
　パーク２４（株） 　センコーグループ労働組合連合会

 （一社）愛知県自動車会議所  （一財）長野県自動車標板協会

　キリンホールディングス（株） 　山口県軽自動車標板センター

　鴻池運輸（株）、KONOIKE グループ各社一同 　関東交通共済協同組合

 （一社）ＮＥＸＣＯ中日本基金  （一財）東京都営交通協力会

　アイシン・エイ・ダブリュ 係長会  （一社）東京ハイヤー・タクシー協会

　中央自動車工業（株）  （株）綜合自動車学校

 （一財）自動車検査登録情報協会 　ユニプレス（株）

 （一財）関東陸運振興センター 　ユニプレス（株）(株主寄付口)

 （株）エフエム大阪  （一社）神奈川県自動車会議所

 （株）ヤマダホールディングス 　日産物流（株）

　岩手県自家用自動車事業協同組合 　トヨタモビリティ東京（株）

～ 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。

令和３年度寄付者ご芳名（令和３年４月～令和４年３月）

〔寄付金〕　（法人、団体等） 計　３３４件 （敬　称　略）



 （株）ＳＵＢＡＲＵ 　損害保険料率算出機構 神戸自賠責損害調査事務所一同

 （株）ソフト９９コーポレーション  （有）東保温板金工業所

　三菱ＵＦＪニコス（株） 　今野不動産（株）

 （株）ナカネ 　ダーナ東京教区教務所

　ＭＳ＆ＡＤゆにぞんスマイルクラブ  （株）筑波銀行

 （株）アップガレージ 　つばめ交通（株）

 （一財）首都高速道路技術センター 　陶都信用農業協同組合

 （一社）全国ハイヤー・タクシー連合会 　富山県中古自動車販売協会

 （公社）全日本トラック協会  （株）トラストホールディングス

 （一社）日本中古自動車販売協会連合会 　日野自動車九州地区中古車協力会

 （株）メモリアルアートの大野屋  （株）フロム・エージャパン

　全国共済農業協同組合連合会 三重県本部  （一財）北海道陸運協会

　ＪＡグループ三重 職員一同 　ＪＡ共済連青森・ＪＡグループ青森

 （一社）茨城県トラック協会 　東京七福グループ

　ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 　サッポログループ物流（株）首都圏支社

　ＳＴＡＲ'Ｓ ＣＨＡＮＮＥＬ 　小幡青年政経塾

　ノースブックセンター 　全国共済農業協同組合連合会 神奈川県本部

　北陸旧車倶楽部 若越会 　日本通運（株）大阪支店

 （株）ヤマネット  （一財）日本品質保証機構

 （株）ホンダ四輪販売四国 　コカ・コーラボトラーズジャパン（株）

　こくみん共済coop本部 　島田（株）

　アキタ（株） 　十六銀行 ソリューション営業部

　関東トラック協会青年部会 　阪急バス（株）

　全国トラック交通共済協同組合連合会 　阪急阪神ホールディングス（株）

　全トヨタ労働組合連合会 　未来桜トラストライン

 （一社）東京環境保全協会  （一財）関東陸運振興センター 茨城支部

　エネクスフリート（株） 　埼玉県トラック協会 東部ブロック協議会

　梅光保育園  （株）アプラス カード企画部

 （株）ピューマ  （一財）関東陸運振興センター 品川支部

　ホンダファイナンス労働組合 　湘南サンタツーリング

　アクサ損害保険（株） 　松本市交通安全母の会

　共栄システム（株） 　全国共済農業協同組合連合会 福岡県本部

 （株）日刊自動車新聞社 　アトミクス（株）

 （株）ファーゴ  （株）京急保険サービス

 （株）伊勢新聞社 　シークレットベースレーシング

　東京ハイタク協議会 　ゼネラルセキュリティサービス（株）

　三菱自動車工業（株）  （株）トラストガレージ

 （株）トップライン 　静岡県警察カレンダー製作委員会

　フジオート（株） 　ハッピーボンボンプラネット



　ＪＳＡ中核会 大阪北支部 　マグマックス（株）

 （一財）関東陸運振興センター 足立支部 　ベスト整骨院

　九州キリンビバレッジサービス（株）  （一財）関東陸運振興センター 春日部支部

　辰野交通安全協会 　全国共済農業協同組合連合会

　ｍｓｊ松下自動車（有）  （株）ホンダビジネス大阪

 （株）東洋エージェント  （一社）神奈川県自動車会議所 川崎事業所

 （株）東洋エージェント グリーンクラブ  （一社）神奈川県自動車会議所 相模事業所

 （一財）関東陸運振興センター 習志野支部  （一財）関東陸運振興センター 土浦支部

 （株）山定物流  （一財）関東陸運振興センター 八王子支部

 （一財）近畿陸運協会 奈良支部  （有）プロタクシー

 （一財）関東陸運振興センター 野田支部 　認定NPO法人ジャパン・カインドネス協会

 （一財）近畿陸運協会 なにわ支部 　ニチレイマグネット（株）

 （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 熊谷支部

 （一社）神奈川県自動車会議所 湘南事業所  （一財）関東陸運振興センター 袖ヶ浦支部

　５８・５９小幡会  （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 練馬支部  （株）ＣＧＳ

 （公財）東京タクシーセンター 　フルカワショウジ（株）

　串本町役場 　鹿児島県個人タクシー事業協同組合

 （一財）関東陸運振興センター 埼玉支部  （一社）神奈川県自動車会議所 横浜事業所

 （一社）神奈川県自動車会議所 神奈川事業所 　山口県警察柳井警察署

 （一社）神奈川県自動車会議所 軽相模事業所 　尾久警察署 交通総務係

　てらだ鍼灸整骨院  （一社）栃木県自動車整備振興会

　西日本高速道路(株)九州支社熊本高速道路事務所  （株）オアシスパーク

　ジャパン福岡・ペプシコーラ販売（株）  （株）神戸製鋼所 大安製造所

　ＥＣＣベストワン 北野白梅町校 匿名　１件　

　練馬個人タクシー事業協同組合

 ＮＡＳＶＡ経由

　中部交通共済協同組合 　宮城県中古自動車販売商工組合

 （一財）多山報恩会 　山梨通運（株）

 （一社）静岡県トラック協会  （一財）和歌山県自動車標板協会

　九州自動車標板協議会  （一社）日本陸送協会 九州支部

　ＪＡいわてグループ 　関東自動車標板協議会

 （一社）大阪府トラック協会 泉州支部  （一社）岐阜県自動車会議所

 （株）キリック  （独）自動車事故対策機構 京都支所

 （一財）近畿陸運協会  （一財）沖縄県自動車標板協会

 （一社）静岡県自動車会議所  （一財）九州陸運協会

 （一社）兵庫県トラック協会  （一社）東京都個人タクシー協会

 （一財）福岡県自動車標板協会  （一社）富山県自家用自動車協会連合会

 （一社）宮城県自動車協会 　新潟県中古自動車販売協会



　福岡県中古自動車販売協会  （一社）宮崎県タクシー協会

　福岡県トラック協会 東福岡分会 　福岡個人タクシー協同組合

 （一社）神奈川県トラック協会 青年部会  （公社）熊本県トラック協会 会員及び有志一同

 （一社）鳥取県トラック協会  （独）自動車事故対策機構 岡山療護センター

 （一社）大分県自動車整備振興会  （独）自動車事故対策機構 山口支所

　愛知県中古自動車販売商工組合  （独）自動車事故対策機構 福岡主管支所

　沖縄県中古自動車販売協会 　軽自動車検査協会 鹿児島事務所

　令和2年度運行管理者等指導講習会 受講者一同 　鹿児島県軽自動車協会

　静岡県自動車会議所浜松事務所 来客者有志一同  （一社）福岡県自動車整備振興会 筑豊事務所

　沖縄バス（株） 　沖縄ふそう自動車（株）

 （一社）秋田県レンタカー協会  （独）自動車事故対策機構 岡山支所

 （株）石橋  （株）冨士タクシー社員会

　ＭＳ関東甲信越（株）  （一財）九州陸運協会 熊本支部

 （一社）大分県タクシー協会  （一財）福岡県自動車標板協会 北九州支部

　沖縄県軽自動車協会 　軽自動車検査協会 福井事務所

 （一社）香川県自動車会議所 　軽自動車検査協会 熊本事務所

 （一社）静岡県自動車整備振興会  （一社）熊本県自動車標板協会

 （一社）静岡県トラック協会 静岡支部  （一社）長崎県自動車整備振興会

　チェッカーキャブ無線協同組合 営業委員会 　軽自動車検査協会 福岡主管事務所

 （一社）富山県自動車会議所  （公社）長崎県トラック協会

 （株）永山運輸  （一財）九州陸運協会 鹿児島支部

　奈良県中央運輸事業協同組合  （独）自動車事故対策機構 本部 被害者援護部

 （一社）日本自動車販売協会連合会 沖縄県支部  （独）自動車事故対策機構 熊本支所

 （一社）日本陸送協会 近畿支部 　西日本個人タクシー協同組合

 （一財）ベイリーフ 　軽自動車検査協会 愛媛事務所

 （一社）三重県タクシー協会  （独）自動車事故対策機構 鹿児島支所

 （一社）宮城県タクシー協会 　協同組合鹿児島県陸運会館

　宮城県タクシー協会 仙台地区総支部 　(独)自動車事故対策機構 富山支所 来所者一同

　奈良県自動車販売店協会  （一社）福岡県自動車整備振興会 久留米事務所

　(公社)宮城県トラック協会 塩釜支部 青年部会 　ハト個人タクシー協同組合

 （独）自動車事故対策機構 大阪主管支所 　軽自動車検査協会 久留米支所

 （株）サガテレビ 　長崎個人タクシー協同組合

 （一社）全国軽自動車協会連合会 宮崎事務所  （独）自動車事故対策機構 愛媛支所

 （独）自動車事故対策機構 滋賀支所 　ﾊﾄ個人ﾀｸｼｰ協同組合 無線配線室 小嶺無線部

 （一社）茨城県トラック協会 女性部会 　軽自動車検査協会 大分事務所

　高知通運（株） 　仙台中央タクシー（株）

 （有）宮本運輸  （独）自動車事故対策機構 島根支所

 （有）アップロード  （一財）鹿児島県自動車標板協会

 （一社）宮崎県トラック協会 　九州運輸局 福岡運輸支局 筑豊自動車登録事務所



　トヨタ西東京カローラ（株）

　トヨタモビリティ東京（株）

　日産東京販売ホールディングス（株）

　日産プリンス埼玉販売（株）

 （一社）日本自動車販売協会連合会 東京都支部

　茨城トヨペット（株）

　山梨トヨペット（株）

　ＮＴＰトヨタ信州（株）

　神奈川県自動車販売店協会

　神奈川トヨタ自動車（株）

 （一財）九州陸運協会 大分支部

　九州運輸局 大分運輸支局

　九州運輸局 福岡運輸支局

　東個協 世田谷第一支部

　個人タクシー コンドルＯ・Ｂ会

　東個協 文京第一支部 ゴルフ部

　東個協 足立第二支部 ハイキング部

 （一財）九州陸運協会 福岡支部

　長崎県軽自動車協会 長崎事務所 佐世保支所

 （一社）長崎県自動車協会

　福岡県自動車販売店協会

　大分県軽自動車協会

 （一財）九州陸運協会 北九州支部

 （独）自動車事故対策機構 大分支所

 （一社）福岡県自動車整備振興会 北九州事務所

 （一財）福岡県自動車標板協会 筑豊支部(軽)

 （一社）熊本県タクシー協会

 （一財）九州陸運協会 筑豊事務所

　博多個人タクシー協同組合

 （一社）鹿児島県自動車整備振興会

 （公社）長崎県トラック協会 佐世保支部

 （公社）福岡県トラック協会 千早分室

 （一財）九州陸運協会 久留米支部

 （一財）福岡県自動車標板協会 筑豊支部(普)

　ネッツトヨタ多摩（株）

　九州運輸局 熊本運輸支局

　北九州自動車検査登録事務所

　東個協 足立第一支部

　東個協 足立第二支部

 （株）千葉マツダ

　東個協 文京第一支部 カラオケ部

　トヨタカローラ新茨城（株）

　ミツワ交通（株）

　東個協 足立第二支部 ボウリング部

 日刊自動車新聞社経由

　いすゞ自動車首都圏（株）

　ふじ交通（有） 　東個協 足立第二支部 剣友会

　山梨トヨタ自動車（株）

 （公社）大分県トラック協会

　軽自動車検査協会 北九州支所

　軽自動車検査協会 長崎事務所

 （一財）福岡県自動車標板協会 福岡支部

 （一社）福岡県自家用自動車協会

 （一財）九州陸運協会 長崎支部

　長崎県軽自動車協会

　福岡県軽自動車協会

　九州運輸局 福岡運輸支局 久留米自動車検査登録事務所

 （一社）長崎市タクシー協会

　ネッツトヨタ群馬（株）

 （株）ナオイオート　横浜トヨペット（株）

 （一財）福岡県自動車標板協会 久留米支部(軽)

 東京交通新聞社経由

 （一社）日本自動車運行管理協会

　四国運輸局 愛媛運輸支局

 （一社）佐世保自動車協会

 （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)

　軽自動車検査協会 筑豊支所

　九州運輸局 鹿児島運輸支局

　個人タクシー都民同盟協会

　城北個人タクシー協同組合

　東個協 文京第一支部



　音田　貢 　タケウチ　ヒデジロウ 　冨樫　幸子

　片淵　清隆 　野武　二郎 　原野　雄司

　石河　裕子 　キシモト　カズヒロ 　竹谷　力

　五百蔵　曻二 　杉江　ふみ子 　タナカ　ヒロアキ

　田中　久美子 　山下　太郎 　若林　ミツ子

　故　阪上　美世子 　星　紀彦 　フジシマ　シンスケ

　高遠 　星村　和友 　冨士田　学

　タジミ　サトシ 　前田　和宏 　ミワ　ダイスケ

　岡村　美津枝 　吉田　和之 　高内　沙緒里

　福本　新一 　ゴトウ　マサノリ 　榛葉　里乃

　栗森　健二 　東　征徳 　鈴木　晴子

　原田　みすず 　森永　一浩 　関　智生

　宮北　猛 　菊池　信宏 　渋谷　ゆみ子

　福本　榮子 　北川　静香 　白井　孝子

　鈴木　由香理 　結城　ひとみ 　小松　紘

　中東　裕二 　松永　尚忠 　コンドウ　ケイコ

　大橋　幸子

　小畑　美和子 　石川　幹雄

　イケジリ　マサト 　ササキ　ヒロシ

　サダモリ　クミコ

　村上　たつ子 　髙村　公大 　オカダ　ノボル

　芝　泰行 　三根　賢之 　神田　敏雄

　大庭　千代子 　カキサカ　ヨウコ 　イノオ　ケイ

　川野　富貴子 　川村　弘子 　オオバ　ナオコ

　原岡　誠 　オカダ　モトシ 　田中　亨

　上原　義隆 　恩田　兼雄 　井上　朋也

　矢野　正隆 　清水　章子 　栗原　郁江

　梶谷　順久 　アメミヤ　シンゴ 　ツチヤ　ヒロクニ

　佐藤　元彦 　四之宮　早苗 　大西　洋三

　石川　婦美子 　橋本　健一 　秋吉　八重子

　小倉　能婦子 　藤原　善幸 　犬飼　斉

〔寄付金〕　（個人） 計　１４７件 （敬　称　略）

　桑園　豊 　田村　圭太 　田村　健一

 （株）ホンダカーズ東総

　叶　峻瑞 　フシタニ　ヤスヒロ 　伊勢谷　英夫

　ネッツトヨタ東埼玉（株）  （株）ホンダカーズ長野中央

　富士スバル（株）  （株）ホンダ東京西

 （株）ホンダカーズ群馬 　レクサス小石川販売（株）



　アオキ　エイジ 　山本　高亮 　ナナシ

　トモユキ 　髙橋　真弓 　伊藤　正

　ミヤシタ　ヒロユキ 　高野　俊介 　門倉　良太

　中村　剛 　荒井　清以 　戸川　百合子

　井本　剛司 　金城　光紀 　松浦　千佳

　岩本　正治 　竹内　太一 　山本　勝利

　太田　聡 　チヅコ 　池田　洋介

　太田　有子 　服部　まなみ 　ウジイエ　ケン

　ツヅキ　マサキ 　水谷　克之 　テジマ　ケンタ

　三浦　登 　ヤマモト　ケイイチ 　モンマ　ハヤト

　本村　晴巳 　ヨシカワ　タカヒロ 匿名　２２件　


