
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

柳

沢 

(株) 東邦コンサルタンツ  ＊ 2-2-3 
栄

町 

(株) 山下工務店 1-16-17 

谷

戸 

町 

 

株式会社高橋工務店 1-1-2 

(有) 介護事業所の アド 2-3-13 保谷厚生病院 1-17-18 うなぎ さ和野 1-2-3 

(株) 電気工事の ライティング 2-3-13 本橋動物病院 2-9-27 和菓子・お弁当の 明治屋 1-12-10 

伏見通り整骨院 2-3-13 

東

町 

大塚ガラス店 1-6-4 丸星クリーニング 1-12-10 

ファミリーマート保谷柳沢店 3-1-4 (株) くすりの ダイイチ 2-14-11 谷戸幼稚園  ＊ 1-16-2 

お酒の 千代田 3-1-4 (有) お米ひろば野口屋  ＊ 3-5-5 朝日クリーニング 1-23-4 

(福) 東京老人ホーム  ＊ 4-1-3 (有) 豊島屋商店 3-5-6 カイセイ調剤薬局 1-23-7 

武蔵野の森動物病院 6-7-16 (株) 三浦電気商会  ＊ 3-8-16 石田クリニック 1-23-13 

宮崎畳店 6-8-8 東町耳鼻咽喉科 3-9-6 (有) 太田工務店 1-27-5 

富

士

町 

 

コメダ珈琲店 保谷店 3-1-19 東京保谷ロータリークラブ  ＊ 3-11-2 ベル美容室 2-10-1 

(株) パンステージ・マイ 東伏見店 3-4-12 西京信用金庫保谷支店 3-11-26 居酒屋 あかねや 2-10-2 

(株) 匠建設 3-4-12 
保 

谷

町 

(有) 一光サービス 2-2-8 オリタサイクル 2-10-3 

(株) 警備の豊商事  ＊ 3-5-13 磯料理の 巽(たつみ) 3-14-19 イットクベーカリー 2-10-3 

(株) O A 機 器・事務用品 の アライ商会 3-5-22 居酒屋 ときわ 3-24-21 康文堂書店 2-10-3 

(株) 土木建築の大陸工機 4-3-2 (ＮＰＯ ) ＡＣＴ・人とまちづくり 6-25-22 (有) 三又酒店 2-10-5 

(株) 小菅工務店 4-5-12 

ひ 

ば 

り

が

丘 

(有) 長谷川金物店 1-4-1 東光商事 2-13-2 

ファミリーマート東伏見駅前店 4-5-17 はせがわ米穀店 1-4-1 落合クリーニング 2-13-2 

(株) 小菅ガラス店 4-10-3 細田地所部 1-4-2 海鮮の魚松 2-13-10 

(有) 寝具・貸ふとんの 中屋寝具店 4-13-23 横山接骨院 1-4-22 えのもと青果 2-15-11 

(株) 西村カメラ 4-18-6 長谷川酒店 1-4-29 (有) ひばりが丘清運 3-5-44 

都築明治牛乳店 4-20-4 ブティック オードリー 1-4-27 (有) 加藤建材工業 3-11-5 

(有) みずのクリーニング 4-27-5 (株) 古畑総合建装 2-11-29 アカヌケ舎クリーニング 3-11-6 

鵜沢労務管理事務所 5-7-1 時計晴光堂 2-13-17 桜井造園 3-15-18 

(有) 進康商会 6-3-6 アヅマヤ靴店 2-13-17 朝日新聞 ひばりケ丘 3-16-5 

中

町 

介護ショップの (株) ランダル  ＊ 4-2-26 早津塗装店 2-13-21 本場中華料理 菜々坊 3-16-5 

建築・リフォームの (株) アート住宅 4-3-11 ローソンひばりが丘 3丁目店 3-3-8 東京ガスエネフィット清水商事 (株) ＊ 3-17-5 

(株) タマ塗装 4-8-3 株式会社 萩野  ＊ 4-8-1 銭湯 ゆパウザひばり 3-17-8 

泉

町 

 

(株) 芝建設  ＊ 1-4-22 

北 

町 

蓮見造園 1-3-30 ひばりケ丘動物病院 3-22-12 

駄菓子の小須田商店 ごんべいや 1-13-28 (有） 修理・電気工事の フジタ電気 1-4-25 理容 ユニーク 3-23-1 

パピヨン美容室 1-11-14 （株） 山兵グリーン  ＊ 1-8-21 田中クリーニング 3-23-22 

しおだ接骨院 1-11-14 (有） 保谷グリーンゴルフセンター 2-7-21 (株) 中薬局 3-26-4 

フラワー薬局 1-11-14 つくし幼稚園 2-8-21 (有) 浜中フローリスト 3-27-24 

知念医院  ＊ 1-11-17 保谷ロイヤルテニスクラブ  ＊ 2-16-30 古畑装飾 (株)  3-27-24 

（株） 中村生花店 1-11-14 焼き立てパンの ジュール 3-9-8 

西

原

町 

和食処 友膳 1-3-7 

浄土真宗 心光寺 1-14-19 

ひ

ば

り

が

丘 

北 

新日本料理 るたん 1-5-13 美容室 エルボン 1-3-7 

保谷接骨院 2-1-26 ひなぎく幼稚園   ＊ 1-9-32 セブンイレブン西東京西原 1丁目店 ＊ 1-3-13 

東京エッグ （株） 2-2-17 こうじゅ歯科医院 1-10-24 たべものや翔 1-3-14 

（福） 正育会 和泉保育園  ＊ 2-6-8 セブンイレブンひばりが丘北 2丁目店  2-4-5 明成幼稚園  ＊ 2-2-3 

真言宗 宝樹院 2-7-25 明治牛乳保谷北宅配センター 2-5-3 美容室 エポック 2-4-20 

真言宗 如意輪寺  ＊ 2-15-7 山信機材株式会社 2-7-10 ミトミ電機 2-4-21 

NPO 法人 移動サポートひらけごま 2-17-18 (株) 山下産業 2-7-24 和菓子の 青柳 2-4-21 

NPO 法人たすけあいワーカーズハミング ＊ 3-12-25 美容室 マキシム 3-4-11 クリーニング 白王舎 2-4-21 

（株） 旭製菓   ＊ 6-10-22 パティスリー ジャルダンヴェール 3-7-14 ローソン西東京西原二丁目店 2-5-45 

住 

吉 

町 

曹洞宗 東禅寺 1-2-12 栄屋うどん店 4-1-29 宮脇書店東京田無店  ＊ 3-3-12 

真言宗 宝晃院   ＊ 1-6-5 餅菓子の 伊勢屋 4-2-23 スター理容室 3-10-10 

ウエルクリーニング 1-8-25 やきとり稲毛屋 4-2-23 シャレル美容室 3-10-15 

保谷酒店  ＊ 3-1-16 大清かまぼこ店 4-2-25 田無交通 (株) 4-2-35 

(有) 葬祭の サンユウ 6-1-26 つばさ薬局 4-2-26 ワシノ 4-3-72 

(有) 情報処理の 東京入力センター 6-9-5 セブンイレブン保谷ひばりが丘駅北店  4-3-3 (有) 自動車部品の マベ商会  4-3-8 

東

伏

見 

(株) 自動車整備の あさひモーター 3-7-18 (有) マルイチ質店 4-4-8 六角地蔵整形外科クリニック 5-1-8 

(有) 並木商事坂上給油所 4-3-16 (株) 秋山工務店 4-4-15 小野内科循環器科クリニック 5-1-8 

(有) 建設工事の 和(MARU) 4-10-24 田中薬局 4-4-19  にしはら薬局 5-1-8 

金属プレスの 丸芝工業有限会社 5-10-8 下 
保
谷 

（株） 不動産の 本橋物産  ＊ 1-1-4 (有) カワサキフォレスト 5-3-1 

東伏見郵便局 6-6-15 (株) 新築・リフォームの 多摩商工 ＊ 2-1-5  

💛 歳末・地域福祉募金へのご協力ありがとうございました。 ( 他にも HP への掲載を辞退された事業所がありました。) 
🍀 尚 ＊印は、高額な募金をいただいた事業所です。多大なるご協力に感謝いたします。 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

北

原

町 

ヘア・イン ミナミ 1-21-2 

田

無

町 

 

(有) 機械設計の アザリエ 4-18-8 

芝

久

保

町 

(株) 石倉組  ＊ 4-12-45 

株式会社 一松 1-28-3 田中葬祭 (株)  ＊ 4-18-9 (有) 精密機械加工の 松川光機製作所 4-15-23 

山城屋 1-34-8 セブンイレブン田無本町 4丁目店 4-23-1 (有) 歯科技工の タマ・デンタルサービス ＊ 4-15-58 

花見せんべい吾妻屋  1-38-11 藤宮米店 4-24-19 米山酒店 4-18-13 

ティアラ 1-38-13 多摩信用金庫 田無支店 4-25-5 ボードショップ ＨＥＡＶＥＮ ＳＴＯＲＥ．Ｂ 4-20-12 

酒枝医院  ＊ 2-1-38 株式会社田無薬品 4-25-5 不動産の (株) 東栄住宅  ＊ 4-26-3 

もりと動物病院 2-8-12 豆腐料理の 豆勝 4-26-3 (株) 畠山工務店 4-26-6 

中華料理 天安樓 3-6-38 (有) 小野寺商事  ＊ 4-26-5 創価学会田無平和会館  ＊ 5-1-3 

緑

町 

関口畳店 1-3-2 鍼灸の 一休堂 4-26-9 国産化学工業 (株) 5-1-27 

(株) ムサシノ製薬 1-4-26 ローソン田無町 4丁目店 4-27-11 (株) 依田工業所  ＊ 5-2-31 

(株) 玉木工務店  ＊ 1-4-31 美容室セシール・インターナショナル 4-28-5 (有) 大野印刷 5-3-41 

天理教田無分教会  ＊ 2-1-8 (株) 丸保ふとん店 寝具プラザ丸保 4-29-8 (有) 八栄興業  ＊ 5-4-9 

西原堂 2-2-2 マッサージの もみ～な田無店 5-2-17 グレイス 5-6-1 

(株) ライフ＆ペット「らくわん」 3-5-18 田崎経営労務事務所  ＊ 5-4-8 (株) 田無ファミリーランド  ＊ 5-8-2 

寿司の 魚孝 3-5-31 (ＮＰＯ ) 介護事業所 サポートハウス年輪 ＊ 5-4-8 大春建設株式会社   ＊ 5-6-28 

(有) 野口モータース 3-5-32 西東京市歯科医院会  ＊ 5-5-12 (株) 葬祭の ドリーミー 5-10-12 

田 

無

町 

(株) 辺見勉 一級建築事務所 1-1-6 中央労働金庫田無支店 ＊ 5-6-23 (株) かぶとや  ＊ 5-11-1 

(有) 武蔵石材 1-2-28 (有) 緑葬儀社  ＊ 5-7-51 

南 

町 

岩崎建設株式会社 1-12-1 

(有) 京屋呉服店 1-3-15 (株) 介護事業所ケアワーク北多摩 ＊ 5-9-15 吉岡薬局 1-14-11 

内山工芸 1-3-19 (有) 伊藤商店  ＊ 5-9-11 天野歯科医院  ＊ 2-8-8 

守谷塗料 (株) 1-4-8 ＪＡ東京みらい  ＊ 5-10-1 大樹はりきゅう整骨院 2-3-24 

(有) TK高野工務店 1-8-5 (株) 御幸印刷 5-11-12 新井製作所 2-9-18 

光盛庵   2-1-1 美容院 GLEAMS 5-11-13 (株) 鶴田工務店 2-13-15 

吉野接骨院 2-2-2 シチズン時計株式会社  ＊ 6-1-12 グループホーム のどか  ＊ 2-14-19 

(株) 新正  ＊ 2-4-1 (有) 廃棄・リサイクルの 田無衛生興業 6-6-11 医療社団法人 薫風会  ＊ 3-4-10 

(合) 野崎屋酒店 2-4-4 田中豆腐店  ＊ 7-16-26 新倉硝子 向台店  ＊ 3-18-33 

大衆割烹 末広  ＊ 2-4-10 やまぐち内科眼科クリニック  ＊ 7-16-30 畑中医院  ＊ 3-22-8 

居酒屋 おかめ 2-10-2 

芝 

久 

保 

町 

(株) ネンキ 1-3-10 ワガツマ薬局  ＊ 4-3-2 

ひまわり鍼灸整骨院 2-10-3 ひがき医院  ＊ 1-11-10 木村建装株式会社 4-10-5 

とらや薬局 2-10-5 庚申湯 1-13-2 こみね幼稚園  ＊ 4-13-20 

くい亭 膳 2-10-5 酒・店頭精米 (有) ふじや酒店 1-13-5 黒川歯科医院  ＊ 5-5-13 

不動産の 三富ランド (株) 2-10-8 田無向ヶ丘幼稚園 1-13-10 サンサイクル 5-5-15 

田無本町駐車場   ＊ 2-10-8 フヨー (株) 1-13-13 伊藤歯科医院 5-7-9 

眼鏡の 貴晴堂 田無本店 2-11-7 (有) 尾林木工 1-24-20 (有) 浜野商店 5-9-17 

もといでんき 2-12-10 西東京中央総合病院  ＊ 2-4-19 (株) 田無ユーナンスポーツプラザ 5-15-5 

家庭金物・荒物・雑貨のかさや商店 2-12-13 チューナー株式会社   ＊ 2-11-16 

向

台

町 

(有) 山忠材木店 2-8-34 

(株) 神仏具の かもじや 2-12-14 (有) 住宅改修(バリアフリー) のカツミ福祉 2-14-32 Ａ＆A西東京スポーツセンター  ＊ 2-14-37 

地方銘酒 つるや 2-13-11 (株) 有謝商会  ＊ 2-14-38 (福) 東京聖新会  ＊ 2-16-22 

中華料理 黄河 2-13-11 小料理・お鮨の 橘鮨 2-18-21 新井園  ＊ 3-2-19 

(有) 北原フォトスタジオ  ＊ 2-16-9 クリーニングファミール田無店 2-21-39 (有) 向台工業 3-4-11 

遠藤歯科医院  ＊ 2-21-4 小料理の いすみ屋 2-21-46 造園材料販売の 野口造園 4-3-29 

お茶と海苔の 細沼園 3-2-1 車椅子の日本ウイール・チェアー (株) ＊ 2-22-31 (株) 尾林造園  ＊ 4-14-6 

YC 読売センター田無 3-2-13 丸勝工務店  ＊ 3-4-2 (株) 鈴木工務店 5-5-35 

(株) 桜保険事務所 3-2-17 米・酒の (株) 金子商店 3-4-11 (有) 新井建設  ＊ 6-1-11 

(株) 塩月産業  ＊ 3-3-2 西東京市小売酒販組合  ＊ 3-4-11 オオクボ自転車 6-1-45 

田無駐車場  ＊ 3-4-21 田無いづみ幼稚園  ＊ 3-6-20 (有) 栗島園 6-3-7 

(有) 清水 正二商店  ＊ 3-5-18 服部歯科医院  ＊ 3-9-16 (有) 植木販売・造園の 植島植木 6-3-10 

田無神社  ＊ 3-7-4 長野整骨院 3-16-41 リフォーム・家具製造の (有) K トリプル 6-4-8 

(株) 福沢屋 呉服店 3-8-9 松川動物病院 3-19-54 (株) 西部土木西東京支店 6-5-14 

田無山総持寺  ＊ 3-8-12 いずみ歯科医院 3-19-54 岩田歯科医院  ＊ 6-16-4 

(有) 駐車場の 大和屋商事  ＊ 3-11-16 医療社団法人広香会 がんぼクリニック 3-30-16  

新

町 

武蔵野ファミリークリニック 1-2-20 

指田医院 4-2-11 (株) 井荻製作所  ＊ 4-1-12 総合建設業の 大谷建興 (株)  ＊ 1-3-5 

(株) おんべ 4-2-16 (株) ミツル 4-2-9 (有) 樋口荘 4-2-13 

富士見幼稚園  ＊ 4-17-24 (株) 田無自動車教習所  ＊ 4-4-4  SOMPO ビジネスサービス （株）  ＊ 6-3-5  

  ニッシンエレクトロ (株) 4-4-32 新座 (株) 葬祭の メモリアルヨーコ―  ＊ 栗原 3-5-15 

💛 歳末・地域福祉活動募金へのご協力ありがとうございました。 (他にも HP への掲載を辞退された事業所がありました。) 
🍀 尚 ＊印は、高額な募金をいただいた事業所です。多大なるご協力に感謝いたします。 


