
令和３年度 令和３年３月末日現在

日本赤十字社石川県支部へご寄付いただいた企業様　

　　　　～ご協力ありがとうございます～

（敬称略・順不同）

【ア】 石川ダイハツ販売株式会社

株式会社アイ・オー・データ機器 石川中央魚市株式会社

株式会社アイワホーム 石川中央食品株式会社

医療法人社団あいずみクリニック 株式会社石川ツエーゲン

おおぞら農業協同組合 石川テレビ放送株式会社

幼保連携型認定こども園あおば保育園 株式会社石川トヨペットカローラ

株式会社明石合銅 株式会社石森木工

株式会社赤畄商会 いすゞ自動車中部株式会社

株式会社アクシス 社会福祉法人いずみ福祉会

有限会社アクト 株式会社ヰセキ関西中部

有限会社浅瀬建築 イソライト工業株式会社

医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院 一松建設株式会社

医療法人社団あさもとクリニック 稲垣電機株式会社

株式会社アシーズ 株式会社今田商店

株式会社アスコム 今村石油株式会社

株式会社油野水道設備 【ウ】

有限会社アベ 株式会社上野喜八商店

株式会社アミザワルーフ 上村電建株式会社

株式会社アミング ウエルド株式会社

アムズ株式会社 宇野酸素株式会社金沢営業所

株式会社新井通信システム 株式会社宇野気石油

株式会社有川測量設計事務所 【エ】

【イ】 ＥＩＺＯ株式会社

有限会社池水アンドギャロッピングスタッフ 株式会社エー・オー・シー

石井医科器機製作所 税理士法人ＡＣ

石川可鍛製鉄株式会社 税理士法人駅西セントラル会計

一般財団法人石川県金沢勤労者プラザ 株式会社江口組

石川県建築工事協同組合 有限会社エッグ

石川県信用農業協同組合連合会 【オ】

石川県信用保証協会 有限会社大市水産

石川建設株式会社 株式会社オーシャンドリーム

石川県総合建設業協同組合 オートギャラリーエステート

石川県中古自動車販売商工組合 有限会社大山商店

一般財団法人石川県予防医学協会 株式会社岡田商会

石川県自動車整備商工組合 株式会社オカダ通商



丘村クリニック 株式会社川田組

沖田産業株式会社 株式会社河内建設

株式会社オクムラ 川本接骨針灸院

おくむら内科胃腸科医院 環境開発株式会社

小倉建設株式会社 【キ】

医療法人社団小野江医院 技研株式会社

株式会社表井建設 株式会社ギターアカデミー

株式会社尾山製作所 北川ヒューテック株式会社

オリエンタルチエン工業株式会社 北川瀝青工業株式会社

医療法人社団恩寵会三林内科・胃腸科医院 株式会社喜多組

【カ】 北日本紡績株式会社

株式会社加越ボイラーサービスセンター 医療法人社団　北村クリニック

NPO法人かが育成会 有限会社北村電気

医療法人社団 有限会社絹川造園

加賀建設株式会社 株式会社木村塗装

加賀工建株式会社 株式会社協建設

加賀製紙株式会社 共和電機工業株式会社

加賀東芝エレクトロニクス株式会社 株式会社キョー・エイ

株式会社加賀土石建設 銀扇産業株式会社

株式会社加賀屋レストランシステム 株式会社金太

株式会社柿田商店 医療法人社団金原皮膚科医院

株式会社鍜元重機 【ク】

株式会社梶鋳工所 株式会社久世ベローズ工業所

株式会社鹿島ソイルサービス 株式会社久保建築

加州建設株式会社 有限会社グリーンサービス加賀

株式会社風組 株式会社クリーンテックサービス

角出石油株式会社 株式会社クリエイトかなやま

カナカン株式会社 【ケ】

金沢機工株式会社 医療法人社団恵愛会恵愛みらいクリニック

金沢工業大学旦月会 Ｋ建築綜合研究所

有限会社金沢産機塗装 株式会社健工舎イガワ

株式会社金沢商行 建伸工業株式会社

金沢製粉株式会社 【コ】

金沢セメント商事株式会社 社会福祉法人こうけん会

金沢デンカ生コン株式会社 興能信用金庫

金沢福祉専門学校 光和防災株式会社

上村鉄工株式会社 生活協同組合コープいしかわ

かわきた眼科クリニック 有限会社小塚



寿観光株式会社 医療法人社団秀峰会加藤病院

小中出建設株式会社 浄光寺

株式会社小林太一印刷所 城西運輸機工株式会社

株式会社駒津組 城東建設株式会社

小松電子株式会社 株式会社城南電設

一般社団法人小松能美建設業協会 株式会社城北建設

コマニー株式会社 株式会社白峰産業

株式会社米屋 医療法人社団真貴会国下整形外科医院

小山工業株式会社 伸晃化学株式会社

互洋物産株式会社 真設計工房

有限会社コンクリート・フリーウォール 有限会社新誠空調

【サ】 株式会社新出組

桜井電気工事株式会社 信和産業株式会社

医療法人社団さくら会森田病院 【ス】

桜田電気工事株式会社 税理士法人杉本会計プログレ

サワダライン株式会社 株式会社スギヨ

沢出商事株式会社 炭谷歯科医院

さわやか税理士法人 【セ】

山海建設株式会社 有限会社セイクラブ

株式会社サン企画 精研工業株式会社

株式会社サンキ工業 株式会社西研精機製作所

三共グリーン株式会社 盛進工業株式会社

サンコー企画株式会社 公益財団法人成巽閣

有限会社三野建設 株式会社セイダイホールディングス

株式会社三和建設 社会福祉法人千木福祉会

【シ】 特定医療法人扇翔会

有限会社シー・ケン 株式会社千取

株式会社シーピーユー 株式会社千場建設

株式会社ＪＡアグリライン石川 【ソ】

株式会社ジェスクホリウチ 宗玄酒造株式会社

柴電気工事株式会社 医療法人社団創生会大野内科医院

澁谷工業株式会社 創和テキスタイル株式会社

株式会社島製作所 ソノダ印刷株式会社

株式会社島田鉄工 【タ】

株式会社嶋板金工作所 第一電機工業株式会社

市民セレクト株式会社 株式会社大宣看板

株式会社シメノふすま 株式会社大扇地理

下村冷熱工業株式会社 大智株式会社



株式会社大地電業所 【テ】

大同開発株式会社 株式会社ＴＦサポート

株式会社大日製作所 有限会社テクノ・ワン

大日土建株式会社 デュプロ北陸販売株式会社

株式会社髙井製作所 寺井建設株式会社

高田舗装株式会社 株式会社テラソー

株式会社タガミ・イーエクス 有限会社寺田建築板金

株式会社宝建設 株式会社天狗中田本店

株式会社武田工業所 【ト】

武田商事株式会社 東光院

株式会社タケノ 株式会社東振精機

株式会社田島 東邦ゴム工業株式会社

株式会社ダスキン北陸 桃宝食品株式会社

株式会社タスク 有限会社同村造園

医療法人社団橘会整形外科米澤病院 堂本接骨院

株式会社立花造園 東洋電建株式会社

株式会社タック・エス・ピィ 東洋メンテナス株式会社

株式会社田中建設 東和株式会社

株式会社谷口建設 株式会社T.O.N.E.

株式会社谷野商事 富山土建株式会社

農事組合法人玉川農産 株式会社豊蔵組

株式会社タムラテント ドライビングスクールエクシール城東

株式会社俵設計 株式会社トランスポート金沢

株式会社俵屋 【ナ】

【チ】 直源醤油株式会社

株式会社地域みらい 医療法人社団中川外科医院

株式会社中日新聞社北陸本社 中茂鉄工株式会社

中部経営・辻・本郷税理士法人 医療法人社団ながしまクリニック

中部地質株式会社 株式会社中島電話建設

医療法人社団長久会加賀こころの病院 中谷電気工事株式会社

医療法人社団澄鈴会粟津神経サナトリウム 中野商事株式会社

【ツ】 長野ポンプ株式会社

佃食品株式会社 中村明子法律事務所

有限会社ツジイケ 中村留精密工業株式会社

津田駒工業株式会社 株式会社中本鉄工

株式会社津田測量 株式会社中山住設

株式会社土田工建 有限会社中山造園

株式会社つば甚 七尾外材株式会社



【ニ】 林正勝税理士事務所

西原観光開発株式会社 春木医院

西原物産株式会社 株式会社ハンブラザーズ

日栄商事株式会社 【ヒ】

株式会社日環商事 株式会社ビーケープラス

日新電設株式会社 株式会社ビービーエス金明

株式会社日装設営センター ＰＥＡＰデザイン株式会社

日本海建設株式会社 医療法人社団東野会東野病院

日本海航測株式会社 東野産業株式会社

株式会社日本海コンサルタント 東本電気株式会社

日本ハムマーケティング株式会社 ひかり商事株式会社

株式会社ニュー三久 株式会社ひだインテリア

【ヌ】 株式会社平本組

ヌーベルプラザ・セキ管理株式会社 株式会社ビルカン

【ネ】 【フ】

根上工業株式会社 株式会社ファーストモータース

株式会社ネツレン小松 福島印刷株式会社

【ノ】 福留クリニック

のと共栄信用金庫 株式会社フジタ

能登空港ターミナルビル株式会社 藤田建設株式会社

有限会社能登重建 有限会社藤田左官

有限会社能登電業社 伏見台商事株式会社

能美防災株式会社北陸支社 二ツ谷接骨院

野村接骨院 ブックオフコーポレーション株式会社

【ハ】 株式会社古永建設

ハイテクス工業株式会社 株式会社プロモート

はくさん信用金庫 【ヘ】

医療法人社団博仁会 有限会社平専電工

株式会社羽田 株式会社別所商店

株式会社羽田合金 株式会社別川製作所

畠中建設株式会社 【ホ】

ハットリ株式会社 防災技建株式会社

馬場化学工業株式会社 医療法人社団豊明会北村病院

羽二重豆腐株式会社 株式会社ホクコク地水

株式会社浜塗装店 北調工業株式会社

株式会社浜野水産 株式会社北都組

有限会社林左官工業所 株式会社北都高速運輸倉庫

林谷産業株式会社 ホクモウ産業株式会社



北陸カーゴ軽自動車運送協同組合 株式会社ミモト

株式会社北陸工業新聞社 株式会社三宅配管

株式会社北陸システムセンター 宮下運輸株式会社

北陸重機株式会社 宮下建設株式会社

北陸スバル自動車株式会社 株式会社みやの動物病院

北陸綜合警備保障株式会社 医療法人社団宮本歯科医院

北陸綜合ビル管理株式会社 【ム】

北陸鉄道株式会社 株式会社向出組

北陸電気システム株式会社 医療法人社団村本内科胃腸科医院

北陸電力株式会社 【メ】

北菱電興株式会社 名鉄自動車整備株式会社北陸支店

北興建設株式会社 【モ】

株式会社北國銀行 元合繊株式会社

株式会社北國新聞社広報部 医療法人社団森クリニック

北国不動産株式会社 株式会社モリタ

堀岡空調工事有限会社 森長電子株式会社

有限会社本田造園土木 森康株式会社

株式会社ホンダ販売スギフジ 【ヤ】

【マ】 株式会社ヤクルト北陸

有限会社前園工業 医療法人社団安田内科病院

前多工業株式会社 株式会社谷内組

前多産業株式会社 やちや酒造株式会社

株式会社マスターズ やなぎ内科クリニック

株式会社町川商会 株式会社八幡

松井兼税理士事務所 医療法人社団山岸医院

株式会社松原造園 株式会社山﨑組

有限会社丸岡樹仙堂 山下工業株式会社

株式会社丸西組 有限会社ヤマダ電工

丸文通商株式会社 有限会社山橋鉄筋工業

丸山工業株式会社 やまもと眼科クリニック

丸和電業株式会社 株式会社山本組

【ミ】 株式会社山本産業

三浦建設株式会社 山本電設工業株式会社

医療法人社団見郷会見谷内科医院 【ユ】

みづほ工業株式会社 有限会社豊商事

南建設株式会社 【ヨ】

株式会社南鉄工所 株式会社横山商会

みのり建設株式会社 株式会社吉光組



米沢電気工事株式会社 【レ】

株式会社ヨネモリ NPO法人歴町センター大聖寺

【ラ】 【ロ】

ライオンパワー株式会社 株式会社ロードマネージメント

【リ】 【ワ】

菱機工業株式会社 ワコー食品工業株式会社

（１）ダイレクトメールまたは口座振替等により、3月末日現在で日本赤十字社石川県支部へ社資をお寄せいただき

　　　ました法人会員様を掲載しております。

（２）上記方法以外で当支部へ社資をお寄せいただき、掲載を希望される法人会員様につきましては、総務課まで

　　　ご連絡ください。確認ができ次第、掲載させていただきます。


