賛助会員の皆様のご厚情に感謝申し上げ、法人・団体会員の皆様をご紹介いたします。
（※平成３０年 12 月末現在のデータに基づき，50 音順で敬称を省略して掲載させていただきました。）

計３３８団体

‥ <あ> ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
■株式会社 アイ・ビー・シー
開発センター
■株式会社 アイエムアイ
■株式会社 アイ不動産
■株式会社 葵架設
■社団医療法人 赤坂病院
■株式会社 アキヤマ
■株式会社 アグリサービス
■有限会社 浅井自動車販売
■旭エンジニアリング(株)
■(株)阿部マイカーセンター
■アルファクラブ東北(株)
■株式会社 和泉屋
■一沢コンクリート工業（株）
■一関警察官友の会
■（一社）一関市観光協会
■一関自動車学校
■一関商工会議所
■一関信用金庫
■一関中央クリニック
■一関ライオンズクラブ
■有限会社 一戸運輸
■伊藤建装工業
■有限会社 伊藤治
■岩泉警察官友の会
■岩泉自動車運輸株式会社
■イワセキ株式会社
■岩手江刺農業協同組合
■岩手基礎工業株式会社
■岩手警察署警察官友の会
■岩手警察署友の会 岩手町支部
■岩手警察署友の会 西根支部
■岩手警察署友の会 松尾支部
■岩手県一関地区交通安全協会
■岩手県釜石地区交通安全協会
■岩手県久慈地区交通安全協会
■岩手県警察官友の会連合会
■(一社)岩手県警備業協会
■岩手県警友会連合会事務局
■岩手県交通株式会社
■(一社) 岩手県交通安全協会
■(一社) 岩手県交通安全協会 盛
岡支部
■ 岩手県コンビニストア等防犯
対策協議会連合会
■(一社)岩手県自家用自動車協会
■(一社)岩手県指定自動車教習所
協会
■(一社)岩手県自動車会議所
■(一社)岩手県自動車整備振興会
■(一社)岩手県タクシー協会一関
支部
■(一社)岩手県タクシー協会和賀
支部
■(公社)岩手県トラック協会
■(公社)岩手県トラック協会岩泉
支部

■ 岩手県ハイタク交通共済協同
組合
■(公財)岩手県暴力団追放推進
センター
■(有)岩手県北自動車学校
■岩手県水沢地方交通安全協会
■岩手県遊技業協同組合
■岩手試錐工業株式会社
■有限会社 岩手自動車電機
■岩手総業株式会社
■岩手中央酪農業協同組合
■岩手電工株式会社
■岩手トヨペット株式会社
■株式会社 岩手日日新聞社
■株式会社 岩手日報社
■岩手標識株式会社
■有限会社 岩手南警備保障
■岩手洋服販売株式会社
■インディ商事株式会社
■(株) いんべクリーニング
■江刺岩手ライオンズラブ
■(株) Ｎ・ＳＡＳ遠野営業所
■有限会社 及川石材店

■有限会社 及善会館
■大船渡警察官友の会
■大森工業株式会社
■岡崎建設株式会社
■小田島建設株式会社
■株式会社 小友木材店
■株式会社 小野寺設備
■小本運送有限会社
■オヤマ株式会社
■株式会社 オヤマ
‥ <か> ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
■株式会社 ガーデンなかじま
■株式会社 笠井
■有限会社 郭公屋
■金子誠輪社
■金寿恵運送有限会社
■(一社) 釜石医師会
■釜石警察官友の会
■蒲野建設株式会社
■上閉伊酒造株式会社
■株式会社 カワイ
■川崎コンクリート工業(株)
■川嶋印刷株式会社

■株式会社 カワトクトラベル
■株式会社 神文ストア
■有限会社 菊池塗装工業所
■株式会社 木津屋本店
■北岩手交通安全協会
■北上運輸株式会社
■株式会社 北上開発
■北上警察官友の会
■北上自動車学校
■北上信用金庫
■北上電工株式会社
■北上ビルメン株式会社
■北上物産株式会社
■北日本通信株式会社
■有限会社 北福岡酪農運輸
■有限会社 鳩林商事
■久慈警察官友の会
■久慈琥珀株式会社
■株式会社 久慈設計
■葛巻町警察友の会
■㈱グリーンピア三陸みやこ
■(特非) ケアセンターいこい
■気仙地区交通安全協会
■県警 一関警察署職員互助会
■県警 岩泉警察署職員互助会
■県警 岩手警察署職員互助会
■県警 岩手県警察学校
■県警 運転免許課職員互助会
■県警 奥州警察署職員互助会
■県警 大船渡警察署互助会
■県警 釜石警察署職員親睦会
■県警 北上警察署交誼会
■ 県警 久慈警察署親睦会むつ
み会
■県警 刑事部科学捜査研究所
匠会
■県警 刑事部鑑識課睦会
■県警 刑事部機動捜査隊親睦会
■県警 刑事部刑事企画課互助会
■県警 刑事部捜査第一課親睦会
■県警 刑事部捜査第二課親睦会
■県警 刑事部組織犯罪対策課
親睦会
■県警 警備部機動隊互助会
■県警 警備部警備課互助会
■県警 警備部公安課親睦会
■県警 警務部会計課親和会
■県警 警務部監察課ひまわり会
■県警 警務部警務課互助会
■県警 警務部県民課親睦会
■県警 警務部厚生課親和会
■県警 警務部情報管理課情管会
■県警 警務部人財育成課互助会
■県警 警務部総務課互助会
■県警 交通部高速道路交通警察
隊親睦会やすらぎ会
■県警 交通部交通企画課親交会
■県警 交通部交通規制課親交会

■県警 交通部交通機動隊親睦会
交機会
■県警 交通部交通指導課交友会
■県警 紫波警察署職員互助会
■県警 生活安全部サイバー犯罪
対策課
■県警 生活安全部少年課睦会
■県警 生活安全部生活安全企画
課睦会
■県警 生活安全部生活環境課
親睦会
■県警 生活安全部地域課しらか
ば会
■県警 生活安全部通信指令課
親睦会
■県警 千厩警察署互助会
■県警 遠野警察署 親睦会
■県警 二戸警察署職員互助会
■県警 花巻警察署職員互助会
■県警 宮古警察署互助会
■県警 盛岡西警察署職員互助会
■県警 盛岡東警察署職員互助会
■(医)健生会 竹下産婦人科医院
■有限会社 公楽
■株式会社 国際自動車教習所
■国際東北株式会社
■有限会社 湖月堂
■株式会社 越戸商店
■株式会社 駒木葬祭
■株式会社 小松組
■株式会社 小松製菓
■小松総合印刷株式会社
■㈱コミュニケーションズ・コ・ア
■株式会社 小山組
■株式会社 五六堂印刷
‥ <さ> ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
■株式会社 菜花堂
■さいとう製菓株式会社
■さくらだ歯科クリニック
■さくらの会
■株式会社 佐々木紙店
■有限会社 佐々木硝子店
■株式会社 佐々木組
■佐々木建設株式会社
■有限会社 佐藤建興
■株式会社 佐原
■( 医) 三秋会 介護付有料老人
ホーム いわいの郷
■( 医) 三秋会 介護付保健施設
さわなり苑
■( 医) 三秋会 介護付保健施設
やまゆり
■有限会社 サン住設
■有限会社 三電工業
■三陸電業株式会社
■有限会社 三和交通サービス
■株式会社 ジェームス岩手
■有限会社 シティ商事
■渋民歯科クリニック
■有限会社 シマフジ企画
■下舘建設株式会社
■有限会社 シューズモリ
■㈱十文字チキンカンパニー
■株式会社 松栄堂
■医療法人社団 松誠会

■株式会社 昭和管工
■白石食品工業株式会社
■白金運輸株式会社
■紫波交通安全協会
■紫波中央自動車学校
■(株) 紫波フルーツパーク
■(医)仁医会 都南病院
■株式会社 新栄 クエスト花巻
■新生ビル管理株式会社
■有限会社 鈴木鉄筋
■鈴木内科神経内科
■有限会社 すずまーと
■有限会社 スタック
■医療法人 青松会
■西武自動車工業
■世嬉の一酒造株式会社
■ 全国共済農業協同組合連合会
岩手県本部
■千トラック販売株式会社
■全標協 岩手県協会
■千厩警察官友の会
■株式会社 千厩自動車学校
■ソシアル株式会社
‥ <た> ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
■(医)泰三会 徳永整形外科
■有限会社 大典堂印刷所
■(株) たいよう共済 岩手支店

‥ <な> ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
■株式会社 ナイス・ジャパン
■株式会社 中塚工務店
■株式会社 中村商会
■有限会社 中山運送
■有限会社 那須野葬祭社
■南部電気工事株式会社
■株式会社 南部美人
■ニッコー・ファインメック㈱
■医療法人 日新堂 八角病院
■株式会社 日盛ハウジング
■ 日鉄住金テックスエンジ(株)
東北支店
■日鉄住金物流釜石株式会社
■二戸警察官友の会
■ 二戸地区コンビニエンススト
ア等防犯対策協力会
■ネッツトヨタ岩手株式会社
■合同会社 ネットワークさとう
‥ <は> ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
■株式会社 バーグル
■橋爪商事株式会社
■花巻警察官友の会
■花巻警友会
■花巻自動車学校
■花巻地区企業防犯連絡協議会
■花巻地区遊技場組合
■(株)花輪橋自動車教習所
■東日本電信電話㈱ 岩手支店
■東日本旅客鉄道㈱ 盛岡支社
■株式会社 ヒカリ総合交通
■株式会社 平金商店
■株式会社 平野組
■株式会社 平野ターフ
■(株)ファーマ・ラボ 営業本部
■有限会社 福田運送
■株式会社 フジサキ
■株式会社 プライム下舘工務店
■プラント工業株式会社
■高源興業株式会社
■プレステック株式会社
■高田工業株式会社
■有限会社 プロフィット
■株式会社 田清水産
■(株)ホーマス・キリンヤ
■橘建設株式会社
■ホテル 福富
■株式会社 立石コンクリート ■株式会社 ホテル東日本
■千田工業株式会社
‥ <ま> ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
■千田孝幹司法書士事務所
■株式会社 マイヤ
■ (医) 智徳会 未来の風せいわ ■医療法人財団 正清会
病院
■マタニティクリニック小見産婦人科
■株式会社 中央システム
■株式会社 マリアージュ
■中央自動車学校
■株式会社 丸久商店
■中尊寺
■株式会社 三田商店
■株式会社 東海新報社
■株式会社 みちのくクボタ
■株式会社 東北映像
■みちのくコカ・コーラボトリング㈱
■東北電力㈱ 岩手支店
■株式会社 三ツ星商会
■東北配電工事株式会社
■三本コーヒー株式会社
■株式会社 東北ビルテック
■湊運輸倉庫株式会社
■株式会社 トークス岩手支社
■宮城建設株式会社
■遠野警察官友の会
■宮古警察官友の会
■有限会社 遠野車輛工業
■宮古信用金庫
■遠野地区金融機関防犯協会
■ 宮古地区安全運転管理者選任
■遠野ドライビングスクール
事業所事業主会
■トーバン印刷株式会社
■宮古地区交通安全協会
■トヨタ自動車東日本（株）岩手 ■宮古ヤクルト販売株式会社
工場
■有限会社 宮崎商店
■（株）トヨタレンタリース岩手 ■株式会社 村上商事

■(医) 室岡整形外科医院
■株式会社 メイホール
■宗教法人 毛越寺
■株式会社 本宮運輸
■モトモチ商事株式会社
■盛岡観山荘病院
■（一社）盛岡市医師会
■盛岡ターミナルビル株式会社
■盛岡西警察官友の会
■盛岡ニッタン株式会社
■盛岡東警察官友の会
■盛岡南地区警友会
■盛岡遊技業組合
■盛岡ライオンズクラブ
■盛岡ロータリークラブ

‥ <や・ら・わ> ‥‥‥‥‥‥
■株式会社 八重樫葬具店
■有限会社 休石商事運輸
■八ッ星運輸株式会社
■有限会社 ヤマダ
■株式会社 ヤマト
■(株)ヤマトフードサービス
■遊技業久慈組合
■株式会社 吉田測量設計
■有限会社 ライフさぽーと
■株式会社 ライフ花北
■リアス環境管理株式会社
■陸前高田ドライビングスクール
■陸前高田ライオンズクラブ
■陸中建設株式会社

個人賛助
個人賛助会員
賛助会員（一種）
会員（一種）
〃

（二種） １，３９９
１，３９９ 名

賛 助
■盛岡市
■宮古市
■大船渡市
■花巻市
■北上市
■久慈市
■遠野市
■一関市
■陸前高田市
■釜石市
■二戸市

４０６
４０６ 名

自

■八幡平市
■奥州市
■滝沢市
■雫石町
■葛巻町
■岩手町
■紫波町
■矢巾町
■西和賀町
■金ケ崎町
■平泉町

治 体
■住田町
■大槌町
■山田町
■岩泉町
■田野畑村
■普代村
■軽米町
■野田村
■九戸村
■洋野町
■一戸町
以上 ３３市町村

