
企業・団体の皆さま

※公表に同意していただいた順に掲載しております

※***は、ご寄付いただきました方の希望により非公開とさせていただいております

企業・団体名 ご住所 寄付金額

東海鋼管株式会社様 愛知県名古屋市 ***

株式会社帝国書院様 *** ***

株式会社アクティオグループ様 東京都中央区 ***

東亜道路工業株式会社東北支社様 宮城県仙台市 5,000,000円

株式会社URリンケージ様 東京都中央区 ***

株式会社極東商会様 東京都台東区 800,000円

生活協同組合全国都市職員災害共済会様 東京都千代田区 ***

FRP修工法協会様 東京都新宿区 100,000円

クリーン神戸リサイクル株式会社様 兵庫県神戸市 100,000円

株式会社千代田商事昭和シェル愛子バイパス店様 宮城県仙台市 83,215円

ローマ教皇庁開発援助促進評議会様 バチカン市国 ***

東興ジオテック株式会社東北支店様 宮城県仙台市 1,000,000円

株式会社ヤマザキ様 宮城県仙台市 500,000円

東北藤吉工業株式会社様 宮城県仙台市 300,000円

社団法人全国解体工事業団体連合会様 東京都中央区 3,000,000円

橋本産業株式会社様 東京都千代田区 ***

HERSHEYVALVECo,LTD様 東京都千代田区 1,000,000円

宮城県解体工事業協同組合様 宮城県仙台市 1,000,000円

企業・団体の皆さま



株式会社西原環境様 *** ***

協同組合岡山市環境整備協会様 岡山県岡山市 100,000,000円

宮城県土地改良事業団体連合会様 宮城県仙台市 100,000円

大成温調株式会社様 東京都品川区 2,000,000円

仙山交流村山フェスティバル実行委員会様 山形県村山市 100,000円

丸栄コンクリート工業株式会社様 岐阜県羽島市 ***

丸武建設株式会社様 宮城県仙台市 1,000,000円

ビーム計画設計株式会社様 岐阜県大垣市 500,000円

株式会社サンリーク様 大阪府大阪市 ***

伊藤組土建株式会社様 北海道札幌市 1,000,000円

脳いっ血予防の会様 宮城県仙台市 40,000円

株式会社ERSホールディングス様 東京都渋谷区 226,000円

荏原商事株式会社様 東京都中央区 500,000円

株式会社荏原製作所様 東京都大田区 ***

仙台ビルディング協会様 宮城県仙台市 2,000,000円

株式会社森永土木様 岡山県岡山市 1,000,000円

株式会社日本ピーエス東北支店様 宮城県仙台市 ***

株式会社東京法規出版東北支社様 宮城県仙台市 ***

情報システム監査株式会社社員一同様 大阪府大阪市 ***

秋田県立大曲高等学校様 秋田県大仙市 100,000円

株式会社明電舎東北支店様 宮城県仙台市 5,000,000円



藤クリーン株式会社様 岡山県岡山市 1,000,000円

戸田建設工業株式会社様 岡山県岡山市 1,000,000円

藤亜建設工業株式会社様 岡山県岡山市 1,000,000円

株式会社日本設計様 東京都新宿区 100,000円

UNWomenさくら・一冊の会様 東京都新宿区 ***

日本測地設計株式会社様 東京都新宿区 100,000円

株式会社ロフト様 東京都新宿区 100,000円

昭和44年卒五橋中学校在京同期会様 *** 68,000円

株式会社アイネス様 神奈川県横浜市 3,000,000円

長野スリランカ友好協会佐久支部様 長野県南佐久郡 200,000円

公益財団法人モラロジー研究所様 千葉県柏市 1,500,000円

三井住友海上青春四十会有志一同様 東京都中央区 45,168円

三菱倉庫株式会社様 東京都中央区 ***

日本信号株式会社全グループ会社及び

社員・OB一同様
東京都千代田区 13,000,000円

日本体育施設株式会社様 東京都中野区 ***

株式会社相和技術研究所様 東京都品川区 2,030,000円

新日本製鐵株式会社様 東京都千代田区 15,000,000円

函館朝市味の一番様 北海道函館市 ***

株式会社千代田商事セルフ八木山SS様 宮城県仙台市 112,482円

社団法人日本補償コンサルタント協会

東北支部宮城県部会様
宮城県仙台市 1,000,000円

株式会社雄電社様 東京都品川区 1,000,000円



株式会社山下設計社員一同様 東京都中央区 1,000,000円

みやぎボランティア友の会様 宮城県仙台市 700,000円

株式会社佐市様 宮城県仙台市 5,000,000円

青葉区バドミントン協会様 宮城県仙台市 25,577円

筝曲演奏会「青い実膨らむ五月」参加者様 東京都板橋区 113,060円

宮城第一信用金庫様 宮城県仙台市 5,000,000円

スタジオ・エッグゆでたまご様 *** ***

日本水工設計株式会社東北支社様 宮城県仙台市 50,000円

仙台電気工事事業協同組合様 宮城県仙台市 1,000,000円

坪井工業株式会社様 東京都中央区 ***

太平洋セメント販売株式会社東北支社様 宮城県仙台市 200,000円

宮城県設備設計事務所協会様 宮城県仙台市 100,000円

Mapletree　Investments　PteLtd Singapore

（メイプルツリー・イベンストメンツ）様 （シンガポール）

京都市地域女性連合会様 京都府京都市 14,229,680円

社団法人仙台建設業協会様 宮城県仙台市 10,000,000円

株式会社たいはっくる様 宮城県仙台市 ***

仙台市立柳生中学校様 宮城県仙台市 300,000円

一般財団法人宮城県建築住宅センター様 宮城県仙台市 500,000円

一般財団法人計量計画研究所様 東京都新宿区 200,000円

仙台設備クラブ様 宮城県仙台市 2,000,000円

66,713,750円



株式会社リックテレコム様 東京都文京区 ***

UBMジャパン株式会社様 東京都千代田区 ***

特定非営利活動法人日本スコットランド協会有志

様
東京都新宿区 ***

東北イノベーションキャピタル株式会社様 宮城県仙台市 3,000,000円

宮城県交通安全施設業協同組合様 宮城県仙台市 1,000,000円

宮城トヨタ自動車株式会社様 宮城県仙台市 5,000,000円

東京石灰工業株式会社様 東京都中央区 1,000,000円

中西工業株式会社様 群馬県伊勢崎市 50,000円

カヤバシステムマシナリー株式会社様 東京都港区 250,000円

おおつか歯科クリニック様 栃木県宇都宮市 500,000円

立正佼成会様 東京都杉並区 ***

日本らんちう協会東部本部様 神奈川県横浜市 1,000,000円

一般社団法人関西建築構造設計事務所協会様 大阪府大阪市 370,000円

光硬化工法協会様 東京都新宿区 1,000,000円

コスマイル様 大阪府柏原市 17,438円

仙台中央青果卸売株式会社様 宮城県仙台市 1,227,245円

興銀リース株式会社パシフィッククラブ有志一同

様
宮城県仙台市 105,199円

株式会社熊本リビング新聞社様 熊本県熊本市 2,074,437円

北嶺中・高等学校23期4年生一同様 北海道札幌市 83,393円

株式会社日本経済研究所様 東京都千代田区 500,000円

名古屋鉄道株式会社様 愛知県名古屋市 ***



クボタ環境サービス株式会社様 東京都台東区 ***

三重県畜産事業協同組合様 三重県四日市市 100,000円

株式会社三幸工務店様 岡山県岡山市 1,000,000円

徳倉建設株式会社様 愛知県名古屋市 3,000,000円

中青旅日本株式会社様 東京都港区 100,000円

ホクト株式会社様 長野県長野市 1,000,000円

第一法規株式会社様 東京都港区 ***

東京ガス・エンジニアリング株式会社様 東京都大田区 2,000,000円

シダックス株式会社様 東京都渋谷区 2,000,000円

財団法人みやぎ霊園様 宮城県仙台市 100,000円

HOAHELE様 山形県山形市 88,729円

ザ・フレンドシップ・フォース・オブ宮城様 宮城県仙台市 1,000,000円

株式会社石垣様 宮城県仙台市 3,000,000円

協同組合仙台卸商センター様 宮城県仙台市 5,000,000円

川崎重工業株式会社様 *** ***

宝和通商株式会社様 東京都千代田区 341,591円

中国銀行東京支店様 東京都港区 534,525円

ZTEジャパン株式会社様 東京都港区 500,000円

財団法人日本ソフトボール協会様 東京都渋谷区 5,000,000円

日本スナップロック株式会社様 東京都新宿区 100,000円

日本スナップロック協会様 東京都新宿区 100,000円



キリンホールディングス株式会社様 東京都中央区 60,000,000円

中田防犯協会様 宮城県仙台市 300,000円

柳生南町内会様 宮城県仙台市 500,000円

株式会社千代田商事昭和シェル小松島店様 宮城県仙台市 66,149円

婦人之友社・全国友の会・自由学園様 東京都豊島区 5,000,000円

前澤給装工業株式会社様 東京都目黒区 ***

住友不動産株式会社様 東京都新宿区 30,000,000円

社団法人全国社会保険協会連合会様 東京都港区 5,000,000円

シニア元気笑学校ミニクラブジャズ楽会様 宮城県仙台市 28,000円

スポーツオーソリティ仙台中山店様 宮城県仙台市 140,000円

社団法人日本芸能実演家団体協議会様 東京都新宿区 578,790円

森トラスト株式会社様 東京都港区 ***

株式会社ネイルズユニークオブジャパン様 兵庫県神戸市 3,000,000円

株式会社ベルテック様 東京都千代田区 ***

IHI運搬機械株式会社様 宮城県仙台市 423,547円

宗教法人念法眞教総本山小倉山金剛寺様 大阪府大阪市 3,000,000円

株式会社神鋼環境ソリューション様 兵庫県神戸市 ***

華為技術日本株式会社様 東京都千代田区 ***

社団法人日中経済交流協会様 山口県下関市 150,000円

中国山東省人民対外友好協会様 中国山東省 1,000,000円

株式会社キャリアプロジェクト様 東京都台東区 2,000,000円



シーカグループ役職員一同様 神奈川県平塚市 5,568,809円

株式会社ダイフレックス様 東京都新宿区 5,000,000円

酒田市袖浦農業協同組合様 山形県酒田市 200,000円

社団法人日本補償コンサルタント協会東北支部様 宮城県仙台市 500,000円

有限会社ドリームライン様 大分県大分市 30,000円

住商建物株式会社様 東京都中央区 ***

株式会社ENEOSフロンティア様 東京都中央区 68,236,000円

株式会社ポジティブプロダクション様 *** ***

株式会社東北ライフサービス様 宮城県仙台市 10,000円

本田印刷株式会社様 *** ***

株式会社資産管理評価研究所様 宮城県仙台市 10,000円

光洋産業株式会社様 宮城県仙台市 ***

株式会社鐘崎様 宮城県仙台市 ***

株式会社アイプラン様 宮城県仙台市 20,000円

有限会社東北マリンインシュアランス様 宮城県仙台市 10,000円

有限会社ホップステップ様 宮城県仙台市 100,000円

株式会社奥田金物本店様 宮城県仙台市 10,000円

幕田株式会社様 宮城県仙台市 10,000円

渡幸株式会社様 *** 10,000円

社団法人宮城県測量設計業協会仙台支部様 宮城県仙台市 1,000,000円

新弓ノ町八幡神社氏子一同様 *** 50,000円



片平地区連合町内会様 宮城県仙台市 880,000円

株式会社タムラ様 東京都江戸川区 ***

社団法人日本建築ブロック・エクステリア工事業

協会  宮城県支部様
宮城県仙台市 ***

株式会社水道産業新聞社様 東京都港区 ***

有限会社じゃけん様 愛知県西春日井郡 16,503円

三光歯科医院患者様 埼玉県川越市 45,000円

株式会社丹青社様 東京都台東区 ***

仙台市荒浜搬入場一同様 宮城県仙台市 431,630円

影山歯科患者様 埼玉県志木市 12,000円

武藤歯科医院患者様 神奈川県横浜市 142,753円

福岡大学付属若葉高校ダンス部様 福岡県福岡市、 ***

東北学院仙台同窓会様 宮城県仙台市 300,000円

仙台東ロータリークラブ様 宮城県仙台市 10,000円

株式会社関・空間設計様 宮城県仙台市 500,000円

さいたま市南区自治会連合会様 埼玉県さいたま市 100,000円

丸木医科器械株式会社様 *** 500,000円

シュガーメイトスクエアーズ様

シュガープラムスクエアーズ様

炭火焼肉庄内ホルモン様 山形県酒田市 237,900円

炭火焼肉庄内ホルモンお客様 山形県酒田市 4,808円

NPO法人広報駆け込み寺様 東京都港区 365,000円

*** 24,000円



株式会社名古屋グランパスエイト様 愛知県名古屋市 247,129円

有限会社源様 東京都文京区 120,000円

株式会社カネマツ様 兵庫県神戸市 ***

フィエスタ・メヒカーナ2011実行委員会様 東京都武蔵野市 ***

トロント有限会社様 宮城県仙台市 2,000,000円

Peaceful　Yoga様 宮城県仙台市 80,625円

スターツコーポレーション株式会社様 東京都中央区 1,000,000円

丸山産業株式会社様 東京都足立区 150,000円

株式会社スポーツリンク様 宮城県仙台市 2,157,179円

京都電子工業株式会社様 京都府京都市 1,000,000円

有限会社ながせ様 宮城県仙台市 184,019円

KHKスポーツクラブASPA様 *** 27,000円

若葉会様 埼玉県坂戸市 19,400円

株式会社マルハン従業員一同様 *** 5,000,000円

社団法人日本モノレール協会様 東京都千代田区 100,000円

かとれあProject様 宮城県仙台市 13,748円

新横浜パフォーマンス実行委員会様 神奈川県横浜市 194,221円

新横浜町内会シニアフレンズ様 神奈川県横浜市 10,000円

クリスタルライニング工法協会様 愛知県名古屋市 100,000円

シュクレ・シュクラン様 *** ***



PERUGIA　PER　SENDAI　様
イタリア共和国

ペルージャ市

(仙台のためのペルージャ) Perugia,Italy

仙台市立柳生中学校父母教師会様 宮城県仙台市 241,389円

杜の都のチーズケーキ工房yuzuki様 宮城県仙台市 ***

株式会社ベガルタ仙台様 宮城県仙台市 500,000円

事象A「RANDOMSESSION」一同様 *** 2,500円

野村證券株式会社様

野村アセットマネジメント株式会社様

野村信託銀行株式会社様

ローマ法王庁大使館様 東京都千代田区 1,000,000円

全国民俗芸能保存振興市町村連盟様 東京都板橋区 45,000円

二交会様 神奈川県横浜市

東北港湾空港会様 宮城県仙台市

社団法人宮城県建築士事務所協会様 宮城県仙台市 1,000,000円

日本ペイント株式会社様 大阪府大阪市 10,000,000円

有限会社オランジュリー様 宮城県仙台市 5,100円

Letresor様 宮城県仙台市 ***

全国社会保険労務士会連合会様 東京都中央区 1,000,000円

丸武建設株式会社様 宮城県仙台市 1,000,000円

東部ふれあいまつり実行委員会様 宮城県仙台市 ***

信栄製紙株式会社様 静岡県富士宮市 448,800円

宮城地区まつり実行委員会様 宮城県仙台市 442,377円

長田広告株式会社様 宮城県仙台市 1,415,000円

4,223,600円

*** ***

300,000円



有限会社趙さんの味様 宮城県多賀城市 2,166円

有限会社オガタ様 *** ***

杜乃都天満屋様 *** ***

ポッケの森様 宮城県仙台市 3,816円

仙臺しそ巻細川屋様 宮城県仙台市 1,996円

ネルソンコーヒー様 宮城県仙台市 ***

株式会社海祥様 *** ***

電機連合大阪地方協議会様 大阪府門真市 123,584円

AppleVacations ＆Conventions Sdn.Bhd様 マレーシア 100,000円

ChieArt様 *** 1,110,127円

焼き菓子Koccibyspica様 宮城県仙台市 4,140円

自由民主党仙台市区支部連合会様 宮城県仙台市 2,874,792円

社団法人日本設備設計事務所協会宮城県支部様 宮城県仙台市 100,000円

福祉大心理学科様 宮城県仙台市 350,000円

社団JB日本接骨師会様 東京都中野区 780,000円

株式会社すかいらーく様 東京都武蔵野市 5,877,143円

株式会社ジョナサン様 東京都武蔵野市 1,140,000円

兵庫県立三木東高等学校武塚同窓会様 兵庫県三木市 250,000円

アサヒビール株式会社様 宮城県仙台市 5,150,600円

財団法人日本・フィンランドサンタクロース協会

様
静岡県静岡市 1,000,000円

名城大学女子駅伝部様 愛知県名古屋市 ***



タスマニア日本語教師組合様 タスマニア

Japanese　Teachers　Network　Tasmania Tasmania

オーエム通商株式会社様 *** ***

カンサイタリー様 大阪府大阪市 1,800,000円

仙台市立鹿野小学校おやじの会様 宮城県仙台市 30,000円

仙台市立鹿野小学校父母教師会様 宮城県仙台市 50,000円

市民センター事業「食の知恵袋」参加者様 宮城県仙台市 10,254円

市民センター事業「希望を明日につなげて、前へ

ことばと音楽の力」参加者様
宮城県仙台市 1,000円

M.T.E.C月本様 大阪府茨木市 ***

第28回全日本シニアバドミントン選手権大会

実行委員会様
宮城県仙台市 250,000円

株式会社永勘染工場様 宮城県仙台市 ***

公益財団法人仙台ひと・まち交流財団

仙台市広瀬文化センター様

広瀬のひびき実行委員会様

広島市立広島商業高等学校

広島市商ピースデパート様
広島県広島市 171,499円

社団法人宮城県宅地建物取引業協会様 宮城県仙台市 2,000,000円

金融ファクシミリ新聞社様 東京都中央区 520,000円

株式会社杜都エンジニアリング様 宮城県仙台市 1,000,000円

有限会社リンクシステム様 埼玉県さいたま市 1,050,643円

西中田学区民連合大運動会実行委員会様

西中田げんきっ子まつり実行委員会様

株式会社鴫原質店様 宮城県仙台市 200,000円

株式会社ホクショウ様 宮城県仙台市 3,000,000円

宮城県仙台市 42,143円

165,000円

*** 100,000円



河原町商店街振興組合様 宮城県仙台市 51,939円

株式会社東北共立様 宮城県仙台市 1,000,000円

株式会社良品計画様 東京都豊島区 130,000円

京都市西京消防団松尾消防団様 京都府京都市 30,000円

日比谷花壇グループ災害等支援金事務局絆の花様 東京都港区 739,739円

古河電気工業株式会社ちょこっとボランティア

実行委員会様
東京都千代田区 234,623円

株式会社四門様 東京都千代田区 500,000円

株式会社日本AEパワーシステムズ東北支店一同

様
宮城県仙台市 41,000円

仙台市立大沢小学校父母教師会バザー様 *** 6,748円

駒形歯科医院患者様一同様 宮城県仙台市 35,947円

311星空キャンドルワークショップ一同様 宮城県仙台市 18,500円

仙台市立広陵中学校父母教師会様 宮城県仙台市 15,511円

株式会社大坂屋様 東京都八王子市 430,000円

神奈川大学経済学部有志一同様 神奈川県横浜市 100,000円

五所川原市「時を楽しむ会」様 青森県五所川原市 ***

株式会社アインファーマシーズ様 北海道札幌市 10,000,000円

株式会社ショウエー様 宮城県仙台市 200,000円

仙台市泉区中央市民センター地域共生カンパニー

「鶴が丘ハチポチ・ステーション」様

公益財団法人仙台ひと・まち交流財団

仙台市太白区文化センター様

ミカド電装商事株式会社様 宮城県仙台市 250,000円

*** 9,446円

宮城県仙台市 375,000円



財団法人日本教育公務員弘済会宮城県支部様 宮城県仙台市 ***

日成ビルド工業株式会社様 石川県金沢市 5,000,000円

宮城トヨタグループ様 *** ***

サンアローズ・イベンストメント株式会社様 東京都新宿区 3,000,000円

公益財団法人モラロジー研究所様 千葉県柏市 500,000円

チャリティコンサートイン仙台美しい日本の歌

聴衆・出演者一同様

カラオケまんまる様 宮城県仙台市 131,600円

フライハイ生出実行委員会様 宮城県仙台市 20,000円

株式会社ベリーファーム南こうせつ様 *** ***

仙台市天文台運営事務所

（株式会社五藤光学研究所）様
宮城県仙台市 94,057円

群馬カラオケ部様 *** ***

同事建設株式会社様 宮城県仙台市 2,000,000円

Charity Concert for Sendai実行委員会様 *** 636,178円

一般財団法人本願寺文化興隆財団様 京都府京都市 123,000円

株式会社パッゾ様 東京都渋谷区 1,516,956円

日本騎手クラブ様 滋賀県栗東市 1,112,000円

在日インドネシア留学生協会宮城支部様 宮城県仙台市 126,000円

浄土宗様 東京都港区 50,000円

社団法人日本舞踊協会宮城県支部様 *** 300,000円

宮城県土地改良事業団体連合会様 宮城県仙台市 1,000,000円

新潟県長岡市 400,000円



SHOT　BARナインハーフ・グループ3.11様 宮城県仙台市 58,000円

株式会社フェザンレーヴ様 東京都中央区 2,913,880円

一般社団法人全日本空道連盟様 東京都豊島区 1,000,000円

鮨あじ様 長野県北佐久郡 ***

大青工業株式会社様 宮城県仙台市 ***

東北セミコンダクタ株式会社様 宮城県仙台市 150,000円

財団法人野村生涯教育センター様 *** ***

全国工場団地協同組合連合会様 *** **

全日本洋装業発祥記念碑保存会様 神奈川県横浜市 200,000円

岡あつ子創ingスタジオ様 東京都世田谷区 200,000円

オクトーバーフェスト実行委員会様 *** 968,659円

宗教法人大和教団様 宮城県仙台市 2,000,000円

一般社団法人自転車協会様 東京都港区 1,000,000円

仙台市パークゴルフ協会連合会様 宮城県仙台市 45,000円

船子自治会様 神奈川県厚木市 ***

トロント有限会社様 宮城県仙台市 2,000,000円

FFT工法協会様 東京都港区 500,000円

株式会社クレド様 埼玉県鶴ヶ島市 175,000円

宮城県交通運輸産業労働組合協議会様 宮城県仙台市 100,000円

東芝ITサービス株式会社OB会様 宮城県仙台市 50,000円

有限会社榎本地所様 埼玉県新座市 1,200,000円



Zepp Sendai様 *** 984,556円

株式会社アクアクレスト様 宮城県仙台市 100,000円

なるせだいまつり実行委員会様 東京都町田市 300,000円

個性心理學研究所HAPPY支局様 福岡県福岡市 ***

仙台七夕まつりin表参道ヒルズワークショップ

参加者様
東京都渋谷区 7,200円

小牧地区住民自治協議会様 長野県長野市 40,000円

モアナコア　リボンレイクラブ様 *** 64,500円

サントリーレディスオープンゴルフトーナメント

様
大阪府大阪市 5,292,000円

がんばろう日本福岡・九州推進協議会様 福岡県福岡市 400,606円

『JAPAN FAN CAFE関西じょんふんず』

KIMJEONG　HOON(John-Hoon キム・ジョン

フン　ファンサークル)様

大阪府大阪市 250,000円

株式会社関・空間設計様 宮城県仙台市 500,000円

東埼玉環境保全協会様 埼玉県吉川市 100,000円

榎平町内会様 宮城県仙台市 ***

株式会社MAGNETIC様 *** ***

東中田市民まつり実行委員会様 宮城県仙台市 6,222円

株式会社集英社様 *** 10,000,000円

株式会社グッチグループジャパン様

株式会社集英社様

公益社団法人落語芸術協会「大須で江戸噺」一同

様
*** 231,262円

アサヒ衛陶株式会社様 大阪府堺市 524,840円

株式会社東緑化様 東京都八王子市 10,000円

*** 2,083,000円



泉ビレッジ館三丁目町内会様 宮城県仙台市 36,860円

八十二銀行青葉会有志一同様 長野県長野市 11,000円

あしの会横山弘艶様 北海道札幌市 251,670円

仙台モーツァルト協会出版コンサート実行委員会

様
宮城県仙台市 357,967円

神戸市立葺合高等学校PTA様 兵庫県神戸市 64,919円

第2回ジュニアエコノミーカレッジin仙台様 *** 7,890円

株式会社キャラ研様 東京都渋谷区 146,343円

日本ユーザーメード医療IT研究会様 愛知県名古屋市 120,948円

鳥取県北栄町北条赤十字奉仕団様 *** ***

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会実行委員会様 岐阜県岐阜市 1,500,000円

富士吉田市健康づくり推進協議会様 山梨県富士吉田市 248,136円

ねんりんピックよさこい高知2013

高知市実行委員会様
高知県高知市 ***

歌謡コンクール全国大会様 宮城県仙台市 50,000円

公益社団法人日本舞踊協会宮城県支部様 *** 300,000円

池田貿易株式会社様 東京都千代田区 ***

田中将大伊丹後援会様 兵庫県伊丹市 350,000円

一般社団法人宮城県設備設計事務所協会様 宮城県仙台市 100,000円

M.T.E.C様 *** ***

A Ladybird Theater Company様 宮城県仙台市 13,823円

東横イン仙台東口2号館様 *** ***

株式会社フジコー様 静岡県三島市 100,000円



エアーズ様 *** ***

京都市体育振興会連合会様 京都府京都市 110,000円

羽東師体育振興会女子バレーボール部様 京都府京都市 10,000円

ジョジョ展inS市杜王町実行委員会様 *** 1,000,000円

仙台の学生のための山形県人会様 *** 7,353円

やえやま東北人会様 沖縄県石垣市 50,000円

パーラーJ-遊仙台店従業員一同様 宮城県仙台市 ***

仙台銀行国分町千成会様 宮城県仙台市 50,000円

社団法人山形県観光物産協会様 山形県山形市 19,230円

株式会社コンピュータシステム研究所様 宮城県仙台市 3,000,000円

東新工機株式会社様 宮城県仙台市 ***

東横イン仙台東口2号館様 宮城県仙台市 3,428円

有限会社四ツ葉工芸＜大日本プロレス＞様 神奈川県横浜市 114,139円

仙台市環境局青葉環境事業所職員有志様 宮城県仙台市 ***

ホットスタッフグループ様 愛知県岡崎市 213,865円

仙台ハワイアンフェスティバル実行委員会様 *** ***

有限会社アクト様 宮城県仙台市 2,000,000円

財団法人日本ラグビーフットボール協会様 *** 223,547円

株式会社ウエイズ安全衛生協力会様 兵庫県神戸市 1,000,000円

桂三丁目町内会様 宮城県仙台市 78,432円

イオンリテール株式会社様 千葉県千葉市 ***



Make Hearts Project 中嶋幹顕様 東京都町田市 180,000円

藤沢市建設業協会青年部藤友会様 神奈川県藤沢市 200,000円

虹の会会長槻田文夫様 宮城県仙台市 ***

BondsOfSmiley様 埼玉県さいたま市 ***

一般社団法人日本プロサッカー選手会様 ** 1,400,000円

ソラマチ大道芸様 東京都墨田区 55,256円

Shin Nippon Do Corp 様

Fuji mart Corp様

琴浦東学区子ども会連合会様 岡山県倉敷市 30,000円

有限会社楽屋様 群馬県前橋市 450,000円

ダーツバーR様 ** ***

静岡県学校調理師会浜松支部一同様 静岡県浜松市 60,000円

仙台市立仙台青陵中等教育学校吹奏楽部様 宮城県仙台市 67,889円

せんだい豊齢ネットワーク様 宮城県仙台市 80,000円

株式会社キャリアプロジェクト様 東京都台東区 1,000,000円

ヘアーウィル＆イームス様 大阪府大阪市 56,100円

オールウィングループ様 大阪府堺市 ***

Spring様 大阪府門真市 5,617円

株式会社関・空間設計様 宮城県仙台市 500,000円

榎平町内会様 *** ***

株式会社キャラ研様 東京都渋谷区 87,263円

** ***



ヘアースタジオエイチプラス様 栃木県宇都宮市 85,500円

仙台七夕まつりin表参道ヒルズワークショップ参

加者様
*** 9,500円

日本バンケット事業協同組合様 東京都文京区 200,000円

備前商工会議所女性会様 岡山県備前市 100,000円

アサヒサンクリーン株式会社様 宮城県仙台市 73,975円

株式会社サンメディケア仙台メディカル整骨院様 宮城県仙台市 23,144円

寺岡ファシリテイーズ株式会社様 北海道札幌市 ***

山梨県富士吉田市企画総務部有志様 山梨県富士吉田市 56,384円

第3回ジュニアエコノミーカレッジin仙台様 宮城県仙台市 17,230円

仙台明治青年大学様

宮城学院女子大学音楽科OG有志様

みやぎシルバーネット千葉雅俊様 宮城県仙台市 1,000,000円

株式会社ケリングジャパングッチディビジョン様 *** ***

徳倉建設株式会社様 愛知県名古屋市 200,000円

徳倉建設株式会社社員一同様 愛知県名古屋市 500,000円

日本棋院棋士会様 東京都千代田区 419,145円

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL 

CABIN CREW様
THAI（タイ） 293,000円

歌謡コンクール全国大会様 宮城県仙台市 50,000円

一般社団法人宮城県設備設計事務所協会様 宮城県仙台市 100,000円

宮城トヨタ自動車株式会社様 宮城県仙台市 50,000,000円

公益社団法人日本舞踊協会宮城県支部様 宮城県宮城郡 300,000円

宮城県仙台市 174,600円



アサヒビール株式会社東北統括本部様 宮城県仙台市 2,028,000円

Hanako Japanese Restaurant's Custamer様 *** 25,000円

仙台市民会館指定管理者東北共立・陽光ビル企業

体様
宮城県仙台市 76,296円

丸武建設株式会社様 宮城県仙台市 1,000,000円

一般社団法人内外情勢調査会宮城支部様 *** ***

岡山市わくわく子どもまつりin岡山ドーム実行委

員会様
岡山県岡山市 50,000円

エルク従業員持株会様 *** ***

日立システムズPRESENTS「希望の響き」シ

リーズ「和魂津軽三味線」チャリティ-コンサー
東京都港区 311,661円

仙台市ガス局南営業所様 宮城県仙台市 25,867円

株式会社ショウエー様 宮城県仙台市 500,000円

羽生結弦ファンクラブ蒼の絆様 *** 618,939円

駒形歯科医院患者様一同様 宮城県仙台市 27,264円

FIVB女子バレーボールワールドグランプリ2013

仙台大会実行委員会会長伊藤信太郎様
宮城県仙台市 5,000,000円

株式会社仙台放送様 宮城県仙台市 ***

仙台明治青年大学ボランティア部様 宮城県仙台市 200,000円

仙台サンプラザ株式会社様 宮城県仙台市 ***

仙台市環境局震災廃棄物対策室親睦会様 *** ***

株式会社クオリアート様 東京都中央区 ***

震災遺児支援走る貯金様 ** 533,085円

仙台民謡踊り愛好会様 宮城県仙台市 98,363円

ヤンレー節河内音頭鳴門家寿美若様 大阪府八尾市 19,719円



水元魂プロジェクト様 東京都葛飾区 602,379円

仙台市泉岳少年自然の家野外活動推進協力会様 宮城県仙台市 12,419円

仙台明治青年大学ボランティア部様 宮城県仙台市 62,110円

榎平町内会様 宮城県仙台市 39,392円

株式会社関・空間設計様 宮城県仙台市 500,000円

株式会社キャラ研様 東京都渋谷区 111,222円

日立システムズPRESENTS「希望の響き」シ

リーズニューヨーク・シンフォニック・アンサン

ブル2014-東日本大震災復興記念チャリティ-コ

ンサート様

東京都港区 100,000円

河北新報社様 宮城県仙台市 2,000,000円

スマッシュショット仙台会長鈴木至様 宮城県仙台市 3,800円

メサイアを歌おう会様 福岡県福岡市 ***

桂流鈴踊会様 *** 50,000円

アサヒサンクリーン株式会社様 宮城県仙台市 78,998円

落合東町内会11・12・13班様 *** 50,000円

仙台メディカル鍼灸整骨院木戸康弘様 宮城県仙台市 24,707円

寺岡ファシリテイーズ株式会社様 北海道札幌市 500,000円

株式会社佐元工務店様 宮城県仙台市 19,623円

ブランコ・ツヴェトコビッチ民族舞踊団日本公演

実行委員会様
東京都目黒区 120,000円

歌謡コンクール全国大会様 宮城県仙台市 20,000円

株式会社アルト代表取締役津島祐史様 宮城県仙台市 1,500,000円

あいら竹七夕まつり実行委員会様 鹿児島県姶良市 300,000円



野村證券株式会社・野村アセットマネジメント株

式会社・野村信託銀行株式会社様
*** ***

公益社団法人日本舞踊協会宮城県支部様 *** 300,000円

徳倉建設株式会社様 愛知県名古屋市 1,000,000円

株式会社ラグジュアリ-・タイムピーシズジャパ

ン様
*** ***

丸武建設株式会社様 宮城県仙台市 1,000,000円

希望の響きチャリティーフォトコンテスト様 東京都中央区 27,500円

M.T.E.C月本一史様 大阪府茨木市 ***

仙台明治青年大学ボランティア部様 宮城県仙台市 80,000円

KINGSWOOD CRESCENT,DINGKEY

VILLAGE,VIC AUSTRALIA様
オーストラリア ***

桂流まんまる様 宮城県仙台市 30,000円

東京コンピュータサービス株式会社仙台支店様 宮城県仙台市 ***

株式会社ダイエー様 東京都江東区 26,452円

虹の会会主槻田濱子様 宮城県仙台市 ***

震災遺児支援走る貯金様 *** 339,203円

ヤンレー節河内音頭鳴門家寿美若様 大阪府八尾市 19,457円

立町国民学校昭和21年3月卒同期会高橋英俊様 宮城県仙台市 117,446円

仙台市民会館指定管理者東北共立・陽光ビル企業

体様
宮城県仙台市 8,330円

同人誌即売会やらせてください！実行委員会様 栃木県栃木市 125,600円

宗教法人大和教団様 宮城県仙台市 500,000円

一般社団法人茶道裏千家淡交会東北地区様 宮城県仙台市 ***

野村證券株式会社・野村アセットマネジメント株

式会社・野村信託銀行株式会社様
*** ***



電機連合大阪地方協議会様 大阪府門真市 ***

有限会社マルコー様 福岡県柳川市 ***

なかじま地蔵堂井上孝空様 京都府舞鶴市 6,866円

富士吉田市健康づくり推進協議会様 山梨県富士吉田市 83,620円

仙台市民会館指定管理者東北共立・陽光ビル企業

体様
宮城県仙台市 12,130円

JR東日本株式会社東北工事事務所仙台工事区一

同様
宮城県仙台市 50,000円

株式会社フリクション様 愛知県豊橋市 30,000円

及川建材有限会社様 *** ***

阿波おどり振興協会様

徳島県阿波踊り協会様

公益社団法人徳島市観光協会様

一般社団法人徳島新聞社様

フルテック株式会社様 北海道札幌市 500,000円

同人誌即売会やらせてください！実行委員会様 栃木県栃木市 151,000円

宮城地区まつり実行委員会様 宮城県仙台市 125,145円

株式会社佐元工務店様 宮城県仙台市 37,930円

株式会社アルト代表取締役津島祐史様 宮城県仙台市 1,500,000円

歌謡コンクール全国大会小坂礼子様 宮城県仙台市 30,000円

日立システムズ「希望の響き」シリーズ東日本大

震災復興祈念チャリティーコンサート

「ニューヨーク・シンフォニック・アンサンブル

日本ツアー2015仙台公演」様

日清オイリオグループ(株)主催・東日本大震災復

興支援募金  福原愛・卓球ファン一同様
*** 206,992円

一般社団法人宮城県設備設計事務所協会様 宮城県仙台市 100,000円

東京都港区 192,249円

徳島県徳島市 200,000円

徳島県徳島市 137,031円



野村證券株式会社・野村アセットマネジメント株

式会社・野村信託銀行株式会社様
*** ***

公益社団法人日本舞踊協会宮城県支部様 宮城県宮城郡 300,000円

丸武建設株式会社様 宮城県仙台市 1,000,000円

株式会社ホクショウ様 宮城県仙台市 1,000,000円

仙台市ガス局南営業所様 宮城県仙台市 2,754円

公益財団法人仙台市健康福祉事業団様 宮城県仙台市 40,615円

仙台明治青年大学様 宮城県仙台市 200,000円

ヨネザワ楽器イベント事業部内ハワイアンフェス

ティバル実行委員会実行委員長米澤松文様
神奈川県平塚市 ***

因幡電機産業株式会社様 大阪府大阪市 10,000,000円

株式会社ダイエー様 東京都江東区 130,080円

イオンリテール株式会社様 千葉県千葉市 ***


