
平成 27 年 寄付金箱設置におけるご報告 

 

寄付金箱設置に際してご協力いただきました方々や各事業所におかれましては、当クラ

ブへのご理解とご協力に深く御礼申し上げます。 

継続して平成 28 年も寄付金箱による寄付金を各事業所へお願いしておりますので、本年

もよろしくお願いいたします。 

 

平成 27 年における寄付金箱設置の結果を以下の通りご報告いたします。 

 

事業所名 住  所 金 額 H28 年 

CIEL BLUE 新宮町下府 5 丁目 6-37 1F \10,143 継続 

なか田 福岡市東区三苫 7 丁目 3-3 \5,667 継続 

ライフセーバー監視本部 新宮町大字下府 新宮海岸 \4,829 継続 

雨青舎 福岡市南区清水 3 丁目 19-32-102 \4,322 継続 

海の家 新宮屋 新宮町大字下府 新宮海岸 \3,000 継続 

パン工房 くすの木 新宮町大字下府 1176-1 \2,729 継続 

ミートショップ フナコシ 新宮町下府 4 丁目 8-23 \2,481 継続 

古賀薬局 新宮店 新宮町下府 5 丁目 14-1 \2,469 継続 

やまぐちこどもの歯科クリニック 福岡市東区三苫 6 丁目 1-5 \2,170 継続 

からあげ鶏好 福岡市東区美和台 3 丁目 4-7 \1,784 継続 

お菓子のアトリエ カノン 福岡市東区三苫 6 丁目 14-2 1F \1,746 継続 

鶴の風本館 新宮町大字新宮 231-4 \1,580 継続 

てこじゅう 三苫店 福岡市東区三苫 7 丁目 3-3 \1,119 継続 

ジェラート工房リモーネ 新宮町美咲 3 丁目 1-1 1F \1,074 継続 

ステーキ＆グリル くすの木 新宮町大字下府 1176-1 \864 継続 

サンマルク新宮店 新宮町大字三代 28-2 \823 継続 

新宮湯元 鶴の湯 新宮町大字三代 762 \765 継続 

レストランポンム 福岡市東区三苫 7 丁目 342 \727 継続 

竹鶴饅頭本舗 福岡市東区和白東 5 丁目 22-9 \724 継続 

藤中ペットクリニック 新宮町美咲 2 丁目 17-14 \711 継続 

Twinkle Trip 福岡市東区三苫 4 丁目 2-36 \682 継続 

とんこや 新宮店 新宮町湊坂 6 丁目 1-1 \547 継続 

秀ちゃんうどん 新宮町下府 3 丁目 1-27 1F \521 継続 

ぐりーんず 福岡市東区三苫 6 丁目 1-25 \517 継続 

やきとり居酒屋 禅 古賀市中央 2 丁目 8-35 1F \510 継続 

KILALA TOUCH 福岡市東区三苫 4 丁目 2-36 1F \275 継続 

博多からあげ 暖 新宮町下府 3 丁目 15 ￥266 継続 

Radix FUKUOKA 福岡市東区三苫 5 丁目 4-30 \230 継続 

PICCOLO 新宮町美咲 3 丁目 1-1 1F \225 継続 

(有)進藤商店 新宮町大字下府 904-27 \220  

Balance 新宮町大字新宮 215-1 1F \178 継続 

居酒屋京ちゃん 福岡市東区三苫 6 丁目 13-36 \136 継続 

MITOMA KITCHEN JACK 福岡市東区三苫 5 丁目 3-1 1F \94 継続 

L'OPERAIO 新宮町美咲 1 丁目 1-1 \44 継続 

プラスアルファ 新宮町大字新宮 215-1 1F \20 継続 

食伊もん処 Tsuji 家 福岡市東区三苫 6 丁目 15-72 1F \0 継続 

二葉鮨 三苫店 福岡市東区三苫 6 丁目 15-72 \0 継続 

Mapse.f vision 福岡市東区三苫 5 丁目 1-40 1F \0 継続 

Hair Make MOVE 新宮町美咲 3 丁目 1-1 \0  

計 \54,192 
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