
令和元年度 入間万燈まつり協賛者 御芳名 
※御芳名は、１０月２３日までに入間万燈まつり実行委員会へ「入間万燈まつり協賛申込書」を提出い

ただいた個人、法人、団体を記載しています。（順不同・敬称略）   
三井不動産商業マネジメント株式会社 三井アウトレットパーク入間 

株式会社 スペースワン 

 

   入間市米穀小売商組合   西武鉄道株式会社  

株式会社 武蔵野コンピューターコンサルタント  市役所まんどう会  入間市金融団 

 有限会社 秀建  入間電設会        

 

松本 誠 金内 秀一 石田鉄工建設 株式会社 岩崎司法書士事務所 

武州工業 株式会社           有限会社 粕谷材木店 司法書士・行政書士 白幡事務所  豊岡地区区長会  

茶工房 比留間園 株式会社 宗像建工 河村 香代子     比留間 友耶  

洋品センター有限会社 関根 野口良作商店 石川 隆 株式会社タクトシステム   

トーカイテック株式会社 有限会社ムサシ運輸 武蔵塗料 株式会社 全協ビル管理連合協同組合 

青柳 充 株式会社 山口建興 入間市郷土芸能連合会 西澤 章 

入間市文化協会 株式会社 諸井造園 有限会社ムサシ測量 築地 延恭 

埼玉消防機械 株式会社 髙山 勇 学校法人入間平成学園 入間看護専門学校 

中島 良太 株式会社 住協 繁田醤油 株式会社 いるま外装 株式会社 

西澤 泰男 埼玉田中電気 株式会社 入間市国際交流協会   いるま野農業協同組合  

西武衛生 有限会社 株式会社 光エンジニアリング 入間市連合区長会   友山 宏一 

株式会社コーセツコンサルタント 入間都市開発 株式会社 安川エンジニアリング株式会社 荏原実業 株式会社 関東支社 

株式会社インデラ 白梅幼稚園 株式会社 不二運輸 株式会社 落合運送 

有限会社 山信輸送 入間市老人クラブ連合会 スリーボンドサポート株式会社  

医療法人社団仁友会入間台クリニック                        TAV 株式会社              有限会社 石田土建工業 

松田産業 株式会社 ジーエルサイエンス株式会社     株式会社 田中工業所           森田設備工業 株式会社 

大陽ステンレススプリング株式会社                                         医療法人社団宏志会豊岡第一病院 

ムサシノ株式会社 株式会社 淺海測量事務所 狭山不動産 株式会社 入間店 入間市観光協会 

入間ロータリークラブ 入間南ロータリークラブ 株式会社 小金井精機製作所     宮寺・二本木地区区長会 

セイワ美装工業 株式会社 高橋 広 三栄管理興業 株式会社        田雜 弘章 

入間太鼓 ｼﾞｮﾝｿﾝタウンデンタルクリニック 医療法人社団小室医院 有限会社 丸山産業 

入間ケーブルテレビ株式会社 田中 京子 比留間運送 株式会社          協同特殊鋼線 株式会社 

株式会社 新東京技研 北中野自治会 西勝 啓祐 一燈 永輝 

有限会社 渡邊瓦工業所 有限会社 加藤製作所 株式会社アイコンサルタント 寺清自動車 株式会社 

駿河台大学 有限会社 KAKUI.CO          株式会社 東京車輛           新久社寺 総代会 

有限会社 建信工業 入間鳶土木工業会 有限会社 三栄商事           入間ライオンズクラブ 

株式会社 霜原産業 医療法人 永仁会 株式会社 杉山チエン製作所     帝都ゴム株式会社 

青木電器工業 株式会社 有限会社 林建材            有限会社 伊畑工務店          有限会社 尾﨑ガラスサッシ商店 

三晃庵   内田 博之 入間法要殿      自治文化課  

ドコモショップ武蔵藤沢店 ドコモショップ入間狭山店 ドコモショップ入間インター店 有限会社 ぶし動物病院 

NTT印刷 株式会社 綜和機電 株式会社 有限会社 若月オートサイクル COM電子開発 株式会社 



埼玉県トラック協会 いるまの支部（入間地区会） 株式会社 宮岡運輸            入間地区トラック事業協同組合 

金子地区区長会             （株）光起                  有限会社サニークリーン         入間空調 株式会社 

株式会社 山口商会 清水園製茶工場 株式会社 啓和運輸 松岡リソース 株式会社 

株式会社ベル・サイエンス 入間市身体障害者福祉会 入間市農業委員会  

株式会社ミズホライン埼玉営業所   三峰無線 株式会社            狭山モータースクール株式会社     有限会社 戸口工業 

初雁興業 株式会社           佐久間建設 株式会社          埼玉環境衛生 株式会社        入間市管工事協同組合 

髙山 厚子                 天領盃酒造 株式会社          粕谷 守                         株式会社 丸幾商会 

扇町屋第二区 西武地区区長会 元気ないるま ものづくりネットワーク 西武地区第二区 

東金子第十三区自治会 築地本願寺いるま布教所 超法寺 株式会社 小林工務所 山崎 利明  

関谷 佳代子 株式会社カバヤ工建           司産業 株式会社 株式会社 渡辺石材工業 

長谷川 芳明 株式会社 武蔵カントリー倶楽部 株式会社 山兼 株式会社タムラ製作所 

日鉄マイクロメタル株式会社 株式会社ロジスティクス・ネットワーク 入間物流センター 株式会社 冨士土木      

株式会社 豊岡製作所          株式会社 岩渕管工           株式会社 食と酒いち          中里 謙 

デイサービス 響 昭和電子産業 株式会社 吉田 一雄 フジパン株式会社 武蔵工場  

梅田 玲 高野 広行 株式会社コスモライフ 森山管工 有限会社  

創和設備入間 入間集積産業 有限会社   

入間市商工会 株式会社 武蔵自動車 山三電設 株式会社           入間平井クリニック  

株式会社 西久保電機 小野 彰久                 松井 寿美 松井 将樹  

松井 雄二 商工観光課 互助会 埼玉ライナー株式会社         

東金子地区第十九区(入間台)自治会 

有限会社システムシーガル 株式会社 三木土建工業 株式会社ドーエイ たにかわ眼科クリニック  

有限会社オレンジ・ロード 有限会社 飯能生コン工業 株式会社ソウワ 富士通 株式会社 

第一生命保険 株式会社 氷川神社 双木 茂芳 株式会社 山畑土木 

八津池自治会               株式会社 入曽精密           小林 孝                  株式会社 武蔵臨床検査所 

株式会社 三河解体              吉野 初俊                 齋藤 治郎                扇町屋第一区 

佐渡グランドホテル プルミエール自治会 有限会社 椙田電業 河村建設 株式会社 

株式会社 五輪パッキング 横山 舞                  三ヶ島製材 株式会社         株式会社ウェーブゼンケン 

入間市食品衛生協会 藤沢十二区自治会           清水住宅産業 株式会社       株式会社 矢﨑梱包運輸  

有限会社 長武商事 粕谷歯科クリニック 金子 剛 株式会社エフエム茶笛 

株式会社 清水電機 株式会社 アイライフ 東金子第一区自治会 土屋興業 株式会社 

有限会社 菅野電機 入間市民生委員・児童委員協議会 長谷川 功 山洋電機 株式会社 

株式会社ヒロ建工 株式会社イチヤナギ 株式会社ソーシン 株式会社 Trust Leap 

吉川 弘三                 吉田 竹雄                 株式会社 水むら土建        入間市議員倶楽部 

菰田工務店 栃神山 龍一 株式会社サヤマ工芸社 株式会社 原田建設 

有限会社 松浦電気工事        松田 幸芳 株式会社スパーヴ・テクニカル   入間運輸 有限会社 

有限会社 佐藤住設商会 あつみ園  根本 章 根本 学 

株式会社 建昇ステップ 株式会社 立枝建工 入間市振興公社 株式会社 橋本商店 

株式会社ベーカーエンジニアリング 株式会社 山崎自動車商会 三井 E&S環境エンジニアリング株式会社        

社会医療法人東明会 原田病院 中島園                   有限会社 小島工務店         西澤 透 

田代 浩嗣 中野 好男 日本電産コパル電子 株式会社   横河電子機器 株式会社  

税理士 宮寺 成人 株式会社 アクアプロダクト 株式会社 淺沼組さいたま支店   有限会社 イープラザ 

株式会社 テクノレクス 藤沢四区自治会 宮原 匠一郎 古内クリーニング店 

フジ電子 NPO 法人 加治丘陵山林管理グループ     株式会社マイハンズコダマ    株式会社スペースワン       



市役所 まんどう会         フジ地中情報 株式会社        新久観音 鉦はり保存会       株式会社 東リース 

中央建設協同組合         有限会社 秀建             入間ガス 株式会社          株式会社 奥井組 

株式会社 巻田保険サービス     藤沢設備 株式会社        入間市工業会             渡邊 宏之 

株式会社 池田建装        有限会社トクシン            カラオケ 恵               金子 勝良 

丸山工務店             福田 光嘉                ニシハラ理工 株式会社        社会福祉法人しらさぎ保育園 

湯田建築設計事務所       株式会社 秀栄             株式会社 SHIN-Do           野口 一秀 

ノムラ塗装              本間珠算塾               有限会社 寺井工業           入間市水道協会 

宮元 良知              税理士法人 東の丘会計 羽田事務所      三共ラヂエーター株式会社    犬の学校 内田訓練所 

ムサシ王子コンテナー株式会社     カネパッケージ株式会社     株式会社 山岸宇吉商店      株式会社テラダイ 

小林 正和              金子豆腐店                片寄 貴之               湧井 大 

株式会社 原島商店        吉岡製油 有限会社           居酒屋 山路              株式会社 ヤマトウ 

株式会社 日辰電機製作所   加藤 保夫                 株式会社 丸宮建装          有限会社 入間モンタナスポーツ 

株式会社 瀧産業         有限会社 大野電設           株式会社 SAITOUEN            株式会社 協立電気工事 

鳥山 政之             東金子地区区長会            大樹生命保険 株式会社 入間営業部 

株式会社セレスポさいたま支店     入間市立図書館書籍納入組合    斉藤 勝久     株式会社 荒井工業所 

木下電機 株式会社       東日本電信電話 株式会社 埼玉事業部 埼玉西支店        株式会社 安川電機 入間事業所 

田中自動車販売 有限会社        株式会社イクシンシステムエンジニア       有限会社 下川運輸     黒須団地自治会 

さがみ典礼 入間葬斎センター      髙山 唯            有限会社 栗原商店          キッチン kichi    

株式会社 水村商店         有限会社エム・アイ・ビルテック     有限会社 近藤園       吉沢建設 株式会社 

有限会社 豊岡書房         食と酒 かどや           カリブ・榊原 洋子           松本 二三男 

入間豊岡団地自治会       武蔵野音楽大学         株式会社安川ロジステック        日本水工設計(株）関東事務所 

愛宕神社 

 

  


