～ 皆様からお寄せいただいた寄付金は、交通遺児等の育成に
有意義に活用させていただいております。 ～
ここに、ご寄付をいただいた方々のお名前をご紹介させていただき、
皆様のご厚意に心から感謝申し上げます。

平成２９年度寄付者ご芳名（平成２９年４月～平成３０年３月）
〔寄付金〕

（法人、団体等）

（株）エフエム大阪
パーク２４（株）
（株）ヤマダ電機
（一財）自動車検査登録情報協会
中央自動車工業（株）
（一財）関東陸運振興センター
鴻池運輸（株）
（一社）ＮＥＸＣＯ中日本基金
（一社）神奈川県自動車会議所
キリンホールディングス（株）
（株）エヌ・ティ・ティ・ル・パルク

計

４１４件 （敬

称

略）

（一社）日本自動車機械工具協会
ネッツトヨタ東京（株）
（株）ナカネ
ユニプレス（株）
（公社）全日本トラック協会
三菱ＵＦＪニコス（株）
（一財）長野県自動車標板協会
（株）ソフト９９コーポレーション
ホンダ販売労働組合
あいおいニッセイ同和損害保険（株）
ＭＳ＆ＡＤゆにぞんスマイルクラブ

（株）オートバックスセブン

（一財）首都高速道路技術センター

（株）ＧＣＩアセット・マネジメント

（一社）日本中古自動車販売協会連合会

（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会

（株）メモリアルアートの大野屋

（一財）東京都営交通協力会
（一社）東京ハイヤー・タクシー協会

アトミクス（株）
（株）ホンダ四輪販売四国

（一社）茨城県トラック協会

ホルミシスジッコウイインカイ

筑後市職員運転者協議会

マサキジコウ

松峰工業（株）

門馬商事（株）

ヤマトホールディングス（株）
（株）エムエルシー 西銀座営業部
（株）ピューマ
関西タクシー共済会
全国共済農業協同組合連合会 全国本部
（有）東保温板金工業所
関東トラック協会青年部会
共栄システム（株）
（一社）全国個人タクシー協会

（株）伊勢新聞社
（株）トップライン
Safety Santa Run in CHITA 2017
～交通安全＆地域PR一体型チャリティイベント～

トヨタ西東京カローラ（株）
ＪＡ共済連青森・ＪＡグループ青森
ＫＲＳグループ社会貢献クラブ
キューソー創栄会 東京・武蔵野支部
タイムズモビリティネットワークス（株）

全国トラック交通共済協同組合連合会

静岡県貨物運送協同組合 青年部

東京教区仏教婦人会連盟

西日本セイユ協同組合

（一社）東京環境保全協会
東京七福グループ
（株）フロム・エージャパン

ミラジーノファンクラブ
全国共済農業協同組合連合会 神奈川県本部
（株）オアシスパーク

新流通懇談会

三菱電機冷熱機器販売（株）

専門学校トヨタ東京自動車大学校

スーパーアメリカンフェスティバル事務局

（株）ＳＵＢＡＲＵ
全国共済農業協同組合連合会 三重県本部

ハッピーボンボンプラネット
（一財）日本品質保証機構

全国共済農業協同組合連合会 三重県本部 職員一同

富山県道路占用者東部ブロック協議会

三重県信用農業協同組合連合会 職員一同

ユニプレス（株） (株主寄付口)

三重県農業協同組合中央会 職員一同

コカ・コーラボトラーズジャパン（株）

三重県厚生農業協同組合連合会 職員一同
ホンダファイナンス労働組合
北陸旧車倶楽部 若越会

（株）高知放送
静岡県警察カレンダー製作委員会
（一社）ジパングモーターサイクルシンジケート

小幡青年政経塾

阪急阪神ホールディングス（株）

中日本高速道路（株）

阪急バス（株）

（株）日刊自動車新聞社

辰野交通少年団

ケアパートナー（株）
（株）ノースフィールド
佐賀県中古自動車商工組合
（株）エフエム栃木

エブリー会
（株）アプラス カード企画部
毒蝮走行会
（有）宮沢自動車

今野不動産（株）

ホンダカーズ 宮城中山店

富山県中古自動車販売協会

フルートアンサンブルＧＡＦ

西日本高速道路九州（株） えびの交通管理隊

正法会

日野自動車九州地区中古車協力会

九州キリンビバレッジサービス（株）

（一財）北海道陸運協会

（公財）多治見市文化振興事業団

朝日医療専門学校 広島校

（一社）神奈川県自動車会議所 軽相模事業所

ＡＢＵＴＲＥＳ ＥＡＳＴ ＪＡＰＡＮ

（一財）関東陸運振興センター 品川支部

（株）京急保険サービス
ＪＡ共済連 埼玉県本部
ゼネラルセキュリティサービス（株）
（一財）関東陸運振興センター 習志野支部
ＮＢＡ 米子支部
（一社）神奈川県自動車会議所 湘南事業所

コカ・コーラ ウエスト（株）
エバーグリーン 淀川管理事務所
（一社）神奈川県自動車会議所 神奈川事業所
マグマックス（株）
（株）心美
（株）東洋エージェント

轍の会

（株）東洋エージェント グリーンクラブ

Ｅ２Ｃ

（一社）神奈川県自動車会議所 川崎事業所

（一財）関東陸運振興センター 練馬支部

街角のカフェ カメリア

（株）伏見デルタテクニカルセンター

（一財）関東陸運振興センター 袖ヶ浦支部

（一財）関東陸運振興センター 多摩支部

（一財）関東陸運振興センター 足立支部

ジャパン福岡・ペプシコーラ販売（株）

（一財）関東陸運振興センター 埼玉支部

（一財）関東陸運振興センター 熊谷支部

（一社）神奈川県自動車会議所 横浜事業所

（株）山定物流

（一社）栃木県自動車整備振興会

ブリヂストン労組本社支部

照栄物流（株）

ｍｓｊ松下自動車（有）

扇屋商事（株）

てらだ鍼灸整骨院

更別幼稚園 こぐまクラブ

（一財）関東陸運振興センター 山梨支部

（一財）関東陸運振興センター 千葉支部

東海道ジャンボハムクラブ西日本支部

（一財）関東陸運振興センター 所沢支部

（一財）関東陸運振興センター 群馬支部
（一財）関東陸運振興センター 春日部支部

（一財）関東陸運振興センター 八王子支部
ノースオリエンタル商事（株）

小島プレス アローサークル

フルカワショウジ（株）

日立マクセル（株） 小野事業所

東芝インフラシステムズ（株）

（一財）関東陸運振興センター 野田支部
（一財）関東陸運振興センター 土浦支部
（株）しゅぎメディカル しゅぎの針灸整骨院

（株）エフエム京都
中央鉄道学園25回同窓会
（株）ホンダビジネス大阪

全国共済農業協同組合連合会 福岡県本部

フォーマルセダンサミット

（一社）神奈川県自動車会議所 相模事業所

浜詰土地家屋調査士事務所

第一三共㈱神戸支店 神戸第四営業所2チーム

さかつめ内科医院

ホンダカーズ 松本南駒ヶ根店

クロサワショウジ

西日本高速道路㈱九州支社 熊本高速道路事務所

菊川市交通指導隊

全国共済農業協同組合連合会

オールドカーフェスティバルINみすみ実行委員会

（一社）山形県自動車整備振興会
（公財）東京タクシーセンター

（有）モトフット
認定NPO法人ジャパン・カインドネス協会

ＮＡＳＶＡ経由
（一社）愛知県自動車会議所

東京都個人タクシー交通共済協同組合

（一財）多山報恩会

岡本綾子PRESENTS 交通遺児ﾁｬﾘﾃｨｰﾌﾟﾛｱﾏ大会

（一社）大阪府トラック協会 泉州支部

（一社）日本陸送協会 東北支部

（一財）近畿陸運協会

（一社）兵庫県トラック協会 青年部協議会

（一社）日本自動車販売協会連合会 静岡県支部
九州自動車標板協議会
（一社）静岡県トラック協会

福岡県中古自動車販売協会
（一財）和歌山県自動車標板協会
（一社）大分県自動車整備振興会

新岩手農業協同組合

（一社）宮崎県トラック協会

花巻農業協同組合

（一社）富山県トラック協会

いわて平泉農業協同組合

愛知県中古自動車販売商工組合

全国共済農業協同組合連合会岩手県本部

新潟県中古自動車販売協会

岩手ふるさと農業協同組合

平成29年度運行管理者等指導講習会 受講者御一同

大船渡市農業協同組合

沖縄県中古自動車販売協会

岩手中央農業協同組合

（一社）静岡県トラック協会 静岡分室

岩手江刺農業協同組合

福岡県トラック協会 粕屋分会

岩手県農業協同組合中央会

福岡県トラック協会 東福岡分会

岩手県信用農業協同組合連合会

茨城県トラック協会 常陸那珂支部

岩手県厚生農業協同組合連合会

宮崎県中古自動車販売商工組合

全国農業協同組合連合会岩手県本部

（一社）富山県トラック協会 青年部会

センコーグループ労働組合連合会

（一社）山口県トラック協会

（一社）静岡県自動車会議所

静岡県トラック協会 中遠分室

（一社）兵庫県トラック協会

沖縄バス（株）

（一財）福岡県自動車標板協会

（一社）日本自動車販売協会連合会 宮崎県支部

三重県軽自動車協会

（公社）青森県バス協会

宮城県中古自動車販売商工組合

（一社）大分県タクシー協会

（一社）宮城県自動車協会

（一社）全国霊柩自動車協会

（一社）千葉県トラック協会 青年部会

（一社）鹿児島県タクシー協会

中販連九州連絡協議会 青年部会
（一社）日本陸送協会 九州支部
関東自動車標板協議会
（一社）岐阜県自動車会議所
チェッカーキャブ無線協同組合
（一財）新潟県自動車標板協会
奈良県自動車販売店協会
（一社）鳥取県トラック協会
（一財）沖縄県自動車標板協会
（一財）九州陸運協会
タクシー協同チケット（株）

（株）エムワイトレンド
沖縄県自動車販売協会
（一社）香川県自動車会議所
（一社）熊本県タクシー協会
（公社）佐賀県トラック協会
（一社）静岡県自動車整備振興会
（一社）静岡県トラック協会 中部分室４Ｂ会
七十七銀行「小さな親切の会」
（一社）全国軽自動車協会連合会 沖縄事務所
ＴＤＫ交通安全クラブ
（株）永山運輸

（一社）東京都個人タクシー協会

（株）新潟標板製作所

（一社）富山県自動車会議所

（一社）三重県タクシー協会

（一社）富山県自家用自動車協会連合会

三重県交通共済協同組合

（一社）宮城県タクシー協会
宮城県タクシー協会 仙台地区総支部
（一社）宮崎県自動車整備振興会

（独）自動車事故対策機構 石川支所
西日本個人タクシー協同組合
沖縄ふそう自動車（株）

盛岡個人タクシー協同組合

中国ジェイアールバス（株）

四国運輸局 愛媛運輸支局

北九州ハト個人タクシー協同組合

一畑バス（株）

静岡エフエム放送（株）

（一社）茨城県トラック協会 青年部会

福岡個人タクシー協同組合

（一社）宮崎県タクシー協会

（一財）近畿陸運協会 兵庫支部

（一社）秋田県ハイヤー協会

（公社）熊本県トラック協会

（公社）宮城県トラック協会 塩釜支部青年部会
軽自動車検査協会 福島事務所

軽自動車検査協会 福岡主管事務所
軽自動車検査協会 富山事務所御利用者様

（一財）近畿陸運協会 姫路支部
向井通商（株）

並びに職員一同
（一財）福岡県自動車標板協会 北九州支部

（公社）岩手県バス協会
山梨県みのぶ若竹キッズ身延太鼓
茨城県トラック協会青年部会 県北支部

（一社）福岡県自動車整備振興会 筑豊出張所
（一財）福岡県自動車標板協会 筑豊支部（軽）
鹿児島県軽自動車協会

富山県道路運送秩序確立協議会

（一社）福岡県自動車整備振興会 久留米出張所

ネッツトヨタ佐賀（株）

（一財）近畿陸運協会 奈良支部

（一社）三重県自家用自動車協会

（一財）九州陸運協会 久留米支部

（公社）鹿児島県トラック協会

（一財）九州陸運協会 鹿児島支部

愛媛県軽自動車協会
（公社）沖縄県トラック協会
新潟県自動車整備長岡地域協議会くるままつりﾁｬﾘﾃｨｰ
ｵｰｸｼｮﾝ、くるままつり、長岡まつり青年部募金分

松江市交通局

（一財）九州陸運協会 大分支部
（一社）北勢自動車協会
鹿児島個人タクシー事業協同組合
軽自動車検査協会 宮城主管事務所
軽自動車検査協会 佐賀事務所

サントリービバレッジサービス（株）
東北営業本部 仙台南支店
宮崎県軽自動車協会
（独）自動車事故対策機構 兵庫支所
（株）サガテレビ
（独）自動車事故対策機構 愛媛支所
九州運輸局 佐賀運輸支局
（一社）青森県自動車整備振興会
青森県自動車整備青森協議会
広島中央地区二輪車安全普及協議会
（独）自動車事故対策機構 広島主管支所

（一財）九州陸運協会 佐賀支部
（一社）佐賀県自動車整備振興会
（協）鹿児島県陸運会館
九州運輸局 福岡運輸支局
筑豊自動車検査登録事務所
九州運輸局 福岡運輸支局
久留米自動車検査登録事務所
（一財）九州陸運協会 福岡支部
福岡県軽自動車協会
（一財）鹿児島県自動車標板協会
軽自動車検査協会 久留米支所

加南トラック事業協同組合

九州運輸局 福岡運輸支局

九州運輸局 宮崎運輸支局

佐賀県自動車販売店協会

北陸信越運輸局 新潟運輸支局

（一社）鹿児島県自動車整備振興会

佐賀県軽自動車協会

（独）自動車事故対策機構 鹿児島支所

（公社）福岡県トラック協会 千早分室

軽自動車検査協会 鹿児島事務所

（一財）九州陸運協会 北九州支部

大分県軽自動車協会

九州運輸局 大分運輸支局
福岡県自動車販売店協会
軽自動車検査協会 筑豊支所
（公社）鹿児島県バス協会
軽自動車検査協会 愛媛事務所

（一財）福岡県自動車標板協会 筑豊支部（普）
九州運輸局 鹿児島運輸支局
（独）自動車事故対策機構 大分支所
（一財）福岡県自動車標板協会 箱崎支部
（一財）福岡県自動車標板協会 久留米支部（普）

（一社）福岡県自動車整備振興会 北九州出張所 （一財）福岡県自動車標板協会 久留米支部（軽）
（公社）大分県トラック協会

博多個人タクシー協同組合

（一財）福岡県自動車標板協会 福岡支部

（一財）九州陸運協会 筑豊支部

（独）自動車事故対策機構 福岡主管支所

軽自動車検査協会 北九州支所

東京交通新聞社経由
（一社）日本自動車運行管理協会

品川自動車タクシー（株）

山三（株）

東京都個人タクシー協同組合 荒川支部

ミツワ交通（株） 社員一同

豊玉タクシー（株）

東京都個人タクシー協同組合 墨東支部

弥生交通（株）

東京都個人タクシー協同組合 カラオケ連盟

東京都個人タクシー協同組合

東京都個人タクシー協同組合 江戸川第一支部
東京都個人タクシー協同組合 足立第一支部
（一社）千葉県タクシー協会
千葉県タクシー運転者登録センター
東京都個人タクシー協同組合 豊島支部

品川第二支部ゴルフ部
ふじ交通（有）
東京都個人タクシー協同組合 葛飾第一支部
東京都個人タクシー協同組合
杉並第二支部ボウリング連盟

東京都個人タクシー協同組合 葛飾第二支部

東部個人タクシー事業協同組合

東京都個人タクシー協同組合

日個連東京都営業協同組合 亀戸支部

東日本ボウリング連盟

第一個人タクシー事業協同組合

東京都個人タクシー協同組合 北支部

東京都個人タクシー協同組合 練馬第二支部

日個連ゴルフ連盟

城北個人タクシー協同組合

新進タクシー（株）

千葉県タクシー協会

日刊自動車新聞社経由
茨城トヨペット（株）
埼玉トヨペット（株）

山梨トヨタ自動車（株）
（株）関東マツダ

千葉トヨペット（株）

群馬ダイハツ自動車（株）

東京トヨペット（株）

埼玉ダイハツ販売（株）

栃木トヨペット（株）

（株）スズキ自販京葉

山梨トヨペット（株）

（株）スズキ自販千葉

横浜トヨペット（株）

（株）スズキ自販東京

神奈川トヨタ自動車（株）

（株）スズキ自販南東京

東京トヨタ自動車（株）

東京スバル（株）

富士スバル（株）

ネッツトヨタ埼玉（株）

東京日野自動車（株）

ネッツトヨタ多摩（株）

トヨタカローラ新茨城（株）

ネッツトヨタ東京（株）

トヨタカローラ新埼玉（株）

ネッツトヨタ東都（株）

トヨタカローラ千葉（株）

ネッツトヨタ栃木（株）

トヨタ東京カローラ（株）

（株）ホンダカーズ千葉

トヨタ西東京カローラ（株）

（株）ホンダカーズ中央神奈川

トヨタ東京販売ホールディングス（株）

（株）ホンダカーズ東京

（株）ナオイオート

（株）ホンダカーズ東京中央

日産東京販売ホールディングス（株）

（株）ホンダクリオ共立

（一社）日本自動車販売協会連合会 東京都支部

〔寄付金〕

（個人）

故

逸見

セツ

故

ムラマツ

計
司

クニヒロ

純

１６０件 （敬
齋藤

哲
佳子

長屋

義彦

杉浦

佐藤

元彦

丹羽

健雄

スギエ

國分

麗子

藤原

善幸

鈴内

小田

満子

ワタナベ

國分

久嗣

松永

クボタ

カツヒロ

カズヒロ

尚忠

カキサカ

ヨウコ

称

シュンジ
忠男

ナカタケ

タツヤ

萩原

作一

山田

絵里子

鈴木

由香理

遠藤

忠男

纐纈

善宣

奥村

健斗

森永

一浩

秋吉

八重子

片淵

シヅエ

高橋

康敬

和泉

秀夫

服部

護

川村

弘子

犬飼

斉

榛葉

里乃

原岡

誠

フシタニ
眞﨑

ヤスヒロ

治行

トク

略）

ヤマダ

ユウコ

ミムラ

フサコ

松本

哲郎

アメミヤ

ミムラ

コウタロウ

溝口

秋芳

小野

周一

小橋川

共政

結城

ひとみ

竹谷

力

渡邊

恭三

中川

敏枝

天野

清弥

日野

光男、日野

河合

正春

五百蔵

曻二

石河

裕子

岡田

嘉也

前田

和宏

酒井

千映子

中井

卓治

室田

享志

慎太朗

山下

太郎

丹羽

洋典

シンゴ

佐々木

あい

穂積

弁護士

佐々木 好志

イケジリ

シオヤマ
瀨口

晃平

アツシ

マサト

大内

政光

イノウエ

北川

静香

古内

ツトム

由美子

美智子

播磨

慎治

中村

猪岡

貴光

ナルミ

赤星

浩一

フジシマ

本原

衛

富士田

学

スギヤマ

佐藤

正樹

辺土名

和一

中村

良子

大西

洋三

山崎

モリ

タイチ

栗原

郁江

ヤマダ

伊藤

正

田中

亨

若林

羽島

正晴

青木

真奈美

マルハシ

井上

和真

安藤

亜紀

太田

オカザワ

ヨシヒデ

芳正

岩﨑

アヤコ
シンスケ

清史
ジュン
隆
ヒロユキ

有子

壽美子

サイトウ
サカイ

カズヒロ
アキヒロ

オザワ

ジュン

サトシ

トモユキ

ハットリ

コウジ

北村

隆裕

真武

純一

山本

北村

美妃

松浦

千佳

谷

衣笠

年晴

髙瀬

優

河野

新井

伸枝

アラオカ

岩本

晃英

テジマ

竹内

太一

トモ

冨樫

幸子

トモチャン

服部

まなみ

ヒライワ

智子

藤井

啓

みどり

戸川

百合子

サイトウ
白井

カズヒコ

孝子

シロマ

トシヒト

スズムラ
関

ヒロシ

智生

高堀

緋紗子

水田

滝平

眞治

森

立花

種則

熊谷

睦

荒井

清以

デグチ

ショウコ

勝利
雅博
靖
ユウキ
ケンタ

タクヤ

匿名

２１件

