
※敬省略、公開希望の方のみ

北海道
（一社）日本ハッピーライフ協会認定講師　関口

直美　株式会社トイザらスコラボイベント
東京都 久下道 静岡県 エッたん 熊本県 ゆんてぃ

北海道 シュウヤ 東京都 宮本和幸 静岡県 さゆりん 熊本県 川口有紀

北海道 なーちゃん 東京都 桐生順平 静岡県 ジャパンウォーク 熊本県 梅木博之

北海道 ハンギョル 東京都 熊倉俊幸 静岡県 ゆいな 熊本県 澤田知江

北海道 ミハイル 東京都 高橋幸雄 静岡県 菊地孝平 宮崎県 下徳しずく

北海道 佐々木あおい 東京都 高橋富美子 静岡県 芹澤克彦 鹿児島県 ならぴー

北海道 最能智史 東京都 高橋和彰 静岡県 石岡興喜 鹿児島県 雑貨とカフェと古道具Patrie

北海道 雪斗 東京都 佐竹誠 愛知県  YOSHIO 鹿児島県 津崎真希

北海道 田村祥江 東京都 佐伯穂高 愛知県 109 海外 Reiner Carajay

北海道 畠山菜々子 東京都 佐野ゆか 愛知県 あちゃん 海外 野田楓太

北海道 無職の21歳　コロナで帰国しました 東京都 座波さおり 愛知県 かびごん 海外 Tableau

岩手県 佐藤遼太 東京都 坂上大 愛知県 ジャパンウォーク

宮城県 HARU2KA 東京都 坂部明 愛知県 マリア

宮城県 石川りえ子 東京都 坂本秀治 愛知県 一宮夕莉

宮城県 石川勇人 東京都 笹川医学研修生 愛知県 一色雅昭

宮城県 田中奈里 東京都 山下美砂 愛知県 一般社団法人JAHA協会　トイザらス

宮城県 本杉洸也 東京都 山崎ケビン 愛知県 援護員アース

秋田県 サクラ٭❀* 東京都 山内健太郎 愛知県 河村了

山形県 松坂有花里 東京都 篠崎輝 愛知県 古川誠之

山形県 松澤拓也 東京都 酒井遼太郎、上村充哉 愛知県 高野心吾

山形県
日本ハッピーライフ協会しまやめぐ美・日本トイ

ザらス株式会社
東京都 小松祐介 愛知県 西尾亮輔

福島県 ＳｈｏｐＲａｉｎｂｏｘ代表金丸 東京都 小泉美英子 愛知県 前場友美

福島県 You 東京都 上村和也 愛知県 伏見卓

福島県 うさぎ 東京都 杉本辰徳 愛知県 平尾亜希矢

福島県 齋藤愛 東京都 菅里実 愛知県 峰澤里志

茨城県 ana 東京都 世界を守る皆様へ 愛知県 北野輝季

茨城県 N.P.Factory 東京都 石塚株式会社 愛知県 木下真希

茨城県 tomo 東京都 村岡寛和 愛知県 木幡純也

茨城県 阿部桜 東京都 太田渉子 愛知県 野中一平

茨城県 吉村常明 東京都 大場安希子 三重県 原のり子クッキングスクール

茨城県 佐伯大 東京都 大倉清 滋賀県 塩崎貴裕

茨城県 小畑真子 東京都 大塚由美 滋賀県 山本英志

茨城県 鈴木裕也 東京都 大島弘巳 滋賀県 正興寺

栃木県 みんなで頑張ろう 東京都 大和田ノ権佐助 滋賀県 前田義秀

栃木県 大貫美波 東京都 池田真理子 京都府 No.72

栃木県 田代宰士 東京都 中山尚士 京都府 Yukito

栃木県 鈴木尚子 東京都 中山真梨子 京都府 丸野一樹

栃木県 鈴木良明 東京都 張暁賓 京都府 肩こり

群馬県 マヨ淑女 東京都 渡邉円 京都府 公益財団法人

群馬県 岡部幸弘 東京都 渡邉泉 京都府 小西知波

群馬県 山崎智也 東京都 渡邉奈緒子 大阪府 JAHA協会認定インストラクターsayaka

群馬県 福士真優 東京都 土谷愛 大阪府 あおい

埼玉県 Chiffon 東京都 東京農大 酒仙会 大阪府 あやか

埼玉県 ありがとう 東京都 日向琴美 大阪府 エイミー

埼玉県 ジャパンウォーク 東京都 猫ひろし・大地穂・福島和可菜・白方健一 大阪府 さんきゅう

埼玉県 セイバーオルタ 東京都 平岡貴子 大阪府 ジャパンウォーク

埼玉県 マサト 東京都 末川美佐紀 大阪府 すずや×石切丸

埼玉県 モモ 東京都 明子 大阪府 ほめ育

埼玉県 伊藤裕二 東京都 柳和紀 大阪府 ミヤタモエ

埼玉県 今、何か出来ることし隊2 東京都 鈴木慶一朗 大阪府 もものかんづめ

埼玉県 須藤博倫 東京都 齋藤源 大阪府 河野純喜

埼玉県 石岡慶紀 神奈川県 AkkunGames 大阪府 株式会社金龍興業

埼玉県 石田翔悟 神奈川県 mekaaaz 大阪府 荒川武明

埼玉県 大江健太 神奈川県 VR未来塾 大阪府 高井健一

埼玉県 池ノ谷順子 神奈川県 waka_s_f 大阪府 三杉篤史

埼玉県 片岡盛哉 神奈川県 けんけんぱあ 大阪府 山口沙也加

埼玉県 朋江ともえ 神奈川県 こやま動物病院 大阪府
女性の日常を輝く非日常にするファクトリーブラ

ンドNARU

埼玉県 齋藤洸城 神奈川県 ジャパンウォーク 大阪府 小出達郎

埼玉県 齊藤祐子 神奈川県 ジャパンウオーク 大阪府 石野貴之

千葉県 アロハエコル 神奈川県 ジャパンウォーク内田倫義 大阪府 赤山陽菜

千葉県 キラキラ学園 神奈川県 ハムカツ醤油派 大阪府 池野由起

千葉県 ジャパンウォーク 神奈川県 ブラタモリのナレーションは剛 大阪府 中ありさ

千葉県 はにわ28號 神奈川県 へーちゃん 大阪府 中野次郎

千葉県 めぐさんさん 神奈川県 まっちゃん 大阪府 長元さや

千葉県 わたこ 神奈川県 みかん 兵庫県 He the kackn

千葉県 株式会社エール・クリエート 神奈川県 れい 兵庫県 Jack

千葉県 久保延子 神奈川県 安保ちゃん 兵庫県 あやちゃん

千葉県 栗山遥 神奈川県 金井宏之 兵庫県 ジャパンウォーク

千葉県 今泉達也 神奈川県 後藤大輔 兵庫県 りんりん

千葉県 佐藤洋幸 神奈川県 御嬢 兵庫県 参輪俐乃

千葉県 小田早苗 神奈川県 高島梨緒 兵庫県 重木輝彦

千葉県 長岡花をり 神奈川県 黒沢友凱 兵庫県 小さな着物のお店＊petite lueur＊

千葉県 日本ハッピーライフ協会 神奈川県 三島通世 兵庫県 大江省二

東京都  amd1925 神奈川県 若戸正樹 兵庫県 中井真弓

東京都 (株)デプトカンパニー 神奈川県 宗石圭太 兵庫県 藤岡俊介

東京都 Always Flowers by La nature 神奈川県 松嶋友則 和歌山県 顔晴ろう！世界

東京都 Ａｎｄａｎｔｅ 神奈川県 新井義人 和歌山県 顔晴ろう！日本

東京都 ＪＡＨＡ協会川村 本トイザらス株式会社 神奈川県 青木洋子 和歌山県 形部真由

東京都 keicoyoga 神奈川県 雪をスイスイ 和歌山県 野村恭子

東京都 koba 神奈川県 川口明子 鳥取県 茶太郎

東京都 MICK 神奈川県 川満久恵 島根県 チャピきな

東京都 Satojan 神奈川県 朝岡周 岡山県 Attractive Fellows

東京都 Susumu新人ガオラー 神奈川県 藤井浩子 岡山県 マキノナオト

東京都 VIVAHDE 神奈川県 日塔孝滿 岡山県 山室展弘

東京都 Women's ATHLETE session 神奈川県 反古子 広島県 松岡泰佑

東京都 yuna_yolo_ 神奈川県 飯島渉 山口県 ブクブクや

東京都 yurigon43@gmail.com 神奈川県 服部恵久 山口県 谷村一哉

東京都 アミー株式会社 神奈川県 有限会社オフィスモーニング 香川県 ジャパンウォーク

東京都 えす。 神奈川県 鈴木彰馬 香川県 片岡雅裕

東京都 こひまみ 新潟県 ケアプランセンターひまわり 愛媛県 D;

東京都 ジャパンウォーク 新潟県 はづき工房 愛媛県 みしぇる

東京都 ジャパンウオーク 新潟県 ゆあんず 愛媛県 やま

東京都 ジャパンウォークララパパ 富山県 ともすけ 愛媛県 髙橋希武

東京都 スイン 石川県 YUKARI 高知県 橋本慶子

東京都 スターティス株式会社 石川県 ジャパンウォーク 福岡県 e.ki

東京都 すみれもん 石川県 やまのぼり 福岡県 YUKA

東京都 たまごのかなた 石川県 石川テレビ放送株式会社 福岡県 けい

東京都 ぴかこ 福井県 知原裕生 福岡県 ジャパンウォーク

東京都 まねきねこ 福井県 張本拓也 福岡県 たっちゃん

東京都 めぐゆう 福井県 萩原秀人 福岡県 りぃたん

東京都 れいんぼーひめ 山梨県 中山裕介 福岡県 芦屋のジャイアン

東京都 伊藤生人 山梨県 末廣晴彦 福岡県 吉原良子

東京都 井上智博 長野県 ゆう 福岡県 吉本優衣

東京都 井上文暁 長野県 宮本彩 福岡県 山田尚

東京都 一ノ瀬司 長野県 上條美紀 福岡県 常岡雅晴

東京都 越俊幸 長野県 長野放送 佐賀県 百武翔

東京都 加藤温 岐阜県 郭達意 佐賀県 北川太一

東京都 梶原恭三 岐阜県 宮南竜吾 長崎県 ひろす

東京都 株式会社ブレインマークス 岐阜県 後藤有咲 長崎県 ぽーる

東京都 株式会社石澤研究所 岐阜県 荒木聡 長崎県 出口恵三香

東京都 館野智哉 静岡県 ウメハナリレーションズ松原美里 長崎県 鶴田桃子

災害復興支援特別基金<新型コロナウイルス緊急支援>　寄付者様一覧

◆対象期間：2020/6/1~2020/6/15◆


