
＜義援金、災害ボランティア活動資金等への拠出（合計１億２９４９万８６７６円）＞

2007年4月25日17:00までの報告分
（会社名五十音順）

1 アイフル（株） 31 （株）ドクターシーラボ

2 旭精機工業（株） 32 豊田鉄工（株）

3 アサヒビール（株） 33 ナラサキ産業（株）

4 いすゞ自動車（株） 34 西日本旅客鉄道（株）

5 伊藤忠商事（株） 35 日清オイリオグループ（株）

6 オリックス（株） 36 日本オーチス・エレベータ（株）

7 花王（株） 37 日本証券金融（株）

8 関東天然瓦斯開発（株） 38 日本土地建物（株）

9 キヤノン（株） 39 （社）日本塗料工業会

10 キリンビール（株） 40 日本バイリーン（株）

11 （株）クボタ 41 日本発条（株）

12 （株）小松製作所 42 日本フイルコン（株）

13 山陽特殊製鋼（株） 43 日本マクドナルド（株）

14 （株）ジャパンエナジー 44 伯東（株）

15 首都高速道路（株） 45 パシフィックコンサルタンツグループ（株）

16 昭和シェル石油（株） 46 フィリップ  モリス  ジャパン（株）

17 新日本石油（株） 47 藤田観光（株）

18 住友化学（株） 48 富士通（株）

19 住友金属鉱山（株） 49 松下電器産業（株）

20 住友商事（株） 50 丸紅（株）

21 （株）損害保険ジャパン 51 美樹工業（株）

22 （株）武富士 52 三井製糖（株）

23 田島ルーフィング（株） 53 三井物産（株）

24 帝国石油（株） 54 三菱商事（株）

25 帝人（株） 55 （株）ユーエスシー

26 （株）電通 以 上

27 東京ガス（株）

28 （株）東京機械製作所

29 （株）東芝

30 東レ（株）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



＜救援物資等の提供（４８社・ｸﾞﾙｰﾌﾟ）＞

2007年4月25日17:00までの報告分

社名（グループ名） 品目 数量
鉛筆 96本
Ａ４ノート 49冊

アサヒ飲料（株） 飲料４種（500ml） 1,152本
菓子 500個
ボランティア用飲料（500ml） 2,400本
おかゆ　 5,022個
バック 5,000枚
飲料水(500ml） 500本
タオル 300本

（株）伊勢丹 買い物バック 1,000個
薬用ハンドクリーム 1,200個
化粧水 24本
乳液 24本
石鹸 24個

伊藤忠商事（株） 飲料水(500ml） 2,400本
（株）エーワン精密 タオル 2,000本
花王（株） 石鹸 1,200個
カルビー（株） スナック菓子 1,080個
キヤノン（株） 複合機の無償貸与

デジタルカメラの貸与
2台
8台

キヤノンマーケティングジャパン（株） 複合機貸与の便宜供与 2台
飲料水(2ℓ） 2,148本
飲料水(500ml） 1,512本
タオル 900本
コップ 1,200個

グンゼ（株） 婦人ズロース
婦人肌着シャツ
紳士ズボン下
紳士肌着シャツ
紳士パンツ
ソックス

300枚
150枚
300枚
150枚
300枚
200足

ドキュメントケース 1,000個
ノート5冊パック 1,020冊
プリットグルー（水のり） 1,000個
ハサミ 1,000丁
消しゴム2個パック 1,000個
ペンケース 1,000個
下敷き 1,000枚
飲料用ポリ缶 520個
トイレットペーパー 2,880個
インスタント味噌汁 3,000個
インスタント食品 1,620個
ミネラルウォーター 2,160個
ブルーシート 58個
プレハブハウス
建機レンタル
ボランティア派遣 27名

（株）資生堂 石鹸 2,040個
ポリエステル原反 35本
ふた付きポリ容器（20ℓ） 100個程度

住金物産（株） 婦人３分袖シャツ
紳士肌着シャツ
紳士パンツ
紳士ズボン下

125枚
175枚
290枚
200枚

3色サインペン 250ｾｯﾄ
紳士肌着シャツ 200枚

全日本空輸（株） 救援物資輸送

旭精機工業（株）

アサヒビール（株）

味の素（株）

いすゞ自動車（株）

（株）伊勢半

キリンビール（株）

コクヨ（株）

コスモ石油（株）

（株）小松製作所

白井松新薬（株）

住友商事（株）



社名（グループ名） 品目 数量
中古長机 30本
中古事務机・イスセット 5セット
中古ホワイトボード 1台
中古いす 40脚

ソフトバンクテレコム（株）
ソフトバンクモバイル（株）

卓上カレンダー等 141個
フェイスタオル 35本
定規 280本
クリップと入れ物 200個

（株）大和証券グループ本社 ウェットティッシュ 3,000個
タオル 480枚
軍手 240組

東京ガス（株） タオル 41本
東京電力（株） タオル 315本
トヨタ自動車（株） 車両の無償貸与 4台

車両の無償貸与 4台
タオル 240本

日本毛織（株） ソックス 100足
飲料(500ml）
使い捨てカイロ
インスタント食品

400c/s

ミニタオル 30,000本
（株）ブリヂストン 寝具（掛け布団、敷布団、枕、マットレス）4

点セット
260セット

松下電器産業（株） メモ帳 100冊
ミズノ（株） スタッフ用ウィンドブレーカー 100着

カレンダー 50本
タオル 64本
ティッシュペーパー 100c/s
トイレットペーパー 100c/s
石鹸 23個
洗濯石鹸 5個
タオル 110本
ミニタオル 5本
手拭い 7本

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 鉛筆 1,000ダース
飴菓子 5,040個
キャラメル 1,120個

ユニ・チャーム（株） ウェットティッシュ 5,008個
歯磨き粉・歯ブラシセット 1,800セット
洗口剤 120個
ウェットシート 480個
除菌スプレー 120個
生ゴミ消臭スプレー 120個
保存バッグ 240個
化粧石鹸（3個パック） 400パック
マスク 3,600個
健康飲料（50mlほか） 2,220個

（株）リコー 印刷機無償貸与
用紙
印刷機用マスター
印刷機用インキ

2台
200,000枚

4c/s
6c/s

レンゴー（株） 防災用段ボール製床敷き・パーテション
セット

80人分

ベビーパウダー 108個
日焼け止め剤 120個
乳児用おしりふき 108個
虫除けティッシュ 144個
歯磨きティッシュ 144個

日本たばこ産業（株）

日産自動車（株）

ソニー（株）

和光堂（株）

携帯電話貸与の無償貸与 7台

三菱製紙（株）

三菱地所（株）

明治製菓（株）

ライオン（株）

（株）損害保険ジャパン

東京海上日動火災保険（株）

三井住友海上火災保険（株）


