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こうのす花火大会実行委員会

フラワーラジオにて
実況生放送 FM 76.7MHz

花火大会
HPはこちら

当日の模様と協賛者・
コメントをフラワーラジオで

生放送いたします。
携帯ラジオを

ご持参ください。FM76.7

燃燃ええよよ！！ 商工会青年部!!商工会青年部!!

第19回こうのすこうのす花火大会花火大会

荒天順延10月２日㈰
糠田運動場（糠田橋付近）２０２２年

１０／１土１８：００開会

J：COM



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

1 開幕の宴 青年部　有志一同 みなさまへ　感謝!!

2 音楽コラボ
スターマイン

富士電機（株）
富士電機エフテック（株）
富士電機リテイルサービス（株）

3 スターマイン 300,000円 (株)エーティーホームズ 不動産のことなら、エーティーホームズ

4 スターマイン 300,000円 (株)黒沢薬局 新型コロナ感染防止と健康増進は
お気軽にご相談下さい

5 同時打ち 300,000円 エビスヤ葬儀社 天国のばぁばとおばあちゃんへ
ずっと大好きだよ♡ずっと忘れないよ！

6 スターマイン 300,000円 曙機械工業(株) 創業100周年曙機械工業株式会社
次の100年へ

7 スターマイン
いわかみ3兄妹弟げんき玉 330,000円 岩上　昌義　イワカミ　マサヨシ 応援してます青年部!!

昌汰郎、遥珂、航大の健やかな成長を願って。

8 音と光のコラボレーション
Pray for Japan

（株）篠崎運送倉庫・（株）太章興産
（株）ウイングス
（株）イシワタ・セキネ工業（株）

篠崎運送倉庫は創業55年！
この先も地域の皆様と共に

9 同時打ち 300,000円 津田工業(株) 鴻巣市の発展と世界平和を
この花火に祈願いたします。

10 スターマイン 300,000円 モード.サロン.キヨ 天国の孝久さん今日の花火届いてますか見てネ。
今までありがとう。

11 スターマイン 400,000円 (株)アルファリンクス・(有)フルヤマ アルファリンクス検索してね。
吹上北中祝40周年。

12 同時打ち 300,000円（株）小林ビルト・(株)亘成興業 祝　第19回こうのす花火大会

13 TEAM883 300,000円 認定こども園エンゼル幼稚園・（株）清水商店・（株）橋本製作所・（有）松本木材・（有）松村製粉所
（株）エム・アイ・ピー・（株）竹田建築設計・小室歯科医院・（株）ハヤカワ電設

14 音楽コラボ
スターマイン 500,000円（株）青空建設 一生そばに居るから一生そばにいて！

株式会社青空建設

15 同時打ち （株）風憩セコロ 今日が嬉しい。憩いの風景を作っています。

16 スターマイン 300,000円 レーシングチーム燻銀・焼肉ホルモン燻銀 じ様会 まだ・まだ・やりますよ。3年分楽しみましょう。

17 スターマイン 500,000円 (株)原商店 産業廃棄物中間処理でインフラを担って50年。
原商店は縁の下の力持ちです。

18 音楽コラボ
スターマイン 1,000,000円

車を買うのも売るのも安心の
JU埼玉/JU埼玉加盟店

（埼玉県中古自動車販売商工組合）

NACK5でＣＭ放送中！
車のことなら安心と信頼の
JU埼玉加盟店まで御用命下さい

19 雷神 （株）タナベ建設 ようこそ！こうのす花火大会へ!!
燃えよ！商工会青年部

20 青年部特別プログラム 希 望 を 夜 空 に

ご協賛ご協賛
ありがとうございますありがとうございます こうのす花火大会プログラム



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

21 スターマイン 300,000円 鴻巣市建設業協会 豊かで住みよい街づくりに貢献する
鴻巣市建設業協会

22 スターマイン 500,000円 上尾商工会議所青年部 上尾商工会議所青年部です。
これからもよろしくお願いします。

23 同時打ち 600,000円
(有)木村クレーンリース
ケーズアセットマネジメント(株)

お客様の笑顔の為に!!若手、女性活躍中!!
ありがとう青年部！鴻巣の明るい未来の為に!!

24 スターマイン 400,000円 トヨタL&F埼玉(株) お客様が抱える様々な物流課題の解決をお手伝
いします

25 スターマイン 600,000円 (株)ハート不動産 鴻巣花火大会運営関係者の皆様御苦労様です。
そして感謝！

26 音楽コラボ
スターマイン 1,200,000円

(株)北伸・(株)ベストグリーン・(株)武駒産業
(有)シンセイ・(株)河野解体工業・(株)友伸工業
(株)川村建設工業

27 ShineWaveShineWave
ベスト保険グループ・(株)島村工務店・(株)大橋装業
(株)秋山自動車整備工場・(株)柳建設・(有)かねすぎ商店
(株)シムラ・(株)加藤土建工業・草の根建設(株)
萩原輪店・(有)萩原農機・(有)大和屋製菓・(有)乙女屋

28 スターマイン 300,000円 (株)シード鴻巣研究所 創業65周年これからも皆様の見えるを
サポート致します

29 音楽コラボ
スターマイン 800,000円 梶山工業（株） 青年部の皆さんありがとう。3年分の想いを込

めて。梶山工業(株)

30 同時打ち
富士電機機器制御(株)・富士物流(株)北関東支社
富士オフィス＆ライフサービス(株)
富士電機ＩＴセンター(株)

31 みらいへのかがやき 360,000円 広総業(株)・たけうちクリニック
グリーン歯科

10月はピンクリボン月間です。
乳癌検診をうけましょう

32
音楽コラボ

天使の降臨

宮内たけし音楽事務所・(宗)宝持寺・(株)エービック・(有)和風レストラン　とき・鴻巣水曜RC　加藤　勉
(株)細野工業・(有)柿沼石材・(株)静岡ヤマサ園・(株)マツモト電化・(株)恵彩・タイヤのアシスト 北本店
北鴻巣クリニック・宮城県登米市　若鮨・(株)アサヒ創建・共栄建機リース(株)・北本　氷川神社
埼玉県倫理法人会・(有)坂口石油・鴻巣水曜ロータリークラブ・(有)のぞみ建装・山口土地家屋調査士事務所
やわらかとんかつ　とん兵衛・(株)マイカー三喜・富士食糧(株)・(有)エイデン・丸和工業(株)・協和木研(株)
ガーデンセンターさにべる・ポーラ·ザ·ビューティー北本・(有)ファースト物流サービス・(有)建友総業
毎日自動車販売(株)・(宗)勝林寺・(有)ボディーピット・たけうちクリニック・（税）くすのき・マルキュー(株)
レストラン蔵王・(株)メイセイ・旭科学・宮坂医院・(有)イーアイ·コーポレーション・立浪部屋横浜後援会
皆様の電気店　(株)にしかわ・日産レンタリース埼玉(株)・埼玉日産自動車(株)・上尾北ロータリークラブ
(医)喜修会　新井歯科医院・ロードネット(株)

33 黄金錦大乱舞 450,000円
アドバンスホールディングス(株)
鴻巣アドバンス(株)・(有)エヌ·ビー·サービス
アドバンスホーム・レンタカー

夢を叶える！アドバンスグループにお任せ下さい
一般物流。チルド〜ドライ食品物流。倉庫荷物管理のアドバンス！
ウイルスに勝つ!!除菌抗菌消臭はエヌビーへご用命下さい
不動産買取/販売/管理、各車種販売/レンタカー新規事業

34 鳳 凰 乱 舞



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

合同花火　200,000円

合同花火　300,000円

(合)エキサイト 希望ある未来づくり応援します

(株)岡野工務店・うらしま 陽だまりの家公開中。
健康の源うらしま手作り弁当。

(株)サンスイ
(宗)龍昌寺・放光寺・吉見町金剛院・久保寺・所沢多聞院

スマイルハウス(株) 信頼と実績、
住まいのスマイルハウス

ミヤザワ工業(株)
(株)武蔵野ユニフォーム 盛 り 上 が れ 花 火 大 会 ＆

SAMURAITABI

（医）法人MSAエクセス村越外科胃腸科肛門科 早くコロナが終って皆んなが
えがおになりますように

(有)松尾工業 祝 第19回こうのす花火大会

合同花火　170,000円

(株)コスメグローバル 従業員のみなさんいつもご苦労
様そしてありがとう！

合同花火　150,000円

(株)オオツカハイテック オオツカハイテックは今日も最
高の物造りを提供します

埼玉青調会 祝　第19回こうのす花火大会

吉村造園(株)

合同花火　120,000円

（株）大塚建設 創業53年の大塚建設があなたの
住まいの理想を叶えます 中央住宅消毒 あ、白蟻!!　予防駆除は地元創

業44年の当社へ!!

(株)イングコーポレーション 安全・安心、富士山の天然水
「不二頂プレミアム」

(株)岡崎建装 喜色満面、祝鴻巣花火大会。
皆様にご多幸を。

(株)　直徳 創業105周年！社員さんの幸せ
と更なる躍進を願って。

合同花火　110,000円

ライフクルー 俺の仲間達に幸せを!!
ライフクルー　藤塚

びゅ～てぃふるらいふ美容室 15周年リニューアルオープン!!
ありがとう♡愛を込めて

合同花火　100,000円

(株)アイアイ　愛車市場
ＡＬＳＯＫ埼玉(株) 安全で安心な社会の実現のため

に貢献するALSOK

(株)アローン
石川　芳康 今日はありがとう。私の分まで

長生きしてね。石川きみより

(株)石川建設 こうのす花火大会を応援しま
す！

伊藤　雄理
(株)イマギイレ 建機レンタルを通して、

ヒト・まち・未来を支えます

(株)イング はじめくん、県大会出場おめで
とう！

(株)ウェルフェア 3年ぶりの開催。3年分、燃えよ！

浦部　道夫
(株)エコケン 未来の子供達の為に私達は尽力

を尽くす会社

エルミこうのすショッピングモール エルミは今年で15周年！
いつまでも地域の皆様とともに

おおはし薬局本町店
岡安工務店・光建設工業(株)・キッチンカー紅秋 ガンバレ　こうのす花火大会

(株)小川商店・ゲートイン鴻巣ＳＳ 商工会青年部がんばってくださ
い！応援してます！

香川　俊彦 コロナ終息と世界中が平和にな
りますように

加藤梱包運輸(株) こうのす花火大会、開催おめで
とう!!

川島　洋子 我家族、我バレーチームの家族
の幸わせと健康を祈って

(株)菊英ドライクリーニング 人形町老舗の洗濯屋、
菊英ドライクリーニング!!

北里大学メディカルセンター 地域の皆さまに信頼いただける
医療を提供します。

北本ヘイワールド 北本市から皆様へ「衣食住+楽」
をお届けします！

(株)キハラ 30周年を迎え今後も社員一同、
社会に貢献致します。

kintotoのゆかいな仲間達
久保電気(株)
(株)クリーンテクノス 鴻巣花火大会を応援します。

株式会社クリーンテクノス

群馬県千代田町商工会青年部 令和5年度、群馬県開催の全国大
会へのご参加をお待ちしています。

(株)ゲームエイト 祝　第19回こうのす花火大会

(福)元気村 地域の方々が安心して共に生き
る社会を目指します

(株)河野組
鴻巣AKJ＆さくまひできファン有志
(一社)鴻巣北本青年会議所 11月20日 ユ メ ノ タ マ ゴ プ ロ

ジェクト開催決定

鴻巣市水道協同組合・鴻巣市指定下水道排水設備工事店組合 水道・下水道工事のことなら当
組合へご相談下さい。

鴻巣市部課長会 祝花火大会　花かおり　緑あふ
れ　人輝くまちこうのす

鴻巣薬剤師会 いつも皆様の健康へのお手伝い
を心がける鴻巣薬剤師会

コタエルハウス山岸工業(株) 夜空に輝花火最高これからも応
援しますコタエルハウス

(株)コットン
(株)埼玉三技協 祝40周年：埼玉三技協は、これ

からも成長し続けます

斉藤　次男 あゆみいつも有難う。久しぶり
の花火をみれて幸です。



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。
合同花火　100,000円

(有)笹島商店
(株)佐藤不動産 売買賃貸建築リフォーム

佐藤不動産にお任せ下さい

三栄管理興業(株)
ＧＣＴ グローバルコンポーネントテクノロジー(株)　小玉信太郎 大変お世話になりました

Ｊ：ＣＯＭ　埼玉県央 J：COMでは、本日の花火大会
の模様を生放送中です

じてんしゃのサイド商会　鴻巣店 サイド商会と愉快な自転車仲間
TEAM輪持久業です！

ショー技研工業(株) 防水・塗装・外壁工事の事なら
お任せください。

(株)新和測機 広大君、菜摘、良く頑張った。
引退おめでとう。

(株)スイカン これからも社員全員で頑張って
行きましょう

末ッ子s こうのす花火の開催心待ちにし
てました。

杉原企画
(有)清電設

（有）スパイダーウェブス・北眞館 モエロ！スパイダーウェブス　
ホクシンカン

関根住宅建設(株)グループ 桧の大黒柱と丸太梁の見える家
新築リフォームお任せ

善勝寺 すべての人々の安らぎと平和な
社会の実現を願って

ソフトバンク(株)
大日製罐(株) 総合容器メーカーとして、社会

に貢献する大日製罐

(医)高橋胃腸科医院 コロナでも忘れずに！健診がん検診を
受けて健康寿命を延ばしましょう！

髙橋建興(株) 祝　第19回こうのす花火大会

高橋ホームズ(株)
(有)田中建材工業 祝　第19回こうのす花火大会

たまたまらがー 花火大会復活を寿ぎ　世界平和
とコロナ退散を祈りま！

チーム男の水商売
チームねぎし そめやん＆なっちゃん

Happy Wedding!!

(有)手島運送 食卓を担う食品運送のパイオニ
ア。躍進する手島運送！

(有)手島興業 第19回こうのす花火大会を応援
します！

長島　邦彦　聡 お父さんありがとう。向こうで
お母さんと仲良くね。

西山　崇 新型コロナ撲滅、医療従事者へ
エールを送ります。

日本環境クリアー(株) 未来へ繋ぐ、安心・安全な水道
事業をお届けします。

日本フエルト(株) 埼玉工場 これからも紙のある暮らしを支
え続けます。

(株)ノヴァ 次の世代へ豊かな自然を
有機ドライフルーツのノヴァ

浜丁 すし・うなぎ・ふぐ

(株)ＰＣＣＳ eスポーツの事ならPCCS。鴻巣
から全国へ拡大中

樋口屋 成人式は『ハタチの集い』とし
て、20歳で開催されます

(株)平井板金 屋根、外壁の仕事は平井板金ま
で

(有)平賀工務店 住んで豊かな、木の住まい！

(有)平賀設備工業 3年ぶりの花火大会、楽しみに
しています

（株）VIS
(有)福島製作所
(株)福島設備
(有)藤井電気 鴻巣が住み良く発展しますよう

に

藤木・根岸総合法律事務所 地域を元気に！をモットーに
これからも頑張ります！

(株)不二電工
平成3年度卒埼玉栄高等学校　栄会 安孫子君ご結婚おめでとう。

結月さんと末永くお幸せに

(有)松惣本店
(株)三友興業 祝　第19回こうのす花火大会

(有)室田製作所 3年ぶりの花火大会、ガンバレ
青年部!!希望を夜空に。。

(株)メデカルアシスト
(株)森徳 皆の明日が花火のように明るく

輝きますように

山口土地家屋調査士事務所 おばあちゃん100才おめでとう
おじいちゃんと天国で見てね

(有)横田組 祝！花火大会鴻巣市商工会青年
部これからも応援します

陸田　典志・学 めざせ関東！がんばれ！黒中バ
レー部！

(株)レンタルのニッケン
わかやま耳鼻咽喉科クリニック

合同花火
(株)日新テック 70,000円 3年振りの花火だ！コロナを葬って会場の皆さんに幸あれ
(有)藤友工業 70,000円 コロナにまけるな!!

かねはち 60,000円 コロナに負けるな！青年部がんばれ!! 

(医)アイシン大塚医院 祝こうのす花火大会皆様のご健勝をお祈り申し上げます
(医)アイシンよつばアイクリニック 一日も早くコロナが終息し皆様に笑顔があふれます様に
アキヤマ商会 コロナにまけるな!!ガンバレセイネンブ
あきやまドライブイン うまい！早い！安い！一度ご来店下さい!
(有)新井製あん 花火大会の成功をお祈りしています
伊藤電設 久しぶりの開催楽しみにしています。青年部ガンバレ！
上野　聖 よっしーいつもありがとう！
(株)MSC がんばれ青年部！
柏木建設(株)　鴻巣支店 地域社会に貢献できる企業を目指します。
(株)協和電化サービス おうちのことデンワイッポン即日訪問
銀河ファミリー みんな健康で笑顔で過ごせますように。
(株)クボタホームクリニック 久しぶりの花火大会、開催おめでとうございます。
(医)クリエイト　馬橋歯科医院吹上診療所 吹上鎌塚の馬橋歯科医院です。お気軽にご相談下さい。
(学)敬愛学園　箕田幼稚園 花火のようにキラキラ輝く子供達が集う箕田幼稚園です
県央イベント協会 コウノスシミンノイケンヲタイセツニ！
(医)鴻愛会　こうのす共生病院 「共に生きる」医療と介護を提供していきます。
(医)鴻生会　小室クリニック ハワイアンバンド「アロハダックス」をどうぞよろしく 
河野小児科医院 子供達の　健康と　笑顔いっぱいのまちをつくろう。
鴻巣・北本倫理法人会 企業に倫理を！職場に心を！家庭に愛を！

鴻巣敬神会露商組合 コウノスシノレキシブンカヲタイセツニ！
(学)鴻巣佐藤学園　鴻巣幼稚園 おかげ様で来年はいよいよ創立70周年を迎えます。
鴻北クリニック コロナに負けず健診を受けて安心みんなが笑顔
(有)小林造園 こうのす花火大会を応援します！
(有)小林電気商会 花火大会開催おめでとうございます。
サンビレッジクリニック鴻巣 コロナに負けるな！皆様の健康を願って、打ち上がれ！ 
シュープリーム(株) 夜空に輝く花火のように笑顔咲きますように
(株)ジョイティブ 祝　第19回こうのす花火大会
(株)荘内コンタクトレンズ　フォーリオ こうのす花火大会復活おめでとうございます!!
(株)鈴木食品 お客様に日頃の感謝と安寧な日々を祈ります。
損保ジャパンパートナーズ(株)　提携代理店　堀口好治 一平、勇稀、越川、出川、吉彦、直人、喬央グイ！明宏
大成ロテック(株) 道路舗装の会社です。未来へ続く道を提供します。
(学)大東文化学園 2023年大東文化大学は100周年を迎えます
(有)タケフジ ガンバレ鴻巣！これからも鴻巣花火大会を応援します 
武渕将弘税理士事務所 こうのす花火大会を応援します！
田村建装 祝第19回こうのす花火大会！
東洋精機(株) ものづくりのロボット開発により社会に幸せを提供します！ 
(株)中原工業 地域に愛される会社を目指してます！
撫でし子(株) みんなで鴻巣をもりあげていきましょう!!

合同花火　50,000円



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

ラウンジバー　セレーネ 本町4丁目大人の空間ラウンジバー　セレーネ
合同花火　40,000円

(公社)上尾法人会鴻巣支部 「税に関する絵葉書コンクール」応募ありがとうございました。
(株)朝日観光バス 貸切バス安全評価三星を取得。旅は安全な朝日観光バスへ。
(株)アサヒコミュニケーションズ 祝　第19回こうのす花火大会
浅見サッシ店 窓のリフォームお気軽にお問い合わせ下さい。
Amouve create NICEな仲間いつもありがとう♪
荒井　秀隆 みんながんばれー
荒井建設(株) 急な水漏れには雨漏りうける君！好評発売中！
(株)アルファメディック 花火の力で健康！免疫！パワーアップ!!
石川典行のノリユキラジオ だっしゃああああああああ
(有)石島建材 夜空に輝く花火は孫達の笑顔の様、元気をありがとう。 
市川　俊子 天国にいる和ちゃんへ一緒に花火を觀賞してね3511

（有）一橋商事 久しぶりの花火、楽しみにしています
いづや化粧品店 祝　こうのす花火大会！皆様のご健康をお祈りします。
伊藤畳店 おかげ様で今年も花火を上げられます。秋の夜長を青畳で・・
宇佐美　忠洋 ハピネスのみなさんへ１周年おめでとうございます。
エネスタ鴻巣 ガスと電気、住まいのことならエネスタへ
エフタウン(株) お家探しはエフタウンまでスタッフ一同お待ちしてます 
おおさきクリニック 第19回こうのす花火大会を応援しています！
会場設営日雇い労働者 花火は夜を照らす人の心を照らす、地域の光たれ青年部 
加古　瑞歩 祝みずほ６才！みつき初花火大会！
(有)加藤自動車整備工場 オアシス車検の加藤自動車整備工場を是非ご利用下さい
(有)金子製畳 畳のことならお任せ下さい！地域密着の畳店です。 
嘉山　洋子 テンゴクノマサチャン、ワタシタチハ元気ニヤッテマス
(株)カリフォルニアガーデン 桶川サプライズ花火、たいへんお世話になりました!! 
川幅うどん　久良一 パートさん募集中！！年齢不問
菊池中小企業診断士事務所 花火大会開催おめでとうございます
木村　芳正 ママありがとう
木村照明事務所 コロナに負けるな！
木村木材工業(株) 花火は一瞬、準備は一年。運営担当の皆さん、有難う！ 
協和化工(株)埼玉工場 技術でみつめる大気の未来
(株)くつろぎ 久しぶりの開催でおめでとう！
久保　具美 ともこ、一緒に幸せになろうね
(株)元さん 来年も会場設営、お手伝いに行きますね!!
(株)河野工務所 “長寿の家”の河野工務所、家も長生き人もいきいき！
鴻巣市青色申告会 税務のご相談はお気軽に鴻巣市青色申告会へ！
鴻巣茂野ボクシングジム 祝　第19回こうのす花火大会！
鴻巣市商工会　女性部 女性部員募集中！魅力ある地域づくりしましょう！
(有)鴻文堂書店 みんなのにちじょうがはやくいつもどおりになるように
小谷野　淳一 満津子さんありがとう。空の上で鴻巣花火を楽しんで。
サークルツー食品(株) やっぱりおいしい漬物はサークルツー食品!!
(株)彩環境設備 祝　第19回こうのす花火大会
埼玉トヨペット(株)　北本支店 車・携帯・OA・保険すべて任せて下さいトヨペットに
(医)財団ヘリオス会　ヘリオス会病院 皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます
(有)サイトウ電気 祝　花火大会!!　まつ江ちゃん91才おめでとう！
サイド商会 吹上店 サイド商会吹上店サイド商会吹上店よろしくお願いします。
三宝開発(株)鴻巣カントリークラブ 毎月オープンコンペを開催しております

幸せ仲良しなおちゃん家族 なお、シズイチ、ここちゃん皆大好きだよ
島田　正弘 就職おめでとう。がんばれ社会人1年生。
(株)ジャパンスパイス おかげさまで創業50周年美味しいわかめお届けします 
(宗)常勝寺 コロナと戦争が終息し、平和な世界になりますように。 
シンコースポーツ(株) こうのす花火大会と健康づくりを応援します!!
末葊屋呉服店 きものと和装小物の末葊屋です。
炭火焼肉　三宝苑 秋も花火と炭火焼肉三宝苑。
精肉・惣菜・take out 中華『たぐち』 いつもありがとうございます。テイクアウトたぐちです
西洋料理　メイキッス 落ち着いた雰囲気で本格的な西洋料理を。
関口　雅秀 お世話になっております。皆様に感謝
全日本花火とお酒大好き協会 この花火で乾杯した人は、とてつもなく幸せに。乾杯！ 
そば処　いちい 日頃のご愛顧に感謝して20周年。蓮音入試ガンバレ 
大正家　日本料理店 鴻巣市ガンバレ!!大正家です♡
たなか　せなゆな 目指せ日本一！
たまご屋 親父、10周年経ちました。ありがとう！
(有)玉屋化粧品店 季節の変わり目です。皆様お元気にお過ごしください。
多茂登 多茂登（たもと）別館　パート募集中！
土屋　祐子 コロナに負けず、みんな頑張ろー！
手創料理　酒処　さわ 早く普通の生活がもどりますように！
トメちゃん大好きっ子 ばあちゃん今までありがとう！天国でも笑顔でいてね♡
中川響　生誕記念 産まれてくれてありがとう。パパママお兄ちゃんより。
ナスと愉快な仲間達 秋山・大澤・梶山・佐藤・津久井・矢内・吉橋の子供達元気に育て
(株)根岸輪業 新車、中古車、自動車保険の事なら根岸輪業へ。
(有)野口商店 祝　第19回こうのす花火大会
橋本自動車鈑金塗装工場 こうのす花火大会復活おめでとう!!
(株)花商 息子へ。十年後二十年後誇れる自分で有り続けて下さい。 
Pub Bar　あげは 皆様のご来店心よりお待ちしております。
(株)ヒガシ ヒガシは創業55年の機械メーカーです。社員募集中！
東日本旅客鉄道(株)鴻巣駅 スマホで予約、タッチで乗車。新幹線eチケット
(有)吹上鳥正 祝　第19回こうのす花火大会
吹上バッテリー 鴻巣市商工会青年部を応援します！
福島　州男 健太、３年ぶりの花火は空の上からだけど見てる？ 
ふとんのふなやま 祝！第19回こうのす花火大会を応援します。
(有)フラワーショップ　せきね お客様の想いを、お花と共にお届けいたします!!
古田竜也税理士事務所 お父さん元気にしてますか？空から一緒に花火見ようね 
fluffy-tail ありがとう！青年部！
ボーテ　おちあい 健康1番、美は2番、両方叶えるお店ですボーテおちあい。
本手焼　おおとり 今年は新作しあわせをはこぶこうのとりのひなです
(株)増田紙業 資源リサイクルのご用命は桶川の増田紙業へ
松川　薫 未来はキミらの手の中に！
(有)水沢商店 がんばれ!!青年部!!
みたけ食品工業(株) 創業60年の信頼と実績、米粉のことならみたけ食品 
森田　智史 かなんさんいつもありがとう。これからもよろしく
焼肉鯱苑 開店53年ありがとうこれからもよろしくお願いします 
山崎建材 いつもありがとう！これからも一緒に頑張りましょう！ 
山田大久保熊田家 来年も鴻巣で一緒に花火を見ましょう！

合同花火　30,000円

上尾さく泉工業
岩本　真美
(株)エイチ・アイ・プロデュースシステム
(株)オオヒラ
(有)荻野ガラス店
加藤　正文
久保田　欽也
鴻巣花き(株)
鴻巣血管外科クリニック
鴻巣市商工会青年部ＯＢ会

鴻巣市消防団
鴻巣市職員　鴻和会
鴻巣フラワーセンター(株)
こうのす法律事務所
(有)小島工務店
鈴木　義明
須藤　健
(有)セイワ機工
(有)大晃商事
(株)大和建設

合同花火　50,000円
髙松商事(株)
武井・鳥居法律事務所
チーム岡崎
チーム小五　Astom
寺田　隆徳
日本植物運輸(株)　埼玉営業所
ノブ
ぷーさんとなかまたち・ご
(株)Hokuei
(株)保健科学東日本

増元　美子
松島　洋
松本　潤
(株)水野水道
理研コランダム労働組合
アキラ（カ
マツシマ　ヒロシ

合同花火　50,000円

日本環境マネジメント(株) 吉見総合運動公園管理者です　ご利用お待ちしています
(株)Next Innovation 鉄・非鉄金属買取地域ナンバー1目指します。
(有)橋場商事 あなたの暮らしと共にこの街と共に歩んで半世紀！ 
花の店　ダンエモン 慶友会の河野先生、看護師のみなさんありがとうございました。ダンエモン森田
花火大好き　町田家・清野家・鈴木家 皆が健康でHAPPYでいられますように♡
英夫の孫たち おじいちゃんいつもありがとう♡いつまでも元気でね♡
秀樹×美紀 開催決定嬉しいです。行田に住んでも応援しています☆ 
(福)一粒 親なきあとを地域で共に支える一粒です。
ひまわりこどもクリニック 子ども達の笑顔と笑い声が早く戻ってきますように！
平井　宗幸 ジョジョ〜！ありがとう〜！ふれあった、みんなより
福島　政子 兄弟友人ゆうちゃんちいちゃんりんちゃんを見守ってネ
福田興行（桜の花を見せる会） イベントカイサイニオケルドリョクヲシヨウ！
(宗)法要寺 第19回鴻巣花火大会おめでとうございます。
三谷釣漁具店 世界に発信、オリジナル漁具の三谷釣具店

ムカサ測量登記事務所 楽しい未来がある鴻巣を応援します。
(株)柳津システムプラン 測量機器メンテナンス公共土木積算ソフトならおまかせ 
山岸　英昭 天国の哲子さん〜今までありがとう！子供・孫一同より
やわらかとんかつ　とん兵衛 川幅豚かつ美味しい是非どうぞ柔らかとんかつとん兵衛
ゆき寿司 奨馬君、まさみちゃんご結婚おめでとう!!
湯本内装(株) 当社は行田市埼玉にある内装工事会社です
妖精＆おこそ頭巾's 再開感謝ありがとうサンキューメルスィ謝謝グラシアス 
ヨシダ工業 光だいすき♡これからもよろしくね！ゆきえ
ラブラブ♡ヨーコ 祝花火復活！ヨーコちゃん久しぶり！世界平和を願って 
理研コランダム(株) 工業用布やすり・紙やすりのメーカーです
レンタルスペースせせらぎ 祝鴻巣花火BBQ川遊びOKレンタルスペースせせらぎ
(有)ワイ・ティー・エイ 和希、暖乃、琴音、湊、錬、みんな元気に大きくなれ!!
(医)わたまクリニック 皆様のご健康とご多幸をお祈り致します!!わたまクリニック♡



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

山小屋　ラーメン ウマか〜！エルミで豚骨ラーメンが食べられるったい！
(株)山本新聞舗 疫病退散！ガンバレ！青年部！

吉荒　大祐 家族みんながいつまでも健康で楽しくいられますように
合同花火　30,000円

旭科学(株)
荒川自動車整備工場
いしばし商店会
(有)伊藤商店

合同花火　20,000円
(株)井野工業
(有)岡田製作所
(有)岡田モータース
(有)カトウ工務店

関東いすゞ自動車(株)　行田支店
タカマツデザイン
だんご屋商店
(株)土屋鉄工

(株)長嶋屋
日野間板金工業
(有)平川板金工業
ヘアーコンサルタント　サワダ

(有)細谷製作所
(有)吉田商店
(有)隆幸工業
(有)ロイヤル観光

合同花火　15,000円
(有)青木不動産
赤頭建築
暁縫製(有)
秋葉の～えん
(有)アクツホーム設備
上尾間税会　鴻巣支部
旭工榮(株)　鴻巣支店
(有)アサミグリーンプランツ
あすなろ整骨院　鴻巣
あすなろ整骨院　上尾

（有）あたらしや
アテックス(株)
(有)ア・ドマーニ
安孫子　美穂
天野　賢
網野塗装
荒井　和彦
(有)荒井電気・エルメックアライ
荒川商店
(有)有馬製作所
安藤　尚弘
飯島　宏一
いきいきコスモスクラブ
池沢スタジオ
池澤造園外構
池田　剛
池田建築
居酒屋さくら
居酒屋ニュー大都会
いしい酒店
石島　玲子
泉　竜雄
磯野　彰士
伊藤　直子
伊藤自動車整備工場
(株)伊藤石材本店
犬屋のよしだ
茨木　まさこ
(有)伊与田自動車修理工業所
伊与田　誠
岩上　和弘
インテリアＫＥＮ
内川電気
(株)内山商事
うどん房わらく
鰻　柳家
(株)梅沢製作所

auショップ鴻巣
江原モータース
蛯沢電気管理事務所
えびぬま鍼灸接骨院
(株)エム・ワイサービス伊奈
遠藤設備
大沢牛乳(株)
大関　淳
太田　忠敏
(有)オートサービスホサカ
オートメイル　田中製作所
大西　琢磨
大野神社
大場　洋
(有)大山モータース
オクハラ印刷デザイン
★桶川駅前★おもちゃの★おぢいさんの店★
(有)小沢金物店
(有)尾沢電化センター
落合　淳
尾内　亮介
御成町商栄会
小野　浩司
香川
学生専科　さどや
鍛冶　秀樹
梶原　崇哉
活雪煙火組
かつ膳
Cut Room acchi
加藤　彰吾
加藤　奨吾
加藤　卓司
加藤　まゆみ
加藤　優依
兼子　政慶
金子惠亮・千隼
(有)金子製作所
金子実玖・倫太郎
金子輪業
かのや酒店
カフェレストランリバティ
華舞旗　よさこいソーラン
川口信用金庫鴻巣支店
川島　茂男
川島　真知子
(有)川田運輸

北鴻巣駅前　やきとり入船
喜多の家
北本霊園
キッチンNodaya
木村屋製菓舗
(有)協栄土木
(株)共栄ドライ
(有)協和管理
串あげ　木むら
串焼　だるま山　鴻巣店
工藤一級建築士事務所
Ｋｕｄｏファミリー
國澤家
久保田　幸子
久保良一税理士事務所
グランツ　ヘアーデザイン
クリーニング　パリス
(有)グリーンリーフ
(有)京北カッター
(株)K＆K
兼六舎髙木クリーニング
(株)貢建工業
糀歯科医院
(宗)鴻神社
鴻巣けやき整骨院
(特非)鴻巣こうのとりを育む会
鴻巣市異業種交流会
鴻巣市商工会 職員一同
鴻巣市消防団第1分団
鴻巣市消防団第13分団　有志
(公社)鴻巣市シルバー人材センター
鴻巣市青年連絡協議会
こうのす自動車教習所
(株)鴻巣植物運輸
鴻巣吹奏楽団
鴻巣吹奏楽団チームA
鴻巣吹奏楽団チームB
鴻巣吹奏楽団チームC
鴻巣整体院
鴻巣地区交通安全協会
(株)鴻巣電磁サービス
鴻巣フラワーサービス
鴻巣みずほ霊園　槙の里
鴻巣ライオンズクラブ
(有)コウノ電化センター
こうのすや有志
(医)社団鴻飛会　鴻巣外科胃腸科

(有)郷間
小島家
(有)コタミ商会
小林ファーム
小林保広税理士事務所
小林理容室
コマツカスタマーサポート(株)
コワフール　アーテスト
今野　真奈美
最高ダイズ！
埼玉県行政書士会　鴻巣支部
埼玉縣信用金庫　鴻巣支店
埼玉礦油(有)
(有)埼玉セヤマ
埼玉トヨタ自動車(株)　鴻巣店
埼玉日産自動車(株)　加須店
埼玉養蜂(株)
(株)埼玉りそな銀行　鴻巣支店
埼電工組行田支部鴻巣地区
齊藤　桂一
斎藤興業(株)
斉藤木材工業(株)
(有)サインファクトリー
(有)坂本縫製
作業着　野田屋
桜井　純一
笹川　桂子
佐々木　竜太
佐藤　勝彦
佐藤　千春
佐藤　智之
佐藤　真里佳
佐藤　美智子
佐藤　充雄
佐藤　景代
三愛治療院
(有)サンシティ
サントノーレ　コミヤ
Ｇ・ファイナル
ジェイ・ケイ リサイクル(株)
しちりん亭
シバサキホーム
シモオシゴルフセンター
清水　佳一
清水　尚開
ジャパン・マネージメント・サービス(株)
じゃぱん亭　こうのす店

ジュエリーショップ　メルシィ
(有)ジュエル山崎
白倉　善積
新藤商店
甚兵衛
菅原　待子
助六
寿司・和食　鮨源
すし屋のかね八
鈴木　美鈴
(有)スタイル・ケイ
須田農園
ステーキハウス　Chick-Tack88
須永　トミ子
(株)スナガ工業
スナガ設備
スナック　乱
すみれ薬局
(有)スリーテック
スワヤスポーツ
関口　浩之
(有)関澤商店
関塚　豊
関根歯科医院
瀬戸　一大
セブンイレブン市役所前店
セレモ(有)
sota 小松原颯太（出張撮影カメラマン）
そば処　おおつか
そば処　咲くら
そば処　たけや
soraruka
ソレイユ
大真商事(株)
大同生命保険(株)
大丸クリーニング商会
大洋液化ガス(株)
(有)高杉防水工業
タカトモハル
(有)髙橋自動車整備工場
高畑　優雅
滝沢　満
田口　滋
田口自動車整備工場
武井園芸
武井　桜
尊琉タイル工業

田嶋医院
たっちゃん、ゆっこ、こうちゃん、みんな宝物☆
たつや、ゆきこ、こうた、みんな元気に育て！
田中　大登
(医)田辺耳鼻咽喉科医院
(有)田沼屋米茶店
田原　孝幸
地球堂
チャーム美容室
中華かすみ
ツールDEのと400の仲間達
土屋雄一税理士事務所
ツノダシステム
津原会
(有)ティーエム・レーザー
(株)ティムスター
手打うどん長木屋
土肥　誠
東京海上日動あんしん生命(株)
東京海上日動火災保険(株)
冨樫　孝子
(有)戸塚レッカーサービス
富田　真一郎
豊島　芳男
トヨタカローラ新埼玉(株)　北鴻巣店
(株)鳥國住資木材
鳥塚　重徳
直井産業(有)
直政
長岡工務店
中川　裕史
中越理容室
長島　栄吾
長島　浩一
中西　克仁
(有)中根材木店
中森　さつき
長山　ひろみ
新座市商工会 青年部
新島　睦
(有)二幸設備
ＮＰＯ法人にこにこmama's
(有)西尾商会
西崎康将　雅子
(株)日建
(株)日産サティオ埼玉北鴻巣店
日産プリンス埼玉販売(株)　鴻巣店

合同花火　30,000円
(株)アールシー・プラス
(有)アカツキ空調
アカデミア
有賀　慎一郎
石川税理士事務所

（株）ISHIDA
伊島架設
伊藤電機商会
井上　利博
今井　佳子
内田　次郎
(有)エース運送
エビス食品(株)
Ｆ・Ｋサービス
(宗)圓通寺
遠藤　真
生川　由美
(株)大石屋
(株)大澤木材
(株)大塚商店
大原　葉子
(有)オカダヤ寝具店
桶川市商工会青年部
(株)オリジナルペイント
柏浦　裕貴
(有)加藤農機
加藤　正志
(有)川里防災設備

行政書士きぼう法務事務所
キャンピングカーオーナー有志一同
小池　友香梨
(株)小泉北関東
髙　賢士郎
(株)鴻栄工業
(有)鴻巣石材
小林　平三郎
蒟蒻屋本舗(株)
埼玉県LPガス協会　鴻巣地区会
埼玉水栓(株)
斉藤製作所
櫻澤　孝一
佐野医院
志村設備
下村　英紀
勝栄(株)
新和建設(株)
鈴木行政書士事務所
鈴木電気工事
炭火焼　ふれ愛
セブンイレブン　鴻巣本町店
セブンイレブン　吉見久保田店
(有)瀬山農具製作所
第一ブロック長　庄司　拡
大雄技術(株)
(株)髙建開発
(有)髙野造園

高橋製麺(株)
武井　宏員
武井板金(株)
タケムラサービス
(株)田島紙工
千明だんご
天使の小箱
豊田　宏充
長島製粉(株)
(株)並木産業
成塚　政紀
西山　成人
日進合成工業(株)
日本料理　たつみ
根来商会
ネットクラフト
(有)白田土建
長谷川タクシー(有)
濱田　明秀
(株)原口商事
びゃくしん
平賀　まき子
Ｊuana
藤巻　裕
(医)斐翔会 ふたむら内科クリニック
降旗　慈
堀田　智二
堀野　洋平

(株)マックス
松下　忠明
(有)松本燃料店
(株)マブチ
麻瑠湖
(有)三國ゴム工業所
溝川　信之
緑川誠也税理士事務所
(有)峯尾農機
宮本東通り商店会
ミンチョ団
明和精機(有)
メタウォーター(株)さいたま営業所
望月　陽介
モンチッチ
八木橋　登
湯本フラワー通りクリニック
吉丸塗装
(株)吉見屋製麺所
(株)四一二六
(株)リード街路灯
(株)りぷら
(宗)龍光寺
(株)両毛システムズ
(株)冷暖坊
渡辺　康史
サカタ　タカトシ
タケイ　ヒロカズ



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

合同花火　15,000円
ネコのカネコさん　PIZZA
(有)野崎興業
野島　千夏子
野原　颯人
野原　洋一
(株)バイクショップ　ハラグチ
芳賀　弘
(有)萩原鉄工所
白田土建
橋本　郁美
橋本　豊
(有)長谷川建具店
畠山　裕之
畠山　藤江
パティスリー　ポンドール
鳩ヶ谷商工会青年部
はなまる自動車(株)
浜島　真喜
(株)早川建築設計事務所

（有）原肉店
馬力屋
遥
パン工房 ファイン
パンジーハウス
B６飲んだくれの会　女子部
(株)美人工房
(合)百の花
ピュアクリーン

美容室SUPREME
平田　統彦
平吹　和人
廣野　貴裕
吹上セレモニー
吹上中央幼稚園
ＦＵＫＵＩクラブ
(有)福島自動車

（有）フクダ設計測量
福山大介・福山祥子♪
富士オートメーション(株)
(株)富士見道路
ふじ理容
船田　育男
舩田　周平
Plus Hair
FLAT
PRANA
フラワー歯科医院
(有)フラワーなりさわ園
フラワーラジオ
PLANTS X
(株)ブリックヴィークル
ヘアーサロン　びーず。
HAIR・SALON wakayama
平和印刷(有)
ベーカリーオリーブ
ベーカリーパーム

（有）ベストコーポレーション
保泉　光志
訪問医療マッサージ　(株)エールケアサービス
ホーム・ドクターMK
ホームベーカリーキタオカ
ボギー商会
ほぐし家もみ猿
星野　悦子
星野　典子
細村　英介
細村土建
補聴器の弘栄堂
北海道ラーメン
(有)ボディーワークヤマモト
ボディショップ　クオリティ
保りか和
ほるもん大
前田　香織
前田酒店
松永　和義
松永　徳義
松永　由江
松村　雄祐
松本　美枝
松本　頼子
(株)マルカ商事
まるかんのお店　明るく楽しく
(有)まるしげ食器店

丸新石油(株)　鴻巣給油所
丸山　洋平
みしまや
水澤　政男
水谷家
峯岸運送(株)
(株)ミノル設計
(株)ミヤケン設備
宮崎　善孝
武蔵野銀行　鴻巣支店
むつみ行政書士事務所
村岡　篤
村岡　友里絵
村上土建(株)
村田　正仁
室田工業
明晃電気商会
メゾン長島
(株)メディカル・コア
モデリング(株)
元市商店会
森　伸吾
(有)森川電気
森口　一幹
森田　雅広
(有)森田外壁工業
森の本屋
(有)矢一土建工業

焼田　さなえ
やきとり　えみ
やきとり新志
矢島生花店
安井　智美
安﨑　幸子
箭内　修
箭内　登志子
柳橋　康一
矢部　功一
山口　砂紀
山崎　あきひろ
山崎　ゆり
ヤマモト　キヨタカ
山本　広之
Yu to Mari
雪どうぶつ病院
友希姐
横田　利久
吉崎　龍太郎
(有)吉田園芸
吉田ガーデン
吉田自動車塗装工業
吉田　知弘
吉野
ライズアップ
ラ・グラン マレー
李　信和

リーガルフォート(株)
陸田花店
(有)リグルエンジニアリング
リサイクルショップ丸大
流体工業(株)　埼玉工場
理容室カワデ
凜
(株)ワート夢工房
若どりの松平
(有)若葉　ウルトラ教室
(株)鷲屋製麺所
渡邊　利弘
渡辺　英司
渡辺パイプ(株)　北本サービスセンター
渡辺パイプ（株）　埼玉北土木サービスセンター
亘　歩実
和処　小松や
和処　令月
匿名希望
トクメイ希望
イワイ　ヒロシ
ムラカミ　タカヨシ
ジングウ　ケイコ
タカハシ　キヨノブ

ご協賛・ご協力いただきました多数の方々に厚く御礼申し上げます。
お気を付けてお帰りくださいませ。
� 鴻巣市商工会青年部　部長　秋山　泰人
� 第19回こうのす花火大会実行委員長　大橋　　誠
� 部員一同
※ご協賛頂いた方の情報（御芳名・地域）は協賛者名簿として一般に公開す
ることがあります。プログラムの構成上、順不同・敬称略させて頂きます。

協力：鴻巣市商工会青年部OB会・鴻巣市商工会女性部・鴻巣市消防第３・5・6・７・10・13・16・18分団・
鴻巣ラホージャFC・ボーイスカウト鴻巣第2団・鴻巣・北本倫理法人会・ひまわり・鴻巣市内中学校有志ボランティ
ア・埼電工組行田支部 鴻巣地区組合・鴻巣高校ボランティア部・川里少年サッカークラブ・社会福祉法人元気村・
関東工業自動車大学校・ものつくり大学・大芦少年サッカークラブ・吹上ライナーズ・学校法人 北里研究所 北里
大学メディカルセンター・医療法人社団 鴻愛会 こうのす共生病院

みんなの花火大会です。ゴミの持ち帰りにご協力ください。

協賛者観覧会場

大会本部

有料観覧会場

（ｅプラス）

（売店有）

有料駐車場

土 手

Ｒ１７方面

至鴻巣駅

水

路

花火打上方向

吉見方面

ト

イ

レ

ト

イ

レ

企業ブース

トイレ

売店

糠田無料会場

こうのす花火大会有料駐車場のご案内
駐車場料金は各会場2,000円になります。

糠田無料会場（糠田橋下吹上側）
駐車台数　1200台
駐車場入場可能時間　7:00〜17:00　（安全確保の為花火前に入場出来なくなります。）

吉見会場（吉見運動公園内）
駐車台数　3000台
駐車場入場可能時間　9:00〜

　両会場とも満車になり次第お車での入場は出来なくなりますので、車でお越しの際には早め
にお越しください。
　こうのす花火大会へお越しの方は、渋滞が予想されますので、なるべく公共交通機関をご
利用ください。


