
※敬省略、公開希望の方のみ

北海道 株式会社マークデザインオフィス 東京都 株式会社オートバックスセブン 愛知県 TGR TEAM SARD

福島県 AKAI 東京都 株式会社グッドスマイルカンパニー 愛知県 おの

福島県 遠藤久美子 東京都 株式会社センス 愛知県 トヨタ自動車株式会社GRブランドマネジメント部

群馬県 みこと&ゴマ子 東京都 株式会社ニルズ 愛知県 株式会社PACIFIC RACING TEAM

群馬県 株式会社トラウバインターナショナル 東京都 株式会社ブリヂストン 愛知県 勝田貴元

埼玉県 SMAPファン 東京都 株式会社大林組 三重県 Arnage Racing

埼玉県 アサクラタクミ 東京都 株式会社大林組社員有志一同 三重県 株式会社モビリティランド

埼玉県 オリオン 東京都 株式会社第一情報システムズ親睦会 滋賀県 正興寺

埼玉県 みや 東京都
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・    

バスケットボールリーグ
京都府 株式会社ゲイナー

埼玉県 株式会社M-TEC 東京都 高萩遼介 大阪府 Ｍ．Ｉ．Ｐａｒｔｎｅｒｓ

埼玉県 吉田広樹 東京都 宗野航来 大阪府 OKOWA実行委員会

埼玉県 埼玉トヨペット Green Brave 東京都 小川駿 大阪府 WATCHSELECT(WELLSHOP)

埼玉県 枝村智仁 東京都 折原弘之 大阪府 コロナに負けるな

埼玉県 川合孝汰 東京都 千代勝正 大阪府 ちぃ

埼玉県 大江健太 東京都 中嶋一貴 大阪府 ゆうだち

埼玉県 大内隆美 東京都 登坂康哉 大阪府 株式会社タナベ

埼玉県 日本ベビーサイン協会勉強会参加講師一同 東京都 日本ミシュランタイヤ株式会社 大阪府 大阪トヨペット株式会社

千葉県 YOSHIHIRO 東京都 富士スピードウェイ株式会社 大阪府 任意団体かすみそう

千葉県 オークション音楽会 東京都 本田技研工業株式会社 兵庫県 Jack

千葉県 コーヒー紳士 神奈川県 NDDP RACING with B-MAX / nismo 兵庫県 コネクト

千葉県 こぶりお牧場 神奈川県 ZF Friedrichshafen AG 兵庫県 ちいさな着物のお店＊petite lueur＊

千葉県 ツケツケ 神奈川県 シゲヒロ 兵庫県 中尾亮太

千葉県 ぷらいまるあふぇくしょん 神奈川県 つちやエンジニアリング合同会社 奈良県 きなこ

千葉県 森奈緒 神奈川県
ニッサン・モータースポーツ・インターナショナ

ル株式会社
和歌山県 はんぺん

東京都 Catch the flow 神奈川県 はるきち 岡山県 岡山トヨペット株式会社

東京都 NAKAJIMA RACING 神奈川県 やなたん 岡山県 岡山国際サーキット

東京都 NAKAMA 神奈川県 株式会社エー・ピー・アール 山口県 INGING

東京都 P&GJAPAN株式会社 神奈川県 株式会社スタディ 愛媛県 オオノ開發株式会社

東京都 REAL RACING 神奈川県 株式会社ノーワンベター 代表取締役 谷口信輝 福岡県 おすずマーケット

東京都 TEAM KUNIMITSU 神奈川県 荒井瑠伽 福岡県 芦屋町モーターボート競走事業

東京都 TGR TEAM WedsSport BANDOH 神奈川県 新井義人 福岡県 有限会社栄建設

東京都 TOKYO MASK 神奈川県 新井雄一朗 鹿児島県 鈴木　千恵子

東京都 キャサリン恵 神奈川県 石浦宏明

東京都 こうが代表 神奈川県 川端伸太朗 福岡県 有限会社栄建設

東京都 スバルテクニカインターナショナル株式会社 神奈川県 日産自動車株式会社 沖縄県 琉球アスティーダ

東京都 スマートウォーク実行委員会 神奈川県 有限会社エム・オリドプロジェクト

東京都 セブン&アイ・ホールディグス 神奈川県 有限会社ハセミモータースポーツ

東京都 トゥウェンティーファイブ 新潟県 フミパト

東京都 ナチュラルプランツ 長野県 パプリカデザイン

東京都 ビー・エム・ダブリュー株式会社 長野県 株式会社エンドレスアドバンス

東京都 ポルシェジャパン株式会社 長野県 西山卓郎

東京都 ワールド通商株式会社 長野県 大森美花

東京都 伊東かおり 静岡県 Audi Team Hitotsuyama

東京都 医療従事者さんへのサポート 静岡県 Sacha Fenestarz

東京都 越俊幸 静岡県 TEAM IMPUL

東京都 横浜ゴム株式会社 静岡県 ワイズプロジェクト浜松

東京都 株式会社GTアソシエイション 静岡県 株式会社ルーキーレーシング

東京都 株式会社アルネックス 静岡県 坪井翔

東京都 株式会社ウェルスペント 静岡県 平川亮

東京都 株式会社エムケイカンパニー 静岡県 有限会社ケーツー・アールアンドデー

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：2021/6/1~2021/6/30◆


