
長岡大丸 帝産観光バス(株) 京都支店 西日本旅客鉄道(株) 長岡京駅

長岡京アゼリア歯科 (有)東京舎クリーニング 西山石材商店

(自治会） 長岡京音頭保存会 ドライクリーニングやまぐち 一般財団法人療道協会 西山病院

古市（町） 長岡京市管理職会 医療法人信成会 戸渡歯科診療所 ぬくい皮フ科クリニック

開田 長岡京市経済協議会 一般財団法人 長岡記念財団 能勢 守

東台 長岡京市ゲンジボタルを育てる会 長岡京アゼリア歯科 (有)福島晴芳園

長法寺 長岡京市自治会長会 長岡京市造園建設業協会 (株)藤井

粟生 (福)長岡京市社会福祉協議会 長岡京都市開発(株) 古市神輿会

うぐいす台 長岡京市消防団第1分団 (公財)長岡京水資源対策基金 松井　勝正

今里 長岡京市消防団第２分団 (株) 長岡自動車教習所 (株)みずほ銀行 長岡天神支店

畑ヶ田 長岡京市消防団第３分団 長岡スイミングスクール 三菱製紙(株) 京都工場

薬師堂 長岡京市消防団第４分団 ながおかスタジオ 三菱電機(株) 京都製作所

田内 長岡京市消防団第５分団 長岡天満宮 三菱電機労働組合 京都支部

あかね 長岡京市消防団本部 (有)長岡美装社 三菱ロジスネクスト(株)

彦林 長岡京市女性の会 肉のしげくに (株)村田製作所

舞塚 社会福祉法人 長岡京せいしん会   にし田 ヤサカ石油(株)

陶器町 (公財)長岡京水資源対策基金 西山こっぺ堂 安田 邦博

調子 長岡今里郵便局 西山浄土宗 総本山 光明寺 (有)山口工匠

友岡 長岡京海印寺郵便局 西山石材商店 山下 忠史

花山 長岡京開田郵便局 ノーブルトレーダース(株) 山下 敏夫

竹の台 長岡京神足郵便局 のみくいや はしげん 山本　一弥

つつじが丘 長岡京柴の里郵便局 Ｂｉｋｅ Ｓｈｏｐ ＦＢ愛 山本 茂喜

西片泓 長岡京天神郵便局 (株) ハウジングステーション (株)山本敏工務店

奥海印寺 長岡京花山郵便局 パナソニックエイジフリーショップ京都乙訓 湯川 明

下海印寺 ナカムラ接骨院 (株)ピー・フロント (有)ヨシダ住宅設備

金ヶ原 西村造園 ひがしや レンゴー(株) 新京都事業所

浄土谷 西山さつき会 文京堂書店

太鼓山 (株)日本チケットケース ぶん太

谷田 野間ガスサービス(株) ヘアーポケット EMA 乙訓生活環境事業協同組合

河陽が丘 はっとりこどもクリニック みずは北川 カンパニュラ

高台西 バンビオ1番館管理組合 (株)みずほ銀行 長岡天神支店 (株)藤井

東山 バンビオ2番館管理組合 三菱製紙(株) 京都工場 洛菱テクニカ(株)

高台 (有)福島晴芳園 三菱電機(株) 京都製作所

泉が丘 (株)藤井 三菱ロジスネクスト(株)

中開田 ヘアーメイクポリッシュ長岡京店 (株)緑屋 イズミヤ(株)長岡店

北開田 POLA Angel 三宅工務店 小川食品工業(株)

新田 (有)ミサキホーム ミントハウス サントリー(株)京都ビール工場

七ツ池下 三菱製紙(株) 京都工場 (株)村田製作所 長岡京市都市農業振興クラブ

八条が丘 三菱製紙労働組合 京都支部 やきとり こっこや みずは北川

四ツ成 三菱電機(株) 京都製作所 焼肉 味楽園 三菱製紙(株)京都工場

エスリード長岡天神 三菱電機労働組合 京都支部 ヤスイカメラ (株)村田製作所

明星水 ヤサカ石油(株) 柳谷観音 楊谷寺

柴の里 藪木総合会計 遊膳 いこい

野添 (有)山口工匠 洋食屋 AKIRA 三菱ロジスネクスト(株)

小畑町 (有)ヨシダ住宅設備 Yoga Studio prana 帝産観光バス(株)

グリーンフォート長岡京 レンゴー(株) 新京都事業所 リバティ長岡 長岡中学校・長岡第三中学校

勝竜寺 （個人） Riyon 神足小学校・長岡第六小学校

＜会場提供＞

長岡京ガラシャ祭２０１９ご協賛者一覧

＜現金・のぼり協賛＞

＜リユース食器への協賛＞

＜楽市楽座協賛企業＞



久貝 岡本 孫市 ルビュール

開本 久貝　正興 レンゴー(株) 新京都事業所

城の里 齋藤　省三、尾崎 修一、清木 吉雄、 ワインバーテラ 長岡天神店 乙訓消防組合

古市（在） 亀井　修一、山本　滋雄 長岡京市消防団

東和苑 谷口 雄一 乙訓交通安全協会長岡京支部有志

井ノ内 安田　憲司 五十棲 忠男 長岡京市少年補導委員会

滝ノ町 湯川 均 一文橋自治会 長岡京市PTA連絡協議会

西の京 岡本 孫市 長岡京市防犯委員会

(事業所・その他法人・団体等） 岡本歯科クリニック 長岡スイミングスクール

アサワ医院 アートおじさんのお店 日本アート印刷(株) 奥友会 長岡京市少年補導委員会

アップクリエイト アルファスクール 一般社団法人 乙訓医師会 長岡京市PTA連絡協議会

稲田内科 岩佐歯科医院 (株)カーライフ長岡 長岡京市防犯委員会

井上耳鼻咽喉科医院 (有)エクセレントショップひあさ カンケンテクノ(株) 長岡スイミングスクール

今小路工務店 ㈱オージースポーツ コ・ス・パ長岡京 きばやし歯科医院 西日本旅客鉄道(株)　長岡京駅

大阪ガスビジネスクリエイト(株) 小川食品工業(株) 京都乙訓ロータリークラブ ボーイスカウト京都連盟　長岡

おおはし歯科口腔外科クリニック 社会福祉法人 乙の国福祉会 (株) 京都銀行 長岡支店 パナソニックセミコンダクターソリューションズ(株)

岡田歯科医院 (株)小畑設備工業 京都信用金庫 長岡支店 三菱製紙(株)京都工場

医療法人社団 岡村医院 小原畳工房 京都中央信用金庫 長岡支店 三菱電機(株)京都製作所

小倉山荘 竹生の郷 長岡天満宮境内 開田茶屋 龍八 クローバー鍼灸院 (公社)乙訓青年会議所

小原内科・消化器科診療所 KAGUYAHIMEシュヴシュール 国際ソロプチミスト京都-西山 神足商店会

医療法人社団 片岡診療所 Gaspardzinzin　HANARE さわだ矯正歯科クリニック 長岡中央商店街振興組合

医療法人 金原医院 加藤歯科診療所 山栄ホーム(株) 勝竜寺自治会

神谷道子バレエ研究所 兜 サントリービール 京都ブルワリー エスリード長岡天神自治会

川西歯科医院 カンパニュラ (株)栞造園 八条が丘自治会

カンケンテクノ(株) 京・洛西 ぶへい (有)シグマ 古市（町）自治会

きばやし歯科医院 京豆腐にがりや(株) (公財)自転車駐車場整備センター 勝龍寺

木村接骨院 京都有機質資源(株)/(株)タカノ 酒友会 水谷駐車場ご利用者様

京都乙訓ライオンズクラブ 京料理 いっぷく亭 松和機器サービス(株) 長岡京市ふるさとガイドの会

京都乙訓ロータリークラブ 医療法人社団 くぼた医院 (株)白坂建設 長岡京市女性スポーツ連絡会

(株)グリーンワークス ケーキハウス ニルス ㈱西文堂 阪急長岡天神駅

(株)工進 牽牛(Ken Gyu) 多貝 茂 阪急バス(株)・阪急タクシー(株)

公民館サークル連絡協議会 (株)小森設計事務所 (株)椿本チエイン 長岡京工場 都タクシー(株)・西都交通(株)・京阪バス(株)

国際ソロプチミスト京都-西山 サポートハウス・ほのぼの Ｄｅｅｐ　 京都先端科学大学学生有志

医療法人 さいのうち医院 サントリービール　京都ブルワリー (株)ナガオカ

医療法人清風会 坂根歯科診療所 (公財)自転車駐車場整備センター 長岡京音頭保存会

(株)サロン ド ユキ シャーロン・アニバーサリー・カウンター　天神 長岡京市観光協会

(株)栞造園 勝龍寺 長岡京市管理職会

(有)シグマ (株)杉本モータース 長岡京市経済協議会

シャーロン・アニバーサリー・カウンター　天神 寿司・割烹 やまなか 長岡京市自治会長会

酒友会 スズキ販売 (福)長岡京市社会福祉協議会

(株)松榮堂長岡京工場 スペシャルティコーヒー　ウニール 長岡京市商工会

(株)白坂建設 (有)スマイルケア 長岡京市職員組合

寿司・割烹 やまなか 西山会 (公社)長岡京市シルバー人材センター

鈴木医院 ㈱西文堂 長岡京都市開発(株)

瀬尾時計メガネ店 医療法人社団 千春会 長岡京市文化協会

(株)ダイセイ (株)大栄建設 大栄ホーム (公財)長岡京市緑の協会

たこ元(三協防水工業㈱) 多貝酒店 長岡京市友好交流協会

(株)椿本チエイン 長岡京工場 長法寺 (公財)長岡京水資源対策基金

特別養護老人ホーム 竹の里ホーム 辻文具店 (有)長岡美装社

とりんちゅ (株)椿本チエイン 長岡京工場 長谷　忍

＜運営協力者＞

※10月31日までにご協賛
いただいた方を記載しています。

（順不同・敬称略）

※その他、協賛商品等に
ご協力いただき誠に
ありがとうございました。

＜広告協賛＞

＜提灯協賛＞


