
No. 協賛名 ホームページ 所在地

（財）河本文教福祉振興会 www.ayaha.co.jp/eco04.htm 大津市におの浜1-1-3

生源寺道場　生源寺秀徳 大津市坂本6-14-5

京阪電気鉄道㈱　鉄道事業本部 大津運輸部　 www.keihan-o2.com 大津市錦織2-7-16

㈱カネカ滋賀工場 www.kaneka.co.jp 大津市比叡辻2-1-1

比叡山延暦寺 www.hieizan.or.jp 大津市坂本4220

大進管工(有)　谷正男 大津市坂本5-26-12

東洋紡㈱総合研究所 www.toyobo.co.jp 大津市堅田2-1-1

近畿防災 http://kinki-bosai.co.jp 京都市伏見区石田大受町50

㈱フロム・サーティー www.from30.jp 東京都品川区東五反田1-7-11アイオス五反田アネックス

㈲リリーフ http://relief-hoken.com 守山市播磨田町1810-1

㈱三角屋 京都市左京区下鴨西本町２

太田　實則 www.ohta-shuzou.co.jp 草津市

中野 富計 立川市

斎藤　和則 東京都世田谷区

スパリゾート雄琴あがりゃんせ www.agaryanse.co.jp 大津市苗鹿3-9-5

㈱松喜屋　西居基晴 www.matsukiya.net 大津市唐橋町14-17

坂本電設㈱ 大津市坂本7-28-1

(有)吉田工務店 大津市坂本6-4-8

アイガード㈲ www.ai-guard.co.jp 大津市昭和町6-28-202

㈱二助企画 www.nisukekikaku.com/index.html 神戸市北区大沢町上大沢2150神戸市立フルーツ･フラワーパーク内　神戸モンキーズ劇場

TOWA㈱ www.towajapan.co.jp/intro.htm 京都市南区上鳥羽上調子町5

住友林業㈱ http://sfc.jp 東京都千代田区大手町1-3-2（経団連会館）

㈱パールトーン http://pearltone.com 京都市右京区西院西中水町22

㈱ZTV滋賀放送局 www.ztv.co.jp 草津市野路町683-1

㈱辻井造園 www.genworks.co.jp/ 大津市坂本2-7-18

㈱井筒授与品店 www.izutsu.co.jp 京都市南区吉祥院観音堂町23

山田整形外科病院 http://yamadaseikei.jp 大津市本堅田5-22-27

㈱三信堂 www.e-hon.ne.jp/bec/SF/ShotenHome?shotenCode=61155&TohanShotenHome 大津市坂本3-15-20

西教寺 www.saikyoji.org 大津市坂本5-13-1

滋賀銀行坂本支店 www.shigagin.com 大津市坂本7-1-11

酒井塗装店 大津市唐崎3-19-15-1-1

関西アーバン銀行坂本支店 www.kansaiurban.co.jp 大津市下阪本6-38-14

平成２６年山王祭 協賛芳名（山王祭実行委員会・日吉大社）
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びわ湖花街道　㈱国華荘 hanakaido.co.jp 大津市雄琴1-1-3

㈱山﨑砂利商店 yamazaki-jari.co.jp 大津市浜大津4-7-6

㈱オフィスマツバラ sompojapan-ag.com/a/officematsubara 栗東市上鈎116-2車整協ビル

㈱南洋軒 nanyouken.co.jp 草津市追分1-1-33　

守本社会保険労務士事務所 草津市野路1-8-18 e.e.ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ10階

松本　敏 松原市
谷口　和夫 芦屋市

大塚製薬㈱大津研究所 otsuka.co.jp 大津市
滋賀里病院 shigasato.or.jp 大津市
梅田石油㈱ 大津市

松崎歯科医院 大津市
㈱琵琶湖ホテル biwakohotel.co.jp 大津市
琵琶湖汽船㈱ biwakokisen.co.jp 大津市

里湯昔話雄山荘 yuzanso.co.jp 大津市
琵琶湖グランドホテル biwakogh.co.jp 大津市

㈱拓世　河合芳嗣 大津市
㈱坂本グループ 大津市

共立タクシー 大津市
ふじかわ耳鼻咽喉科 fujikawa-do.jp 大津市

㈱トラストセキュリティ　山元良雄 大津市
ＫＫＲホテルびわこ kkrbiwako.com 大津市

藤本石油 大津市
飯室電業㈱ imurodengyo.jp 大津市
寺田物産 biwako-visitors.jp/search/spot_around_2751.html 大津市

唐崎マリーナ山形屋 kogatasen.com/marineplay_marinalist_6kara.htm 大津市
大塚食品㈱琵琶湖研究所 otsukafoods.co.jp 大津市

比叡山鉄道㈱ sakamoto-cable.jp/ 大津市
琵琶湖病院 biwako.or.jp 大津市

盛安寺　大窪功真 otsu.or.jp/see/hokubu/syaji-shimo-seian.htm 大津市
鶴喜そば製菓㈱ tsurukisoba.co.jp/index.php 大津市

末廣 大津市
㈱平和堂　坂本店 www.heiwado.jp 大津市

坂本専門店協同組合 www.chuokai-shiga.or.jp/search/detail_new.php?kumiid=23 大津市
㈱SC　西浦功浩 www.ss-sc.co.jp 大津市
㈱TCS　杉本辰佳 http://tcs870369.com/kaisya.html 大津市

(有)花治商店　中井与志治 www2.odn.ne.jp/hanajishouten 大津市
アヤハレークサイドホテル www.ayaha.co.jp/lakeside 大津市

㈱笹川組 www.sasakawa.co.jp 大津市
大久保表具店 大津市
㈱近江機電 www.e510.jp/oumikiden 大津市
荒木装束店 京都市
伊勢国産 伊勢市

大津紙業写真印刷㈱ www.ospp.co.jp 大津市
㈱壱奉堂 www.ippoodoo.co.jp 飯田市
㈱植杢 www.uemoku.com 高島市

㈱神路社 www.kamijisya.co.jp 伊勢市
㈱京鐘 www.kyokane.co.jp 京都市

㈱さかい www5a.biglobe.ne.jp/~kk-sakai 野洲市
㈱ジュノ http://valerie-derek.com/index.html 大阪市

㈱ツジウェルネスクッキング http://tsuji-w-cooking.com 大阪市
㈱中島貸物店 http://nakajima-kashimonoten.jp 大津市
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㈱民俗工芸 www.minzoku.co.jp 佐世保市
京都奉製㈱ www.omamori.co.jp 京都市

グリーン産商㈱ www.b-mall.ne.jp/osaka/companyDetail-GQbqCQbtJReq.aspx 大阪市
佐川印刷㈱滋賀支店 www.spcom.co.jp/ 栗東市

ジョイロック http://joyrock.net 東大阪市
東洋ケース㈱ www.toyo-case.co.jp 京都市
東和奉産㈱ www.towahosan.jp 京都市

日本アド企画㈱ www.h3.dion.ne.jp/~nihon-ad 大阪市
福谷写真館 大津市

ブルー・スター www.bs-dress.com 草津市
水野商会 北名古屋市

名鉄観光サービス㈱ www.mwt.co.jp 大津市
㈲エムエム 京都市
㈲久志本 東京都練馬区

㈲サトウ民芸 水戸市
㈲神清 伊勢市

㈲大栄本店 京都市
㈲天祥 大阪市

㈲坂東林業 http://bandouringyo.com 東近江市
㈲フォトハウスアワズ www.e510.jp/awazu 大津市

㈲嫁人 http://stylishkon.com/shiga/ 草津市
ヨシダ印刷㈱京滋営業所 http://www.yoshida-p.jp 京都市

レークウェスト観光㈱ www.lakewest.jp 大津市
㈱協同印刷 大津市

クリエイトサービス㈱ www.kanpuri.co.jp/shop/s-nishiotsu.php 大津市
びわ湖放送BBC www.bbc-tv.co.jp 大津市

㈲ビワコマリン寺田 www.biwakomarine.co.jp 大津市
㈲アークロイヤルボートクラブ www.arkroyal.jp 大津市

キャッツボートクラブ www.cats-boat.com 大津市
レークマリーナ http://lake-marina.com 大津市
浦木林業㈱ 和歌山県南牟婁郡
杉山　大作

平岡　幹之助
中薮　妃登美

岡　豊子
松ノ内　清
加藤　利市

北川　由美子
井村　和代
山本　昌延
西川　貴英
伊藤　健

初田　泰雄
小山　忠宏
中根 隆行

松島　大三郎
河口 建
伊藤　博

倉守　冨士子
森　雅勝

加藤　千秋
村上　泰造
松村　幸子

逸見　知恵子
宮脇　陽三
寺倉　叔子

3

http://www.minzoku.co.jp/
http://www.omamori.co.jp/
http://www.b-mall.ne.jp/osaka/companyDetail-GQbqCQbtJReq.aspx
http://www.spcom.co.jp/
http://joyrock.net/
http://www.toyo-case.co.jp/
http://www.towahosan.jp/
http://www.h3.dion.ne.jp/~nihon-ad
http://www.bs-dress.com/
http://www.mwt.co.jp/
http://bandouringyo.com/
http://www.e510.jp/awazu
http://stylishkon.com/shiga/
http://www.yoshida-p.jp/
http://www.lakewest.jp/
http://www.kanpuri.co.jp/shop/s-nishiotsu.php
http://www.bbc-tv.co.jp/
http://www.biwakomarine.co.jp/
http://www.arkroyal.jp/
http://www.cats-boat.com/
http://lake-marina.com/


No. 協賛名 ホームページ 所在地
苗村 弘行
安福　幸子
番場　とみ

JAレーク大津西大津支店
㈱キョウプロ大津支店

江若交通㈱
湯元舘

びわこ緑水亭
きくのや

大塚 義次
新開　明美

山口　つぎ子
西本 左吉
平木　一雄
清水　陽介
白石　浩

㈱井上設備機器

梅田　幹夫

山本　博樹

山本　一夫

金城　繁子

中川　賢一郎

保井　比斗志

山﨑　一央

金田　龍善

西口　泰司

高橋　幸甫

田代　豊

家森　眞吾

檜原　悦子

福田　晴瞭

市野　貴之

芹澤 光春

伊藤　孝雄

川出　善宏

小松 津香砂

中島　佳彦

則竹　幸彦

山田　哲生

曽賀野 郁文

長江　崇将

河戸　行孝

内藤 伊織

阿武 　朗広

簗瀬　ふみ子

井上　誠

岡本　正

木村　常雄

河合　一男

寺尾　弘男

田端　俊文

髙阪　圭佑

鈴木 冨美子

吉川　弘美

中東　修

古藤　ユリ

伊坂 清美

安達　チヱ子

梅田　光一

堀　芳樹

吉井　貞夫

山田　隆司

中川　研二

北川　益治

野村　光子

三好　英樹
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田村　馨子

和泉　豊

稲場　政子

金森　敏郎

小久保　一夫

日之内　美博

岩崎　粂三

政田　浩

長沼　孝子

近江　克規

小島　茂之

山口　千鶴子

中嶋　信一

山中　智之

中村　正一

森　務

小林　勲

篠原　啓子

山中　忍恵

井手　健二

飯田 圭亮

伊藤　昌一

渡邉　雅人

今泉　隼人

近藤　いづみ

谷口　哲也

清水　洋美

北川　昭

宇野　三郎

藤原　正

多田　伸哉

林　小雪
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