
岡野バルブ製造㈱ 海峡プラザ 門司港開発㈱ 関門港運協会

北九州商工会議所門司地区議員会 北九州埠頭㈱ 髙藤建設㈱

鐵伸運輸㈱ 福屋建設㈱ 前川硝子㈱

門司港運㈱ Rise㈱ 池田興業㈱

石塚運送㈱ ㈱一鳳 出光ルブテクノ㈱門司事業所

㈱江﨑商店 エスエム鉄工㈲ 衛藤住建

岡野商事㈱ ㈲海人 関門汽船㈱

（医）愛の会 きしもとクリニック （一社）北九州港振興協会 北九州市議会

北九州門司みなとライオンズクラブ 北九州門司ライオンズクラブ 九州水曜会

九新建設㈱ 西部ガス㈱ ㈱サンキュードラッグ

㈱伸興商事 大里水道工業㈱ 田野浦船舶㈱

㈱鍋島商店 鍋島物産㈱ 西日本海運㈱

㈱日海商事 ㈲仁徳海運 ㈱ハウジングプラザ

春風海運㈱ 福岡トランス㈱ ㈱プレミアホテル門司港

㈱マシン商会 マルソー産業㈱ （公社）門司区医師会

門司区部課長会 門司港レトロ倶楽部 門司西ロータリークラブ

（公社）門司法人会 門司メディカルセンター 門司ロータリークラブ

㈱ヤナイ 飯野物産㈱ ㈱大江鉄工所

関門コンテナターミナル㈱ （一財）九州港湾福利厚生協会 清見校区自治連合会

草野倉庫㈱ 門司支店 （宗）広済寺 小森江東校区自治連合会

神鋼リードミック㈱ スミタ産業 （一社）全日検

双栄海運㈱ ㈱東洋アグロ 内海水先人会

日本サルヴェージ㈱ ㈱広吉環境開発 ㈱太工務店

㈱宮前工務店 門司区役所心友会 門司建設業組合

㈱門司ベース NPO法人門司まちづくり21世紀の会 ㈲門司薬局

㈱山一製作所 秋武医院 ㈱アスパ

東海運㈱ 九州事業部 ㈱阿部石材工業所 天野医院

㈲荒巻建設 ㈱アルモウルド ㈱安全物産

伊川校区自治連合会 ㈱イケゾエ 池田医院

池田防疫興業㈱ 石黒ガス㈱ ㈲磯部自動車整備工場

㈱伊原製作所 ㈱イマナガ （医）一安医院

㈲いわしや吉野医療器械 岩本工業㈱ ㈱ウエダプランニング

㈱ウシオ 門司営業所 ㈲臼田産業 ㈲内田工務店

宇野紙器工業㈱ 宇島瓦斯㈱ 門司営業所 ㈲宇野鮮魚

梅﨑礦業㈱ ㈱ウラヤマ 永和工業㈱

㈲FPF エポック㈱ ㈱エム&アール

㈱エルビート 大阪シーリング印刷㈱門司工場 オーシャントランス㈱北九州支店

㈱大田商会 大積校区まちづくり協議会 鳳氷糖㈱

㈲大野機工 ㈱岡野電気商会 ㈲小川石材

奥田金属㈱ 小野田化学工業㈱ 門司工場 小原運輸㈲

小原ビル㈱ 海光建設㈱ 開進㈱ 門司支店

梶山倉庫㈱ 梶原貿易㈱ 勝山自動車㈱

叶産業㈱ 門司営業所 ㈲神垣商店 ㈱川原グループ

カンティーヌ・野だや 関門港動検協力会 関門港湾運送事業㈿

関門製糖㈱ 関門タグ事業者協会 関門地区海運組合

関門トーヨー㈱ 関門水先区水先人会 北九州市門司区長 岩田 光正

北九州市港湾空港局係長会 北九州市産業経済局部課長会 社会福祉法人 北九州市門司区社会福祉協議会

（福）北九州市門司区社会福祉協議会 北九州市門司消防署 （福）北九州市門司民生事業協会

北九州青果㈱ 北九州第一交通㈱ 北九州豊運輸㈱

★第77回門司みなと祭　ご協賛企業紹介★
※ご協賛いただきました企業につきましては、当ホームページに随時掲載させていただきます。



㈲木下調剤薬局 九州エンジニアリング㈱ 九州シティフレイト㈱

九州植物検疫協会 九州鉄道機器製造㈱ 九州電気コンサルタント㈱

九州電気システム㈱北九州支店 九州電波工業㈱ 九州北部税理士会 門司支部

九鉄工業㈱ ㈱九鉄ビルト 協栄電気㈱

㈱協伸製作所 ㈱京屋化粧品店 ㈱共和

協和硝子㈱ ㈲極東バルブ ㈱金山堂

(株)金城工務店 くすりのヨシタニ ㈲百済

クラウン・フーヅ㈱ グリーンシッピング㈱ ㈲ケアステーション笑顔

㈱繋船組 源平うどん ㈲ケンユ産業

㈱港栄商会 ㈱工材社 ㈲幸谷工業

㈱越治産業 古城校区自治連合会 コスモ海洋㈱

㈱コスモ葬祭 ㈱ＫOＴＡNＩ 小松医院

小森江西校区まちづくり自治連合会 西京運輸倉庫㈱ 西部建設工業㈱

㈲さきのえ サクラ工業㈱ ㈲酒の阿波屋

佐々木製作所 ㈲さざなみ ㈱佐藤商店

燦㈱ ㈱サンオーシャン九州営業所 三喜興業㈱

山九㈱ ㈱三協 三協警備保障㈱

三幸興産㈱ （宗）三光寺 山松海運㈱

三商海事㈱ ㈲サンモータース ㈱三洋コンサルタント九州支店

三洋商事㈱ 門司支店 シーウェイエクスプレス㈱北九州支店 ㈱シーブリッジ

ＪＸ金属商事㈱九州支店 ㈱ジェネック ㈱シノハラ製作所

澁澤倉庫㈱ 九州支店 新門司営業所 写真のムラオカ ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー㈱

㈱シュウエンジニアリング 旬魚彩菜 あお木 庄司まちづくり協議会

正蓮寺 昭和マリン㈱ （医）白石医院

白野江校区自治連合会 神栄管工㈱ （医）豊司会 新門司病院

（医）五秀会 末永産婦人科麻酔科医院 ㈲末広商店 スナックトントン

㈱清家石材工業 セイケ塗装 ㈱誠伸建設

㈲成伸測量事務所 西邦海運㈱ 井友港運㈱

セブンイレブン 門司港店 ㈱ゼロ~ＺＥRO~ セントラルシッピング㈱ 九州営業所

第一バルブエンヂニヤリング㈱ 大昇建設㈱ ㈲太真建設

㈲大進商運 ㈱大同商会 ㈱大日警九州支店

大日本産肥㈱ 大日本明治製糖㈱ 西部支社 ㈱泰文堂

タイヨージョイント㈱ ㈿大里商栄会 大里東校区自治連合会

大里南校区自治連合会 大里柳校区自治連合会 髙田船舶電工㈲

㈱武井工作所 ㈱武久福祉会 ダスキン 東門司支店

太刀浦埠頭㈱ 田野浦校区自治連合会 ㈲田原印刷

タミヤ商事㈱ 鎮西敬愛学園 ㈱辻建築設計

㈱土谷商店 ㈱ツネミ ㈱恒見海業

㈱恒見硅石礦業所 Ｔ.Ｅ.M.サービス㈱ （税）ＴＡパートナーズ

東武トップツアーズ㈱関門支店 東洋コーポレーション㈱ 東洋商事㈱

東洋食品㈱ ㈱唐和建設工業 ㈲富岡商会

冨田鉄工㈱ ㈱富松米穀 （医）鳥巣病院

鶏料理お福 長尾材木店 ㈲永坂商店

㈱なかやしき 中山産業㈱ ㈱生海商店

西明内科消化器科医院 錦町まちづくり協議会 ㈱西日本電機器製作所

㈱西村鉄工所 西門司校区自治連合会 日栄商事㈱

ニッカウヰスキー㈱門司工場 日興金属㈱ (協)日専連北九州

日糖産業㈱ 日本海員掖済会門司病院 （一社）日本海事検定協会

（一社）日本貨物検数協会 九州支部 日本通運㈱ 門司海運支店 日本トランスシティ㈱運輸事業部北九州営業所

日本ホリスティックアカデミー ニュー坂 ニューヨーク・エボリューション㈱

萩ヶ丘校区自治連合会 ㈲橋口事務所 橋本食品㈱



濵田海運㈱ ㈲濱野工務店 ㈱林運送北九州営業所

㈱バンケットクリエイター Ｂ&Ａ門司港 ㈱ヒオタ

㈱久野商会 ㈲久野新聞店 柄杓田校区自治連合会

㈲平岡美装 ㈱平本砕石 平山正子

㈱廣瀬産業海事工業所 ㈲フエンコム 深田サルべージ建設㈱九州支店

㈱福岡銀行 門司支店 （一社）ふくおか相続相談センター 福岡ひびき信用金庫 門司港支店

藤空設㈱ 藤田組 ㈱フジトランスコーポレーション新門司事業所

藤松校区自治連合会 豊前海北部漁業協同組合 田野浦支所 ㈱不動産のミキハウス

富美 プラザ祇園 祇園商店街㈿ プリンセスピピ

古河電工産業電線㈱九州工場 古家税理士公認会計士合同事務所 ㈱フロンティア・ロジ

㈱ＢＥＡR FRＵＩＴＳ 豊光産業㈱ （学）豊国学園

㈱宝樹設計室 ㈱ホープ ㈱ホーム・リンガ商会

㈱ホクサン 堀井制作所 本願寺門司教堂

㈱翻訳舎 ㈲マーサ ㈲松浦硝子店

松ケ江北校区自治連合会 ㈲松ケ江自動車整備工場 松ケ江南校区まちづくり協議会

㈲松本造園建設 ㈲松山タイヤ商会 ㈱マルニシ

丸山校区自治連合会 ㈲まんねん亀 三井倉庫九州㈱

名港海運㈱ 門司営業所 ㈱メープルトレードサービス ㈱麺工房とん平

門司印刷㈱ 門司掖済会病院 （社）北九州市門司区医師会

門司区民生委員児童委員協議会 門司校区自治連合会 門司港サイロ㈱

門司港栄町商店街（振） 門司歯科医師会 ㈱門司自動車学校アイルモータースクール門司

門司飼料㈱ 門司保護区保護司会 門司メタルプロダクツ㈱

（一社）門司薬剤師会 門司冷凍製氷㈱ 門菱港運㈱

山田土建㈱ ヤマニ醤油㈱ よすえ内科医院

リバレックス㈱ ㈲リュウテック 料亭岡崎

林現寺 ㈱和田 和田会計事務所

和洋レストラン三井倶楽部 ㈲アクア技建 浅島龍文堂

旭運輸㈱ ありや 磯金酒店

㈱岩井商店 ㈲梅園 エステー㈱ 九州工場

江戸政 ＭＨＣＦ㈱ ㈱大分銀行門司駅前支店

大町内科医院 ㈲奥村産業 小原市場組合

カークラフト 海音- かのん- ㈱上組 門司支店

河合ライフプランニング㈲ ㈲川﨑商店 ㈱瓦そばたかせ

北九州市門司区役所 区次長 守口 昌彦 ㈱北九測量設計 喫茶ユキ

九州観光タクシー㈱ 極東工作所 ㈱極東製作所

（福）恵康会 （一財）港湾労働安定協会 関門支部 古賀京染店

小島住宅設備㈲ 珈琲テラス すいげつ さがら耳鼻咽喉科医院

㈱座小田電気 侍フードサービス㈱ ジーテック（同）

ジャザサイズ門司フィットネスセンター ㈲旬工房 てん花 ㈱白川商店

㈾杉浦商店 スナック リヴィ・エラ sｐｏｏｎ

㈲巣山塗装工業 西洋菓子 チムチム 鮮魚 寅ちゃん

タカミメンテック （医）田代クリニック たまやうどん菅沼

㈲たんぽぽ ㈱鶴見北九州営業所 天婦羅のなんば

富浦テント商会 ㈲友瀬鉄工所 ㈲中井自動車

永田内科胃腸科医院 永野宏三アトリエ ㈲中町薬局

㈲ナップ長野舗装 日本甜菜製糖㈱関門営業所 （公財）日本関税協会門司支部

㈲猫田商店 野中産業㈱ ㈱パーソナルネット

梅月 梅光産業㈱ 伯翠庵㈲

パティスリーシャイン ハローディ門司港店 ひびき写真館

㈱フェニックス門司事業所 ふくむら小児科 ㈲藤井家具店

㈾藤本時計店 ㈲マイ・ティーチャー ㈱マインドシンセイ



マスダデンキ ㈲マツナガ ㈱マリーゴールドホールティングス

ミニストップ門司港レトロ店 村岡歯科医院 ㈱邑本興産

㈱名門大洋フェリー 新門司港支店 門司高校ともしび会 門司港腎クリニック

門司港どうぶつ病院 門司小売酒販組合 門司中央市場商業㈿

門司電気工事業㈿ ㈲森川建設 ㈲柳原鉄工

山口酒店 ㈱山田自工北九州 ㈱洋建築計画事務所

㈱隆文堂 理容矢口 ㈱ルネ

レストラン ニューラッキー

門司銀行会

(株)西日本シティ銀行　門司支店 (株)福岡銀行　門司支店 (株)北九州銀行　門司支店

北九州自衛隊協力会

門司支部 小倉（北・南）支部 若松支部

八幡東支部 八幡西支部 戸畑支部

【2０22年５月22日　現在】

★協賛品提供★

九州旅客鉄道(株)　門司港駅 京屋化粧品店 コカ・コーラボトラーズジャパン(株)　ベンディング北九州支店

(株)新星社 阪九フェリー(株) (株)プレミアホテル門司港

多数のご協賛・ご協力ありがとうございました


