
三木げんきまつり ２０１６ 協賛各位 一覧 
ご協賛をいただきました各事業所、団体、市民の皆様をはじめ、掲載を希望されなかった皆様には心より感謝を申し上げます。 
 
 

三木建設業協会       日本生命保険相互会社 明石支社 
東洋物産工業㈱           ㈱松本建設鋼業        ㈱崎濱工業 

㈱ウィード             ㈲進栄創業製作所      ㈱秋山住研 

㈱神和商事             ㈲池町鉄筋        ㈲ユニテック 
㈱クボタ家具製作所       ㈱鈴木建設 
 
                                                                           
 

㈱グッドラインハウジング   ㈱わいわいホーム    ㈱ハートフル・ジャパン 
クローバー薬局       めぐみ薬局       ㈱瀬上組 

㈱南商店          中西屋根工事      黒田住設 

寺田建設          藤田建築            ㈱オフィスＮＹ 

ヨドプレ㈱         持永設備        カネマス自動車整備工場 

㈱やまかね商店  

                                                                           



                                                                           

 
イオン三木店 専門店一同     近畿工業㈱       ㈲東洋メカニカル      大谷歯科医院 
日本礦油㈱          馳走庵 一献   森本畳店       福農産業㈱ 
㈱前田造園土木             ㈱裕商事         ㈱大林設備工業        丸一トーヨー住器㈱ 
コマツ建機販売㈱            マルイチ㈱       ㈱フジイ       ヤマダホーム㈱ 

西日本エコ断熱㈱        ㈲スクラム    ㈱内橋建築設計室   スナック 華舞遊 

ＹＫＫ ＡＰ㈱ 社営業所      居酒屋 渦潮   ㈱ウイングジャパン  ㈲宮脇建築      

ながしお農場        カフェレストラン モンテゴベイ 
 

                                                                           

 

世良田ガス産業㈱      三木特殊溶接㈱     裕真建設           ㈱ヒロノテック       ㈱関西電機工業所 

㈲シミズ美装          二杉製作所          ㈲広野自動車教習所   やきとり 鳥石       ㈲忍海辺商店 

 
                                                                           
 
みなと銀行 三木支店   姫路信用金庫 三木支店   日新信用金庫 三木支店   みのり農業協同組合 三木支店   東播建設労働組合 三木支部     
住吉神社         岡田運送㈱         ㈲山中タイヤ商会      大開産業㈱            アイビズチケット 三木店 
㈱沢尾建設        ㈲ハナフサデンキ      ㈱ハロートラベル      ㈱専工社             兵庫ダイハツ販売㈱ 三木店 
㈱清光建設        永倉商事㈱         すし官太 三木店      神洋舗道㈱            土地家屋調査士 世良田浩司 



㈱岡田金属工業所     ゼット販売㈱        古川鋼材㈱         ㈱久保田組            ㈱グルンドコンサルタント 
㈱イシイ         ㈱三枝左官工業所      廣田金物製作所       ㈱姫路環境開発          Ｌａｐｉｓ Ｌａｚｕｌｉ 
久野水道㈱        廣田歯科医院        コーベヤスポーツ      ㈲小原燃料            三木山スイーツガーデン・フジキ 
片岡建材建設㈱      ㈱真栄建設         ㈱高階           三木土建㈱            三和シャッター工業㈱ 東播営業所 
三木ネツレン㈱      ㈲大福精肉店        ㈱ラージ          栄屋旅館             フルーツランチ カメヤ 
㈱アルファ        ちくさ木材技研       ㈱勝田電気         ㈱一誠              ホームアドバイザー ヨネザワ 
三木美化センター㈱    ㈱清水製作所        ㈱Ｋ．設計         アロミーユ            中西金物建材㈱ 
山口電機工事商会     西山電業          新トガワ          北海屋工作所           ㈱イノウエ商工 
㈱明月堂         ㈱守澤商店         ㈲内藤木工所        関西洋鋸㈱            ㈲高芝ギムネ製作所 
ヒシカ工業㈱       ㈱藤田丸鋸工業       スギタ工業         マツモト             ファーストコレクション 
㈱常三郎         玉鳥産業㈱         ㈱フジカワ         ㈲カネジュン           田中一之刃物製作所 
梶原鏝製作所       藤原小刀製作所       井本昌宏          ㈱岩居建設工業          阪神調剤薬局 三木大村店 
野澤産業㈱        ㈱おかもと花店       御菓子司 松風堂       寺本運送㈱            スナック 華恋 
増田海斗＆星菜      ㈱アイ企画         ㈱美嚢種苗園        ㈲未来              グリーンエクステリア 
坂田総合造園       一貫楼（大衆中華）     炭焼地鶏 やんべ      一勢フードサービス        auショップ 三木店   
㈱津田本店        吉岡製作所         ㈲池内刃物         愛宕山工業㈱           廣田仲蔵鋸製作所 
㈲アミナカ        ㈲ツネミ設備        つぼ八           河本工務店            播州絆   ※「絆」は ○ の中 
加藤工務店        市原工務店          高階建築          松尾重機             創作料理 しゃかりき 
㈱大丸不動産       小椋工業          正井呉服店         司法書士 吉田直彦事務所     バオバブの木 ピアノ教室 
㈱ミキリース       インテリア ウエダ     播磨開発㈱         藤本美容室            ㈱木村ダクトワークス 
粂田工業㈲        中村屋           ようきや          居酒屋 道             ㈲よろずや工事工業 
わげんや         稲見外科          みき日楽哩         ㈱イナガキ事務機         ㈱石井超硬工具製作所 
ニューむさし       マナ美容室         金井板金          うお亭 かき田           藤原みゆきピアノ教室 
安随設備工業       ㈱南都工業         ㈲丸伸建設         ㈱Ｔ．Ｓ             ふたばリフォーム㈲ 
井上車体整備工業     阪神瓦斯産業㈱       光和瓦㈱          ㈱宮脇初治商店          いろりの宿 はまな 
㈱灘銘木店        田中鉄工所         地鶏家 播鳥        清洸工芸             アップインテリア 
理容 ヒサ        ㈱豊稔企販         ㈱桧野商          白鹿金物㈱            こだまクリーニング 
Ｃｈａｉｒ        ＴＡＫＡ家         協栄木材㈱         田中塗装             ㈲章陽セキュリティ 
㈲光栄建築        ㈱クメダ精密        ㈱テクノス三木       田中板金工業㈱          ㈱浅野太鼓楽器店 
ｕｎ           泰誠貿易㈱         ㈲三恵テント        レンタルのナカニシ        総合建設業 シバタ 
㈱スタートラボ      ㈱カマテック        菊澤デザイン事務所     江口登記測量事務所        お好み焼き 鉄板焼き 梟 



㈱中山建設        前田道路㈱           ガレージ バグ       ディホーム ほの華        ㈱ホウネンミヤワキ            

ばんしん三木営業一同    真 group ～shin～       レンタルスペース ～真 group～ My Dream                              （順不同） 

 

                                                                           

 

後援 ／ 三木市・イオン三木店 

協力 ／ 一般社団法人 播州まちづくり協議会 

特別協力 ／ 株式会社 和田商店・株式会社 ナンバホームセンター三木店  


