トップページ > COP10への支援 > 寄附のお願い > ご寄附いただいた皆様

ご寄附いただいた皆様
COP10支援実行委員会へ寄附（内諾含む）をいただいた企業・団体・個人は以下のとおりで
す。（※敬称略・50音順）

アイシン精機株式会社
アサヒビール株式会社
中部電力株式会社
株式会社デンソー
東邦ガス株式会社
トヨタ自動車株式会社
株式会社豊田自動織機
豊田通商株式会社
名古屋鉄道株式会社
日本ガイシ株式会社
日本特殊陶業株式会社
ブラザー工業株式会社
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
リンナイ株式会社

株式会社愛知銀行 社団法人愛知県産業廃棄物協会 社団法人愛知県浄化
槽協会 愛知製鋼株式会社 愛知時計電機株式会社 天野エンザイム株式会
社 伊勢湾海運株式会社 株式会社INAX イビデン株式会社 岡谷鋼機株式
会社 カゴメ株式会社 興和株式会社 株式会社サークルKサンクス 株式会社
サンゲツ CKD株式会社 株式会社ジェイテクト 敷島製パン株式会社 株式会
社十六銀行・じゅうろくチャリティーゴルフコンペ事務局 新日本製鐵株式會社名
古屋製鐵所 株式会社スズケン 大同特殊鋼株式会社 大同メタル工業株式会
社 株式会社大丸松坂屋百貨店 瀧定名古屋株式会社 タキヒヨー株式会社
中央電気工事株式会社 株式会社中京銀行 中京テレビ放送株式会社 株式
会社中日新聞社 中日信用金庫 中部ガス株式会社 中部国際空港株式会

社 株式会社電通 東海ゴム工業株式会社 東海東京証券株式会社 株式会
社東海理化 東朋テクノロジー株式会社 東和不動産株式会社 株式会社トー
エネック 豊島株式会社 豊田合成株式会社 トヨタ車体株式会社 トヨタ紡織
株式会社 中日本高速道路株式会社 株式会社名古屋銀行 名古屋港利用促
進協議会 名古屋トヨペット株式会社 日本車輌製造株式会社 日本トランスシ
ティ株式会社 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 株式会社百五銀行 株式会
社フジトランスコーポレーション 碧海信用金庫 ホーユー株式会社 株式会社
マキタ 丸徳産業株式会社 株式会社ミツカングループ本社 名港海運株式会
社 ヤマザキマザック株式会社 ユニー株式会社 リゾートトラスト株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 愛知県衛生事業協同組合 社団法人愛知
県自動車会議所 愛知県商工会議所女性会連合会 愛知電機株式会社 伊藤忠商事
株式会社 株式会社NTTドコモ NTT西日本名古屋支店 岡崎信用金庫 蒲郡信用
金庫 川北電気工業株式会社 川崎汽船株式会社 住友商事株式会社 瀬戸信用金
庫 竹田印刷株式会社 中央発條株式会社 中部鋼鈑株式会社 中部日本放送株式
会社 東海テレビ放送株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 株式会社東郷製
作所 株式会社東芝 中日本氷糖株式会社 株式会社ナゴヤキャッスル 日興コー
ディアル証券株式会社 日本郵船株式会社 野村證券株式会社名古屋支店 株式会
社日立製作所 丸紅株式会社 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住
友銀行 三井物産株式会社 三井不動産株式会社 三菱地所株式会社名古屋支店
三菱重工業株式会社 三菱商事株式会社中部支社 三菱電機株式会社中部支社
宮崎精鋼株式会社 メ〜テレ 安井家具株式会社 株式会社りそな銀行・株式会社埼
玉りそな銀行・株式会社近畿大阪銀行

株式会社IHI 愛知医科大学同窓会（愛橘会） 愛知海運株式会社 社団法人愛知県環境測定分
析協会 愛知県浄化槽保全協会 愛知県商工会連合会 愛知県リースおしぼり協同組合 愛知信
用金庫 愛フェス実行委員会事務局 株式会社青柳総本家 アカウンティング･アウトソーシング・
トーマツ株式会社 アサダ株式会社 株式会社朝日新聞名古屋本社 アサヒフォージ株式会社 足
立工業株式会社 株式会社アプレｯト アリコジャパン 安藤証券株式会社 株式会社EM生活 イ
チビキ株式会社 伊藤機工株式会社 株式会社岩田商会 宇佐美工業株式会社 エコワークス株
式会社 株式会社エディオン・エイデン Nセントラルクリニック 株式会社エフエム愛知 株式会社
エンゼルパーク 株式会社オオイケ 株式会社大林組 合資会社岡建築事務所 岡田工業株式会
社 株式会社尾上機械 株式会社カーマ 鹿島建設株式会社 honu加藤珈琲店株式会社 兼房
株式会社 川崎重工業株式会社 株式会社川瀬電気工業所 関西ビジネスインフォメーション
（CEL） 木曽興業株式会社 城戸わこ 木村証券株式会社 協栄興業株式会社 株式会社きんで
ん中部支社 クオリア・ヘア

株式会社熊谷組 桑名信用金庫 KDDI株式会社 株式会社興和

工業所 コーミ株式会社 株式会社国際デザインセンター 株式会社コクサイ物流 五洋海運株式
会社 栄地下センター株式会社 株式会社サトーグランド サラヤ株式会社 株式会社三五 株式
会社三晃社 シーキューブ株式会社 清水建設株式会社 株式会社昭和 株式会社新東通信 新
日本法規出版株式会社 株式会社ズー 住友林業株式会社 株式会社セキソー 株式会社セント
ラルパーク 株式会社セントラルパークアネックス 曽我ガラス株式会社 株式会社空見スチール
サービス 大榮産業株式会社 大成建設株式会社 ダイドードリンコ株式会社 大万証券株式会
社 宝交通株式会社 株式会社竹中工務店 玉野総合コンサルタント株式会社 株式会社中外
中京海運株式会社 中京高等学校3年H組 中京陸運株式会社 中部ガス株式会社エコ・クッキン
グ参加者 中部飼料株式会社 中部森林開発研究会 中部テレコミュニケーション株式会社 中部
日本コーヒー商工組合 中部日本電気ソフトウェア株式会社 株式会社中部プラントサービス 中
部遊技機商業協同組合 ツイン・プレミアム株式会社 株式会社土屋組 株式会社DNP東海 電
源開発株式会社水力・送変電部中部支店 東海EC株式会社 三金会グループプロジェクト研究会
東海圏開発プロジェクト分科会（TKPB） 株式会社東海商事 株式会社東海通信資材サービス
株式会社東海木材相互市場 東海リオン株式会社 東郷産業株式会社 東邦ガス株式会社（エコ
クッキング参加者） 東陽倉庫株式会社 杤木合同輸送株式会社 トヨタカローラ名古屋株式会社
豊田信用金庫 豊田西ロータリークラブ トヨタ部品愛知共販株式会社 豊田ロータリークラブ 豊

橋商工会議所ISO研究会 名古屋港木材倉庫株式会社 株式会社名古屋港流通センター 名古
屋栄ロータリークラブ 名古屋シェル石油販売株式会社 株式会社名古屋証券取引所 名古屋昭
和ロータリークラブ 名古屋市立大学市大祭実行委員会 名古屋千種ライオンズクラブ 名古屋埠
頭株式会社 西松建設株式会社 ニチハ株式会社 ニッケゴルフクラブ甚目寺センター 株式会社
ニッケレジャーサービス 日進機工株式会社 日進木材工業株式会社 日本貨物鉄道株式会社
日本空調サービス株式会社 日本製粉株式会社 日本電気協会 日本電話施設株式会社 社団
法人日本ペストコントロール協会 株式会社日本放送出版協会（NHK出版） パナソニック株式会
社中部支店 パナソニック電工株式会社 株式会社パレ ハローフーヅ株式会社 ハンティング
ワールドジャパン株式会社 有限会社ひぐち（珈琲工房ひぐち） 株式会社檜工務店 株式会社富
士通マーケティング 古庄電気産業株式会社 株式会社ベータテック 株式会社ポッカコーポレー
ション 株式会社ホテルグランコート名古屋 株式会社ボンタイン珈琲本社 松波動物病院メディカ
ルセンター 丸八証券株式会社 三菱UFJキャピタル株式会社 明治電機工業株式会社 名城大
学建築同窓会 株式会社名南経営 株式会社名南製作所 森の文化祭（蒲郡さがらの森） 株式
会社山田商会 ライオンズクラブ国際協会334-A地区 株式会社ラリーウェル リコーエレメックス
株式会社 リコージャパン株式会社 リンタツ株式会社
株式会社NHKプラネット中部支社

