緑の募金
ご協力ありがとうございます。
令和２年の飲料自動販売機からの募金金額は２，４７１，６８２円でした。
公益社団法人
会 長

埼玉県緑化推進委員会
大 野 元 裕

飲料自動販売機からご寄付をいただいた企業等です。（順不同）
埼玉県林材会館
東京新宿木材市場（株）
東京木材市場（株）
（株）スチールセンター川里事業所
秩父広域森林組合マイタケ工場
富士ゼロックス埼玉（株）
直販配送（株）東浦和センター
浦和西体育館
東洋製罐（株）久喜工場
リンテックフォーレスト熊谷支部
ウム・ヴェルト（株）久喜リサイクルセンター
宝登興業 株式会社
あづまや
トッパングループ生活協同組合
公益社団法人 埼玉県農林公社
（株）山口組
埼玉県中央部森林組合
株式会社 ジップ
株式会社 トッパンパッケージングサービス
日本の里 風布館
太洋建設 株式会社
ジオスター株式会社 東松山工場
小谷野 広明
グレーハウンド工業株式会社
株式会社 岩崎工務店
埼玉木材チップ協同組合
原口建材株式会社
株式会社 上武
株式会社 桧家住宅
株式会社 斎藤組
有限会社 ＪＦ原料
株式会社 紅葉堂
斉藤 豊
ソフトロニクス株式会社
埼玉県環境科学国際センター
埼玉県秩父県土整備事務所
須田建設株式会社
城峰観光協会
株式会社 丸富
株式会社 武甲運輸整備工場
株式会社 清香園
社会福祉法人 久美愛園グループホーム
川越都市開発（株）
スポーツパーク 福原
サイオス ボウルA・B
株式会社 リサイクル アシスト IN
興和プランニング株式会社
株式会社 アイチコーポレーション
秩父ミューズパーク
道の駅両神薬師の湯
株式会社産業エコロジー活用センター
社会福祉法人 八潮市社会福祉協議会
（株）サイサン越生営業所

埼玉県農林会館
東京新宿木材市場（株）埼玉センター
丸宇木材市売（株）
（株）東京木材相互市場
サトーロジスティクス株式会社
（株）ユタカ電気製作所秩父事業所
ブルドックソース（株）鳩ヶ谷工場
（株）タムロン
トーエイ物流（株）羽生倉庫
（株）ジャスト深谷営業所
笹沼商事（株）
（株）熊谷青果市場
リンテックカスタマーサービス株式会社
リンテックフォーレスト研究所支部
（株）カナイ
リンテックフォーレストエンジニアリング支部
リンテック株式会社蕨寮
（有）東福寺エンタープライズ店前
サン電子工業（株）
聖学院大学
両神興業（株）川塩事業所
森の風みやもと
（有）宮本荘
秩父土建（株）
（株）ふるさと両神
（財）草加市みどりの協会
カザト（株）
幸徳運輸有限会社
今井 義雄
株式会社サンエー印刷 埼玉工場
株式会社 高橋組
岩田組 株式会社
竹澤サービス株式会社
社会福祉法人秩父正峰会特別養護老人ホーム杏子苑

埼玉県寄居林業事務所
さきたま緑道（行田）
さきたま緑道（鴻巣）
株式会社 日環サービス
両神林産加工株式会社
武甲鉱業株式会社 武甲鉱業所
ダスキン埼玉西工場
守屋八潮建設株式会社
株式会社 埼玉シミズ
株式会社 CRS埼玉
有限会社 忠二建設
株式会社 小峰製作所
大和ハウス工業株式会社
直販配送株式会社 上尾営業所
クリーンテックシオガイ東京株式会社
特別養護老人ホーム ながとろ苑
一般社団法人 埼玉県治山林道協会
中村運輸有限会社
ダイトー物流株式会社
次のページへ

ウッディーコイケ在来プレスカット工場
志木合同タクシー
一心堂漢方株式会社 浦和店
町営城峰公園キャンプ場
秩父ふるさと村
テラルクリタ株式会社
八潮市文化スポーツセンター
埼玉県大里農林振興センター
森紙販売株式会社 東京支店
日立金属株式会社 桶川工場
ジャパンロジコム株式会社
リョウタイト運輸株式会社
株式会社エイチ・アール・エス
株式会社ナカデ
株式会社城北メッセンジャー
関東ロジテク株式会社
松崎成幸
太平化学製品株式会社草加工場
地方職員共済組合埼玉県支部
有限会社宇津木商店
有限会社森林スマイル企画
株式会社横尾木材店
浦山ダム防災資料館
吉見町役場
白岡市役場
本庄市役所
飯能市役所
長瀞町役場
田島英世
武蔵観光(株）
久喜市役所
埼玉県種苗センター
（株）新しい村
まち研究工房
桐ヶ丘体育館
前澤屋
協同貨物自動車株式会社
有限会社松野屋産業
国光産業（株）
みどりの村農業資料館
木の村キャンプ場
ときがわ町役場
さいたま市新クリーンセンター整備事業
久美彩ホーム
株式会社 埼玉新聞社
有限会社 高柳製麺
池野通建株式会社 埼玉支店
佐藤 守製作所
株式会社テレパル 埼玉工場
真下建設株式会社
株式会社 上野組
能美防災メヌマ工場
内藤建設工業株式会社
株式会社 井田建設
株式会社 関口組
秩父石灰工業（株）出荷センター
凸版印刷（株）情報コミュニケーション
観光ガイドグループ
宗教法人 東福寺
太陽インキ製造株式会社
埼玉りそな銀行 県庁支店
ちふれホールディングス株式会社
八千代工業株式会社.
埼玉縣信用金庫 本店営業部
明和技研株式会社
中央管理工業株式会社
寄居くらた駐車場
スターガーデン
Ｃorail TOKIWA

株式会社とだか建設
興研株式会社 埼玉配送センター
啓装工業株式会社
（株）サイサン日高営業所
（株）サイサン浦和営業所
橋本運輸株式会社
小松沢レジャー農園
町営レストラン城峰
株式会社 ビーカム
新埼玉環境センター株式会社
武甲鉱業株式会社日高事業所
株式会社トータルパックドリンク愛好会
株式会社東秩父和紙の里
須田佐由里
大亀建業株式会社
秩父引出物協同組合
独立行政法人水資源機構
有限会社荻野ガラス店
有限会社大野製作所
東秩父村役場
彩の国ふれあいの森管理事務所
寄居町役場
横瀬町役場
小鹿野町役場
白岡工業（株）
神川町役場
秩父市役所
秩父鉱業株式会社
毎日・シミズ首都圏共同事業体
町田靖
株式会社杉田組
株式会社滑川環境保全
エフ・クリーン興業株式会社
リンテック（株）伊奈テクノロジーセンターＤ
木のむら管理委員会
ブリヂストンサイクル（株）
（株）ヤマダ・エスバイエル埼玉
一般財団法人 本庄国際リサーチパーク研究推進機構
東京サラヤ株式会社
大成建設株式会社 関東支店
株式会社 ジーテクト
社会福祉法人秩父正峰会 ケアホーム楓
埼玉建産研修センター
永府公園
株式会社 植清園
大谷造園
一般社団法人 埼玉県建設産業団体連合会
株式会社 岡部新電元
株式会社 ユーコム
渡辺運輸 株式会社
越谷金属株式会社
星野邦雄
テイ・エステック株式会社
ファンタジスタ
有限会社 鶴見運送店
グリーンヒルズＡ
関東ロジテス株式会社
株式会社サンセイ
株式会社 フライアップ
秩父土建株式会社
日本製紙株式会社
吉見町 さくら堤公園
株式会社 関口材木店
株式会社 磯田建設
JAさいたま
JA南彩
JA埼玉みずほ
JA埼玉ひびきの
JAほくさい
次のページへ

吉野電化工業株式会社
ガーデンパレス
あぐれしゅ 日高中央
特別養護老人ホーム 大滝・桜の園
株式会社 BIGUP
秩父特別支援学校体育館ほか全体改修工事
ランクアップ株式会社
消防防災拠点施設整備工事
伊田テクノス株式会社
愛和商事株式会社
株式会社戸田電気工業
羽生農産物直売所
大利根営農経済センター
北川辺農産物直売所

かなめ保育園
CAFÉ＆SHOPヤマセミ
あぐれっしゅ ふじみ野
お問い合わせはこちらまで
公益社団法人 埼玉県緑化推進委員会
〒３３０－００６３ さいたま市浦和区高砂３－１２－９
埼玉県農林会館内
TEL 048-824-5978 FAX 048-824-2168
ホームページ http://www.saitama-ryokusui.or.jp/

