
機那サフラン酒本舗保存を願う市民の会
10口以上
㈱越のむらさき 長岡市 長岡市医師会 長岡市 東洋レックス㈱ 長岡市
ダイエープロビス㈱ 長岡市 ㈱植田屋造園 長岡市 ㈱渡辺ドライ 長岡市
石丸慎一郎 長岡市

５～９口
夢の種ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員会 長岡市 ㈱ニッカン 長岡市 第四銀行長岡営業部 長岡市
㈱新宣 新潟市 堀医院･さえき内科 長岡市 医療法人社団太田クリニック 長岡市
沢矯正歯科医院 長岡市 ㈱長岡小島屋 長岡市 ㈱植木組長岡支店 長岡市
㈱原信 長岡市 医療法人立川メディカルセンター 長岡市 ㈱小林 長岡市
税理士法人ホサカ事務所 長岡市 小川コンベヤ㈱ 長岡市 ㈱サンシン 長岡市
㈲鴨川館 長岡市 ㈱志田材木店 長岡市 ㈱いき出版 長岡市
五十嵐工業㈱ 長岡市 ㈱加賀田組中越営業所 長岡市 ㈱福田組中越支店 長岡市
㈱北越銀行 長岡市 ㈲佐藤新聞舗 長岡市 ㈱中越興業 長岡市
中越環境開発㈱ 長岡市 石油資源開発㈱ 長岡市 エスケイ産業㈱長岡支店 長岡市
㈱晴耕舎､㈱宮本村 長岡市 ㈱高田建築事務所 長岡市 大手薬局ﾋﾞｯｸﾞﾊﾝﾄﾞ薬局 長岡市
お福酒造㈱ 長岡市 ㈱花園サービス 長岡市 ㈱東亞 長岡市
㈱吉文 長岡市 財)新潟県環境衛生中央研究所 長岡市 イオンリテール㈱イオン長岡店 長岡市
㈱放光 長岡市 長岡市ハイヤー協会 長岡市 第四電設㈱ 長岡市
匿名企業　２社 長岡市 匿名企業 新潟市

３口～４口
㈱丸共 長岡市 BSNオープンゴルフ大会 長岡市 松谷容器㈱ 新潟市
㈱佐藤商事 長岡市 長尾政之助 長岡市 浪花屋製菓㈱ 長岡市
二澤和夫 長岡市 近藤道弥　　 長岡市 阿部明税理士事務所 長岡市
朝日酒造㈱ 長岡市 匿名企業 長岡市

２口
田所　仁 長岡市 光福寺 長岡市 長谷川浩一 長岡市
神山物産㈱長岡支店 長岡市 長岡観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞの会 長岡市 大関医院 長岡市
中村隆 長岡市 長岡中央総合病院 長岡市 ㈱荒木自動車整備工場 長岡市
佐藤幸雄税理士事務所 長岡市 アイ内科クリニック 長岡市 ㈱大原鉄工所 長岡市
㈱蓬平観光ホテル和泉屋 長岡市 ㈱加藤産業 長岡市 田村秀男　 長岡市
高橋潔　　 長岡市 渡辺敏郎　 長岡市 高橋利春　 長岡市
㈱キョーワ 長岡市

１口
吉田絵里子 長岡市 ㈱青善 長岡市 ㈲大林印刷 長岡市
小林芳郎 長岡市 ㈱宮内自動車整備工場 長岡市 第一生命保険㈱ 長岡市
㈲関越物産 長岡市 公財)長岡法人会越路支部 長岡市 新潟酒販㈱ 新潟市
㈱ホクショク 長岡市 結城和廣 見附市 白井信夫 長岡市
新潟県建築士会長岡支部 長岡市 ㈱小竹天瑞堂 柏崎市 ㈱越後一 長岡市
ＮＳＴ 長岡市 ㈱魚沼ｵｰﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ 魚沼市 ㈱泉工務店 南魚沼市

BSN新潟放送 長岡市 ㈱佐藤商店 長岡市 駒澤春江 上越市
山﨑豊司 長岡市 宮下孝一 長岡市 ㈱とっと　 長岡市
㈱五井産業 長岡市 丸山博 長岡市 八百枝潔 長岡市
小林徹 長岡市 ながおか医療生活協同組合 長岡市 吉田京子　 長岡市
医療法人楽山会 三島病院 長岡市 駒形　隆 長岡市 佐藤英里 魚沼市
斎藤良司　 長岡市 荒川　英　 長岡市 松原豊　　 長岡市
㈲アンドオート販売 長岡市 安達紙器工業㈱ 長岡市 大野歯科医院 長岡市
市川健太郎　 長岡市 越後交通㈱ 長岡市 木村医院 長岡市
環境資源開発㈱ 長岡市 吉岡弘之 長岡市 司法書士長谷川弘事務所 長岡市
㈲加納農機具商会 長岡市 西山幸一 長岡市 茨木政毅　　　 長岡市
久保原昇　　　 長岡市 石丸雨虹 長岡市 オフィス・カセ 長岡市
相田　茂 長岡市 やまもと歯科 長岡市 北村公認会計士事務所 長岡市
㈱ヤマミズ 長岡市 木山実 長岡市 武見仁  長岡市
小野藤一 長岡市 戸川則夫　 長岡市 中村新太郎 長岡市
美峰酒類㈱ 長岡市 北越カード㈱ 長岡市 長澤忠男　 長岡市
石黒俊之　 長岡市 並木道男　 長岡市 TeNYテレビ新潟 長岡市
平澤聡　 長岡市 税理士法人スバル合同会計 長岡市 篠原賢二　 長岡市
島田久一 長岡市 セコム上信越㈱長岡支社 長岡市 トヨタカローラ北越㈱ 長岡市
渡辺千雅 長岡市 伊丹順一 長岡市 FMながおか 長岡市
大谷内信一税理士事務所 長岡市 ７人会 長岡市 古塩伊助商店 長岡市
広川勝彦　 長岡市 匿名企業 新潟市 匿名企業　５社 長岡市
匿名団体 長岡市 匿名個人　６名 長岡市

敬称略、口数毎日付順

平成２６年５月３０日現在

募寄付者名簿


