東日本大震災でＪＰＦへご寄付をいただいた企業・団体の皆さま
ジャパン・プラットフォーム事務局
まとめには以下の皆さまを記載させていただいております。
① 着金確認（4月15日時点）ができた企業・団体の皆さま。
② 応諾書をご提出いただき、企業名・団体名が当団体で把握できた皆さまのみ。
※応諾書をご提出いただいていない企業・団体様も数多くございます。
③ 対外公開不可の企業・団体さまは除く。
④海外からのご寄付は除く。
⑤個人の皆さまのお名前を掲載することができず申し訳ありません。
皆さまから多大なるご寄付を賜りましたこと、御礼申し上げます。

アヴァンス株式会社
アサヒビール株式会社
旭物産株式会社
アザミ・プラザ株式会社
味の素株式会社
味の素ゼネラルフーヅ株式会社
味の素冷凍食品株式会社
アルファミック株式会社
アンリツ株式会社
イー・アンド・エム株式会社
イオン１％クラブ
イケダ電子工業有限会社
井澤金属株式会社
板倉実業株式会社
井田ビル株式会社
一般財団法人熊本ひまわり財団
伊藤忠商事株式会社
伊藤忠ホームファッション㈱
医療法人社団東京ハート会
医療法人社団のもと皮膚科・形成外科クリニック
医療法人歯友会
インフォテックス株式会社
インフォテリア株式会社
永昌物流株式会社
英和株式会社
エバーゼスト株式会社
エム・エイチ・アイ工作機械エンジニアリング株式会社
エムディビー株式会社
近江化工株式会社
オー・ジー株式会社
オーエステンプ株式会社
大阪鋼圧株式会社
大阪真空化学株式会社
大阪真空化学株式会社従業員一同
大橋鉄工株式会社
岡不動産株式会社
隠岐島前神楽菱浦同好会
オスカー電子株式会社
音羽電機工業株式会社
オムロン株式会社
オレンジクラブ 日伝社員会
カージャンクション株式会社
花王株式会社
カゴヤ・ジヤパン株式会社
カシオ計算機株式会社
学校法人西大和学園
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株式会社Ai-MetCompany
株式会社Ｊ−ＣＡＬインベストメント
株式会社ONE'S BEST
株式会社RYUTO PATHOLOGY CENTER
株式会社ＴＢテクノグリーン
株式会社THシステム
株式会社What's
株式会社Y's テクノキャビン
株式会社アイ・イ−・エルコンサルタント
株式会社昭栄
株式会社アクセリオン
株式会社浅井企画
株式会社浅井企画 タレント一同
株式会社あすかＤＢＪパートナーズ
株式会社安藤工業所
株式会社いせこ
株式会社イマジョー
株式会社ウィザーズプラス
株式会社ウーマンジャパン
株式会社エアヘッドコンサルティング
株式会社エーエルエスリンク
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
株式会社エバーグリーン
株式会社エンブリッジ
株式会社扇谷
株式会社オークションズワイズ
株式会社大阪送風機製作所
株式会社快速
株式会社香川
株式会社カクタ
株式会社カネカ
株式会社神本組
株式会社環境計画
株式会社希望
株式会社ギャラリーみやぎ
株式会社共和
株式会社クオリティエクスペリエンスデザイン
株式会社グラウヴエン
株式会社クロセ
株式会社ケイ・オプティコム
株式会社ケイ・シー・シー
株式会社興亜産業
株式会社高速道路開発
株式会社国際電気通信基礎技術研究所
株式会社コスモブレイン
株式会社コンチェルト
株式会社ザ・ウォール
株式会社阪倉シャーリング
株式会社三進商会
株式会社サンテックス コーポレーション
株式会社サンライズ
株式会社シェアコト
株式会社ジェイテクト田戸岬事業場 基幹職一同
株式会社ジェイテクト東刈谷事業場 基幹職一同
株式会社シェル石油大阪販売所
株式会社ジオメイク
株式会社資生堂
株式会社シライテック
株式会社清文社
株式会社ゼロ
株式会社千趣会 役員会
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株式会社荘苑
株式会社創美工芸
株式会社ソールテック
株式会社ソリューションデザイン
株式会社ダイナセル
株式会社ダイハツ
株式会社ダイヘン
株式会社太陽コーポレーション
株式会社武田ラビックス
株式会社武田ラビックス 従業員一同
株式会社チカラインターナショナル
株式会社朝鮮日報日本語版
株式会社土屋商店
株式会社ティービーハイテック
株式会社ティーファス
株式会社テクニカルリンクスデザイン
株式会社テレコープ
株式会社電通
株式会社東海コンサルタント
株式会社東都企業
株式会社東陽
株式会社東和観光
株式会社中田製作所
株式会社長浜製作所
株式会社中村開発
株式会社ナカリキッドコントロール
株式会社ナレッジケース
株式会社日伝
株式会社日硫商会
株式会社ニッポー
株式会社ニプロン
株式会社日本ケアコミュニケーションズ
株式会社ハーヴェスト
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
株式会社ビーキューブ
株式会社日阪製作所
株式会社フェニックスソフト
株式会社フェブインターナショナル
株式会社フォーテック
株式会社フラッグシップ
株式会社ブリヂストン
株式会社ブルーラインシステム
株式会社マーベラスエンターテイメント
株式会社マカベ
株式会社丸昌
株式会社真留信金属
株式会社丸の内よろず
株式会社道明測量事務所
株式会社三菱ケミカルホールディングス
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
株式会社みらいサポート
株式会社ムーブメンツ
株式会社明宏ロジステイツクス
株式会社メタルワン・スチールサービス
株式会社モデスト
株式会社元廣
株式会社ものぐろす
株式会社山本製本所
株式会社ヨロズ
株式会社リヴォルバー
株式会社リニューアルウィングス
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株式会社良品計画
株式会社リンクレア
株式会社レベルコミユニケーシヨン
株式会社ロック・フィールド
株式会社ロハスインターナショナル
株式会社ワンビシアーカイブス
株式会社ワークス・ジヤパン
株式会社をくだ屋技研
カルピス株式会社
関西カテック株式会社
関西国際空港株式会社
関西チューブ株式会社
紀伊産業株式会社
近畿車輛株式会社
倉敷紡績株式会社
黒崎播磨株式会社
グンゼ株式会社およびグンゼ労働組合
ケー・ケー・ヴィ・コーポレーション株式会社
健康快復センター江南
工芸冲圧（蘇州）有限公司
合資会社Ｓａｋｏｈａｎａ Ｗｏｒｋｓ
鴻池運輸株式会社
国際協力NGOFoEJapanおよびFoEJapanスタッフ有志
駒場バラ会
近藤化学工業株式会社
財団法人経済産業調査会近畿本部
財団法人阪神高速地域交流センター
財団法人阪神高速道路管理技術センター
櫻井税理士事務所 櫻井謙治
三幸システム有限会社
サンダイヤポリマー株式会社
燦ホールディングス株式会社
三洋化学工業株式会社
シールドグループホールディングス株式会社
シキボウ株式会社
地震防災ネット
資生堂美容室株式会社
島根松尾電子株式会社
シャープ株式会社
社会保険労務士法人コンシェルジュ
社団法人日本アミューズメントマシン工業協会
社団法人日本建設業連合会
宗教法人大本山百萬遍知恩寺式衆会
衆浩建設株式会社
衆友機電有限会社
シュマルツ株式会社
昭和機器工業株式会社
新関西製鐵株式会社
新興化学工業株式会社
心斎橋漢薬局
信州会クリニック
新生地所株式会社
新日本コンピュータマネジメント株式会社
新日本製鐵株式会社
伸和エンジニヤリング株式会社
伸和エンジニヤリング株式会社有志
泰和グループ 株式会社泰和 株式会社Sweet Angel
鈴木合金株式会社
進和ビル株式会社
スター薬局株式会社
スタジオヒットマン 森田まさのり
JPFへご寄付いただいた企業・団体の皆さまのまとめ（2011年4月25日）
4 ページ

住友商事株式会社
スライヴ株式会社
税理士法人ザット
税理士法人ノ−スアクテイブイノベーシヨン
セガサミーホールディングス株式会社
セ本スイマーズ有志
双日株式会社
双日グループ
双日グループ役職員有志一同
双日建材株式会社
創美工芸（常熟）有限公司
双龍株式会社
ソフトバンク・テクノロジー株式会社
損保ジャパン ちきゅうくらぶ
損保料率機構 東京第二自賠責調査事務所認定課 御一同
第一稀元素化学工業株式会社
ダイキン工業株式会社
大成建設株式会社 関西支店
ダイナミックツール株式会社
大日精化工業株式会社
太平鋼材工業株式会社
大和証券グループ社員有志
高田馬場ラビネスト
タカテック株式会社
タカテック株式会社役員・社員一同
高菱検査サービス株式会社
高菱エンジニアリング株式会社
タクトシステムズ株式会社
タクトシステムズ株式会社 従業員一同
タナベウィルテック株式会社
茶谷産業株式会社
中央電設株式会社
中央パイプ株式会社
中国広州華立科技
中日合資昆山好孩子塑胶制品有限公司
テイカ株式会社
テイカ商事株式会社
テイカ倉庫株式会社
天然石シヨツプラリマ−
東栄株式会社
東海アルミ箔株式会社
東海東洋アルミ販売株式会社
東京海上グループ社員・代理店有志一同
東京海上ホールディングス株式会社
東邦製鏡株式会社
東北精工株式会社
東名太平洋生コン株式会社
東陽ＩＤＤセンター株式会社
東洋アルミエコープロダクツ株式会社
東洋アルミニウム株式会社
東洋紡エンジニアリング株式会社
東レインターナショナル株式会社
東レ株式会社
特定非営利活動法人地域人ネットワーク
都市環境開発株式会社
土壌環境開発株式会社
豊田自動織機株式会社
トヨタ車体精工株式会社
豊田通商株式会社 従業員一同
トヨタ紡織株式会社
トヨタ紡織九州株式会社
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トヨタ紡織滋賀株式会社
トヨタ紡織ユニフォーム株式会社
豊橋小野田レミコン株式会社
ドラえもん募金
内海曳船株式会社
ナカバヤシ株式会社
ナビコムアビエーション株式会社
ナルコ株式会社
西谷商事株式会社
西日本電信電話株式会社
日揮株式会社
日建塗装工業株式会社
日産自動車株式会社
日商エレクトロニクス株式会社
日新電機工作株式会社
日本インシュレーション株式会社
日本アジア投資株式会社
日本アミューズメント産業協会
日本エリクソン株式会社
日本管機工業株式会社
日本基督教団神戸多聞協会
日本コルマー株式会社
日本サプリメント株式会社
日本シエラック工業株式会社
日本テクロ株式会社
日本電信電話株式会社
日本電動式遊技機工業協同組合
日本非破壊検査株式会社
日本郵船株式会社
野村興業有限会社
パーラー集楽 海田店
八商商事株式会社
服部版金工業有限会社
バドミントンサークル チーム梵天
浜本木材株式会社
浜理薬品工業株式会社
阪神高速技術株式会社
阪神高速サービス株式会社
阪神高速道路株式会社
阪神高速トール大阪株式会社
阪神高速パトロール株式会社
バンドー化学株式会社
阪和興業株式会社
菱重エステート株式会社
ピストルバルブ
姫路市立太市小学校 PTA会長 飯塚伸二
ピュラトスジャパン株式会社
フジコピアン株式会社
冨士色素株式会社 社員一同
不二製油株式会社
富士ゼロックス株式会社
富士フイルム株式会社
弁護士法人大和エスジー 吉川法律事務所
ホソカワ厚生会
ホンマ・マシナリー株式会社
マイクロ・スクェア株式会社
増永産業株式会社
松尾電機株式会社
松尾電機グループ従業員一同
マミコム株式会社
丸進運輸株式会社
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回胴式遊技機商業協同組合
三井情報株式会社
三井物産インターファッション株式会社
三井物産株式会社
三井物産グループ 有志一同
三井物産スチール株式会社
三井物産プラスチックトレード株式会社
三菱重工工作機械販売株式会社
三菱重工交通機器エンジニアリング株式会社
三菱製鋼株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行 社会貢献基金
三菱マテリアルグループ 社員有志一同
武蔵エナジックセンター株式会社
無錫近江塑料模具有限公司
メデイツク投資顧問株式会社
猛者アーキテクト株式会社
弥栄電線株式会社
有限会社Ｌ＆Ｓ
有限会社ＰＩＴＳ
有限会社イッシュ
有限会社インターフローラ
有限会社エスケーファブリックス
有限会社オール・カマー
有限会社木村総研
有限会社シーストリーム
有限会社篠田銅滓
有限会社志村
有限会社白井興産
有限会社新城製作所
有限会社親和商事
有限会社スラッキー
有限会社津留スタジオ
有限会社デルタキャピタル
有限会社富士産業
有限会社ブロスインターナシヨナル
有限会社ヘイワ
有限会社松井興産
有限会社マナティ
有限会社マリック貿易
有限会社南興建設
有限会社民俗村
有限会社ヨガワ−クス
有限会社吉澤製作所
郵船クルーズ株式会社
横河電機株式会社
横河レンタ・リース株式会社
ヨシダ高圧株式会社
リコーグループ
リレーションズ株式会社
ル・クルーゼ ジャポン株式会社
ロート製薬株式会社
ロート製薬株式会社 かるがも基金
ロート製薬グループ
ローム株式会社
ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社
ワックデータサービス株式会社
(財）日本国際協力システム有志一同
「左手のアーカイブ」プロジェクト
HRC-Herb&Relaxation&Color
Japan NGO Earthquake Relief And Recovery
LOVE FOR NIPPON
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ＭＡＲＫＴＥＸ company
MＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
ＮＥxT若手放射線腫瘍医の会
ＮＰＯ法人ボルネオ保全
PegaoSalsaStudioOsaka
SALESFORS.COM FOUNDATION
TBクリエイトスタッフ株式会社
ＴＢコーポレートサービス株式会社
ＴＢソーテック九州株式会社
TB物流サービス株式会社
ＴＦＴ株式会社
ＴＯＳＭＡＸ株式会社
UKCホールディングスグループ
UNI-RIDER TECHNOLOGY CORP
※海外からのご支援 ９３件
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