
東北関東大震災、義援金・物資支援企業一覧（2011.3.17現在　サイコス株式会社調べ）
（企業名は金額順、同額の場合は順不同）

社名 義援金 発表日時 備考（義援金内訳、物資支援の内容など） URL

ファーストリテイリング 14億円 3月14日
代表柳井正氏から10億円、ファーストリテイリンググループから3億
円、全世界のファーストリテイリンググループ従業員から１億円の計
14億円の義援金。7億円相当の衣料等も寄贈

http://www.uniqlo.com/jp/corp/pressrelease/2011/03/031415_press_release.htm
l

日亜化学工業 10億円 3月15日 http://www.nichia.co.jp/jp/about_nichia/2011/2011_031801.html

ジャパネットたかた 5億円 3月16日 義援金5億円と販売している充電済み充電式電池セットを1万台 http://www.japanet.co.jp/shopping/support/info17.html

ゴールドマン・サックス 5億円 3月13日
http://www2.goldmansachs.com/our-firm/press/press-
releases/current/earthquake-japan.html

三菱電機 5億円 3月14日
義援金5億円と状況を踏まえつつ、社員からの募金に会社が同額を拠
出するマッチングギフトを実施するとともに、弊社グループ製品等の
提供を検討

http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2011/0314.html

三菱重工 5億円 3月14日
義援金5億円と技術者の派遣、物的支援などの支援。今後も各方面か
らのニーズを踏まえ、支援を継続

http://www.mhi.co.jp/notice/notice_110314.html

三井物産 4億2000万円 3月14日 http://www.mitsui.co.jp/information/1191155_1336.html

J.P.モルガン
約4億円

（500万ドル）
3月14日

義援金500万ドルの内、日本におけるJ.P.モルガンが110万ドルの拠
出。

http://www.jpmorgan.co.jp/release/file/110315%20JPMC%20Aid%20J_FINAL.pdf

三菱商事 4億円 3月14日 http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/earthquake/110314_01.html

伊藤忠 4億円 3月14日 義援金4億円と必要な衣料・食料等の生活物資の供給について最大限
の支援を行う

http://www.itochu.co.jp/ja/csr/news/2011/110314_02.html

住友商事 4億円 3月14日 http://www.sumitomocorp.co.jp/news/2011/20110314_163521.html

トヨタ自動車 3億円 3月12日 義援金3億円と地域の状況、ニーズを確認の上、必要な現物・サービ
スなどの支援も検討

http://www2.toyota.co.jp/announcement/110312_2.html

パナソニック 3億円 3月12日
パナソニックグループとして、義援金3億円とラジオ1万台、懐中電灯
1万個、乾電池50万個

http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn110312-1/jn110312-
1.html

キヤノン 3億円 3月12日
キヤノングループとして、
義援金3億円と必要に応じて物資の提供も行う

http://web.canon.jp/pressrelease/2011/p2011mar12j.html

サントリーホールディングス 3億円 3月12日 義援金3億円と飲料水550ミリリットル100万本 http://www.suntory.co.jp/news/2011/11037.html

日本郵政 3億円 3月12日
日本郵政グループとして、義援金3億円（日本郵政、ゆうちょ銀行、
かんぽ生命が各1億円）と災害義援金の無料送金サービス

http://www.japanpost.jp/pressrelease/jpn/2011/20110312011172.html
http://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/press/2011/abt_prs_id000295.html
http://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/press/2011/abt_prs_id000656.html

ソニーグループ 3億円 3月13日 義援金3億円とラジオ3万台 http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201103/11-033/

リコーグループ 3億円 3月13日 総額3億円の支援 http://www.ricoh.co.jp/info/110313.html

任天堂 3億円 3月14日 http://www.nintendo.co.jp/message110314/index.html

楽天 3億円 3月14日 義援金3億円と物資等も含めた人道支援を状況に応じて実施
http://corp.rakuten.co.jp/newsrelease/2011/0314.html

日立製作所 3億円 3月14日
http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2011/03/0314a.html

本田技研工業 3億円 3月14日 義援金3億とカセットガス発電機1000台、カセットガスボンベ5000本 http://www.honda.co.jp/news/2011/c110314.html

生命保険協会 3億円 3月14日 http://www.seiho.or.jp/data/other/110312disaster/index.html

武田薬品工業 3億円 3月14日 義援金3億円と医薬品（一般用医薬品を含む）の提供など http://www.takeda.co.jp/press/article_41555.html

日本たばこ産業（ＪＴ） 3億円 3月14日 義援金3億円と地域の状況、ニーズを確認の上、現物・サービスなど
の支援も検討

http://www.jti.co.jp/investors/press_releases/2011/0313_01/index.html

キリンビバレッジ 3億円 3月14日
義援金3億円とキリンビール社、キリンビバレッジ社、小岩井乳業
社、キリン協和フーズ社より、行政を通じて清涼飲料約20万本など飲
料・食品を進呈

http://www.kirinholdings.co.jp/news/2011/0314_01.html

富士フイルムホールディングス 3億円 3月14日
義援金3億円と医療用の超音波画像診断装置「Fazone M」、ほこりや
ウィルスを防御するマスク「アレルキャッチャー」100万枚など4.億
7000万円相当の支援物資を寄付

http://www.fujifilmholdings.com/ja/news/2011/0314_01_01.html

エーザイ 2億円 3月14日 http://www.eisai.co.jp/news/news201124.html

セガサミー 2億円 3月14日 義援金2億円と状況に応じて追加物資等を支援 http://www.segasammy.co.jp/japanese/pdf/release/infomation110314_01.pdf

グラクソ・スミスクライン 2億円 3月15日 義援金2億円とかぜ薬ならびにハミガキ、歯ブラシ製品約8000万円分
の寄贈

http://glaxosmithkline.co.jp/press/press/2011_01/P1000683.html

味の素 2億円 3月15日 義援金2億円とおかゆ5000食とカップスープ10万食を提供
http://www.ajinomoto.co.jp/press/2011_03_14.html
http://www.ajinomoto.co.jp/press/2011_03_15_2.html

ブリヂストン 2億円 3月14日 義援金2億円と自転車及び寝具1億円相当 http://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2011031402.html

三菱地所 1億5000万円 3月16日 三菱地所グループとして義援金1億5000万円を寄付 http://www.mec.co.jp/j/news/pdf/mec110316.pdf

サムスン 1億1000万円 3月15日

義援金の内訳は、サムスングループ1億円、日本サムスン株式会社役
職員からの募金1000万円。人命救助のための「サムスン3119(サンイ
チイチキュウ)救助団」110名派遣ならびに、被災者の医療支援のため
の「サムスン医療奉仕団」医師および看護士11名派遣の準備。毛布、
防寒用下着、洗面具など生活用品が含まれた救護セットを2000個支援

http://www.samsung.com/jp/news/newsRead.do?news_seq=27025&page=1&news_
group=samsungjapannews&rdoPeriod=ALL&from_dt=&to_dt=&news_type=&news_ct
gry=&search_keyword=

富士通 1億円 3月13日 義援金1億円と支援物資の提供
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2011/03/13.html?nw=if

野村證券 1億円 3月12日 http://www.nomura.co.jp/introduc/company/news/20110312.html

大和証券グループ本社 1億円 3月12日 http://www.daiwa-grp.jp/press/110312-a.cfm

米シティグループ日本法人 1億円 3月12日 http://www.citigroup.jp/japanese/press_release/2011/20110312_jp.pdf

バンク・オブ・アメリカ 1億円 3月12日 http://www.japan.ml.com/Newsroom/Release%20Japanese/0313Grant-J.pdf

みずほフィナンシャルグループ 1億円 3月12日 http://www.mizuho-fg.co.jp/release/pdf/releasepdf20110312release_jp.pdf

三井住友銀行 1億円 3月12日 http://www.smbc.co.jp/news/j510075_01.html

三菱東京ＵＦＪ銀行 1億円 3月12日 http://www.bk.mufg.jp/news/news2011/pdf/news0312_02.pdf

DeNA 1億円 3月13日 義援金1億円と「専用アバターの購入」や「特設コーナーでのモバコ
イン利用」による募金

http://dena.jp/press/2011/03/post-84.php

富士通 1億円 3月13日 義援金1億円と支援物資の提供を決定 http://pr.fujitsu.com/jp/news/2011/03/13.html

シャープ 1億円 3月14日 義援金1億円と液晶テレビなどの寄贈を検討
http://www.sharp.co.jp/corporate/info/announce/110314-a.html

バンダイナムコホールディングス 1億円 3月14日
http://www.bandainamco.co.jp/files/_4D6963726F736F667420576F7264202D2093
8C93FA967B91E.pdf

オートバックスセブン 1億円 3月14日
義援金1億円と自動車用の携帯電話充電器を約3万9000個、自動車のシ
ガーソケットを使って電源を利用できるインバーター5000個を提供

http://www.autobacs.co.jp/ja/news/news.php?id=1452

花王 1億円 3月14日 花王グループで義援金1億円と紙おむつや生理用品などを提供 http://www.kao.com/jp/corp/important/20110314_001.html

P&G 1億円 3月14日
P&Gグループで義援金1億円と子ども用紙おむつ（パンパース）や生理
用品（ウィスパー）をはじめ、ヘアケア・スキンケア・ペットケア製
品などを提供

http://jp.pg.com/message110314/index.htm

電通 1億円 3月14日 電通グループで1億円の義援金 http://www.dentsu.co.jp/news/release/2011/pdf/2011029-0314.pdf

オムロン 1億円 3月14日

義援金1億円と家庭用体温計12万5000本 、家庭用血圧計5000台、メッ
シュ式ネブライザ1000台、医科向け体温計　MC-141HP　4万本、生体
情報モニタ　HBP-2070シリーズ（フルセット）　20セット、•携帯型
心電計　HCG-801　50台

http://www.omron.co.jp/press/2011/03/c0314.html

ロート製薬 1億円 3月14日 http://www.rohto.co.jp/comp/news/?n=r110314

アサヒビール 1億円 3月14日 義援金1億円と飲料水550ミリリットル18万本 http://www.asahibeer.co.jp/news/2011/0314.html

マクドナルド 1億円 3月14日
日本マクドナルド義援金１億円。米マクドナルドコーポレーションか
ら200万ドル（1億6400万円）の拠出

http://www.mcd-holdings.co.jp/news/2011/release-110313.html

東京証券取引所グループ 1億円 3月14日 http://www.tse.or.jp/news/01/110315_a.html

資生堂 1億円 3月14日 義援金1億円と「水のいらないシャンプー」を含めた支援物資の提供
を準備

http://www.shiseido.co.jp/releimg/1873-j.pdf

麻生グループ 1億円 3月14日 http://www.aso-group.jp/newsrelease/detail.php?id=69

小林製薬 1億円 3月14日 義援金1億円と衛生用品等の必要な物資の支援も実施 http://www.kobayashi.co.jp/info/110314_02.html

ニコン 1億円 3月14日 http://www.nikon.co.jp/news/2011/0314_02.htm

田辺三菱製薬 1億円 3月14日 義援金1億円と医薬品（一般用医薬品を含む）の提供、グループ会社
の長生堂製薬株式会社1000万円の義援金拠出

http://www.mt-
pharma.co.jp/shared/show.php?url=../release/nr/2011/MTPC_110314.html

日本中央競馬会（JRA） 1億円 3月14日 http://www.jra.go.jp/news/201103/031410.html
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アステラス製薬 1億円 3月14日 義援金1億円と医療用医薬品の提供 http://www.astellas.com/jp/corporate/news/detail/post-104.html

積水化学 1億円 3月14日
義援金1億円と水や食糧1万4000食分、カセットコンロ100台、カセッ
トボンベ600本、毛布130 枚など。今後、食糧品や軍手、タオル、マ
スク、懐中電灯、粉ミルクなど生活支援物資を継続的に発送予定

http://www.sekisui.co.jp/news/2010/__icsFiles/afieldfile/2011/03/14/20110314_
1_1.pdf
http://www.sekisui.co.jp/news/2010/__icsFiles/afieldfile/2011/03/14/20110314_
3.pdf

三菱ケミカルホールディングス 1億円 3月14日 http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/20110314-01.html

YKK 1億円 3月14日 YKKグループで1億円の拠出、救援物資の提供も検討 http://www.ykk.com/japanese/corporate/g_news/2011/20110314.html

リクルート 1億円 3月14日
募金活動を弊社『ポンパレ』の共同購入のシステムを活用し、1口100
円（1回100口まで複数回の寄付が可能）の義援金を募集

http://www.recruit.jp/newsrelease/2011/03/new/NR20110314_2

京セラ 1億円 3月15日 京セラグループとして1億円の拠出 http://www.kyocera.co.jp/information/2011/0315_kioa.html

第一生命保険 1億円 3月15日 http://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2010_071.pdf

カプコン 1億円 3月15日 義援金1億円とiPhone版「ストリートファイターⅣ」の義援金プログ
ラムの実施など

http://www.capcom.co.jp/ir/news/html/110315.html

ダスキン 1億円 3月15日 http://www.duskin.co.jp/news/2011/0315_01.html

博報堂ＤＹホールディングス 1億円 3月15日 http://www.hakuhodody-holdings.co.jp/news/20110315/HDYnews110315_2.pdf

三井不動産 1億円 3月15日 http://www.mitsuifudosan.co.jp/20110315/02.pdf

ヤフー 1億円 3月16日 http://pr.yahoo.co.jp/release/2011/0316a.html

大阪証券取引所 9000万円 3月14日 義援金9000万円と就学児童に1000万円相当の文具贈呈 http://www.ose.or.jp/news/19603

明治安田生命保険 8000万円 3月15日 義援金8000万円とタオル15万本をはじめとした支援物資 http://www.meijiyasuda.co.jp/profile/release/2010/pdf/20110315.pdf

住友生命保険 8000万円 3月15日 義援金8000万円とタオル（50万本）等の救援物資 http://www.sumitomolife.co.jp/news/110315a.pdf

三井生命保険 5000万円 3月14日 義援金5000万円と社会福祉法人の中央共同募金会を窓口とした募金の
受付口座を設置

http://www.mitsui-seimei.co.jp/corporate/news/pdf/20110314.pdf

朝日生命保険 5000万円 3月15日 http://www.asahi-life.co.jp/pdf/p110315/110315_01.pdf

ベネッセコーポレーション 5000万円 3月14日
ベネッセホールディングスとベネッセコーポレーションで義援金5000
万円と物資などの支援も検討

http://www.benesse.co.jp/newsrelease/20110314_002.html

ジュピターテレコム 5000万円 3月14日 http://www.jcom.co.jp/corporate/newsreleases/2011/_41830.html

日本郵船 5000万円 3月14日 http://www.nyk.com/release/1413/NE_110314.html

ライオン 5000万円 3月14日 義援金5000万円と洗濯用洗剤や消毒液などを提供 http://www.lion.co.jp/ja/info/

商船三井 5000万円 3月13日 義援金5000万円と自衛隊の輸送に協力、緊急車両と隊員の輸送を開始 http://www.mol.co.jp/pr-j/2011/j-pr-1114.html

三井化学 5000万円 3月14日 義援金5000万円とブルーシート、ウレタンマット、食品用ラップ等の
物資の支援も実施

http://jp.mitsuichem.com/release/2011/2011_0314.htm

ソネットエンタテインメント 5000万円 3月14日
会員向けポイントサービス「ソネットポイント」を通じた募金を実
施。「ソネットポイント」を被災者支援のための義援金として、当社
より同額を加算したマッチング募金として寄付

http://www.so-net.ne.jp/corporation/release/2011/pdf/pr20110314_01.pdf

日本郵船 5000万円 3月14日 http://www.nyk.com/release/1413/NE_110314.html

Ｊリーグ　理事会 5000万円 3月15日
http://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2011/03/15/kiji/K20110315000434010.h
tml
※Webサイトに記載がないため、スポーツニッポン新聞社記事参照

日本ヒューレット・パッカード
約4900万円
（60万ドル）

3月16日 義援金60万ドルと機器の無償提供も準備 http://h50146.www5.hp.com/info/whatsnew/fy2011/fy11-06.html

日産自動車 3000万円 3月12日 http://www.nissan-global.com/JP/NEWS/2011/_STORY/110312-01-j.html

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3000万円 3月13日 http://www.sc.mufg.jp/company/inform/info20110313.html

富国生命保険 3000万円 3月14日 http://www.fukoku-life.co.jp/news/download/20110314.pdf

SMBCフレンド証券 3000万円 3月15日 http://www.smbc-friend.co.jp/company/release/2010/pdf/20110315_01.pdf

アコーディア・ゴルフ 2000万円 3月14日 義援金2000万円と義援金を募るイベント等の開催も別途検討 http://118.82.123.24/file/pdf/press_20110314153148.pdf

ドイツ銀行グループ 2000万円 3月14日 http://www.db.com/japan/content/jp/4403_14731.htm

アシックス 2000万円 3月14日 義援金2000万円とシューズやスポーツウエアなどの物資も支援
http://www.asics.co.jp/corp/press/pressdoc/~d3D66AC969756B6714925785300
2D122E

コーエーテクモホールディングス 1000万円 3月14日 http://www.koeitecmo.co.jp/php/pdf/news_20110314_01.pdf

プロミス 1000万円 3月14日 http://www.promise.co.jp/news/news_20110314_643.html

アコム 1000万円 3月14日 http://www.acom.co.jp/ir/data/current/110314J-Donation.pdf

カブドットコム証券 1000万円 3月14日 http://kabu.com/company/pressrelease/2011/20110314.asp

イオン 1000万円 3月14日 http://www.aeon.info/company/data/2011/pdf/20110314R_002_2.pdf

アサツー ディ・ケイ 1000万円 3月15日 http://www.adk.jp/html/news/2011/20110315_001201.html

●その他（物資支援等）
社名 義援金 日付 備考（物資支援の内容など） URL

日本コカ・コーラ 物資 3月13日
義援金と飲料水を合わせて総額6億円相当の支援。飲料水550ミリリッ
トル720万本。災地に設置している約150台の災害対応自動販売機で飲
料を無償提供

http://www.cocacola.co.jp/info/20110313_statement.html

東芝 物資 3月13日 東芝グループで義援金と家電製品を合わせて、総額5億円相当の支援 http://www.toshiba.co.jp/about/press/2011_03/pr_j1301.htm

丸紅 物資 3月14日 義援金と救援物資を合わせて、総額4億円相当の支援 http://www.marubeni.co.jp/news/2011/110314.html

コマツ 物資 3月14日 義援金と救援物資を合わせて、総額3億円相当の支援。建設機械や
フォークリフト、発電機などの機材を無償貸与

http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/press/2011031415085818359.html

マイクロソフト
2000万円

＋物資
3月13日

総額200万ドル相当の支援。ソフトウェア製品を一定の枠内にて無償
でダウンロード等。

http://www.microsoft.com/japan/citizenship/disasterrelief/default.mspx

NEC 物資 3月13日
義援金およびパソコンや通信機器などITネットワーク関連機器を合わ
せて、総額1億円超相当の支援。

http://www.nec.co.jp/press/ja/1103/1301.html

王子製紙 物資 3月14日
総額1億円（紙おむつ、トイレットロール等、必要な現物の支援を含
む）の義援金を拠出

http://www.ojipaper.co.jp/release/cgi-
bin/back_num.pl5?sele=20110314095829&page_view_selected_=1

セブン＆アイ・ホールディングス 物資 3月11日
ミネラルウォーター（2リットル）3万本、菓子パン1000個、毛布1万
枚、セブンプレミアム ごはん（200グラム）4800個、給水車1台、食
パン4225袋、ロールパン1693袋

http://www.7andi.com/news/pdf/2007/20110311_1.pdf
http://www.7andi.com/news/pdf/2007/20110312_1.pdf

日清食品 物資 3月12日
「日清のどん兵衛」など1万1200ケース (13万4400食) 、「カップ
ヌードル」など計100万食。1日最大1800食を供給できる給湯機能つき
キッチンカーを7台被災地に派遣

http://www.nissinfoods.co.jp/com/news/news_release.html?nid=2179
http://www.nissinfoods.co.jp/com/news/news_release.html?nid=2180

江崎グリコ 物資 3月16日
菓子（ポッキー・プリッツ・クッキー・キャラメル）11万1500個、カ
レー／幼児食などのレトルト食品および常温保存可能なソーセージ4
万7460個、粉ミルク4800缶

http://www.glico.co.jp/info/20110316/index.htm

ローソン 物資 3月12日
ミネラルウォーター（2リットル）5760本、カップラーメン4万個、
箸、乾電池、使い捨てカイロ、マスク

http://www.lawson.co.jp/company/news/034209/
http://www.lawson.co.jp/company/news/034211/

グルーポン・ジャパン 1億円 3月12日 利用者からの寄付額と同額をグルーポンが拠出（マッチング・ギフ
ト）し、その総額（2億円を予定）を日本赤十字社へ寄付。

http://www.groupon.jp/cid/7995/

ミクシィ 金額不明 3月12日

携帯電話向けサービス「mixiモバイル」からユーザーのページデザイ
ンなどを変更する「支援ミクコレ」を購入することで応募可能。代金
は50ポイント（50円）で、ユーザーが購入するとmixiが50円分を上乗
せした100円分を寄付

http://mixi.co.jp/press/2011/0316/4500

http://www.saiqos.co.jp/ (C)SAIQOS 2/2
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