
令和4年10月1日現在

寄贈日 寄贈者 寄贈品

令和2年3月11日 スリーエムジャパン株式会社 呼吸用保護具

3月11日 学校法人相模女子大学 マスク

3月26日 中国・無錫市 マスク・防護服

3月26日 日中専門家コンソーシアム マスク

3月30日 エンビジョングループ マスク

4月14日 日中一帯一路促進協会 マスク

4月16日 ＮＰＯ法人日本ウイグル協会 マスク・消毒薬

4月16日 株式会社タナケン マスク

4月16日 マルマテクニカ株式会社 防護服

4月16日 翰林日本語学院 マスク

4月20日 一友ビルドテック株式会社 マスク

4月21日 ＮＰＯ法人中部日本華人卓球協会 マスク

4月21日 株式会社厚木教材社 マスク

4月21日 株式会社サインビクトリー マスク

4月21日 株式会社ＧＳＣ マスク

4月21日 エンビジョングループ マスク

4月21日 有限会社あいシステムアンドソリューションズ マスク

4月21日 株式会社エコアシスト 防護服

4月22日 大野土建株式会社 マスク

4月23日 学校法人麻布獣医学園麻布大学 マスク・防護服

4月24日 フジ技研株式会社 マスク

4月27日 台湾 マスク

4月27日 ＢＨグループ マスク

4月27日 株式会社アルプス技研 マスク

4月27日 明治安田生命保険相互会社神奈川本部 マスク

4月28日 日産自動車株式会社相模原部品センター フェイスシールド

4月28日 三光機械株式会社 マスク

4月28日 有限会社相北工業 防護服

4月28日 有限会社あいシステムアンドソリューションズ マスク

4月30日 東京山川産業株式会社 マスク

4月30日 株式会社ヴィレッジ マスク

4月30日 ミヤジフーズ株式会社 マスク

4月30日 有限会社あいシステムアンドソリューションズ マスク

5月1日 有限会社ヤマテック マスク

大協技研工業株式会社

有限会社樹脂リードモデル

5月1日 株式会社和光産業 マスク

5月7日 株式会社アイシン 防護服

5月7日 学校法人麻布獣医学園麻布大学 防護服・シューズカバー

5月8日 株式会社ＴＲＡＩＬ マスク

医療法人社団天友会

株式会社ほねごり

5月11日 株式会社和光産業 マスク

株式会社飯森工業

有限会社ケーテック

株式会社トライズ

株式会社ベステック

有限会社誠運輸

株式会社ライズワークス

株式会社ＣＬＯＶＥＲ．ＮＥＯ

Ｃｌｕｂ　Ｎｅｌｖａ

Ｃｌｕｂ　Ｓｅａ

株式会社Ｋ＆Ｊリフォーム

5月13日 株式会社スポーツクラブ相模原（ＳＣ相模原） マスク

5月14日 株式会社旬菜デリ相模原事業所 マスク

新型コロナウイルス感染症における医療用物品寄贈情報

5月1日 フェイスシールド

5月8日 マスク

マスク5月13日
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5月14日 株式会社ヘルスケアホールディングス マスク

5月14日 神奈川トヨタ自動車株式会社 マスク

5月14日 株式会社サーティーフォー マスク

5月15日 株式会社クライムエヌシーデー マスク・消毒薬

5月15日 有限会社あいシステムアンドソリューションズ マスク

5月15日 明治安田生命保険相互会社神奈川本部 フェイスシールド・消毒薬

5月19日 有限会社関戸商事 マスク

5月19日 株式会社相模化学金属 マスク

5月21日 株式会社時空界 フェイスシールド

5月22日 有限会社ジャパンエクスポートインポート マスク

5月25日 株式会社裕源 マスク

ヒルロムジャパン株式会社

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

5月25日 相原連合自治会 マスク

ＳＣ相模原サポーター・

株式会社スポーツクラブ相模原（ＳＣ相模原）

5月27日 三友プラントサービス株式会社 マスク・防護服

5月27日 メディカルエキスパート株式会社 マスク・防護服

5月27日 エンビジョングループ マスク

ライオンズクラブ国際協会オール相模原

相模原南ライオンズクラブ

相模原中央ライオンズクラブ

相模原ライオンズクラブ

相模原けやきライオンズクラブ

相模原シティライオンズクラブ

相模原グリーンライオンズクラブ

5月27日 株式会社ヘルスケアホールディングス フェイスシールド

5月28日 国際ロータリー第2780地区相模原中ロータリークラブ マスク

5月28日 愛知産業株式会社 フェイスシールド

5月28日 相模接骨師会 マスク

5月29日 株式会社ニフコ フェイスシールド

6月4日 明治安田生命保険相互会社町田支社 マスク・フェイスシールド・消毒薬

株式会社サンライト

株式会社ＤＯＯＲＳ

セルフ・エー株式会社

株式会社オンステージ

プラス・ケア株式会社

ウイッツグループホールディングス株式会社

株式会社ウイッツコミュニティ

ふちのべ星援隊

6月10日 アルマック株式会社 マスク

株式会社ヘルスケアホールディングス

バイオ・インターナショナル株式会社

6月11日 有限会社細谷紙店 消毒薬

6月12日 日本濾過器株式会社 マスク

6月15日 株式会社オニム フェイスシールド

6月17日 株式会社カトー精工 フェイスシールド

6月17日 タイテック株式会社 試験管ミキサー

6月19日 有限会社ジャパンエクスポートインポート フェイスシールド・消毒薬

6月22日 株式会社ニコン相模原製作所 フェイスシールド

6月22日 ＣＥＮＴＵＲＹ２１リビングスタイル株式会社 マスク

6月24日 株式会社ダイワダンボール ダンボールシールド

日本ペイントホールディングス株式会社

日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社

6月29日 株式会社グローズバル マスク・防護服

マスク

マスク

フェイスシールド

6月9日

6月5日 マスク

6月11日 感染症対策テント

5月25日 マスク

5月27日 マスク

5月26日

6月29日
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7月6日 株式会社裕源 マスク

7月7日 藩基文財団 マスク

7月8日 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社関東営業本部山梨支社 マスク

7月16日 相プラ株式会社 手袋

7月16日 株式会社サインビクトリー アルコールディスペンサー

7月28日 株式会社ダイワダンボール フェイスシールド

7月31日 よさこいチーム「躍動」 フェイスシールド

8月7日 株式会社德永ビル 防護服

飯塚塗研株式会社

株式会社大貫興業

株式会社宮崎塗装

8月20日 株式会社ヴィレッジ アクリルシールド

9月15日 アイダエンジニアリング株式会社 マスク

11月5日 アイダエンジニアリング株式会社 マスク

11月13日 相模カラーフォーム工業株式会社 マスク補助具

11月30日 株式会社アトリエヨシノ マスク

第一生命保険株式会社町田支社

第一生命労働組合町田支部

12月8日 富士工業株式会社 業務用空気清浄機

12月18日 株式会社裕源 マスク

12月25日 株式会社日電社 赤外線額温度計

令和3年1月5日 株式会社德永ビル マスク・除菌ウェットティッシュー

1月12日 株式会社ヴィレッジ 新型コロナウイルス抗体検査キット

1月19日 株式会社イノウエ マスク

1月20日 株式会社キュービックスクエア 除菌・消臭スプレー

1月27日 株式会社ＯＡＫインターナショナル マスク

2月2日 アイダエンジニアリング株式会社 マスク

2月4日 株式会社德永ビル 手袋

2月19日 オーセンテック株式会社 フェイスシールド

3月4日 一般社団法人神奈川県日本中国友好協会 マスク

3月4日 相模原シティライオンズクラブ 防護服

3月10日 有限会社関戸商事 検温器付き消毒ディスペンサースタンド

4月6日 株式会社洋光 消毒用アルコールジェル

4月9日 マイクロンメモリ　ジャパン合同会社橋本技術センター 消毒用アルコールジェル・不織布マスク・使い捨て体温計

6月1日 株式会社裕源 マスク

6月3日 株式会社裕源 マスク

6月5日 有限会社粟野建具工業 マスク・アルコールジェル

7月6日 相模原造園協同組合
消毒スタンド・非接触型体温計スタンド式
消毒用アルコール・液体ハンドソープ・固
形石鹸

7月14日 株式会社サインビクトリー
飛沫感染対策アクリルパーティーショ
ン

7月20日 株式会社サインビクトリー 感染症予防啓発リーフレット

8月3日 株式会社サインビクトリー
アクリルパーティーション
非接触型体温計
感染症予防啓発リーフレット

9月6日 株式会社ヴィレッジ マスク

10月18日 株式会社サインビクトリー マスク（ワクチン接種ロゴ入り）

令和4年1月25日 株式会社アイシス
除菌・消臭スプレー・ハンドジェ
ル

6月29日 株式会社洋光 消毒用アルコールジェル

8月10日 株式会社TIM　HOLDINGS クリーンケアハンドジェル

9月27日 株式会社ＹＣ フェイスシールド

消毒薬8月18日

12月1日 消毒薬

※個人の方からも多数の医療用物品を寄贈いただいています。

※寄贈者については、公開の了承をいただいた企業、団体のみ掲載しています。


