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（順不同、敬称略）
地区名 法人名 地区名 法人名

1 引田地区 岩佐石油（有） 56 引田地区 （有）佐藤工務店
2 引田地区 香川県農協　相生支店 57 引田地区 （株）新崎フォーム
3 引田地区 古川医院 58 引田地区 池本水産（有）
4 引田地区 （有）三谷製糖 59 引田地区 （株）池上建設
5 引田地区 （株）ジェイテクト香川工場 60 引田地区 協新化成（株）
6 引田地区 エーコー精密（株） 61 引田地区 （株）再生機構
7 引田地区 十合道路（株） 62 引田地区 （有）プライマリーハート
8 引田地区 （株）タイホー 63 引田地区 （株）綜合設計
9 引田地区 （有）山下土木 64 白鳥地区 ナカハタ印刷（株）
10 引田地区 堀田製作所（有） 65 白鳥地区 （株）寺一
11 引田地区 大字建設（株） 66 白鳥地区 みなとや商店
12 引田地区 （株）オオジー 67 白鳥地区 菓子処六車
13 引田地区 （有）オートボデー三谷 68 白鳥地区 まるきん寿司
14 引田地区 岸野刺繍（有） 69 白鳥地区 田中美容室
15 引田地区 ばいこう堂（株） 70 白鳥地区 （株）マルミヤ手袋
16 引田地区 （有）松本船具店 71 白鳥地区 （株）キーストン
17 引田地区 板坂水産 72 白鳥地区 鯛谷工業（株）
18 引田地区 （医）大山歯科医院 73 白鳥地区 荒岡動物病院
19 引田地区 （有）和丸水産 74 白鳥地区 辻田実業（株）
20 引田地区 （有）共栄水産 75 白鳥地区 （株）山本電気工業所
21 引田地区 （有）東讃電機工業所 76 白鳥地区 （株）ハシセン
22 引田地区 服部水産（有） 77 白鳥地区 （株）パークスワンズームイン
23 引田地区 （株）三谷船具店 78 白鳥地区 鎌田歯科医院
24 引田地区 （有）三浦プロパン商会 79 白鳥地区 （有）河井葬祭社　リバーホール河井
25 引田地区 （有）萬水産 80 白鳥地区 ヒロセ時計店
26 引田地区 永峰歯科 81 白鳥地区 竹本石油（株）
27 引田地区 （有）渡辺工作所 82 白鳥地区 大同染工（株）
28 引田地区 みさごクリニック 83 白鳥地区 眺洋館
29 引田地区 三和水産（有） 84 白鳥地区 （有）松本造花
30 引田地区 章福水産（有） 85 白鳥地区 （有）中川建設
31 引田地区 （株）清水工務店 86 白鳥地区 ルボア（株）
32 引田地区 （有）イシバシ設備 87 白鳥地区 川田工業（株）
33 引田地区 （有）ウジハラ 88 白鳥地区 安部自転車店
34 引田地区 椛谷水産（有） 89 白鳥地区 理容マツモト
35 引田地区 引田漁業（協組） 90 白鳥地区 常磐染工（株）
36 引田地区 三好機械産業（株） 91 白鳥地区 （株）ナイガイ
37 引田地区 （有）織辺工務店 92 白鳥地区 （有）日章化染
38 引田地区 引田燃料（有） 93 白鳥地区 （有）ナカヤマ
39 引田地区 松岡手袋（株） 94 白鳥地区 （有）モリモト
40 引田地区 森医院 95 白鳥地区 （有）槌本
41 引田地区 （有）山西文具店 96 白鳥地区 白鳥どうぶつ園
42 引田地区 野崎産業（有） 97 白鳥地区 興和クローブ（株）
43 引田地区 遠藤木材工業（株） 98 白鳥地区 （株）ダイヤモンドバレー
44 引田地区 （有）盛井塗装 99 白鳥地区 四国手袋（株）
45 引田地区 （有）妙見屋 100 白鳥地区 （株）スワニー
46 引田地区 （有）岩佐農機 101 白鳥地区 （株）橋輝
47 引田地区 （株）井筒屋 102 白鳥地区 山本内科クリニック
48 引田地区 日昭アルミ工業（株） 103 白鳥地区 陣内手打うどん店
49 引田地区 江本手袋（株） 104 白鳥地区 （有）前田工務店
50 引田地区 大島歯科医院 105 白鳥地区 （株）ザイナス
51 引田地区 （有）渡辺商店 106 白鳥地区 日本調剤白鳥薬局
52 引田地区 （有）寺島電器商会 107 白鳥地区 （株）ハガタ屋
53 引田地区 三木医院 108 白鳥地区 （株）シロトリ
54 引田地区 福田手袋（株） 109 白鳥地区 （株）中虎
55 引田地区 横田鉄工（有） 110 白鳥地区 レフ・マツムラ（株）



平成29年度社協賛助会員一覧表
2／3

（順不同、敬称略）
地区名 法人名 地区名 法人名

111 白鳥地区 総合衣料イケダ 166 大内地区 大磯（有）
112 白鳥地区 （株）香川銀行　白鳥支店 167 大内地区 三浦プロパン商会（有）
113 白鳥地区 （有）松岡良幸事務所 168 大内地区 ドラゴン（株）
114 白鳥地区 桑島接骨院 169 大内地区 白鳥繊維工業（株）
115 白鳥地区 （有）マサヤ 170 大内地区 （株）トモクニ
116 白鳥地区 （株）協和建装 171 大内地区 三本松ロイヤルホテル
117 白鳥地区 （株）フクシン 172 大内地区 香川県信用組合　三本松支店
118 白鳥地区 （株）ハシモト 173 大内地区 （有）タムラ家具店
119 白鳥地区 （株）FUJIDAN 174 大内地区 （株）川根建設
120 白鳥地区 セフティ損害保険事務所 175 大内地区 （株）マルナカ　三本松店
121 白鳥地区 （株）百十四銀行　白鳥支店 176 大内地区 東讃自動車工業（株）
122 白鳥地区 湊荘 177 大内地区 （株）オールインワン
123 白鳥地区 ヤマサキショップ　おかだ 178 大内地区 （有）佐藤商店
124 白鳥地区 内海電気工業所 179 大内地区 （株）MASAKI
125 白鳥地区 内海商店 180 大内地区 桑島林産工業（株）
126 白鳥地区 スリムサポート　りりあん 181 大内地区 津田産業（株）
127 白鳥地区 もぐもぐ 182 大内地区 関西通信電線（株）　三本松工場
128 白鳥地区 ヘアーサロンモダン 183 大内地区 帝國製薬（株）
129 白鳥地区 （株）サンセイ 184 大内地区 東かがわこどもアカデミー
130 白鳥地区 米麦農機（株） 185 大内地区 とらまる歯科医院
131 白鳥地区 大西自動車整備工場 186 大内地区 奥谷内科医院
132 白鳥地区 （有）ダスキン竹内　東讃営業所 187 大内地区 高松信用金庫　三本松支店
133 白鳥地区 サヌキ製紐（株） 188 大内地区 （株）原三松堂
134 白鳥地区 黒田石材店 189 大内地区 太田病院
135 白鳥地区 植藤硝子（有） 190 大内地区 TOIRO COFFEE
136 白鳥地区 （株）マツシタ 191 大内地区 さくら接骨院
137 白鳥地区 クマダ塗料（有） 192 大内地区 中国銀行　三本松支店
138 白鳥地区 丸永手袋（株） 193 大内地区 （有）アベ文具
139 白鳥地区 （株）赤澤組 194 大内地区 赤沢眼科医院
140 白鳥地区 （株）麺工房六車 195 大内地区 （有）榎酒店
141 白鳥地区 ヨークス（株） 196 大内地区 日根
142 白鳥地区 （有）三和染工場 197 大内地区 （有）てつや商店
143 白鳥地区 紫ワールドグローブ（株） 198 大内地区 （株）児島建設
144 白鳥地区 原食品 199 大内地区 三急通商（株）
145 白鳥地区 （有）作手袋 200 大内地区 三吉丸水産（有）
146 白鳥地区 （有）サトウ 201 大内地区 （有）堀口建設
147 白鳥地区 （株）児嶋組 202 大内地区 （株）山西組
148 白鳥地区 （株）赤松建設 203 大内地区 谷口建設興業（株）
149 白鳥地区 （有）三好電設 204 大内地区 (株)七條商会
150 白鳥地区 （株）鎌田建設 205 大内地区 香川県農業協同組合　誉水支店
151 白鳥地区 長町工業所 206 大内地区 （有）東讃鋳造鉄工所
152 大内地区 （株）カワイ時計店 207 大内地区 エールック（株）
153 大内地区 香川証券（株）　三本松支店 208 大内地区 光洋測量（有）
154 大内地区 伊勢歯科医院 209 大内地区 （株）サヌキエクスプレス
155 大内地区 サングローブ（株） 210 大内地区 阪本病院
156 大内地区 巴堂 211 大内地区 喫茶　エリート
157 大内地区 中島政征建築設計事務所 212 大内地区 大阪屋金物電機工具（株）
158 大内地区 イチーナ（株） 213 大内地区 サンエース（株）四国
159 大内地区 （有）香徳食品 214 大内地区 ミロヴィーナス（株）
160 大内地区 （株）クロダ 215 大内地区 （株）トーコー
161 大内地区 兼松歯科医院 216 大内地区 西尾モータース
162 大内地区 桑島内科医院 217 大内地区 （有）スポーツヤハラ
163 大内地区 アーバン工芸（株） 218 大内地区 （株）新仙鋳造所
164 大内地区 香川銀行　三本松支店 219 大内地区 サンワサポート（株）
165 大内地区 東讃漁業協同組合 220 大内地区 （株）渡辺
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221 大内地区 香川トヨタ自動車　三本松店 252 白鳥地区 宮下一成
222 大内地区 タナベ刺繍（株） 253 白鳥地区 安部　功
223 大内地区 （有）福馬建設 254 大内地区 槌矢壱郎
224 大内地区 香川ダイハツ販売（株）東かがわ店 255 引田地区 積善坊
225 大内地区 (有)中川電機 256 白鳥地区 観音寺
226 大内地区 アサノ五色台工業（株）
227 大内地区 特別養護老人ホーム絹島荘
228 大内地区 プレッソ古川
229 大内地区 四電工（株）東讃営業所
230 大内地区 Honda　Cars　東かがわ
231 大内地区 日生化学（株）
232 大内地区 東和設計（株）
233 大内地区 和光建設（株）
234 大内地区 広瀬歯科医院
235 大内地区 近藤内科クリニック
236 大内地区 香川トヨペット（株）E　POiNT 三本松
237 大内地区 三好医院
238 大内地区 （株）長町建材
239 大内地区 （有）開発工務店
240 大内地区 あかざわ整骨院
241 大内地区 ホクト（株）
242 大内地区 タナカ印刷（株）
243 大内地区 （有）丸正製作所
244 大内地区 （株）大扇興業
245 大内地区 （有）大和製作所 平成30年3月31日時点
246 大内地区 ナンバラ自動車（株）
247 大内地区 吉鷹産業（有）
248 大内地区 （株）ハウスサービス
249 大内地区 （株）有馬工務店
250 大内地区 （有）中松商店
251 大内地区 範國・清原司法書士合同事務所

件数 金額（円）

引田地区 64 126,000
白鳥地区 91 243,000
大内地区 101 240,000

合　計 256 609,000


