
第34回箕面まつり協賛者一覧
第34回箕面まつり開催に際しまして、心温まる各種のご協賛を賜り誠にありがとうございました。
心より厚くお礼申し上げます。

（6月26日現在／順不同、敬称略）
※協賛者一覧の目的外利用及び第三者の利用を禁止します。

700,000円
箕面商工会議所
300,000円
大協耐火株式会社 大阪支店
箕面市観光協会
100,000円
株式会社 ダイテック
株式会社 D&Dホールディングス
ダイキン工業株式会社
荏原環境プラント株式会社
箕面ライオンズクラブ
箕面船場ライオンズクラブ
50,000円
弁護士　瀧 洋二郎
ABC-BOX　(株)コモンズ
(有)エッチ・アイ
株式会社エムワン　アカネ薬局 箕面稲店
株式会社 エリモロジスティクス
大阪青山大学
(社福)大阪府社会福祉事業団
大山観光グループ
介護老人保健施設 箕面グリーンビィラ
(株)カウカウフードシステム マダム シンコ 箕面本店
キコーテック株式会社
北大阪急行電鉄株式会社
北谷建設株式会社
近畿セイビ株式会社
クモノスコーポレーション株式会社
(医)神明会　印どうメディカルクリニック
清順堂　ためなが温泉病院
綜合メディカル株式会社
トヨタカローラ新大阪株式会社 箕面店
日本トーター株式会社 大阪支社
バイク屋　アキラ

パナソニック
システムソリューションズ ジャパン株式会社

美容室 muse Danae　ミューズダナエ
廣瀬　順亮
ポルシェセンター北大阪 (株)マイスターモータース
mother's kitchen tomarigi
株式会社 萬栄
ミタ産業株式会社
箕面FMまちそだて株式会社
箕面市観光協会旅館部会
箕面市商店会連合会
箕面市民謡連盟
箕面市役所部課長会
(医)澄鈴会 箕面神経サナトリウム
一般社団法人　箕面青年会議所
箕面ハウジング株式会社
(医)もみじの手 箕面レディースクリニック
株式会社 ヤマト

40,000円

二水会　(尼崎信用金庫箕面支店・池田泉
州銀行箕面支店・北おおさか信用金庫箕
面東支店・三井住友銀行箕面支店)

日本郵便(株)箕面市内郵便局・ 
(株)ゆうちょ銀行箕面店

30,000円
みのお山荘 風の杜
株式会社 アイ・エス・エス
アイ・クラフト株式会社
磯物語
一般社団法人 大阪タオル産業振興会

大林組・佐藤工業・ハンシン建設特定建設
工事共同企業体

華鹿
株式会社 共益社
サン電設備
大成建設・大日本土木・村本建設共同企業体
フィガロ技研株式会社
箕面物産商組合
箕面湯元水春・Bb箕面船場店
柳原経営会計事務所
(有)ラーバン
株式会社 理喜
株式会社 レガロ
20,000円以上
株式会社 マザーホーム(25,500円)
青山硝子店
磯 よ し　
岩谷産業株式会社
(株)エー・ワイ不動産
大阪北部農業協同組合
かえでケアステーション
家庭料理　かみぞの
(医)啓明会　相原病院
サントリー箕面総合トレーニングセンター
首藤内科クリニック
株式会社 中井鉄筋建設
箕面都市開発株式会社
株式会社 未来都
(有)メゾンコーヨー
15,000円以上
医療法人 小池医院(18,000円)
小杉善株式会社
株式会社 T－ART
社会福祉法人 ひじり福祉会
箕面瓦斯住宅設備株式会社
箕面交通安全協会・箕面自家用自動車協会
10,000円以上
(株)増田設備(13,000円)
有限会社 セジュールヤマダ(12,000円)
ふるかわ医院(10,900円)

医療法人社団 生和会 彩都リハビリテーション病院
センコー株式会社 北大阪支店 船場PDセンター
有限会社 船場西薬局
大貴株式会社
株式会社 大金建設
株式会社 太鼓亭
帝釋寺
大和ハウス工業(株)北摂支店
株式会社 ダスキン信栄
ダスキン箕面北店
田中内科医院
谷垣建設(株)
株式会社 谷不動産
株式会社 津賀建設
津田電気計器株式会社
ディーエイチホーム株式会社
TPホールディングス株式会社
株式会社デューク書店
ドコモショップ箕面店
有限会社 トップス
とどろみ鉱業株式会社
株式会社 豊川商事
豊能自動車整備地区会　箕面ブロック
鳥井建設株式会社
(医)中井胃腸科医院
ながせデンタルクリニック
有限会社 永田荘園
中西園芸
株式会社 ナストーコーポレーション
(株)名田商店　大阪支店
苗代興産株式会社
南海部品株式会社 箕面店
株式会社 西川組
日鉱商事株式会社
(株) 日宣
株式会社 新田本店
日鉄鉱業(株)長尾山採石所
公益財団法人　日本繊維検査協会
日本タオル卸商連合会
(一財)日本品質保証機構北関西試験センター
ニューアース株式会社
二輪館
(株)ニワ電機商会
ネッツトヨタニューリー北大阪(株)
(株)ハウスビルシステム
八宝商事株式会社
株式会社 パブロ・クリエーション
林 株式會社
林建設株式会社
公認　阪急桜井市場
阪急タクシー(株)北摂京都地区池田営業所
株式会社 ピーエーエス
久國紅仙堂
ビジネスホテル石橋・(有)ワールドブリッヂ
ビジネスレンタリース(株)箕面営業所
ファンライフ箕面
フォーリーブス株式会社
福井モータープール
株式会社 フクジュ
富国建設株式会社 箕面営業所
富士株式会社

株式会社 アイ・シビル
相和商事株式会社
相和電気工業株式会社
粟生幼稚園
株式会社 浅井
株式会社 あさデイリーサポート
旭体育施設株式会社
株式会社 アズ
東眼科
株式会社 足立板金ビルド
(医)荒木医院
(株)いかりスーパーマーケット箕面店
池尻医院
株式会社 石川工業
(株)ICHIRIN　ICHIRIN COFFEE
I・T(イット)箕面店
株式会社 稲治造園工務所
稲野運輸株式会社
株式会社 イナノ物流
(有)稲吉
株式会社 井野屋　箕面物流センター
伊原園芸株式会社
イフポシブル
株式会社 今木組
今中建設株式会社
有限会社 今宮建材
株式会社 インテリア館リノプラス
(医)花栄会　ヴィソラデンタルクリニック
植田 宝栄堂
上田良建設株式会社
(株)エイシー企画
曹洞宗　栄松寺
エースイ設備株式会社
株式会社 江川組
大阪ガス風呂ショップ
株式会社 大阪タイユー
大阪タオル卸商業組合
オージーテック(有)
太田運送株式会社
医療法人 太田クリニック
有限会社 大谷インフィニティ
医療法人 禄士会　大谷歯科
(有)オートコレクション・ビトー
株式会社オーパス
おおひなた耳鼻咽喉科クリニック
オールドギア箕面店
おざわクリニック
おたふく手袋株式会社
(株)小畑設備工業
株式会社 掛谷工務店
かさぎ鍼灸整骨院
(医)笠原小児科

有限会社 富士工業
ふじもとクリニック
婦人服飾　カプーチ
(株)ブルトラスト
(株)ベルコ　シティホール みのお
弁護士　大砂　裕幸
宗教法人 法泉寺
北摂オート株式会社
株式会社 ボブ
株式会社 毎日広告社
有限会社 マエダ化研
マツイコーポレーション株式会社
眞野板金
マンションオオスミ
(有)道草珈琲店
みつや木材株式会社
箕面岩井木材株式会社
学校法人 箕面学園
(株)箕面ガスセンター
箕面公社有限会社
みのおサンプラザ名店会
一般社団法人 箕面市医師会
一般財団法人 箕面市医療保健センター
箕面市建設業協同組合
“Comm Café"(公財)箕面市国際交流協会
一般社団法人 箕面市歯科医師会
(社福)箕面市社会福祉協議会
(有)箕面自動車教習所
箕面市防火協会
箕面市麺類食堂業生活衛生同業組合
一般社団法人 箕面市薬剤師会
箕面ジュニアバレーボールクラブ
箕面造園緑化推進組合
箕面測量設計協会
箕面土建株式会社
みのおフードコンパニオン商人会一同
みのお本通り商店街振興組合
箕面山　瀧安寺
株式会社 ミノケン
株式会社 三原組
(株)美々卯 箕面店
株式会社 宮野電気
宮本造園土木
税理士法人　村上事務所
株式会社ムロガ
株式会社 メディカ出版　商品センター
株式会社 モリタ
(株)モンキーヒル
株式会社 ユーアール・ジャパン
(社福)ゆたか福祉会 小野原学園
(社福)ゆたか福祉会 つばさ学園
夢一喜　箕面船場店
横田工業株式会社
吉川タオル株式会社
吉村歯科
(株)ライフコーポレーション 箕面店
株式会社りそな銀行 箕面支店
株式会社リピエーノ
ローソン　箕面萱野1丁目店・箕面5丁目店
脇阪運輸株式会社
(医)和久本医院

勝尾寺
勝本佐商店
金本 徳 株式会社
加納会館 今宮
かみはた耳鼻咽喉科
(医)ガラシア会　ガラシア病院 
(医)河村整形外科
キコーナ千里店
岸谷竹材店
北大阪医療生活協同組合 照葉の里 箕面病院
株式会社 北大阪グリーン
北おおさか信用金庫箕面中央支店
北田造園土木
(株)hitotoki　木下ブックセンター
(医)共立さわらぎ産婦人科
銀 蔵
株式会社 金陵製作所
クラシックバレエ　スワン
(株)クラスト大阪北支店
グループホーム　メイプル箕面
(医)恵希会 さかもと医院
株式会社 工事センター
高野山真言宗 善福寺
株式会社 コカジ
株式会社 コクド
古崎登記測量事務所
コスモー産業株式会社
株式会社　金剛石材
西国自動車株式会社
(有)サカモト企画
佐川急便株式会社 箕面店
桜井商店会事業協同組合
有限会社 桜井不動産
さくら建設株式会社
笹川振興株式会社
株式会社 笹川薬局
さつき薬局
サンクスみのお商店会
三世リリーフ株式会社

(社福)三養福祉会 指定介護老人福祉施設 
箕面の郷

サンヨー綜合リース株式会社
(有)下尾林産
(株)商工組合中央金庫　箕面船場支店
食賓工房北乃屋　箕面店
株式会社 白石組
伸栄商事株式会社
神港テクノス株式会社
(医)仁誠会　箕面正井病院
信立寺
杉谷パークマンション管理組合
株式会社 生農研

和研薬株式会社
株式会社 渡辺水道工業所
6,000円
箕面市空手道協会
村木珠算塾
メイプル法律事務所
5,000円以上
スナック ディンプル(5,500円)
秋山鍼灸スポーツ整骨院
(有)池内豆腐店
居酒屋手まり
いとうクリニック
鰻 かねこ
UNO Dance Studio
Ｍ ＤＡＮＣＥ ＡＴＴＥＭＰＴ　Ｍ・Ｄ・Ａ
大人の部活動
海鮮居酒屋　丸美
カナリヤクリーニング
串かつ どて焼き 創作料理家　新世界
小山かわら店
司法書士　多田　宏治
Studio K & k☆kids
なんばら皮フ科
内科外科 にいみ医院
nico
原口建設
Ｂｅａｔ⇔Ｂｏｘ
Fun Fun Kids After School
ポゥローニアバレエスクール
特定非営利活動法人 箕面SC
箕面市更生保護女性会
箕面市バスケットボール協会
みのお太鼓
みのおよさこい踊り子隊“凛"　
楽笑音楽広場(子どもの創作音楽劇団　わぉ！)
3,000円
アダチファッションサービス
アンニョン
石堂鍼灸整骨院
一汁二菜 うえの 箕面店
和食　うの花
NSS　ヨーヨーキッズ
沖縄そば あかばなァ
お好み焼き店「せんしゅう」
株式会社 尾上造園
唐木幸子バレエスタジオ
川口 純司 税理士事務所
(医)箕伯会 やすむらクリニック
くわはらピアノ教室
佐藤電気サービス
ジャザサイズ
株式会社秀光ビルド 北摂店
ジュニアジャザサイズ箕面
昌和ガクブチ
新生重機建設株式会社
西洋厨房ぼなぺてぃ
税理士・司法書士行政書士事務所 南中 平八郎
税理士 　瀬野　文二
(株)チェリオコーポレーション高槻営業所
手造りハンバーグの店
とくやま鍼灸接骨院

鳥良　オクダ
中井　紘二
長谷スポーツ
中村ランドリー
新田美容室
ハウオリーズ・マサコ・アケタ フラスタジオ
英設備事務所
ビューティー・タナカ
麻雀　ロン
丸居商店
みなみクリニック
箕面焼窯元　箕山
ミルキーウェイ
ヨシダスタジオ
ラウンジ 秀(SYU)
1,000円
箕面市立第一中学校 ダンス同好会「deep th」
匿名　6件
　
現物・広告協賛者一覧（順不同・敬称略）
船場繊維団地振興株式会社
森下仁丹株式会社
阪急バス株式会社
箕面市防火協会
サマーフェスタ箕面公園実行委員会
株式会社 池田泉州銀行 箕面支店
サントリーホールディングス株式会社
サントリーサンバーズ
みのお山荘　風の杜
近畿中央ヤクルト販売（株）箕面センター

東急不動産SCマネージメント（株）
みのおキューズモール

箕面湯元水春・Ｂｂ箕面船場店
ＭＥＧＡドン・キホーテ箕面店
まちの刺繍屋 北大阪ホーマー
ボランティア協力団体（順不同・敬称略）
大阪大学環境サークルGECS
大阪大学夏まつり実行委員会
大阪府立箕面高等学校
学校法人箕面学園　箕面学園高等学校
箕面市バスケットボール協会
弘伸商事株式会社
関西電力株式会社 大阪北支社
北おおさか信用金庫
三井住友銀行箕面支店
大和ハウス工業株式会社 北摂支店
日曜大工ボランティアグループ　うっでぃいず
バルーンアートクラブみのお
みのお里ぷらとその仲間の会
北摂油脂
写真撮影協力　（順不同・敬称略）
株式会社 フォトサロンせきの Ｓ
箕楽会写真クラブ(箕面市退職者会）
その他協力　（順不同・敬称略）
箕面市立中小学校
学校法人法泉寺学園　粟生幼稚園
阪急タクシー株式会社
池田タクシー株式会社
株式会社 未来都
ガンバ大阪箕面後援会



700,000円
箕面商工会議所
300,000円
大協耐火株式会社 大阪支店
箕面市観光協会
100,000円
株式会社 ダイテック
株式会社 D&Dホールディングス
ダイキン工業株式会社
荏原環境プラント株式会社
箕面ライオンズクラブ
箕面船場ライオンズクラブ
50,000円
弁護士　瀧 洋二郎
ABC-BOX　(株)コモンズ
(有)エッチ・アイ
株式会社エムワン　アカネ薬局 箕面稲店
株式会社 エリモロジスティクス
大阪青山大学
(社福)大阪府社会福祉事業団
大山観光グループ
介護老人保健施設 箕面グリーンビィラ
(株)カウカウフードシステム マダム シンコ 箕面本店
キコーテック株式会社
北大阪急行電鉄株式会社
北谷建設株式会社
近畿セイビ株式会社
クモノスコーポレーション株式会社
(医)神明会　印どうメディカルクリニック
清順堂　ためなが温泉病院
綜合メディカル株式会社
トヨタカローラ新大阪株式会社 箕面店
日本トーター株式会社 大阪支社
バイク屋　アキラ

パナソニック
システムソリューションズ ジャパン株式会社

美容室 muse Danae　ミューズダナエ
廣瀬　順亮
ポルシェセンター北大阪 (株)マイスターモータース
mother's kitchen tomarigi
株式会社 萬栄
ミタ産業株式会社
箕面FMまちそだて株式会社
箕面市観光協会旅館部会
箕面市商店会連合会
箕面市民謡連盟
箕面市役所部課長会
(医)澄鈴会 箕面神経サナトリウム
一般社団法人　箕面青年会議所
箕面ハウジング株式会社
(医)もみじの手 箕面レディースクリニック
株式会社 ヤマト

40,000円

二水会　(尼崎信用金庫箕面支店・池田泉
州銀行箕面支店・北おおさか信用金庫箕
面東支店・三井住友銀行箕面支店)

日本郵便(株)箕面市内郵便局・ 
(株)ゆうちょ銀行箕面店

30,000円
みのお山荘 風の杜
株式会社 アイ・エス・エス
アイ・クラフト株式会社
磯物語
一般社団法人 大阪タオル産業振興会

大林組・佐藤工業・ハンシン建設特定建設
工事共同企業体

華鹿
株式会社 共益社
サン電設備
大成建設・大日本土木・村本建設共同企業体
フィガロ技研株式会社
箕面物産商組合
箕面湯元水春・Bb箕面船場店
柳原経営会計事務所
(有)ラーバン
株式会社 理喜
株式会社 レガロ
20,000円以上
株式会社 マザーホーム(25,500円)
青山硝子店
磯 よ し　
岩谷産業株式会社
(株)エー・ワイ不動産
大阪北部農業協同組合
かえでケアステーション
家庭料理　かみぞの
(医)啓明会　相原病院
サントリー箕面総合トレーニングセンター
首藤内科クリニック
株式会社 中井鉄筋建設
箕面都市開発株式会社
株式会社 未来都
(有)メゾンコーヨー
15,000円以上
医療法人 小池医院(18,000円)
小杉善株式会社
株式会社 T－ART
社会福祉法人 ひじり福祉会
箕面瓦斯住宅設備株式会社
箕面交通安全協会・箕面自家用自動車協会
10,000円以上
(株)増田設備(13,000円)
有限会社 セジュールヤマダ(12,000円)
ふるかわ医院(10,900円)

医療法人社団 生和会 彩都リハビリテーション病院
センコー株式会社 北大阪支店 船場PDセンター
有限会社 船場西薬局
大貴株式会社
株式会社 大金建設
株式会社 太鼓亭
帝釋寺
大和ハウス工業(株)北摂支店
株式会社 ダスキン信栄
ダスキン箕面北店
田中内科医院
谷垣建設(株)
株式会社 谷不動産
株式会社 津賀建設
津田電気計器株式会社
ディーエイチホーム株式会社
TPホールディングス株式会社
株式会社デューク書店
ドコモショップ箕面店
有限会社 トップス
とどろみ鉱業株式会社
株式会社 豊川商事
豊能自動車整備地区会　箕面ブロック
鳥井建設株式会社
(医)中井胃腸科医院
ながせデンタルクリニック
有限会社 永田荘園
中西園芸
株式会社 ナストーコーポレーション
(株)名田商店　大阪支店
苗代興産株式会社
南海部品株式会社 箕面店
株式会社 西川組
日鉱商事株式会社
(株) 日宣
株式会社 新田本店
日鉄鉱業(株)長尾山採石所
公益財団法人　日本繊維検査協会
日本タオル卸商連合会
(一財)日本品質保証機構北関西試験センター
ニューアース株式会社
二輪館
(株)ニワ電機商会
ネッツトヨタニューリー北大阪(株)
(株)ハウスビルシステム
八宝商事株式会社
株式会社 パブロ・クリエーション
林 株式會社
林建設株式会社
公認　阪急桜井市場
阪急タクシー(株)北摂京都地区池田営業所
株式会社 ピーエーエス
久國紅仙堂
ビジネスホテル石橋・(有)ワールドブリッヂ
ビジネスレンタリース(株)箕面営業所
ファンライフ箕面
フォーリーブス株式会社
福井モータープール
株式会社 フクジュ
富国建設株式会社 箕面営業所
富士株式会社

株式会社 アイ・シビル
相和商事株式会社
相和電気工業株式会社
粟生幼稚園
株式会社 浅井
株式会社 あさデイリーサポート
旭体育施設株式会社
株式会社 アズ
東眼科
株式会社 足立板金ビルド
(医)荒木医院
(株)いかりスーパーマーケット箕面店
池尻医院
株式会社 石川工業
(株)ICHIRIN　ICHIRIN COFFEE
I・T(イット)箕面店
株式会社 稲治造園工務所
稲野運輸株式会社
株式会社 イナノ物流
(有)稲吉
株式会社 井野屋　箕面物流センター
伊原園芸株式会社
イフポシブル
株式会社 今木組
今中建設株式会社
有限会社 今宮建材
株式会社 インテリア館リノプラス
(医)花栄会　ヴィソラデンタルクリニック
植田 宝栄堂
上田良建設株式会社
(株)エイシー企画
曹洞宗　栄松寺
エースイ設備株式会社
株式会社 江川組
大阪ガス風呂ショップ
株式会社 大阪タイユー
大阪タオル卸商業組合
オージーテック(有)
太田運送株式会社
医療法人 太田クリニック
有限会社 大谷インフィニティ
医療法人 禄士会　大谷歯科
(有)オートコレクション・ビトー
株式会社オーパス
おおひなた耳鼻咽喉科クリニック
オールドギア箕面店
おざわクリニック
おたふく手袋株式会社
(株)小畑設備工業
株式会社 掛谷工務店
かさぎ鍼灸整骨院
(医)笠原小児科

有限会社 富士工業
ふじもとクリニック
婦人服飾　カプーチ
(株)ブルトラスト
(株)ベルコ　シティホール みのお
弁護士　大砂　裕幸
宗教法人 法泉寺
北摂オート株式会社
株式会社 ボブ
株式会社 毎日広告社
有限会社 マエダ化研
マツイコーポレーション株式会社
眞野板金
マンションオオスミ
(有)道草珈琲店
みつや木材株式会社
箕面岩井木材株式会社
学校法人 箕面学園
(株)箕面ガスセンター
箕面公社有限会社
みのおサンプラザ名店会
一般社団法人 箕面市医師会
一般財団法人 箕面市医療保健センター
箕面市建設業協同組合
“Comm Café"(公財)箕面市国際交流協会
一般社団法人 箕面市歯科医師会
(社福)箕面市社会福祉協議会
(有)箕面自動車教習所
箕面市防火協会
箕面市麺類食堂業生活衛生同業組合
一般社団法人 箕面市薬剤師会
箕面ジュニアバレーボールクラブ
箕面造園緑化推進組合
箕面測量設計協会
箕面土建株式会社
みのおフードコンパニオン商人会一同
みのお本通り商店街振興組合
箕面山　瀧安寺
株式会社 ミノケン
株式会社 三原組
(株)美々卯 箕面店
株式会社 宮野電気
宮本造園土木
税理士法人　村上事務所
株式会社ムロガ
株式会社 メディカ出版　商品センター
株式会社 モリタ
(株)モンキーヒル
株式会社 ユーアール・ジャパン
(社福)ゆたか福祉会 小野原学園
(社福)ゆたか福祉会 つばさ学園
夢一喜　箕面船場店
横田工業株式会社
吉川タオル株式会社
吉村歯科
(株)ライフコーポレーション 箕面店
株式会社りそな銀行 箕面支店
株式会社リピエーノ
ローソン　箕面萱野1丁目店・箕面5丁目店
脇阪運輸株式会社
(医)和久本医院

勝尾寺
勝本佐商店
金本 徳 株式会社
加納会館 今宮
かみはた耳鼻咽喉科
(医)ガラシア会　ガラシア病院 
(医)河村整形外科
キコーナ千里店
岸谷竹材店
北大阪医療生活協同組合 照葉の里 箕面病院
株式会社 北大阪グリーン
北おおさか信用金庫箕面中央支店
北田造園土木
(株)hitotoki　木下ブックセンター
(医)共立さわらぎ産婦人科
銀 蔵
株式会社 金陵製作所
クラシックバレエ　スワン
(株)クラスト大阪北支店
グループホーム　メイプル箕面
(医)恵希会 さかもと医院
株式会社 工事センター
高野山真言宗 善福寺
株式会社 コカジ
株式会社 コクド
古崎登記測量事務所
コスモー産業株式会社
株式会社　金剛石材
西国自動車株式会社
(有)サカモト企画
佐川急便株式会社 箕面店
桜井商店会事業協同組合
有限会社 桜井不動産
さくら建設株式会社
笹川振興株式会社
株式会社 笹川薬局
さつき薬局
サンクスみのお商店会
三世リリーフ株式会社

(社福)三養福祉会 指定介護老人福祉施設 
箕面の郷

サンヨー綜合リース株式会社
(有)下尾林産
(株)商工組合中央金庫　箕面船場支店
食賓工房北乃屋　箕面店
株式会社 白石組
伸栄商事株式会社
神港テクノス株式会社
(医)仁誠会　箕面正井病院
信立寺
杉谷パークマンション管理組合
株式会社 生農研

和研薬株式会社
株式会社 渡辺水道工業所
6,000円
箕面市空手道協会
村木珠算塾
メイプル法律事務所
5,000円以上
スナック ディンプル(5,500円)
秋山鍼灸スポーツ整骨院
(有)池内豆腐店
居酒屋手まり
いとうクリニック
鰻 かねこ
UNO Dance Studio
Ｍ ＤＡＮＣＥ ＡＴＴＥＭＰＴ　Ｍ・Ｄ・Ａ
大人の部活動
海鮮居酒屋　丸美
カナリヤクリーニング
串かつ どて焼き 創作料理家　新世界
小山かわら店
司法書士　多田　宏治
Studio K & k☆kids
なんばら皮フ科
内科外科 にいみ医院
nico
原口建設
Ｂｅａｔ⇔Ｂｏｘ
Fun Fun Kids After School
ポゥローニアバレエスクール
特定非営利活動法人 箕面SC
箕面市更生保護女性会
箕面市バスケットボール協会
みのお太鼓
みのおよさこい踊り子隊“凛"　
楽笑音楽広場(子どもの創作音楽劇団　わぉ！)
3,000円
アダチファッションサービス
アンニョン
石堂鍼灸整骨院
一汁二菜 うえの 箕面店
和食　うの花
NSS　ヨーヨーキッズ
沖縄そば あかばなァ
お好み焼き店「せんしゅう」
株式会社 尾上造園
唐木幸子バレエスタジオ
川口 純司 税理士事務所
(医)箕伯会 やすむらクリニック
くわはらピアノ教室
佐藤電気サービス
ジャザサイズ
株式会社秀光ビルド 北摂店
ジュニアジャザサイズ箕面
昌和ガクブチ
新生重機建設株式会社
西洋厨房ぼなぺてぃ
税理士・司法書士行政書士事務所 南中 平八郎
税理士 　瀬野　文二
(株)チェリオコーポレーション高槻営業所
手造りハンバーグの店
とくやま鍼灸接骨院

鳥良　オクダ
中井　紘二
長谷スポーツ
中村ランドリー
新田美容室
ハウオリーズ・マサコ・アケタ フラスタジオ
英設備事務所
ビューティー・タナカ
麻雀　ロン
丸居商店
みなみクリニック
箕面焼窯元　箕山
ミルキーウェイ
ヨシダスタジオ
ラウンジ 秀(SYU)
1,000円
箕面市立第一中学校 ダンス同好会「deep th」
匿名　6件
　
現物・広告協賛者一覧（順不同・敬称略）
船場繊維団地振興株式会社
森下仁丹株式会社
阪急バス株式会社
箕面市防火協会
サマーフェスタ箕面公園実行委員会
株式会社 池田泉州銀行 箕面支店
サントリーホールディングス株式会社
サントリーサンバーズ
みのお山荘　風の杜
近畿中央ヤクルト販売（株）箕面センター

東急不動産SCマネージメント（株）
みのおキューズモール

箕面湯元水春・Ｂｂ箕面船場店
ＭＥＧＡドン・キホーテ箕面店
まちの刺繍屋 北大阪ホーマー
ボランティア協力団体（順不同・敬称略）
大阪大学環境サークルGECS
大阪大学夏まつり実行委員会
大阪府立箕面高等学校
学校法人箕面学園　箕面学園高等学校
箕面市バスケットボール協会
弘伸商事株式会社
関西電力株式会社 大阪北支社
北おおさか信用金庫
三井住友銀行箕面支店
大和ハウス工業株式会社 北摂支店
日曜大工ボランティアグループ　うっでぃいず
バルーンアートクラブみのお
みのお里ぷらとその仲間の会
北摂油脂
写真撮影協力　（順不同・敬称略）
株式会社 フォトサロンせきの Ｓ
箕楽会写真クラブ(箕面市退職者会）
その他協力　（順不同・敬称略）
箕面市立中小学校
学校法人法泉寺学園　粟生幼稚園
阪急タクシー株式会社
池田タクシー株式会社
株式会社 未来都
ガンバ大阪箕面後援会


