令和３年度 寄附者一覧（法人・団体など）
※敬称略、並びは法人格を除いた五十音順
ア行 株式会社ア・ファクトリー
株式会社アークコア
アースロジスティックス株式会社
株式会社アールアンドシー
アイ・エス・シー株式会社
株式会社アイキューブ・マーケティング
株式会社アイダ設計
株式会社アイディック
アイバ産業株式会社
株式会社アイル・クリーンテック
アイル・コーポレーション株式会社
株式会社葵ホールディングス
株式会社青葉石材
赤城乳業株式会社
アクアライフサービス株式会社
株式会社アクセス
株式会社アズ企画設計
株式会社あすなろホーム
株式会社アップルホーム
株式会社イーエヌディーオー
株式会社イースタッフ
イオン株式会社
公益財団法人イオンワンパーセントクラブ
株式会社いさみや
石井ローラー製造株式会社
株式会社伊勢惣
株式会社磯貝製作所
株式会社イチデン
伊奈学園 吹奏楽部
稲葉興業株式会社
株式会社イノウエレーシングサイクル
医療従事者応援ソング「生きてゆく目印」制作実行委員会 内田邦明
株式会社ウィル
ウィング工業株式会社
株式会社ウインズホーム
株式会社ウィンフィールドジャパン
株式会社エイチアイジー
株式会社エイトワーク
株式会社ＡＣＥ
有限会社エース
エービーイーダイヤモンド株式会社
株式会社エスアールグランディ
株式会社エスティーエス
ＦＪＫ会

エバーグリーンオート株式会社
ＭＥホールディングス株式会社
株式会社おうちＬＡＢＯ
大畑工務店株式会社
オーパスワン株式会社
株式会社近江屋
株式会社オールシステム
株式会社大和田工務店
株式会社奥冨設備
株式会社小野寺商事
株式会社オリケイ
カ行 勝田産業株式会社
加藤石油株式会社
カナフジ電工株式会社
株式会社金子組
カネフク製菓株式会社
株式会社川口ダイカスト
川口内燃機鋳造株式会社
川越コンクリート工業株式会社
株式会社管材屋
関東建設株式会社
株式会社共進鋼業
共成建設株式会社
共同技研化学株式会社
協和工業株式会社
株式会社喜和ホールディングス
株式会社Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ東日本
久保井塗装株式会社
グランディハウス株式会社
有限会社グランドワン
株式会社グリーンインターナショナル
クリーンシステム株式会社
株式会社栗原園
株式会社クルーズコーポレーション
株式会社グローバルコネクション
グローバルタイガー株式会社
株式会社高知電子計算センター 代表取締役 中越 吉彦
国際ロータリー第2770地区 第1グループ
寿屋フロンテ株式会社
株式会社小林電子工業
株式会社小山建設
近藤建設株式会社
サ行 株式会社サイエイ・インターナショナル
株式会社埼英スクール
株式会社サイキョウ・ファーマ
株式会社埼京エンジニアリング
埼京化成株式会社
株式会社サイファー企画
サイタマ・レディース経営者クラブ

埼玉教区 浄土宗青年会
埼玉経済同友会
埼玉県浦和競馬組合
埼玉県折込広告事業協同組合
埼玉県花き園芸組合連合会
埼玉建興株式会社
埼玉県自動車販売店協会
埼玉県住宅供給公社
埼玉縣信用金庫
埼玉県倉庫協会
埼玉県立大宮南高等学校ＪＲＣ部
株式会社さいたま資材
一般財団法人埼玉新聞社会福祉事業団 理事長 関根 正昌
埼玉政財界人チャリティ歌謡祭実行委員会
埼玉ダンスイベント Familia
株式会社埼玉りそな銀行 個人部
株式会社埼玉りそな銀行 法人部
株式会社佐伯紙工所
サトウ電機株式会社
狭山不動産株式会社
産業別労働組合ＪＡＭ北関東 埼玉県連絡会
株式会社サングリーン
株式会社三幸メディカル
株式会社サンスイ
株式会社サンドラッグ
有限会社サンハウジング
株式会社サンフレッセ
サンヨー建設企画株式会社・誠和建設株式会社
株式会社ジーテック
ジープジーピングクラブ 会長 清水光男
一般財団法人 篠原欣子記念財団
株式会社清水アーネット
ジャパン・フィールド株式会社
株式会社ジャパンコーポレーション
株式会社出版産業
有限会社城西設備
株式会社昭和技研工業
正和工業株式会社
昌和倉庫運輸株式会社
シライ電子工業グループ親睦会 会長 藤井 幸嗣
株式会社シン・インターナショナル
新流通共済会
鈴兼倉庫株式会社
隅田商事株式会社
株式会社西神サービス
一般社団法人 生命保険協会 埼玉県協会
株式会社セキネ
株式会社ＺＥＲＯ
タ行 株式会社大亀鋳工所

タ行
株式会社大成産業
大都鉄工株式会社
株式会社太陽商工
大和輸送株式会社
株式会社タキザワ製薬
株式会社武井工務店
竹内産業株式会社
田辺電機株式会社
株式会社谷口工務店
司産業株式会社
株式会社ティ・カトウ
株式会社ティービーエス
株式会社ＴＫファクトリー
株式会社テックライン
株式会社テルミ
株式会社東海住宅建設
東京応化工業株式会社 取締役社長 種市順昭
東神工業株式会社
藤信地所株式会社
東武商事株式会社
東武スズキ販売株式会社
東明興業株式会社
株式会社トーヨー
有限会社富田設備工業所
ＴＯＭＯＥ株式会社
ナ行 株式会社内藤
株式会社中原工業
中村送電株式会社
ナビホーム株式会社
株式会社並木製作所
南海アルミ工業株式会社
株式会社日環サービス
株式会社ニッシン冷熱
株式会社日生クリーン
日清建設株式会社
株式会社日本標準
株式会社日本グリーン企画
日本住宅株式会社
株式会社日本製衡所
株式会社ノジマ 代表執行役社長 野島廣司
ハ行 八海そば 松月庵 手打ちそば ゆたか
株式会社ハナイアーバンプランニング
東日本昇降機サービス株式会社
株式会社ピノーレ
ファミリー引越センター株式会社
株式会社福仙堂不動産
福田計器株式会社
ふくちゃん弁当
富士インベスターズ株式会社

有限会社藤沢急送
株式会社富士住建
富士商興株式会社
藤田鍍金工業株式会社
株式会社ふじもと
藤原機械工業株式会社
株式会社ブラステック
株式会社プラチナスペース
株式会社フラワーロジテム
ペーパークラフト株式会社
株式会社ペリカン
株式会社ベルク
ヘンミ計算尺株式会社
宗教法人 放光院
株式会社ホームズマルホ
ほくさい農業協同組合 代表理事組合長 大塚 宏
細井自動車株式会社
株式会社ホンダ二輪・新宿
マ行 株式会社マーキュロップ
毎日興業株式会社
公益財団法人毎日新聞東京社会事業団
マスキンデベロップメント株式会社
松田産業株式会社
株式会社丸喜
株式会社丸安商店
丸和工業株式会社
ミクロトータルサポート株式会社
ミサト産業株式会社
三井不動産商業マネジメント株式会社ステラタウンオペレーションセンター
三井不動産商業マネジメント株式会社三井アウトレットパーク入間
三井不動産商業マネジメント株式会社ららぽーと新三郷オペレーションセンター
三井不動産商業マネジメント株式会社ららぽーと富士見
株式会社南茨城イエローハット
株式会社ミリオンエンタプライズ
みんなの寅のコ募金
株式会社向山工場
武蔵コーポレーション株式会社
株式会社むさしのメタル
株式会社武蔵屋
明治安田生命保険相互会社 浦和支社
明邦興産株式会社
株式会社メディカル情報サービス
株式会社本橋組
株式会社森興業
森田産商株式会社
ヤ行 矢澤フェロマイト株式会社
山岸工業株式会社
山大物産株式会社
山田建材工業有限会社

ヤ行

株式会社大和三光製作所
株式会社山中商店
株式会社ユーキ建工
株式会社優舗
有限会社ユキヒラ・エッグ
ユニオントレーディング株式会社
社会福祉法人読売光と愛の事業団
ラ行 株式会社らかんスタジオ
りそなアセットマネジメント株式会社
株式会社リップル
リバストン工業株式会社
株式会社ルミネ 大宮店
株式会社ルミネ 川越店
株式会社レーベンハウス
ワ行 株式会社ワーム
株式会社ワイケーサービス

