壇の原田　　　
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（順不同　敬称略）

プライム　有限会社　 島根ビル管理有限会社　

有限会社  プラス　　　 島根マツダ有限会社　

ブーランジェ・イタガキ　有限会社　 有限会社　荒茅建設　

今岡工業株式会社　　　 アラム　株式会社　　　

有限会社　今岡保険事務所　 有限会社　あるむ保険プラン　

株式会社　イマスイ　　　 株式会社　シンコー工業　　　

株式会社　エキナン　　　 新宮採石有限会社　

株式会社　エスティック　　　 神西湖漁業協同組合　　　

株式会社　小田商店　　　 有限会社　神西鉄工所

株式会社　小畑建設　 出雲一畑交通株式会社　　　

北陽クリニック　　　 出雲運送株式会社　　　

北陽警備保障株式会社　　　 出雲市観光協会　　　

有限会社　勝部組　　 有限会社  出雲市水道サービスセンター　　　

有限会社  かつべ種畜牧場　　　 出雲自動車整備事業協同組合　　　

有限会社　カトウファーマシー　 出雲地区森林組合　　　

有限会社  川跡電気設備　　　 出雲地区生コンクリート協同組合　　　

有限会社　環境設備計画　 出雲地区プロパンガス供給事業協同組合　　　

有限会社  北脇建築事務所　　　 有限会社　出雲中央青果　

浅尾繊維工業株式会社　　　 株式会社　板倉重機　

有限会社  幸明不動産　　　 有限会社　大吉自動車整備工場　　　

有限会社  こうや　　　 有限会社　だいきん冷蔵　

有限会社　サトー設備サービス　 株式会社　茶三代一　　　

佐野　有限会社　 有限会社　テーケー　

サポート　有限会社　 株式会社　テクノシステム　

山陰防災電機株式会社　　　 デザイア株式会社　　　

山陰冷暖株式会社　　　 株式会社　内藤組　　　

有限会社　松屋電機　 中島運輸機工株式会社　　　

松島建築設計事務所　　　 株式会社　中筋組　　　

有限会社  馬庭金物　　　 秦医院　　　

まにわ呉服店　有限会社　 株式会社  ハマ電機　　　

株式会社　ジェイ・エム・エス　　　 有限会社　杉原類次郎商店　

塩野建築設計事務所　　　 有限会社  スサノオ観光　　　

有限会社　塩野不動産　 有限会社　すずらん薬局　

島根電工　株式会社　　　 有限会社　スタジオいずも

有限会社　マルアイ殖産　 株式会社　総合技研設計　
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園山医院　　　 シルバーコミュニティセンター株式会社　　　

出雲商工会議所　　　 株式会社　中筋商事　

いずもトータルネット株式会社　　　 株式会社　永瀬　　　

板倉酒造有限会社　 有限会社  ナガサワ　　　

株式会社　環境理化学研究所　　　 ながた　有限会社　

株式会社　切川物産　 西日本カワヨ株式会社　　　

1 株式会社　園山設備　 ニッセイ運輸株式会社　　　

2 中国環境株式会社　　　 浜村自動車有限会社　

3 有限会社　錦織シート商会　 株式会社　藤原木材産業　　　　

4 株式会社　浜村建設　 株式会社　古川コンサルタント　　　

5 有限会社　布野事務機　 福間商事株式会社　　　

6 株式会社　壽生　　　 株式会社　フクマ住設　　　

7 山田皮膚科医院　　　 一畑バス株式会社　　　

8 有限会社　米山萬商店　 板垣医院　　　

9 和幸電通株式会社　　　 有限会社　 藤増ストアー　　　

10 有限会社  光栄精肉　　　 上田コールド株式会社　　　

11 有限会社  マネージメント会計　　　 有限会社　内田興産　

12 まるなか建設株式会社　　　 遠藤クリニック　　　

13 有限会社　マルサワ　 有限会社　大谷興産　

14 株式会社　丸三　　　 有限会社　小村新聞店

15 有限会社　宮本不動産　 有限会社　開栄舎精肉店　

16 ミユキプラント有限会社　 海星病院　　　

17 妙伝寺　　　 株式会社　カイハツ　　

18 焼肉の藤増　　　 有限会社　　門脇組　　　

19 有限会社　ヤマオ酒舗　 医療法人　かんど会　　　

20 有限会社  ヤマダ看板　　　 有限会社　神田歯科商店　

21 山田辰株式会社　　　 神戸川漁業協同組合　　　

22 和光フェンス工業株式会社　　　 株式会社　ホームケアー島根　　　

23 有限会社　和田エアコン工業　　　 ホテル日本海有限会社　

24 株式会社 　渡部製鋼所　　　 クサカ建設株式会社　　　

25 有限会社　 渡部電気工事　　　 ケー・ピー・オー有限会社　

26 有限会社 　渡邊水産　　　 株式会社　コニシ　　　

27 有限会社 　渡部燃料　　　 山陰クボタ水道用材株式会社　　　

28 山陰設備工業株式会社　　　 有限会社　山陰会計センター　

29 島根ライトコン工業株式会社　　 山陰建設工業株式会社　　　
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（順不同　敬称略）

30 山陰酸素工業株式会社　　　 須山木材株式会社　　　

31 三共鋼機株式会社　　　 大栄電設有限会社　

32 株式会社　三友電工　　　 株式会社　大惣　

33 サンプラス株式会社　　　 株式会社　ダイハツメタル出雲工場　　　

34 有限会社　青木組 大福工業株式会社　　　

35 寿生会　　　 株式会社　大丸不動産　

旭日酒造有限会社　 株式会社　大隆設計　　　

株式会社　井ゲタ醤油　　　 有限会社　タイヤサービス出雲

株式会社　出雲協栄　 どれみクリニック　　　

出雲クリーンシステム協同組合　　　 株式会社　トガノ建設　

出雲グリーン株式会社　　　 有限会社  所原製材所　　　

島根中央信用金庫　　　 株式会社　御船組　　　

出雲水機工業株式会社　　　 どうぜん歯科医院　　　

有限会社　出雲ビーシークリーン　 太田医院　　　

株式会社　マルユウ建材　　　 ケアホームしおさい　　　

株式会社　もちだ園芸　　　 株式会社　キムラ　　　

浜冷熱工業有限会社　 有限会社  足立運送　　　

新日本海ハウス工業株式会社　　　 有限会社  三和農産　　　

匿名　2件

温かいご支援をいただき心から感謝申しあげます。

なお、企業・法人の方からの赤十字の活動に対する活動資金を随時募集しています。

ご協力いただける方は、出雲市社会福祉協議会　本所・各支所へご連絡ください。
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