
募金額 件数
3,000,000円 （株）肥後銀行 1
2,000,000円 （株）あつまるホールディングス 1
1,000,000円 （株）鶴屋百貨店 1

500,000円 （株）サンワード （株）熊本日日新聞社 （株）ヒライホールディングス 熊本養鰻漁業協同組合 5
熊本県遊技業協同組合

331,500円 肥後銀行　徒然の会 1
300,000円 熊本機能病院 （一社）熊本県建設業協会 (一社）熊本県測量設計コンサルタンツ協会 （株）えがお 8

（株）フタバ 熊本空港ビルディング（株） オムロンリレーアンドデバイス（株） （学）君が淵学園　崇城大学
240,000円 （株）ハローデイ 1
200,000円 （株）うまかな・よかなホールディングス （株）テレビ熊本 （株）熊本銀行 （株）熊本放送 5

アイ・ウッド（株）
150,000円 （株）再春館製薬所 九州電力（株）熊本支社 熊本酸素（株） 3
120,000円 ハヤカワスポーツ 1
115,366円 熊本県トランポリン協会 1
110,000円 （株）ナースパワー人材センター 1
106,000円 肥後銀行　秘書室役職員一同 1
100,000円 井上整形外科クリニック 福田病院 熊本整形外科病院 （一社）熊本県歯科医師会 39

（公社）熊本県医師会 （公社）熊本県薬剤師会 （一財）化学及血清療法研究所 （一社）熊本県宅地建物取引業協会

（一財）熊本県スポーツ振興事業団 （株）イワイホーム （株）九電工 熊本支店 （株）ＴＥＡＭ
（株）早稲田スクール （株）熊日輸送センター （株）ＳＹＳＫＥＮ （株）熊本県民テレビ
（株）キューネット （株）体育堂 （株）セルモ （株）中九州クボタ
（株）電通九州熊本支社 （株）イシヌキ （株）レイメイ藤井 西部ガス（株）熊本支社
西日本電信電話（株）熊本支店 大成建設（株）熊本営業所 熊本交通運輸（株） 熊本朝日放送（株）
九州警備保障（株） 高橋酒造（株） コカ・コーラウエスト（株） ＲＫＫコンピューターサービス
あつまるレークカントリークラブ あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 ホテル日航熊本 熊本県信用金庫協会
ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟熊本支部 九州中央リハビリテーション学院 島田 俊郎

80,000円 （株）大劇 （株）前田産業 熊本学園大学 3
70,000円 （株）熊本リビング新聞社 櫻井精技（株） 白瀬貴美子 3
60,000円 （株）アネシス 熊本県グラウンド・ゴルフ協会 熊本県卓球協会 3
50,000円 朝日野総合病院 ホワイト歯科 （一社）熊本県造園建設業協会 （一財）熊本公徳会 52

（一社）熊本県解体工事業協会 （一社）熊本県優良住宅協会 （一社）熊本都市建設業協会 （有）瀬戸口孵化場
（株）百花園 （株）ハウディ （株）友和会 （株）テクノクリエイティブ
（株）杉養蜂園 （株）リフティングブレーン （株）熊本ホテルキャッスル （株）エフエム熊本
（株）熊日広告社 （株）熊日会館 （株）パブリックビジネスジャパン （株）ＴＫＵヒューマン
（株）ヒューマン （株）ＫＩＳ （株）清永宇蔵商店 （株）エコポート九州
アサヒビール（株）熊本支社 宝興業（株） 肥銀カード（株） 肥後商事（株）
肥銀リース（株） 熊本日産自動車（株） 大森産業（株） 肥後交通ホールディングス（株）
原田木材（株） トヨタカローラ熊本(株) 九州産業交通ホールディングス(株) ネッツトヨタ中九州（株）
熊日都市圏販売（株） 西日本電工（株） 河内産業（株） 丸昭建設（株）
大海水産（株） 城南観光（株） 熊本県経済農業協同組合連合会 らくのうマザーズ
熊本県果実農業協同組合連合会 熊本県住宅メーカー協議会 熊本県私立中学高等学校協会 熊本日日新聞販売店協同組合
開新高等学校 森本　孝 松尾 具親 飯村　光敏

40,000円 ファミリーステージ（株） （一社）熊本県サッカー協会 坂本 不出夫 平田　浩一 4
30,000円 （一社）熊本県ビルメンテナンス協会 （一社）生命保険協会熊本県協会 （税）ユース会計社 （有）松屋本館 44

（有）村田工務店 （有）池田メディカル （株）日本旅行熊本支店 （株）カリーノファシリティーズ
（株）城野印刷所 （株）熊日物流 （株）センターリバー （株）秀拓
（株）杉本建設 （株）久環 （株）熊本地方卸売市場 サントリー酒類（株）熊本支店
野村證券（株）熊本支店 ＮＴＴ印刷（株）九州営業所 東武トップツアーズ（株） 九州産交運輸（株）
九州綜合サービス（株） 熊本管工建設（株） 大日本印刷（株） ホテルニューオータニ熊本
宮川輝之法律事務所 熊本県漁業協同組合連合会 熊本商工会議所 熊本中央高等学校
ルーテル学院高等学校 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本学園大学付属高等学校 九州学院高等学校
鎮西中学・高等学校、真和中学・高等学校 熊本ノーサイドクラブ 熊本県相撲連盟 熊本県バスケットボール協会
熊本県少林寺拳法連盟 宇城市体育協会 (一財)熊本陸上競技協会 熊本県銃剣道連盟
青山　正志 秋岡　廣宣 本松 賢 大宮　泉

20,000円 陣内病院 （福）熊本県コロニー印刷 （社労士法人）伏貫事務所 （公社）熊本県観光連盟 21
(有)田尻建設 （株）アサヒコンサルタント （株）ＲＫＫメディアプランニング （株）一条工務店熊本
（株）優光 熊本中央リース（株） 熊日サービス開発（株） 熊本保健科学大学
熊本国府高等学校 熊本マリスト学園高等学校 有明高等学校 熊本信愛女学院高等学校
文徳高等学校 慶誠高等学校 城北高等学校 室原 亥十二
園木　洋二

15,000円 （株）ワコー 1
12,134円 熊本県体育協会役職員一同 1
10,000円 川原胃腸科内科 南熊本病院 帯山中央病院 幸村医院 72

中原歯科クリニック Ｋ＆Ｉ（税） （有）サン・ハート (有)花匠
（有）水俣浄化槽管理センター (有)多喜田塗装 （有）福馬果樹園 （有）ひぐちコーポレーション
（株）石井盛和堂 （株）Ｐ＆Ｐ浜松 （株）岩永組 （株）建吉組
（株）高田塗装 （株）フードパル熊本 （株）コスギ不動産 （株）古荘本店
（株）熊本シティエフエム （株）スープル （株）中山建設 （株）十八測量設計
（株）NTTドコモ熊本支店 （株）いけだ心善社 （株）福田農場ワイナリー （株）藤本物産
星光ビル管理（株）熊本営業所 大和ハウス工業（株）熊本支店 綜合警備保障（株）熊本支社 名鉄観光サービス（株）熊本支店
不二高圧コンクリート(株) 九州中央魚市（株） サヨ・エンタープライズ（株） 南部環境（株）
アイシン九州（株） （協組）　熊本ランベックス ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 美容室　美・ウイング 
プロジェクトリム 秀岳館高等学校 専修大学玉名高等学校 尚絅高等学校
八代白百合学園高等学校 玉名女子高等学校 球磨郡体育協会 熊本県ホッケー協会
人吉球磨カヌー協会 谷脇　ユミ子 藤山 徹雄 小林　義勝
楠木　正昭 赤星　隆弘 坂梨 登美代 石城戸　正頼
八十田　宏 長田　政敏 岡崎 房義 木原　雄治
辛木　秀子 高橋　洋（高橋整形外科医院） （株）櫻井總本店 櫻井スミコ 丸山　照之
坂下　玲子 奥山　幸男 荒木 泰臣 荒木　英幸
鷲﨑　徹 松本　秀幸 石田 勝 左村　美穂子

平成28年度　　免税募金実績
平成29年3月31日　現在

協 力 企 業 ・ 団 体 ・ 個 人 名

24年度実績 250 件 20,204,600 円

25年度実績 264 件 20,635,000 円

26年度実績 281 件 23,750,000 円

27年度実績 277 件 23,480,000 円

28年度実績 273 件 23,150,000 円


