
平成２６年山王祭 協賛芳名（各駕輿丁・順不同）
協賛名 協賛名 協賛名 協賛名

松井歯科医院 佐々木はな アルファー管工 ひのや
㈱西洋軒 岡 山口喜久三 観福寺

松井新聞店 清水整骨院 山口建治 ㈱フルカワガス
西弥酒店 多谷 リカーショップたかはし ざん波
伊藤政子 安藤 山本清照 鏡建装
伊藤タバコ 鳥居 山本隆治 川口厚美
叡山寿し 竹内 山田浩二 コンビーノ

小野電化㈱ 叡山歯科 JUN 純 ㈱東山鮮魚
伊藤アルミ 中川 笠巻慎也 高山英二郎
伊藤建具店 珈琲人 笠巻朋昭 ビワコオイルサービス

徳永武 上田 山田健 松井郁美
松井石材 佐藤 山本吉興 コールズ

㈱藤本電機 山岡医院 宇野茂樹 山本石油
中江商店 まる喜 どさん子 阪本店 灰一株式会社

㈱河村社寺工殿社 粟田建設 ㈱伊藤源 とんかつ卓
岡本茂樹 大澤秀一 ㈲高見金物店 ㈲玉利商店
松村計介 清水 ㈱谷中金物店 天川光吉

西村建築設計事務所 清水英樹 喫茶　万亀 ㈱大伴組
ラ・アルベルカ 清水直之 ワークマン ㈱富士薬品

上田造園 大澤 清元 くるまこうぼうつかさ
勝嶌修次 稲垣 山本石油㈱ 北村左官工業

㈱辻井造園 高橋 スーパーサンライズ ㈱孫幸
㈲大沢設備工業所 小澤保彦 三津川酒店 中川製瓦㈱

㈲久保鉄筋 車戸 モーターサイクルショップ　ウィリー リッカーショップ北村
松井正孝 北井 山田惣九郎 タムラ、マリアンヌ、イココ

赤田仏壇店 川村 ライア 萬田康幸
三宅左官店 高橋（文房具） 山田守生 森田剛文
柴田珠算塾 橋井 山本電工㈱ メナード化粧品、センペル

エムケン 奥田一夫 山健電設㈱ なごみや
㈱フジタ 久保 山本電気 大起建設

村松精肉店 魚善 テック山田 ㈱シゲタ
アルゴー 三久良　登煌 ワーク㈱代表取締役 和田丈治 共和木材

近江接骨院 金子薬店 トップパートナー㈱ 味平
スガ美容室 吉田造園 山克電工 柴田自工
ウィズ・ユー 坂本電器 技研電気工事 びわ湖楽園

本家鶴喜そば 北岡 宮澤電気 澤五車堂
石川酒店 中野 山一電工 ミスタータイヤマンウメモト
鶴屋益光 パーマミヤコ 福滋電工 宮城板金

廣栄堂寿延 滝川 魚栄 森江木工
佐々木花店 ㈲西谷建具 山本鉄工 吉田秀

㈱魚石 わたなべ湖西クリニック L＆E 津田
河井平次㈱河平 南孝之 サンユウ電設 橋本塗装

藤田充弘 青山良幸 山田設計 村田営林
井上陽滋 純JUN JUN純 叡湖開発㈱

日之出電工 あづま ななみ 林工務店
㈱やまでん セブンイレブン坂本三丁目店 ギフト山口 ㈱カントリー自動車
三津川酒店 藤井左官店 ふじ看板 ㈱KG

岡甚 寂光院 三興機械㈱ 石本板金
浅野呉服店 恵光院 谷中金物店 五平衛
山田建築 蓮華院 松井電工 粟津建設
中野茂 止観院 ツイストモーターサービス ㈲コカドコンストラクション
山口豊 求法寺 石本牛乳 滝本医院

山口俊幸 壽量院 藤田茂登枝 ヤマト運輸株式会社
神田彦嗣 明徳院 川島建築 株式会社中西石油

吉田工務店 瑞応院 丸福水産 滋賀銀行　唐崎支店
㈲MIC 方広寺 竹内商店、坂本支店 ゆうきプランニング

西村良彦 無量院 ウイズ　アイム 西田畳店
久保鋲金 金蔵院 カークラブ　カジュール 相木魚問屋
小寺照依 律院 杉山板金工業有限会社 琵琶湖病院

数野宗次郎 山田富久男 美濃部恭平 来迎寺山中
辻田正雄 木村電工㈱ やおとら 来迎寺飛鳥井

田辺建築設計事務所 アユミ電工㈲ ブリジストンタイヤ いせやん
清水貞保 ㈱真誠 杉江 三田隆行
湖西電化 ㈱巴 林敏 三田、池田

岡野工務店 笠巻電気工事㈱ 藤元雅浩 宮腰電工
上又畳店 ヒロ美容室 庭創 柿本和憲

清水 山口直樹 槙島自動車 木田秋生
山本庭園 ㈱エレコン 西條喬行 藤川和樹
小倉憲次 山口達司 八田工業 伊藤工務店
田辺修 山崎竹司 ガレージ　shine ヘアサロンカワイ
冨田昇 高田 高見金物店 豚丼信玄

橋井道広 松井商店 JUN 純 田中診療所
北万建具店 ㈱山忠電工 D＆MAKEV's（大嶋紀彦） こうの眼科
杉田元樹 山口譲二 ふじ川 今井モーターズ

木村 魚与 尾崎建設 コタニ電器
山本薬局 大橋屋 ㈲村田製材所

中重 シーライオン ㈱協同

平成26年6月9日現在


