
●マンガ倉庫  舞鶴店●居酒屋　さんぱち
●日本海精錬 株式会社

●有限会社アシダ印刷●有限会社 石橋塗装工業●イズミテック株式会社●有限会社サイン工芸

●行政書士 谷田真吾事務所●東洋テック株式会社●武藤塗装店●由利鉄工所

●タケダ工芸株式会社
●有限会社 田路造園

●株式会社アクア●井木商事株式会社●株式会社イマヤス●岩田電気株式会社●株式会社ウィズダム●雲門寺●アジア雑貨&Ｃafe Casa･Oriente
●神谷印判店●天香山 桂林寺●京都府舞鶴自動車学校●株式会社源兵衛●株式会社コスモ観光●医療法人社団 晴友会 小谷整形外科医院
●小西商事株式会社●株式会社佐古田電機●株式会社坂根工務店●SEA GULL クリーニング 三光堂シーガル●有限会社ジー・アンド・エフ
●株式会社 嶋七●株式会社ジャパレン北京都●松月花松風●株式会社セレマ 東舞鶴支社●太陽保安警備株式会社●株式会社滝口工務店●橘幼稚園
●Cafe  Tea・ｒa●PAWN SHOP 冨田質店●日鶴食品工業所●ＢＡＬＡＮＣＥ●福村建設株式会社●フクムラ仮設株式会社●不二子におまかせ
●有限会社 藤原食品●ホテルマーレたかた●舞鶴献血友の会●道の駅舞鶴港とれとれセンター●舞鶴商工会議所●株式会社舞鶴浄美社
●舞鶴ライオンズクラブ●丸富士食品●有限会社みの電器●三和工業用品株式会社●株式会社モトキ●有限会社やぎお●有限会社 山本冷設
●吉村工業 株式会社●吉村興産 株式会社●ライフサービス舞鶴●ローソン　舞鶴吉坂店●ナニワ風串カツ　和

,
s

●あい薬局●株式会社アイビックス 京都支店●秋吉 東舞鶴店●ＲＡＣビューティースペース●cafe bar Aqua-vit●あさぬま歯科医院●旭食品株式会社●味道楽●酒房　梓

●集り書門　西舞鶴店●株式会社荒川鉄工所●ホテル　アルスタイン●特別養護老人ホーム　安寿苑●お手前料理　あんどん●イエローカメラ●いさみ寿し●居酒屋 石●便利屋　イシイ

●医療法人正秋会石川眼科医院●出石皿そば松福●マリーナカフェ伊太利亜若草物語●一寸ぼうし●一天張　屋敷●インテリアいづみ●伊勢屋●EVE  BRILLIANT  WORLD●焼肉今ちゃん

●三条のいろは●炙家酒房 瓦●ギャルリーウェーバー●有限会社上野建材●株式会社上野総合保険センター●新鮮処 魚里●有限会社浮島米穀販売所●（株）ウスイ ローソン舞鶴真倉店

●趣向料理 内方●ウッディーハウス●株式会社エコ・ビータ●有限会社エッセン●株式会社エナミ精機●株式会社榎本自動車●ベイサイドプレイス　エムズデリ

●江守石油株式会社 東舞鶴給油所●酒食市場エルク●株式会社大嶋カーサービス舞鶴支店●大槻昭和堂●おかあちゃん舞鶴店●株式会社 オグラカーセンター●Cafe&Bar　Oceans VEGA

●Car Style●GARDEN●有限会社 カートラスト●カーピット●ＣＡＲ　ＰＲＥＭＩＵＭ●カー・フレンド●有限会社海印工業●甲斐嶋畳店●華花●加寿美●とんかつ かつ源 舞鶴店

●ファミリーレストラン 焼肉亭 カドヤ●カズコレクション●株式会社　ガッツ●行政書士　門田猛事務所●舞鶴かね和●本家かまどや 西舞鶴店●旬彩ダイニング 雅楽●創作居酒屋  かんから

●韓菜●株式会社上林商会●菊田材木店●キクヅル●医療法人岸本病院●やきとり 吉鳥●京都銀行 東舞鶴支店●京都進学会●京都新聞 西舞鶴販売所●京都トヨタ 自動車株式会社　舞鶴店

●京都北都信用金庫　東舞鶴中央支店●メイト・キョーワドー●GUILD●株式会社キャロット●協和工業株式会社●鉄板焼　きらくや●ｈａｉｒ Ｇｏｏ●Ｔｈｅ Ｓｈｏｐｓ ＫＵＮＩ太郎

●有限会社国山●倉木石材工業●学校法人森田学園 倉梯幼稚園●お好み焼き  鍋もの クロンボ●Ｋ３club●広宣社●有限会社 幸友社●焼酎Bar古kyu●株式会社コザイ印刷●Fusion Dining 悟旬

●株式会社こやま●ＳＡＩ－ＫＡ－ＦＥＥＬ●サウンドウェーブ●櫻井工業株式会社●社会福祉法人倉梯福祉会 さくら保育園●SACRE●株式会社　迫田自動車●佐々木薬局

●ザ・バッターズボックス●Salon  de  SHU●ビフテキの店 サングローブ●有限会社 三星社●Hair Stage ＣＯ－ａｌ●有限会社 ジェイアクティヴ●宝石・時計・メガネ 株式会社シオミ

●シザーダンス●芝田製作所●有限会社芝原塗装店●志摩機械株式会社●シャンティ●ジュエリー大倉●溶岩焼 笑入道●ＪＯＫＥ●社会福祉法人　宝林福祉会　昭光保育園●聖徳寺

●焼肉  心●社会福祉法人 真愛の家●スナックＳｗｅｅｔ　Ｐｉｎｋ●社会福祉法人　瑞光寺福祉会●医療法人社団　杉立歯科医院●スシパーティズ　白鳥店

●エス・バイ・エルの住まい北近畿 西舞建設株式会社●瀬尾写真館●積水ハウス株式会社●喫茶　セピア●ＳＴＵＤＩＯ　ＺＥＲＯ●大一電気工事株式会社●第一物産株式会社●大雲寺

●酒菜 大地の蔵●タイム●タイムズマート　小倉店●京都ダイハツ販売株式会社　舞鶴店●情報機器・家電製品・設備機器 タイヨー電化●ドラッグストア 太陽堂●株式会社　高田工務店

●京都祇園創作蛸焼 蛸蛸●ＤＡＤＡ●有限会社多田印刷所●呑み喰い処　樹  TATSUKI●サイクルショップ　タナカ●田中産業株式会社　下福井工場●株式会社田中屋●旅サロンまいづる

●太矢板金店●舞鶴防衛戦隊  チャッタマン事務局●Ｂａｒ Ｔｕｋ Ｔｕｋ●有限会社辻石材店●テクノホーム舞鶴●有限会社鉄尾石材店●デュエルスペース・ワンダーメイジ

●ビリヤードＤＥＬＴＡ●旬割鮮　地鶏料理　天●中華レストラン東来●有限会社トゥモロー・カンパニー●DOCKERY  FARMS●株式会社 朝衛●医療法人社団 鳥井医院●冨永釣具店

●DREAM GIRLS●株式会社ドレメ●GOZOROPPU TON TON●内藤小児歯科医院●なか卯　西舞鶴店●有限会社中岡石油●株式会社　中垣石材●鮮魚　永庄●長田工業株式会社

●中舞鶴 西村医院●有限会社西村硝子店●西村工務店●株式会社西村紙油商事●株式会社 西本佛壇店 舞鶴店●福祉センター レストラン二条●（株）農業法人ふるる●スナック  ファン

●ニューファン●日本海警備保障株式会社●日本海工業 株式会社●ネッツトヨタ京華株式会社●ノセカメラ●居酒屋 呑太呂●社会福祉法人 博愛福祉会●ハクレイ酒造株式会社

●はせ川ふとん店●畑歯科医院●有限会社 花咲悠省堂●Hana's make●HANADAN●はなまるうどん　舞鶴上安店●flower shop 花優 田中店●flower  shop  花優　西舞鶴店●割烹 濱七

●有限会社 ハヤシスポーツ●株式会社 林設備工業●ハヤシダ クリーニング●株式会社 パルコ●Pａｎｇａｅａニシワキ●映像ステーションバンガード●株式会社　伴製麺所

●ボディショップ 東野●有限会社久富自動車●ビデ王●いけす料理 卑弥呼●ひばり幼稚園●１００満ボルト 舞鶴店●洋菓子　ヒラノ●スナック　ファイン●YOU SHOP ファミリーオート

●ファミリーマート舞鶴円満寺店●株式会社 藤膳●ファンタジー●CAFE REST フォレスト●株式会社　福岡ゼミナール●株式会社　フクヤ●小料理ふくまる●藤田商店●舞鶴　ふじつ温泉

●ぷちショップ 西舞鶴店●復活書房　舞鶴店●ふとんの西村●有限会社  北京都総合PRINOF●ふるもり歯科クリニック●平和薬局●中華料理 北京●ポートシャインホテル 株式会社　青葉

●ポイント釣具店●和遊館　きもののほそみ●毛糸・手芸用品の店 ハンドクラフトホリウチ●トータルメンテナンス・ホリウチ●堀江　洋一●株式会社Honda Cars京都 舞鶴西店

●Honda Cars舞鶴東●有限会社 凡愚●本合眼科●ボンボン堂●株式会社マイギ●舞鶴足立労務管理事務所●有限会社 舞鶴折込センター●政府登録国際観光ホテル 舞鶴グランドホテル

●舞鶴市漁業協同組合●まいづるスイミングクラブ●舞鶴動物医療センター●有限会社舞鶴鉄板商事●株式会社 舞鶴トラベル●舞鶴呑もう会●舞鶴プロパン株式会社●ホテル  マイヅルマリン

●舞鶴八千代館●有限会社舞鶴リサイクルセンター●有限会社まこと●松きち●松田歯科医院●松本オートセンター●株式会社 まつもと米穀●焼肉 まほろば●丸糸食堂●有限会社 丸福産業

●ミキモト化粧品 新舞鶴営業所●MITOMAN good works●文房具みどりや●ミニストップ　東舞鶴鹿原店●ホームセンターミフネ株式会社●めん処　名代●妙法寺

●パーマハウス ミルキーウェイ●株式会社メグミ●らーめん亭　麺楽●モスバーガー西舞鶴店●ＣＯＦＦＥＥ／お食事 森のこびと●ＭＯＮＴＡＧＥ（モンタージュ）

●キリン炭火市場　やきやきや●弥栄電設工業株式会社●八島堂薬局●有限会社 山口商店●ヤマザキ美容室●株式会社山下金物店●有限会社ヤマゾエ●ヤマト運輸株式会社

●有限会社ヤマナカモータース●やまもとクリーニング●パーラー　ヤング●ブライダルYOU●遊歩道●養老乃瀧　西舞鶴店●（有）ヨシオカ●吉田眼科医院●吉田歯科医院●よし半●より路

●ライオン●ラーメン 来来亭 西舞鶴店●LUXTZ●良酒倉庫　舞鶴店●ダイニングキッチン涼のれん●LUCE●Luce●旬鮮魚菜 れんが●連合京都舞鶴地域協議会

●株式会社ロイヤル ファーストサービスステーション●株式会社ロクタ●六和証券 株式会社　舞鶴営業所●Rojna●若狭技術サービス有限会社●株式会社若田商会●若の湯

ｚｚｚｚｚ●株式会社アイビックス 京都支店●秋吉 東舞鶴店●ＲＡＣビューティースペース●cafe bar Aqua-vit●あさぬま歯科医院●旭食品株式会社●味道楽●酒房　梓

●集り書門　西舞鶴店●株式会社荒川鉄工所●ホテル　アルスタイン●特別養護老人ホーム　安寿苑●お手前料理　あんどん●イエローカメラ●いさみ寿し●居酒屋 石●便利屋　イシイ

●医療法人正秋会石川眼科医院●出石皿そば松福●マリーナカフェ伊太利亜若草物語●一寸ぼうし●一天張　屋敷●インテリアいづみ●伊勢屋●EVE  BRILLIANT  WORLD●焼肉今ちゃん

●三条のいろは●炙家酒房 瓦●ギャルリーウェーバー●有限会社上野建材●株式会社上野総合保険センター●新鮮処 魚里●有限会社浮島米穀販売所●（株）ウスイ ローソン舞鶴真倉店

●趣向料理 内方●ウッディーハウス●株式会社エコ・ビータ●有限会社エッセン●株式会社エナミ精機●株式会社榎本自動車●ベイサイドプレイス　エムズデリ

●江守石油株式会社 東舞鶴給油所●酒食市場エルク●株式会社大嶋カーサービス舞鶴支店●大槻昭和堂●おかあちゃん舞鶴店●株式会社 オグラカーセンター●Cafe&Bar　Oceans VEGA

●Car Style●GARDEN●有限会社 カートラスト●カーピット●ＣＡＲ　ＰＲＥＭＩＵＭ●カー・フレンド●有限会社海印工業●甲斐嶋畳店●華花●加寿美●とんかつ かつ源 舞鶴店

●ファミリーレストラン 焼肉亭 カドヤ●カズコレクション●株式会社　ガッツ●行政書士　門田猛事務所●舞鶴かね和●本家かまどや 西舞鶴店●旬彩ダイニング 雅楽●創作居酒屋  かんから

●韓菜●株式会社上林商会●菊田材木店●キクヅル●医療法人岸本病院●やきとり 吉鳥●京都銀行 東舞鶴支店●京都進学会●京都新聞 西舞鶴販売所●京都トヨタ 自動車株式会社　舞鶴店

●京都北都信用金庫　東舞鶴中央支店●メイト・キョーワドー●GUILD●株式会社キャロット●協和工業株式会社●鉄板焼　きらくや●ｈａｉｒ Ｇｏｏ●Ｔｈｅ Ｓｈｏｐｓ ＫＵＮＩ太郎

●有限会社国山●倉木石材工業●学校法人森田学園 倉梯幼稚園●お好み焼き  鍋もの クロンボ●Ｋ３club●広宣社●有限会社 幸友社●焼酎Bar古kyu●株式会社コザイ印刷●Fusion Dining 悟旬

●株式会社こやま●ＳＡＩ－ＫＡ－ＦＥＥＬ●サウンドウェーブ●櫻井工業株式会社●社会福祉法人倉梯福祉会 さくら保育園●SACRE●株式会社　迫田自動車●佐々木薬局

●ザ・バッターズボックス●Salon  de  SHU●ビフテキの店 サングローブ●有限会社 三星社●Hair Stage ＣＯ－ａｌ●有限会社 ジェイアクティヴ●宝石・時計・メガネ 株式会社シオミ

●シザーダンス●芝田製作所●有限会社芝原塗装店●志摩機械株式会社●シャンティ●ジュエリー大倉●溶岩焼 笑入道●ＪＯＫＥ●社会福祉法人　宝林福祉会　昭光保育園●聖徳寺

●焼肉  心●社会福祉法人 真愛の家●スナックＳｗｅｅｔ　Ｐｉｎｋ●社会福祉法人　瑞光寺福祉会●医療法人社団　杉立歯科医院●スシパーティズ　白鳥店

●エス・バイ・エルの住まい北近畿 西舞建設株式会社●瀬尾写真館●積水ハウス株式会社●喫茶　セピア●ＳＴＵＤＩＯ　ＺＥＲＯ●大一電気工事株式会社●第一物産株式会社●大雲寺

●酒菜 大地の蔵●タイム●タイムズマート　小倉店●京都ダイハツ販売株式会社　舞鶴店●情報機器・家電製品・設備機器 タイヨー電化●ドラッグストア 太陽堂●株式会社　高田工務店

●京都祇園創作蛸焼 蛸蛸●ＤＡＤＡ●有限会社多田印刷所●呑み喰い処　樹  TATSUKI●サイクルショップ　タナカ●田中産業株式会社　下福井工場●株式会社田中屋●旅サロンまいづる

●太矢板金店●舞鶴防衛戦隊  チャッタマン事務局●Ｂａｒ Ｔｕｋ Ｔｕｋ●有限会社辻石材店●テクノホーム舞鶴●有限会社鉄尾石材店●デュエルスペース・ワンダーメイジ

●ビリヤードＤＥＬＴＡ●旬割鮮　地鶏料理　天●中華レストラン東来●有限会社トゥモロー・カンパニー●DOCKERY  FARMS●株式会社 朝衛●医療法人社団 鳥井医院●冨永釣具店

●DREAM GIRLS●株式会社ドレメ●GOZOROPPU TON TON●内藤小児歯科医院●なか卯　西舞鶴店●有限会社中岡石油●株式会社　中垣石材●鮮魚　永庄●長田工業株式会社

●中舞鶴 西村医院●有限会社西村硝子店●西村工務店●株式会社西村紙油商事●株式会社 西本佛壇店 舞鶴店●福祉センター レストラン二条●（株）農業法人ふるる●スナック  ファン

●ニューファン●日本海警備保障株式会社●日本海工業 株式会社●ネッツトヨタ京華株式会社●ノセカメラ●居酒屋 呑太呂●社会福祉法人 博愛福祉会●ハクレイ酒造株式会社

●はせ川ふとん店●畑歯科医院●有限会社 花咲悠省堂●Hana's make●HANADAN●はなまるうどん　舞鶴上安店●flower shop 花優 田中店●flower  shop  花優　西舞鶴店●割烹 濱七

●有限会社 ハヤシスポーツ●株式会社 林設備工業●ハヤシダ クリーニング●株式会社 パルコ●Pａｎｇａｅａニシワキ●映像ステーションバンガード●株式会社　伴製麺所

●ボディショップ 東野●有限会社久富自動車●ビデ王●いけす料理 卑弥呼●ひばり幼稚園●１００満ボルト 舞鶴店●洋菓子　ヒラノ●スナック　ファイン●YOU SHOP ファミリーオート

●ファミリーマート舞鶴円満寺店●株式会社 藤膳●ファンタジー●CAFE REST フォレスト●株式会社　福岡ゼミナール●株式会社　フクヤ●小料理ふくまる●藤田商店●舞鶴　ふじつ温泉

●ぷちショップ 西舞鶴店●復活書房　舞鶴店●ふとんの西村●有限会社  北京都総合PRINOF●ふるもり歯科クリニック●平和薬局●中華料理 北京●ポートシャインホテル 株式会社　青葉

●ポイント釣具店●和遊館　きもののほそみ●毛糸・手芸用品の店 ハンドクラフトホリウチ●トータルメンテナンス・ホリウチ●堀江　洋一●株式会社Honda Cars京都 舞鶴西店

●Honda Cars舞鶴東●有限会社 凡愚●本合眼科●ボンボン堂●株式会社マイギ●舞鶴足立労務管理事務所●有限会社 舞鶴折込センター●政府登録国際観光ホテル 舞鶴グランドホテル

●舞鶴市漁業協同組合●まいづるスイミングクラブ●舞鶴動物医療センター●有限会社舞鶴鉄板商事●株式会社 舞鶴トラベル●舞鶴呑もう会●舞鶴プロパン株式会社●ホテル  マイヅルマリン

●舞鶴八千代館●有限会社舞鶴リサイクルセンター●有限会社まこと●松きち●松田歯科医院●松本オートセンター●株式会社 まつもと米穀●焼肉 まほろば●丸糸食堂●有限会社 丸福産業

●ミキモト化粧品 新舞鶴営業所●MITOMAN good works●文房具みどりや●ミニストップ　東舞鶴鹿原店●ホームセンターミフネ株式会社●めん処　名代●妙法寺

●パーマハウス ミルキーウェイ●株式会社メグミ●らーめん亭　麺楽●モスバーガー西舞鶴店●ＣＯＦＦＥＥ／お食事 森のこびと●ＭＯＮＴＡＧＥ（モンタージュ）

●キリン炭火市場　やきやきや●弥栄電設工業株式会社●八島堂薬局●有限会社 山口商店●ヤマザキ美容室●株式会社山下金物店●有限会社ヤマゾエ●ヤマト運輸株式会社

●有限会社ヤマナカモータース●やまもとクリーニング●パーラー　ヤング●ブライダルYOU●遊歩道●養老乃瀧　西舞鶴店●（有）ヨシオカ●吉田眼科医院●吉田歯科医院●よし半●より路

●ライオン●ラーメン 来来亭 西舞鶴店●LUXTZ●良酒倉庫　舞鶴店●ダイニングキッチン涼のれん●LUCE●Luce●旬鮮魚菜 れんが●連合京都舞鶴地域協議会

●株式会社ロイヤル ファーストサービスステーション●株式会社ロクタ●六和証券 株式会社　舞鶴営業所●Rojna●若狭技術サービス有限会社●株式会社若田商会●若の湯

。

ご協賛ありがとうございました。


