
横手地域 ㈲カーショップ・フジイ倶楽部 ㈱伸和工機 日立オートモティブシステムズ㈱秋田事業所 横手胃腸科クリニック ㈱マルシメ

㈱アートピアササキ 開発㈱横手営業所 スーパーマーケットよねや ㈲平鹿印刷 横手駅前歯科医院 JUKI産機テクノロジー㈱

㈱アイ・クリエイト ㈱加賀千代材木店 鈴木植物園 樋渡人形店 横手駅前郵便局 ㈱秋田銀行増田支店

秋田渥美工業㈱ 加賀谷正純税理士事務所 すずき皮膚科クリニック フォレブランシュ 横手エンブロイダリー美術館 後藤歯科医院

秋田いすゞ自動車㈱横手営業所 ㈱笠原商店 鈴木正俊商店㈲ 福嶋内科医院 ㈱横手開発興業横手駅前温泉ゆうゆうプラザ ㈱八興秋田工場

秋田県南生コン㈱横手工場 ㈲柏谷印刷 生活訓練施設のぞみ 藤井幸雄税理士事務所 横手鍛冶町郵便局 下田内科消化器科医院

秋田魁新報横手北専売所 カシワヤ楽器㈱ 生活訓練施設やまぶき 藤倉行政書士社会保険労務士事務所 横手環境管理サービス㈲ 赤沢歯科医院

㈱Akisai 加藤商会 創和建設㈱ ㈲藤倉食品 横手黒川郵便局 桃雲堂高橋医院

㈱秋田ふるさと村 ㈱かねき ㈱大成電機 ㈱藤健 横手建設㈱ 薬局エム

阿桜酒造㈱ かぶき屋本店 高勝石材店 藤田歯科クリニック 横手興生病院 ㈱増田印刷所

朝倉地区民生児童委員協議会 ㈱かんきょう ㈱タカギ ㈱フジペン 横手幸町郵便局 ㈲村上自販

朝日ヶ丘レディースクリニック ㈾木村屋商店 ㈱高善 ㈲藤本乳業 横手栄郵便局 ㈱三浦建築設計

アサヒクリーニング 協同組合横手卸センター 高橋彰社会保険労務士事務所 ㈲藤原機材 よこてシティホール ㈱共立アルミ工業

朝日綜合㈱ ㈱協和横手営業所 高橋歯科医院 復古堂医院 ㈱横手水産物地方卸売市場 満福寺

あさひ薬局 ㈲旭星自動車 高橋鉄筋工業㈲ ㈱フレンドール 横手水道工業㈱ ㈾羽場こうじ店

旭郵便局 ㈲金勝堂 高橋内科医院 ほしの歯科医院 横手精工㈱ ㈱湯沢生コン増田工場

㈲阿部組 食い道楽本店 田島歯科医院 細谷内科医院 ㈲横手清掃興業 老人保健施設りんごの里福寿園

荒川施設工業㈱ 熊谷歯科クリニック ㈱ダスキンよねや ホテルウェルネス横手路 横手セントラルホテル 炭酸浴デイサービスセンター霞桜の湯

㈱EFリテール東北 ㈲久米一級建築設計事務所 ㈱田畑製材所 ホテルちょっと ㈱横手中水 増田精工㈲

石谷製麺工場 ㈱クリマ ㈱タプコ ㈲ほりえ 横手電気工業㈱ ㈲藤原建材店

㈱イシワリ グループホームつばさ ㈲玉屋紙店 ㈱マウンツ 横手平城郵便局 佐藤養助漆蔵資料館 

胃腸科・内科・高橋クリニック 黒川地区民生児童委員協議会 地域生活支援センターのぞみ ㈴松田タイヤ商会 よこてフードサービス㈱ スナック寿し

㈲樹(いづき) ㈱桑原横手営業所 千葉写真機店 ㈱松與会館 横手ヤクルト販売㈱ 鈴豊商店

出端屋 麹屋近野商店 ㈲茶舗千田園 ㈱丸幸 横手郵便局 小坂建築

㈱伊藤組造園 ㈲小松商店 ㈱ツルタック ㈱マンサク 読売新聞センター横手 増田郵便局

伊藤建設工業㈱ 小松屋本店 寺田印刷 三浦建築㈲ 理容サトウ たかよ商店

伊藤電気㈱横手営業所 ㈱さいた薬局 ㈱照菊 湊クリニック 旅館平利 真人山荘

㈲いわしや佐東器械店 栄地区民生児童委員協議会 東亜リース㈱横手営業所 ㈲みなみ情報サービス ＹＤＣ㈱横手自動車学校 林旅館

㈱イワミヤ 桜沢電気工事㈱ 東芝電材マーケティング㈱横手営業所 ㈱村岡組 ㈱若林栄広堂 ㈲千葉建築

㈱ヴァルモード ㈲佐々木テント 中川原バレエスタジオ ㈱最上田組 ワカバヤシ眼鏡店 横手温泉郷㈱上畑温泉さわらび

羽後ガス㈱ 佐藤印刷㈱ ㈲中野繊維 やすらぎの苑 ㈱渡敬 平鹿地域

羽後電設工業㈱横手営業所 サポートセンターかまくら 中村商会㈱横手営業所 やまざき㈲ 増田地域 奥州屋本店

打川自動車㈱ ㈱サンベンディング横手 日発精密工業㈱横手工場 ㈲ヤマサ薬局 真宗大谷派 通覚寺 高徳商店

㈱エガミ ㈲三和電設工業 ネノヒ薬局 山田眼科医院 ㈱さそう ㈲常盤寿司

㈲遠藤左官工務店 ㈲塩田商店 根本聡土地家屋調査士事務所 山田もち屋 山田農機㈱ サトウクリーンセンター

遠藤電設工事㈲ 歯科ヨコテクリニック ㈱バイタルネット横手支店 ㈱大和組 月山神社 遠正堂

㈲大嶋建築設計事務所 柴田理髪店 ㈱バザール横手店 山中工務店㈲ ショートスティいこいの里･増田 遠忠商店

㈲オートショップ横手 司法書士進藤芳幸事務所 橋本金太郎商店 山ニ施設工業㈱横手支店 秋田ふるさと農業協同組合増田支店 ㈱秋田銀行浅舞支店

㈱岡本産業 嶌田ドライアイス店 ㈱花長 ゆあさ整形外科クリニック ㈱北都銀行増田支店 小松田旅館

小川歯科医院 (宗)応護寺 針生皮膚科医院 ㈱ユアテック横手営業所 ㈱内藤 佐藤歯科医院

奥山ボーリング㈱ (宗)親奥院 パン工房かつた ヨコウン㈱ みうらでんか ㈱北都銀行浅舞支店

小田島商事㈱横手営業所 就労支援センターグリーン ㈱半田工務店 横手旭川郵便局 日の丸醸造㈱ 谷口新聞店

平成30年度横手市社協特別会員一覧（企業・団体）
《順不同・敬称略》



㈾加賀谷自動車整備工場 ㈱羽後環境  ㈱長谷山農林 ㈱近建築設計事務所 手打ちそばと食事処山小屋 ダイユー自動車興業

㈾浅舞タクシー ㈱北都銀行沼館支店 ノレーブ歯科クリニック ㈲マルナカ燃料 ㈲山下塗装工業 佐藤呉服店

うまみ処さなだ ㈲細川商店 ㈲佐々木施設工業 ㈲蕗月堂 ローソン横手山内店 滝商店

㈱平鹿環境 谷口忠之助商店 ㈱美遊希 ㈱高橋建業 田原建築 コマツ電化

㈲高橋種苗園 ㈲雄物川プロパン沼館営業所 ㈲きくちや ㈲丸建舗道 田代水道工業㈱ ㈱トラストシール

㈱平和自動車・オートザム平和 ㈲雄物川印刷　 ㈲若松産業 十文字鉄工㈱ 仕出しうれし野 宮寺ストアー

浅舞婦人漬物研究会 雄物川電器㈱ ㈱うえたストア ㈲イズミヤ印刷 頓信寺 ㈲マルケン工業

龍泉寺 ㈱西山製作所秋田工場　 ㈲柿崎土建 ㈲伊藤工業 高良家電住設 寿松木ストアー

山﨑医院分医院 ㈲おがさわら 大森自動車㈱ 羽後設備㈱県南支店 千代喜久 渡辺医院

羽後日石㈱浅舞給油所 ㈲イチジャ 大森郵便局 ローソン十文字インター店 太徳商店 わたなべ歯科医院

和風レストランすずや ㈲小西商会 秋田ふるさと農業協同組合大森支店 まるせん葬祭 ㈲野崎建設 鹿嶋

下鍋倉保育所 黄桜温泉湯楽里 ㈲はる風 ㈴後藤工務店 加藤電気工事店 サイチ工業㈱

永蔵寺 ㈱サンテックス 八沢木郵便局 ㈱トータルオフィスマネージメント 小松左官 ㈲光技建

㈲もがみや ㈱吉田建設 川西郵便局 ㈲丹尾農場 ㈱永沢 ㈴鈴木組

五十嵐建設㈱ 雄物川郵便局 くつろぎの里おおもり ㈱マルサ建設 川越水道設備工業 ㈱柏建設

(医)平鹿浩仁会介護老人保健施設西風苑 里見郵便局 ㈲北都測量設計 ㈲松田水道 カットハウスおやま ㈲ササヤス

県南自動車整備協業組合 雄物川大沢郵便局 佐々木組 ㈲佐藤製甲所 ㈲木村建設 ㈱ムカイ

㈲秋南トリム 館合郵便局 護法山曹渓寺 阿部耳鼻咽喉科医院 山内診療所 秋南アサノコンクリート㈱

㈱フカサワ 大森地域 中安農機店 村田ふとん店 安土養蜂園 髙橋電気工事店

西法寺 秋田県南部老人福祉総合エリア ㈾大森タクシー 木乃や家具 ㈱伊藤自動車 ㈲柴康土建

吉田保育所 あおば調剤薬局 十文字地域 佐藤金物 三又建設㈱ ㈲イーエムネットワーク

㈲ヘルシーアップル ほろは薬局 五王興業㈲ ㈲花よし 三ツ矢商店 関坂鉄工所

醍醐郵便局 ㈱北都銀行大森支店 ㈴佐藤電気商会 ㈱秋田銀行十文字支店 南郷(夢)温泉共林荘 ㈱ささき機工

㈱丸富商店 (福)大森保育園 ㈲ユニオン交通秋南タクシー ㈱北都銀行十文字支店 高階塗装店 ㈲髙信建設

丸富営農組合 大森土地改良区 ㈲フジショク ㈱いいつか 川越板金店 ㈱小松木工

田中コンクリート工業㈱ 山城水系土地改良区 ㈲井上薬局 ㈱和幸 山内住宅サービス ㈲エス・ケー・アシスト

丸三化成㈱ ㈾大森産業 高橋医院 十文字郵便局 泉塗装店 下田医院

醍醐クリニック 秋田ニチレキ㈱南営業所 瀬川金物㈱ 羽後植田郵便局 ㈱藤泰 ヘアーサロンＳＡＳＡＫＩ

金屋の麹屋 ㈱ファミリアソーイング秋田 ㈴小林繊維 ㈲さとう商店 (医)ヒロデンタルプロデュースあいのの歯科クリニック 阿桜屋

㈲小松百治商店 備前酒造本店 ㈱ふるさと燃料サービス十文字南給油所 奥羽食品工業㈱ さんない整骨院 カマダ設備㈱

㈲谷六薬局 ㈱ヌイテックコーポレーション ㈱新光電機 ㈱高作 髙橋塗装 宝蔵山重福寺

浅舞感恩講保育園 ㈲菊池建築 ㈱マルシメ 岡谷セイケン㈱秋田工場 ㈲糯田商店 睦特殊金属工業㈱樹脂事業部秋田工場

善福寺 ソフトシリカ㈱ 後藤ソーイング㈲ ㈱県南地所 村さ来亭 ㈱宮腰デジタルシステムズ

東海林整骨院 ㈲大和工業 秋田ランバー㈱十文字本社 河野光学レンズ㈱秋田工場 山内テレビサービス ㈲テクノタイユウ

小野寺建築㈲ ㈲小春スクリーン トヤマフーズ㈱ ㈱櫻嶺ケミカル 肉のささい 印刷工房ＤＤＧ

渡部工業㈲ ㈲照井建設 ㈱フルヤ紙巧 秋田ふるさと農業協同組合十文字支店 ㈲介護のパートナーです ㈲小沼運輸

トータルエンジニアリング㈱ ㈲佐藤建設 ㈱増田鉄工場 ダスキン秋南 ㈲島田電化 ㈱丸茂組横手営業所

雄物川地域 三共光学工業㈱ ㈲十文字光学 (福)アヴェク・トワ 杜のcafé SYANA 阿気郵便局

㈲雄物川食品 ㈲IMCサービス 十文字サンクリーン ㈲光和電設 大雄地域 田根森郵便局

佐藤施設工業㈱ ㈱今野石油 ㈲高留建築工業 ㈲伊藤環境サービス ㈱村岡電業社

スーパーセンタートラスト雄物川店 ㈱大宗石油 黒澤製材所㈱十文字支店 よこて商工会 ㈲大雄産業  合計 ５０３企業・団体 

秋田ふるさと農業協同組合雄物川支店 ㈲大沼モータース 北日本産業㈱北日本自動車整備工場 ㈱エイビック横手営業所 大雄ホップ農業協同組合

杉山工業所おものがわクリーンライフサービス 赤統商店 ㈲フジオートセンター十文字店 山内地域 ㈲西部環境保全

沼館モータース 石成歯科医院 カスガ保険㈲ 道の駅さんない ㈱ふるさと葬祭アグレム

※その他、個人として１１名の皆様
にご加入いただいております。

ご協力ありがとうございました


