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ユニクロ 14億円 3月14日
代表の柳井正氏から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
のグループ従業員から1億円の義援金を寄付。加えて7億円相当の衣料等も寄贈

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

楽天 13億円 3月14日
3月14日に義援金3億円と支援物資の提供を発表。4月1日に三木谷浩史社長が
個人で10億円以上を寄付することを明らかにした。

http://corp.rakuten.co.jp/newsrelease/2011/0314.html
http://www.asahi.com/national/update/0401/TKY201104010462.html

ニトリホールディングス 12億円 3月28日
似鳥昭雄社長が5億円、グループ企業7社とその従業員から5億円、海外の取引
先約80社から2億円の義援金を寄付。布団や毛布、シーツなど6億円相当の支援
物資も被災地に送っている。

http://www.nitori.co.jp/news/2011/6phc130000000yx1-
att/6phc1300000011av.pdf

日亜化学工業 10億円 3月16日 義援金10億円 http://www.nichia.co.jp/jp/about_nichia/2011/2011_031801.html

エバーグリーングルー
プ

10億円 3月23日 張栄発総裁が個人資産から義援金10億円を拠出

NTTグループ 10億円 3月30日
日本電信電話、東日本電信電話、NTTドコモ、NTTドコモコミュニケーションズ、西
日本電信電話で義援金10億円を寄付

http://www.ntt.co.jp/news2011/1103/110330a.html

鴻海精密工業 5.5億円 3月23日
郭台銘・董事長個人の寄付と同社の寄付を合わせて2億台湾ドル（約5億5000万
円）を寄付

マルハン 5.3億円 3月16日
義援金5億円と従業員募金3000万円、飲料水や食料品の物資支援およびボラン
ティアを実施

http://www.maruhan.co.jp/corporate/nr_data/110316.pdf

ジャパネットたかた 5億円 3月16日
義援金5億円と充電済み充電式電池セットを1万台。3月16日の通販番組で紹介し
たテレビ3機種と充電式ランタンの売り上げの全額約7000万円も寄付

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 義援金5億円
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の実
施、グループ製品の提供も検討

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、物的支援などを開始 http://www.mhi.co.jp/notice/notice_110314.html

新日本製鐵 5億円 3月16日 義援金5億円と食料・生活物資や資機材の提供
http://www.nsc.co.jp/CGI/news/whatsnew_detail.cgi?section=0&seq=0002092
6

プルデンシャル・ファイ
ナンシャル

5億円 3月16日 義援金5億円 http://news.prudential.com/article_display.cfm?article_id=5897

エヌ・シー・ジャパン 5億円 3月17日 義援金5億円 http://www.ncjapan.co.jp/pressroom/news_view.ncj?nid=2337

モエ ヘネシー ルイ・ヴィ
トン ジャパン

5億円 3月24日 義援金5億円 http://www.lvmh.com/comfi/popup_actualite.asp?pop_id=80

ヤマダ電機 4.5億円 3月18日
ヤマダ電機グループから3億円、ヤマダ電機の役員・役職員から1億2000万円、
組従業員・組合員から2000万円、関係家族から1000万円

http://www.yamada-denki.jp/information/110319/index.html

三井物産 4.2億円 3月14日 義援金4億2000万円 http://www.mitsui.co.jp/information/1191155_1336.html

J.P.モルガン 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110万米ドルの拠出
http://www.jpmorgan.co.jp/release/file/110315%20JPMC%20Aid%20J_FINAL.p
df

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

伊藤忠商事 4億円 3月14日 義援金4億円と衣料・食料などの生活物資の支援 http://www.itochu.co.jp/ja/csr/news/2011/110314_02.html

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

コーチ・ジャパン 4億円 3月16日 義援金4億円 http://japan.coach.com/online/handbags/Home-13001-13500-jp

トヨタ自動車 3億円 3月12日 義援金3億円と現物・サービスの支援も検討 http://www2.toyota.co.jp/announcement/110312_2.html

パナソニックグループ 3億円 3月12日 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

キヤノングループ 3億円 3月12日 義援金3億円と支援物資の提供
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

日本郵政グループ 3億円 3月12日
日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命が各1億円を拠出。災害義援金の無料送金
サービスも提供

http://www.japanpost.jp/pressrelease/jpn/2011/20110312011172.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/

東京エレクトロン 3億円 3月13日 義援金3億円 http://www.tel.co.jp/news/2011/0313_002.htm

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

日立製作所 3億円 3月14日 義援金3億円
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 義援金3億円 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 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3億円と現物・サービスの支援も検討 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、キリンビバレッジ、小岩井乳業、キリン協和フーズが
清涼飲料約20万本などを寄付

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
富士フイルム、富士ゼロックスと共同で義援金3億円。医療用の超音波画像診断
装置、マスク100万枚など4.7億円相当の支援物資も寄付

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

カゴメ 3億円 3月15日 義援金3億円 http://www.kagome.co.jp/news/2010/110315.html

青山商事 3億円 3月15日 義援金3億円と肌着などの物資の支援 http://www.aoyama-syouji.co.jp/news/release.php?id=NRR201183313

旭硝子 3億円 3月15日 義援金3億円 http://www.agc.com/news/2011/0315.pdf

アイリスオーヤマ 3億円 3月16日 義援金3億円とマスク・使い捨てカイロなどの生活用品へ一部振り替え http://www.irisohyama.co.jp/news/2011/0316.html

大東建託 3億円 3月16日 義援金3億円と貸家の無償提供（100部屋） http://www.kentaku.co.jp/ir/news/2011/0316.html

住友金属鉱山 3億円 3月16日 義援金3億円 http://www.smm.co.jp/info/2011/03/post-22.html

わかさ生活 3億円 3月18日 義援金3億円と「ビタミン」「カルシウム」のサプリメント10万袋を寄贈 http://company.wakasa.jp/info/detail/83

ＪＲ西日本グループ 3億円 3月23日
義援金3億円およびＪＲ東日本とＪＲ貨物の2社にミネラルウオーターや毛布約
1000枚などを送る。作業用クレーン3台を貸し出し。社宅や寮を貸し出す住宅支援
や管内の鉄道病院でけが人や病人を引き受ける

http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110323/biz11032323190056-
n1.htm

アボット・ラボラトリーズ 300万ドル 3月15日 義援金300万ドル http://www.abbottvascular.jp/index.htm

ファイザー 300万ドル 3月17日 義援金300万ドル http://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/press/2011/2011_03_17.html

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

セガサミー 2億円 3月14日 義援金2億円と追加物資の支援 http://www.segasammy.co.jp/japanese/pdf/release/infomation110314_01.pdf

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

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、ハミガキ、歯ブラシ製品など総額約8000万円分の製品を
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

デンソーグループ 2億円 3月16日
義援金2億円と福島県「デンソー東日本」の建屋を約2000人の避難所として開放。
防災備蓄食料と毛布も提供

http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2011/110316-01.html

神戸製鋼所 2億円 3月17日 義援金2億円と建設機械など1億円相当の救援物資 http://www.kobelco.co.jp/topics/2011/03/1184096_11074.html

ロッテ 2億円 3月18日
日本ロッテグループより1億円、韓国ロッテグループより1億円。ビスケット（保存
缶）1万4000個・のど飴4万8000個・チョコレート等28万8000個・ホカロン1万枚の物
資を支援

http://www.lotte.co.jp/news/news927.html
http://www.lotte.co.jp/news/news924.html

島忠 2億円 3月23日 義援金2億円とマスク2万枚を提供 http://www.shimachu.co.jp/other/pdf/20110323_01.pdf

BNPパリパグループ 1.65億円 3月25日
BNPパリバが1億円、BNPパリバ･アシュアランスが5000万円、バンク･オブ･ザ･
ウェストが1500万円を拠出

http://japan.bnpparibas.com/topics/notice20110323.html

ボーイング 200万ドル 3月16日 義援金200万ドル

http://www.boeing.jp/ViewContent.do?id=62703&Year=2011&aContent=%E3%8
3%9C%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%88%E3%82%8A%E3
%80%81%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3
%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81
%99%E3%82%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%
81%A6

神戸物産 1.5億円 3月14日
神戸物産が1億円、代表取締役の沼田昭二氏が5000万円を拠出。トートバック30
万枚、ショッピング袋30万枚、割り箸300万本などの支援物資も提供

http://www.kobebussan.co.jp/upload/ir/IRNews/231/231_110314_2.pdf

ヤンセン・ファーマ 1.5億円 3月15日 義援金1億5000万円
http://www.janssen.co.jp/inforest/public/home/?paf_gear_id=2100029&paf_gm
=content&paf_dm=full&vid=v11&cid=cnt79632

フォーデイズ 1.5億円 3月31日 義援金1億5000万円 http://fordays.jp/shinsai/charity.html

[第3版]東北関東大震災、義援金・物資支援企業一覧（2011.4.2現在 サイコス株式会社調べ）
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東京ガス 1.4億円 3月19日
義援金1億円および非常食1万食分を寄付。関連会社のガス・マレーシアからの
義援金50万米ドル（日本円換算約4000万円）も寄贈

http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20110319-02.pdf

サムスン 1.1億円 3月15日
サムスングループ1億円、日本サムスンの役職員から1000万円。医師や看護師
の派遣を準備。毛布、防寒用下着、洗面具などを2000セット支援

http://www.samsung.com/jp/news/newsRead.do?news_seq=27025&page=1&n
ews_group=samsungjapannews&rdoPeriod=ALL&from_dt=&to_dt=&news_type=&
news_ctgry=&search_keyword=

無添くら寿司 1.1億円 3月17日 無添くら寿司が1億円、田中邦彦社長が1000万円を拠出 http://www.kura-corpo.co.jp/ir/kura_pdf/release_pdf/release110315.pdf

野村證券 1億円 3月12日 義援金1億円 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 義援金1億円 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 義援金1億円 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 義援金1億円 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 義援金1億円 http://www.mizuho-fg.co.jp/release/pdf/releasepdf20110312release_jp.pdf

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

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

グルーポン・ジャパン 1億円 3月12日
寄付金の同額を上乗せして寄付するマッチングギフトを実施。3月20日に義援金
総額2億円に到達。グルーポン・ジャパンは1億円を拠出

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

かんぽ生命 1億円 3月12日 義援金1億円 http://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/press/2011/abt_prs_id000295.html

ディー・エヌ・エー 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 http://pr.fujitsu.com/jp/news/2011/03/13.html

エディオン 1億円 3月13日 義援金1億円と支援物資の提供 http://www.edion.co.jp/press/pdf/2011031313104138.pdf

アフラック 1億円 3月13日 義援金1億円 http://www.aflac.co.jp/news_pdf/20110313.pdf

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

シャープ 1億円 3月14日 義援金1億円と液晶テレビの寄贈を検討
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 義援金1億円
http://www.bandainamco.co.jp/files/_4D6963726F736F667420576F7264202D
20938C93FA967B91E.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、インバーター5000個
を提供

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

花王グループ 1億円 3月14日 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グループ 1億円 3月14日
義援金1億円と子ども用紙おむつや生理用品、ヘアケア・スキンケア・ペットケア
製品を提供

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

電通グループ 1億円 3月14日 義援金1億円 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台などを提供

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

ロート製薬 1億円 3月14日 義援金1億円 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1億円とミネラルウォーター550ミリリットル 18万本 http://www.asahibeer.co.jp/news/2011/0314.html

日本マクドナルド 1億円 3月14日 義援金1億円。米マクドナルドから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 義援金1億円 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 義援金1億円 http://www.aso-group.jp/newsrelease/detail.php?id=69

小林製薬 1億円 3月14日 義援金1億円と衛生用品などの物資支援を実施 http://www.kobayashi.co.jp/info/110314_02.html

ニコン 1億円 3月14日 義援金1億円 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
http://www.mt-
pharma.co.jp/shared/show.php?url=../release/nr/2011/MTPC_110314.html

JRA 1億円 3月14日 義援金1億円 http://www.jra.go.jp/news/201103/031410.html

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枚を提供

http://www.sekisui.co.jp/news/2010/__icsFiles/afieldfile/2011/03/14/201103
14_1_1.pdf
http://www.sekisui.co.jp/news/2010/__icsFiles/afieldfile/2011/03/14/201103
14_3.pdf

三菱ケミカルホールディ
ングス

1億円 3月14日 義援金1億円 http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/20110314-01.html

YKKグループ 1億円 3月14日 義援金1億円と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
義援金1億円と「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

アドバンテスト 1億円 3月14日 義援金1億円 http://www.advantest.co.jp/news/pdf/20110314_support.pdf

川崎重工業 1億円 3月14日
義援金1億円とモーターサイクル30台、ホイールローダ5台、アーステクニカ製破
砕機3機（総額1億円相当）を寄付

http://www.khi.co.jp/news/detail/20110314_1.html

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

京都中央信用金庫 1億円 3月14日
義援金1億円と当金庫、関連会社の役職員に募金を呼びかけ、本支店の窓口に
募金箱を設置

http://www.chushin.co.jp/news/20110314.pdf

ブラザー工業 1億円 3月14日 義援金1億円 http://www.brother.co.jp/news/2011/110314donation/index.htm

新生銀行 1億円 3月14日 義援金1億円
http://www.shinseibank.com/investors/about/temporary_news/tohoku_earthq
uake/pdf/110314donation_j.pdf

日興コーディアル証券 1億円 3月14日 義援金1億円 http://www.nikko.co.jp/news/2011/pdf/110314_1.pdf?cid=npr_nc_n2u_00032

第一三共 1億円 3月14日
義援金1億円、社員の募金寄付と同額を会社も寄付するマッチングギフト制度も
実施

http://www.daiichisankyo.co.jp/news/detail/003944.html

日本ハム 1億円 3月14日
義援金1億円と「レトルトカレー」および「たまごスープ」など合計16万8000食の製
品、食物アレルギー対応商品2800食分を提供

http://www.nipponham.co.jp/news/2011/0314/index.html

塩野義製薬 1億円 3月14日
義援金1億円とマッチングギフトによる義援金2000万円、総合感冒薬、解熱鎮痛
薬、ビタミン剤など合計4万3000箱を提供

http://www.shionogi.co.jp/ir/news/detail/110314.pdf

田辺三菱製薬 1億円 3月14日 義援金1億円と一般用を含む医薬品の提供
http://www.mt-
pharma.co.jp/shared/show.php?url=../release/nr/2011/MTPC_110314.html

三菱ケミカルホールディ
ングス

1億円 3月14日 義援金1億円 http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/20110314-01.html

帝人 1億円 3月14日 義援金1億円と毛布、マスク、防災マット、保温ウェアなどの支援物資を提供予定 http://www.teijin.co.jp/news/2011/jbd110314.html

TKCグループ 1億円 3月14日 http://www.tkc.jp/news/20110314002176.html

エプソン 1億円 3月14日 義援金1億円 http://www.epson.jp/osirase/2011/110314_2.htm

旭化成 1億円 3月14日 義援金1億円と食品保存用「サランラップ」50万本寄付 http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/news/2010/ze110314_2.html

京セラグループ 1億円 3月15日 義援金1億円 http://www.kyocera.co.jp/information/2011/0315_kioa.html

第一生命保険 1億円 3月15日 義援金1億円 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 義援金1億円 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 義援金1億円
http://www.hakuhodody-
holdings.co.jp/news/20110315/HDYnews110315_2.pdf

コーセー 1億円 3月15日
義援金1億円とボディシート15万個、フェイシャルシート10万個、リップクリーム5万
個の提供

http://www.kose.co.jp/jp/ja/info.html

タカタ 1億円 3月15日
タカタから5000万円、米TK HOLDINGSから30万ドル、独TAKATA-PETRI AGから
22万ユーロの寄付

http://www.takata.com/about/pdf/2011/110315_ja.pdf

JFEホールディングス 1億円 3月15日 義援金1億円 http://www.jfe-holdings.co.jp/release/2011/03/110315.html

協和発酵キリン 1億円 3月15日 義援金1億円と医薬品や水の提供も検討 http://www.kyowa-kirin.co.jp/news/2011/20110315_01.html

ワタナベエンターテイン
メント

1億円 3月15日 義援金1億円と全所属タレントの私物のネットオークション全落札額寄付 http://www.watanabepro.co.jp/wae/

小野薬品 1億円 3月15日 義援金1億円 http://www.ono.co.jp/jpnw/PDF/n11_0315_1.pdf

日東電工 1億円 3月15日 義援金1億円 http://www.ono.co.jp/jpnw/PDF/n11_0315_1.pdf

ロレアル 1億円 3月15日 義援金1億円
http://www.nihon-
loreal.co.jp/_ja/_jp/index.aspx?direct1=00006&direct2=00006/00002

スクウェア・エニックス 1億円 3月16日
義援金１億円と従業員から義援金を募集。グループ会社のオンラインサービスな
どを通じた義援金募集・寄付も実施

http://www.square-
enix.com/jpn/news/2011/html/8ff6e79d3ba0894f50d2189db4fa0e67.html

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

LGグループ 1億円 3月16日 物資支給の計画を検討 http://www.lg.com/jp/press-release/article/e2370v-bf.jsp
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日本イーライリリー 1億円 3月16日 義援金1億円 https://www.lilly.co.jp/pressrelease/2011/news_2011_12.aspx

オリエンタルランド 1億円 3月16日 義援金1億円と追加支援を検討 http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2011/110316-01.html

ダイキン 1億円 3月16日
義援金1億円と業務用空気清浄機600台、遠赤外線暖房機500台（総額2億円分）
の支援物資

http://www.daikin.co.jp/press/2011/110316/index.html

村田製作所 1億円 3月16日 義援金1億円 http://www.murata.co.jp/new/news_release/2011/0316/index.html

エイベックス・グループ・
ホールディングス

1億円 3月16日 義援金1億円
http://www.avex.co.jp/html/upload_file/top_01/7860_2011031615045903_P01_
.pdf

オリンパス 1億円 3月16日 義援金1億円と工業用内視鏡など復興支援機器の提供 http://www.olympus.co.jp/jp/news/2011a/nr110316tohokuj.cfm

全日本空輸 1億円 3月16日 義援金1億円と救援物資の無償輸送協力 http://www.ana.co.jp/pr/11-0103/11-045.html

スターバックス コーヒー
ジャパン

1億円 3月16日 米スターバックス基金と共同で義援金1億円 http://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2011_0316.php

クラレ 1億円 3月16日
義援金1億円とマスク・包帯、不織布製の清掃用ワイパー125万枚、衛生ふきんな
どを提供

http://www.kuraray.co.jp/release/2011/110315.html

未来工業 1億円 3月16日 義援金1億円 http://www.mirai.co.jp/topics/20110317160639.html

東ソー 1億円 3月16日 義援金1億円 http://www.tosoh.co.jp/news/pdfs/20110316001.pdf

伊藤園 1億円 3月16日 義援金1億円と緑茶「お～いお茶」など飲料100万本を提供 http://www.itoen.co.jp/info/110316.html

キッコーマン 1億円 3月16日 義援金1億円と缶詰、飲料、豆乳35万個（7000万円相当）を提供 http://www.kikkoman.co.jp/guide/0318.html

高島屋 1億円 3月16日 義援金1億円 http://www.takashimaya.co.jp/corp/info/topics/pdf/201103/110316.pdf

TOTOグループ 1億円 3月16日 義援金1億円 http://www.toto.co.jp/company/press/2011/03/16.htm

ローム 1億円 3月16日 義援金1億円 http://www.rohm.co.jp/news/110316_3.html

ワコールホールディング
ス

1億円 3月16日
義援金1億円と婦人肌着1万1000枚、婦人ショーツ1万枚、紳士肌着、ボトム1万
1000枚を寄付

http://www.wacoalholdings.jp/news/49841.html

大同特殊鋼 1億円 3月16日 義援金1億円 http://www.daido.co.jp/about/release/2011/0316_donation.html

豊田通商 1億円 3月16日 義援金1億円とポケモンパン約1万食を寄付 http://www.toyota-tsusho.com/press/2011/03/20110316-3671.html

日本板硝子 1億円 3月16日 義援金1億円 http://www.nsg.co.jp/press/2011/0316.html

住友不動産 1億円 3月17日 義援金1億円 http://www.sumitomo-rd.co.jp/news/files/1103_0009/317_1.pdf

アストラゼネカ 1億円 3月17日
義援金1億円と従業員による募金の金額を2倍にして寄付するマッチングギフトを
実施

http://www.astrazeneca.co.jp/activity/press/2011/11_03_17_b.html

オンワードホールディン
グス

1億円 3月17日 義援金1億円と毛布、軍手、ブルゾン・ダウンベストなど10万点物資提供 http://www.onward-hd.co.jp/release/2011/03172.html

ラサールインベストメン
トマネージメント

1億円 3月17日 義援金1億円 http://www.lasalle.com/JP/News/Pages/201103172.aspx

ニュースキンジャパン 1億円 3月18日 義援金1億円
http://www.nuskin.co.jp/information/information.shtml?id=I000000466&year=2
011&month=03

ワールド 1億円 3月18日 義援金1億円と保湿性機能下着「ホットビート」を提供 http://corp.world.co.jp/news/company/2011/0401.html

ハイアールジャパンホー
ルディングス

1億円 3月22日 義援金1億円と冷蔵庫、洗濯機、電子レンジを提供 http://www.haier.co.jp/news/img/eq110322_2.pdf

コナミグループ 1億円 3月23日 義援金1億円 http://www.konami.co.jp/ja/news/release/2011/0323/?ref=knm_top

JTBグループ 1億円 3月24日 義援金1億円 http://www.jtbcorp.jp/jp/110323.pdf

SANKYO 1億円 3月29日 義援金1億円 http://www.sankyo-fever.co.jp/ir/pdf/press20110329_ja.pdf

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1000万円相当の文具を提供 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15万本などの支援物資 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）などの支援物資 http://www.sumitomolife.co.jp/news/110315a.pdf

ミクシィ 8000万円 3月16日
マッチングギフトプログラムの実施により、義援金総額は3月16日に1億6000万円
に到達。ミクシィは8000万円を拠出

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

日本原燃 6000万円 3月31日 義援金6000万円 http://www.jnfl.co.jp/event/110331-1.html

ホリプロ 5750万円 3月17日 義援金5750万円 http://www.horipro.co.jp/anokanekikin.html

ファンケル 5300万円 3月17日
義援金5000万円、ポイントによる約200万円、グループ従業員による100万円を寄
付。野菜スープカレー約1万4000袋、発芽米おかゆ約8000袋などの救援物資を提
供

http://www.fancl.co.jp/corporate/news/data/2jishin2.pdf

商船三井 5000万円 3月13日 義援金5000万円と自衛隊の輸送協力、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

りそなホールディングス 5000万円 3月13日 義援金5000万円 http://www.resona-gr.co.jp/holdings/news/newsrelease/pdf/230313_1a.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

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

5000万円 3月14日 義援金5000万円と物資支援の検討 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 義援金5000万円
http://www.jcom.co.jp/corporate/newsreleases/2011/_41830.html

日本郵船 5000万円 3月14日 義援金5000万円 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/

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、食品用ラップなどの支援物資を
提供

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 義援金5000万円 http://www.so-net.ne.jp/corporation/release/2011/pdf/pr20110314_01.pdf

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

コニカミノルタホール
ディングス

5000万円 3月14日 義援金5000万円 http://www.konicaminolta.jp/about/release/2011/0314_01_01.html

サッポロホールディング
ス

5000万円 3月14日 義援金5000万円 http://www.sapporoholdings.jp/news_release/0000020038/index.html

東レ 5000万円 3月14日 義援金5000万円、グループ会社から造水機6台、衣料・毛布・シートなどを提供 http://www.toray.co.jp/news/event/nr110314.html

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

ダイドードリンコ 5000万円 3月15日 15日義援金5000万円と「miu480ミリリットルペットボトル」12万960本を提供 http://www.dydo.co.jp/corporate/ir/pdf/20110315_00.pdf

リンナイ 5000万円 3月15日 義援金5000万円と支援物資(コンロ、炊飯器、ストーブ)総計1万台を提供 http://www.rinnai.co.jp/releases/2011/0315/index.html

島津製作所 5000万円 3月15日 義援金5000万円と回診用Ｘ線装置2機種計10台を寄付 http://www.shimadzu.co.jp/news/press/miq5fd0000000p22.html

日本経済新聞社 5000万円 3月15日 義援金5000万円
http://www.nikkei.com/tech/news/article/g=96958A9C93819695E3E7E2E79
C8DE3E7E2E1E0E2E3E39180EAE2E2E2;da=96958A88889DE2E0E2E5EAE5E5
E2E3E7E3E0E0E2E2EBE2E2E2E2E2E2（ニュース記事より）

ラオックス 5000万円 3月16日 義援金5000万円 http://www.laox.co.jp/laox/press2011/110314_1.pdf

サンリオ 5000万円 3月16日 義援金5000万円とマスク30万枚を提供。救援物資の追加も予定 http://www.sanrio.co.jp/corporate/release/detail/376

川崎汽船 5000万円 3月16日 義援金5000万円 http://www.kline.co.jp/news/2011/110316.htm

スカパーJSATグループ 5000万円 3月16日 義援金5000万円
http://www.sptvjsat.com/images/jp/news_release/1531/110316_gienkinshien.
pdf

ユナイテッドアローズ 5000万円 3月17日 義援金5000万円と防寒アイテムの寄付を準備中。路面店などに募金箱を設置 http://www.united-arrows.co.jp/news/11031709.html

角川グループ 5000万円 3月17日 角川書店や角川学芸出版などで義援金5000万円を寄付 http://www.kadokawa.co.jp/shop/20110317_shien.html

大洋薬品工業 5000万円 3月17日 義援金5000万円と米約15トンの無償提供。医療用医薬品の提供も検討 http://www.taiyo-yakuhin.com/news/110317.html

豊田合成 5000万円 3月17日 義援金5000万円とLED懐中電灯や水・食料などの支援物資を提供 http://www.toyoda-gosei.co.jp/news/11/11_0317.html

カシオ計算機 5000万円 3月18日
義援金5000万円と相当数の製置時計・掛時計を寄贈。マッチングギフトによる拠
出金額も寄付

http://www.casio.co.jp/release/2011/0318touhoku/

森ビル 5000万円 3月18日 義援金5000万円と東京電力に対する六本木ヒルズ発電設備の電力提供
http://www.mori.co.jp/company/press/release/2011/03/20110318113000002
148.html

プリマハム 5000万円 3月18日 義援金5000万円 http://www.primaham.co.jp/press/press18.htm

プラスグループ 5000万円 3月23日 義援金5000万円 http://www.plus.co.jp/news/110323.html

持田薬局 5000万円 3月23日 義援金5000万円 http://www.mochida.co.jp/news/2010/0323.html

鳥居薬品 5000万円 3月24日 義援金5000万円 http://www.torii.co.jp/release/2011/110324_01.htm

日本新薬 5000万円 3月24日 義援金5000万円 http://www.nippon-shinyaku.co.jp/topics/ns2011/2382

日本ヒューレット・パッ
カード

60万ドル 3月16日 HP財団が義援金60万ドルを支援。機器の無償提供も準備 http://welcome.hp.com/country/jp/ja/cs/home.html

ゼネラルモータース 50万ドル 3月15日 義援金50万ドル http://www.gmjapan.co.jp/newsrelease/detail/9109/
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日産自動車 3000万円 3月12日 義援金3000万円 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 義援金3000万円 http://www.sc.mufg.jp/company/inform/info20110313.html

宝ホールディングス 3000万円 3月13日 義援金3000万円 http://www.takara.co.jp/news/2011/10hd-004.htm

大同生命 3000万円 3月14日 義援金3000万円 http://www.daido-life.co.jp/about/news/pdf/2011/110314.pdf

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

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

ミズノ 3000万円 3月15日 義援金3000万円とスポーツウェア2万点の物資支援 http://www.mizuno.co.jp/whatsnew/news/nr110315/nr110315.html

カネカ 3000万円 3月15日 義援金3000万円 http://www.kaneka.co.jp/news/file/n110315_pdf1.pdf

日清紡 3000万円 3月15日 義援金3000万円とトイレットペーパー、ティシュ、キッチンペーパーの提供を検討 http://www.nisshinbo.co.jp/news/news20110315_710.html

ポーラ・オルビスグルー
プ

3000万円 3月15日
義援金3000万円とシャンプー約3万3500個、女性用下着約3万点などの支援物資
を提供

http://ir.po-holdings.co.jp/news/news/news218459938092333854.html

東海東京フィナンシャ
ル・ホールディングス

3000万円 3月16日 義援金3000万円 http://www.tokaitokyo-fh.jp/press/pdf/fh20110316.pdf

ダイハツ工業 3000万円 3月16日 義援金3000万円 http://www.daihatsu.co.jp/wn/2011/0316-1/index.htm

日本触媒 3000万円 3月16日 義援金3000万円 http://27.34.135.100/ja/news/update/file1_0009.pdf

アコーディア・ゴルフ 3000万円 3月14日 義援金3000万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

ミツカン 3000万円 3月23日
3000万円と梅はちみつ黒酢1600ケース、味わいじゃこごはん8000袋、釜めしの素
6万個の物資を提供

http://www.mizkan.co.jp/company/info/

千趣会 3000万円 3月24日 義援金3000万円と70万点の支援物資を用意 http://www.senshukai.co.jp/main/top/pdf/110324_bokin.pdf

阿波銀行 2520万円 3月16日 義援金2000万円と役職員からの寄付金520万円
http://www.awabank.co.jp/news.php?s=6&b=20&i=615dge.com/ja/PressRelea
se/PressRelease11032/TopLink/RedirectFile/110322.pdf

デルタ航空 2100万円 3月16日 義援金2100万円と最大500万マイルの寄付 http://delta.jp.mediaroom.com/index.php?s=43&item=1150

Microsoft 25万ドル 3月13日 米国時間の3月13日に現金25万ドルとソフトウェアを含む200万ドル相当を寄付
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2011/03/14/microsoft-
supports-relief-efforts-in-japan.aspx

ドイツ銀行グループ 2000万円 3月14日 義援金2000万円 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生活物資も支援
http://www.asics.co.jp/corp/press/pressdoc/~d3D66AC969756B6714925785
3002D122E

愛媛銀行 2000万円 3月14日 義援金2000万円 http://www.himegin.co.jp/stockholder/news/2010/20110314_1.html

エルピーダグループ 2000万円 3月14日 義援金2000万円 http://www.elpida.com/ja/news/2011/03-14g.html

ベイクルーズ 2000万円 3月14日 義援金2000万円 http://www.baycrews.co.jp/information/effort/2011/001144.html

総合メディカル 2000万円 3月15日 義援金2000万円 http://www.sogo-medical.co.jp/ir/pdf1/110315_02.pdf

四国銀行グループ 2000万円 3月15日 義援金2000万円 http://www.shikokubank.co.jp/newsrelease/110315.html

愛知製鋼 2000万円 3月17日 義援金2000万円と姉妹提携都市の岩手県釜石市に非常用食料や消毒液を提供 http://www.aichi-steel.co.jp/topics/data/pdf/topics110317.pdf

ゴールドウィングループ 2000万円 3月17日
義援金2000万円とフリース製毛布、約1万5000枚、防寒用ウエア、消臭衣料、下
着、靴下、タオルなど約8万5000点の救援物資を提供

http://www.goldwin.co.jp/corp/pr/2011/03/post-48.html

岩井コスモホールディン
グス

2000万円 3月18日 義援金2000万円 http://www.iwaicosmo-hd.jp/news/hd/release/info20110318_2.pdf

ニプロファーマ 2000万円 3月24日 義援金2000万円と4000万円相当の医療品物資を寄付 http://www.np.nipro-pharma.co.jp/news/index.html#entry1

ニチバン 2000万円 3月24日 義援金2000万円 http://www.nichiban.co.jp/ir/news/news_110324.pdf

富士製薬 2000万円 3月25日 義援金2000万円 http://www.fujipharma.jp/pdf/donation.pdf

イー・アクセス 2000万円 3月31日 義援金2000万円 http://www.eaccess.net/cgi-bin/press.cgi?id=1055

エレコム 2000万円 3月30日 義援金2000万円 http://www.elecom.co.jp/news/201103/0330/index.html

中国銀行 1500万円 3月15日 義援金1500万円 http://www.chugin.co.jp/03corp/news/23/c_news2303150.pdf

山陰合同銀行 1500万円 3月31日 義援金1500万円 http://www.gogin.co.jp/about/press2010/topi10-123.pdf

モルテン 1300万円 3月30日 義援金1300万円 http://www.molten.co.jp/corporate/jp/news/pdf/2011_03_30.pdf

ダイショー 1100万円 3月23日 義援金1100万円
http://contents.xj-storage.jp/contents/28160/T/PDF-
GENERAL/140120110323067582.pdf

キリン堂 1100万円 3月22日
義援金1100万円とキッズマスク、看護キット、薬用ハンドジェルなど1600万円相当
の支援物資を提供

http://kirindo.irbr

ブルボン 1000万円 3月13日 義援金1000万円とミネラルウォーター3万本を寄付 http://www.bourbon.co.jp/static/pdf/touhokukantoudaishinsai.pdf

コーエーテクモホール
ディングス

1000万円 3月14日 義援金1000万円 http://www.koeitecmo.co.jp/php/pdf/news_20110314_01.pdf

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

アコム 1000万円 3月14日 義援金1000万円 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 義援金1000万円 http://kabu.com/company/pressrelease/2011/20110314.asp

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

再春館製薬所 1000万円 3月14日 義援金1000万円とシャンプーやタオルなどを提供 http://www.saishunkan.co.jp/news/attention/

ソニー銀行 1000万円 3月14日 義援金1000万円 http://moneykit.net/visitor/info/info110314_09.html

百五銀行 1000万円 3月14日 義援金1000万円 http://www.hyakugo.co.jp/news/img/110314-1news.PDF

プロミス 1000万円 3月14日 義援金1000万円 http://cyber.promise.co.jp/pdf/20110317_gienkin.pdf

バンドー化学 1000万円 3月15日 義援金1000万円 http://www.bando.co.jp/what-new/h230315.html

肥後銀行 1000万円 3月15日 義援金1000万円 http://www.higobank.co.jp/home/news/11031501.html

加賀電子 1000万円 3月15日 義援金1000万円とレトルト食品「アルバカレー」5万食を寄付 http://www.taxan.co.jp/news/pdf/20110315.pdf

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

レベルファイブ 1000万円 3月15日 義援金1000万円とチャリティーコンテンツの売上全額を寄付予定 http://www.level5.co.jp/news/20110315/popup2.html

三重銀行 1000万円 3月16日 義援金1000万円 http://www.miebank.co.jp/news/pdf/news789.pdf

QUICK 1000万円 3月16日 義援金1000万円 http://corporate.quick.co.jp/whats_new/110316.html

ソニー銀行 1000万円 3月16日 義援金1000万円 http://moneykit.net/visitor/info/info110316_01.html

UCC上島珈琲 1000万円 3月16日 義援金1000万円とミネラルウォーターや毛布の提供 http://uccholdings.co.jp/pdf/news110316.pdf

日経BP社 1000万円 3月17日 義援金1000万円
http://corporate.nikkeibp.co.jp/information/newsrelease/newsrelease2011031
7_2.shtml

シヤチハタ 1000万円 3月17日 義援金1000万円と油性マーカーなどの筆記具の提供を検討 http://www.shachihata.co.jp/news_release/tohoku.php

トヨタファイナンス 1000万円 3月18日 義援金1000万円 http://www.toyota-finance.co.jp/newsrelease/2011/news_110318.html

日立物流 1000万円 3月22日 義援金1000万円 http://www.hitachi-hb.co.jp/news/pdf/news_201103221.pdf

住江織物グループ 1000万円 3月23日 義援金1000万円 http://www.suminoe.jp/news/post_79.html

三共生興 1000万円 3月28日 義援金1000万円 http://www.sankyoseiko.co.jp//news/pdf/20110328gienkin.pdf

トンボ鉛筆 1000万円 3月28日 義援金1000万円 http://www.tombow.com/corporate/press/110328.html

タイヨーエレック 1000万円 3月29日 義援金1000万円 http://www.dartslive.co.jp/wp-content/uploads/group/infomation110329.pdf

ダーツライブ 1000万円 3月29日 義援金1000万円 http://www.dartslive.co.jp/wp-content/uploads/group/infomation110329.pdf

トーソーグループ 1000万円 3月31日 義援金1000万円 http://www.toso.co.jp/new/nr/news1103_4.pdf

AQインタラクティブ 1000万円 3月31日 義援金1000万円 http://eir.eol.co.jp/EIR/View.aspx?cat=tdnet&sid=874658

ツカモトコーポレーショ
ン

1000万円 3月31日 義援金1000万円 http://www.tsukamoto.co.jp/

●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

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1万枚などの救援物資
を複数回に分けて提供

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

ローソン 物資 3月11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、乾電池などの救援
物資を複数回に分けて提供

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

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、「カップヌードル」など100万食、給湯機能
つきキッチンカー7台を提供

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

ミニストップ 物資 3月12日 ミネラルウォーター1万1520本・菓子パン6000個の物資を提供 http://www.ministop.co.jp/company/newsrelease/download_pdf.asp?ID=451

東芝グループ 物資 3月13日 総額5億円相当の支援
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2011_03/pr_j1301.htm
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http://www.nissan-global.com/JP/NEWS/2011/_STORY/110312-01-j.html
http://www.sc.mufg.jp/company/inform/info20110313.html
http://www.fukoku-life.co.jp/news/download/20110314.pdf
http://www.smbc-friend.co.jp/company/release/2010/pdf/20110315_01.pdf
http://www.tokaitokyo-fh.jp/press/pdf/fh20110316.pdf
http://118.82.123.24/file/pdf/press_20110314153148.pdf
http://www.mizkan.co.jp/company/info/
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2011/03/14/microsoft-supports-relief-efforts-in-japan.aspx
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2011/03/14/microsoft-supports-relief-efforts-in-japan.aspx
http://www.db.com/japan/content/jp/4403_14731.htm
http://www.asics.co.jp/corp/press/pressdoc/~d3D66AC969756B67149257853002D122E
http://www.asics.co.jp/corp/press/pressdoc/~d3D66AC969756B67149257853002D122E
http://www.baycrews.co.jp/information/effort/2011/001144.html
http://www.aichi-steel.co.jp/topics/data/pdf/topics110317.pdf
http://www.eaccess.net/cgi-bin/press.cgi?id=1055
http://www.elecom.co.jp/news/201103/0330/index.html
http://www.koeitecmo.co.jp/php/pdf/news_20110314_01.pdf
http://www.promise.co.jp/news/news_20110314_643.html
http://www.acom.co.jp/ir/data/current/110314J-Donation.pdf
http://kabu.com/company/pressrelease/2011/20110314.asp
http://www.aeon.info/company/data/2011/pdf/20110314R_002_2.pdf
http://www.adk.jp/html/news/2011/20110315_001201.html
http://www.7andi.com/news/pdf/2007/20110311_1.pdf
http://www.7andi.com/news/pdf/2007/20110311_1.pdf
http://www.lawson.co.jp/company/news/034209/
http://www.lawson.co.jp/company/news/034209/
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2011_03/pr_j1301.htm


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

NEC 物資 3月13日
総額1億円相当の支援。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

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

日本コカ・コーラ 基金設立 3月14日

3月14日に総額6億円相当の物資支援を発表。飲料水550ミリリットル720万本、約
150台の災害対応自動販売機で飲料を無償提供。3月24日に総額25億円相当の
支援を追加発表（3月14日発表済みの6億円相当の物資支援を含む）。支援金額
と物資支援の内訳は不明。詳細は右記のURLをご参照下さい

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

クボタ 物資 3月14日 総額5億円相当の支援。義援金と建設機械20台（オペレーター派遣含む）を提供 http://www.kubota.co.jp/kubotainfo/index37.html

丸紅 物資 3月14日 総額4億円相当の支援 http://www.marubeni.co.jp/index.html

コマツ 物資 3月14日
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

王子製紙 物資 3月14日 総額1億円（紙おむつ、トイレットロールなどの現物支援を含む）相当の支援
http://www.ojipaper.co.jp/release/cgi-
bin/back_num.pl5?sele=20110314095829&page_view_selected_=1

ユニ・チャーム 物資 3月14日
子供用＆大人用紙オムツ・生理用品・マスク・ウェットティッシュ・ペットフードを提
供

http://www.unicharm.co.jp/company/news/2011/1189682_1691.html

ヤクルト 物資 3月14日
ミネラルウォーター10万本・ヤクルト お茶10万本・スポーツ飲料10万本、タンク
ローリー車での飲料水を提供

http://www.yakult.co.jp/news/file.php?type=release&id=130007458581.pdf

ガリバーインターナショ
ナル

物資 3月14日 中古車1000台を提供 http://www2.glv.co.jp/press/2011/0314/post-1979.html

ヤンマー 物資 3月15日 総額1億円相当（義援金、建設機械、発電機）の提供 http://www.yanmar.co.jp/news/2011/0315-02.html

ウォルマート・ストアー
ズ

物資 3月15日 物資支援を含む総額500万ドル相当の寄付 http://www.seiyu.co.jp/company/information/2011/1078.php

グンゼ 物資 3月16日
総額2億円相当の支援。肌着14万枚、ソックス（タイツ含む）10万足、パジャマ2500
枚を提供

http://www.gunze.co.jp/info/news/detail/20110316/pdf/20110315.pdf

江崎グリコ 物資 3月16日
ポッキーやプリッツなどの菓子11万1500個 、レトルト食品およびソーセージ4万
7460個、粉ミルク4800缶を提供

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

壱番屋 物資 3月16日
「カレーハウスCoCo壱番屋レトルトカレー」6万6000食出荷。18日以降は1日2000
食のカレーライスを提供予定

http://www.ichibanya.co.jp/comp/ir/release/pdf/230316.pdf

亀田製菓 物資 3月16日 米菓約6万袋以上・飲料水・おかゆなどの食料品・生活用品を提供 http://www.kamedaseika.co.jp/info/2011/03/info_3.html

アディダス 物資 3月17日
総額5億円相当の支援。防寒具、ジャージ上下、Tシャツ、下着など約10万点を提
供

http://3stripes.adidas.co.jp/pressrelease/pdf/398.pdf

ヘインズブランズ ジャパ
ン

物資 3月18日 総額1億2000万円相当の衣料品10万点を提供 http://www.hanesbrands.co.jp/pdf/press20110318.pdf

花畑牧場 物資 3月18日
『花畑牧場の生キャラメルスティックポテト』約7万個、その他の食品や生活用品を
提供

http://www.hanabatakebokujo.com/topics/2011/03/post_102.php

吉野家 物資 3月19日 牛丼約1000食（最大3000食）を継続的に提供予定 http://www.yoshinoya.com/release.html

ニプロ物資 物資 3月24日 総額1億4000万円相当の義援金および医療器材・医薬品を寄付 http://www.nipro.co.jp/ja/news/2011/document/110324.pdf

マウスコンピューター 物資 3月31日 2000万円相当のデスクトップパソコン、ノートパソコン、ディスプレイを寄付 http://www.mouse-jp.co.jp/company/news/2011/news_20110331_01.html
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