
株式会社モスフードサービス 千葉県ヤクルト販売株式会社 株式会社 十字屋

ソニー生命保険株式会社 株式会社 東横イン 株式会社 中外医科学研究所

株式会社シード 株式会社 エポスカード 株式会社 日商

ロート製薬株式会社 株式会社 ヤマキ 株式会社 福祉新聞社

日本石油輸送株式会社 株式会社 フレーベル館 株式会社 石かね石材

小林製薬株式会社 ボルボカーズ・ジャパン株式会社 株式会社 野々田商店

高野山真言宗　総本山金剛峯寺 シマダヤ株式会社 大日本図書株式会社

株式会社 ベラフィーノ 株式会社 読売巨人軍 ダイヤル・サービス株式会社

東京海上日動火災保険株式会社 株式会社 バンガードインターナショナルフーズ インペリアルエンタープライズ株式会社

日本生命保険相互会社 株式会社 ユウキ屋 日本PMS株式会社

明治生命保険相互会社 株式会社 守谷商会 サイズエリア株式会社

朝日生命保険相互会社 株式会社 二葉堂 高橋設備工業株式会社

住友生命保険相互会社 株式会社 プレミアバンク 力邦銀河株式会社

第一生命保険株式会社 株式会社 中央ライフ ナイスライブピア株式会社

株式会社 講談社 株式会社 ハードコート システム科学コンサルタンツ株式会社

株式会社 集英社 藤正商事株式会社 共同カイテック株式会社

トヨタ自動車株式会社 株式会社 ミリオンインターナショナル 東京技研工業株式会社

三菱地所株式会社 株式会社 ニューウェーブ シーアールシージャパン株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社 株式会社 シールズ 菅井不動産株式会社

株式会社 そごう・西武 株式会社 協和 マツミハウジング株式会社

株式会社 丸井グループ 株式会社 デザインコンビビア スター・ジャパン株式会社

大和ハウス工業株式会社 株式会社 大興ネクスタ タビオ株式会社

株式会社 セゾン情報システム 株式会社 エヌエムツー 一心運輸梱包株式会社

株式会社 帝国ホテル 株式会社 三好屋食品工業 三光株式会社

株式会社 パレスホテル 株式会社 竹芳 三菱アルミニウム株式会社

株式会社 大塚商会 株式会社 エボラブルアジア 森久保薬品株式会社

佐川グローバルロジスティクス株式会社 株式会社 牛山商店 深尾ビル株式会社

アサヒ飲料販売株式会社 株式会社 鬼頭天薫堂 青葉化成株式会社

宗教法人　真如苑 株式会社 むら井 多摩貿易株式会社

宗教法人　慈惠院 株式会社 朝日サウナ 大内新興化学工業株式会社

宗教法人　日蓮宗 昇龍山 妙宣寺 株式会社 モッピーアンドナナ 日進火災海上保険株式会社

宗教法人　真福寺 株式会社 ドクターズチョイス 日東不動産株式会社

真宗大谷派　智願寺 株式会社 宝屋商店 日本ヒルズ・コルゲート株式会社

浄土宗永金山  常纂寺 株式会社 イナ・エステート 日廣商事株式会社

バプテスト羽村協会 株式会社 佼成出版社 八欧産業株式会社

立正佼成会 練馬教会 株式会社 マキコーポレーション 理工事務機株式会社

公益社団法人 日本コントラクトブリッジ連盟 株式会社 三幸コミュニティマネジメント ナイス株式会社

公益財団法人 日本財団 株式会社 サイモンズ 朝日信用金庫

公益財団法人 日本テレビ小鳩文化事業団 株式会社 ヒラタオフィス 東京信用金庫

公益財団法人 日本プロゴルフ協会 株式会社 ペスカインターナショナル 有限会社 フォアサイトシステム

公益財団法人 吉川英治国民文化振興会 株式会社 マルイキットセンター 有限会社 みらいグループ

社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター 株式会社 モノプロダクション 有限会社 トレジャークエスト

社会福祉法人 東京都共同募金会 株式会社 横山工業 有限会社 メガネのアオキ

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 株式会社 湘南平塚コミュニティ放送 有限会社 武蔵野レンズ研究所

一般社団法人 練馬区医師会 株式会社 致知出版社 有限会社 信濃製菓

一般社団法人 武蔵野市医師会 株式会社 八木橋 有限会社 中市

一般社団法人 霞会館 株式会社 アイ・エス・イー 有限会社 増英かまぼこ店

一般社団法人 東部日本ポールルームダンス連盟 株式会社 クリエイト エクソンモービル有限会社

NPO法人 静岡県補助犬支援センター 株式会社 松尾楽器商会

NPO法人 練馬明るい社会づくりの会 株式会社 アダージォカンパニー

マルイグループユニオン・福祉会 株式会社 すばる舎

株式会社 ティーガイア 株式会社 ティアンドケイテレフィルム

株式会社 エイヴイ 株式会社 ハート出版

株式会社 ジェイアイエヌ 株式会社 ビーエルシー

トヨタ自動車東日本株式会社 株式会社 ベースボールマガジン社

株式会社 DTS 株式会社 栄太樓總本舗

日医工株式会社 株式会社 丸重エステイト

株式会社 すかいらーく 株式会社 誠文堂新光社

東芝メディカルシステムズ株式会社 株式会社 千修

日新火災海上保険株式会社 株式会社 三ツ矢酒店

企業・法人（順不同）
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医療機関・病院（順不同）

公益財団法人 がん研究会有明病院 四国汽船株式会社　アイメイト応援団 横浜ライオンズクラブ

医療法人野火止クリニック 三育関町キリスト教会　関町パスファインダークラブ 横浜中央ライオンズクラブ

医療法人社団小林眼科医院 明治神宮 崇敬会 横浜磯子西ライオンズクラブ

医療法人樹一会　山口病院 川口モーニングロータリークラブ 横浜元町ライオンズクラブ

医療法人泰明会 谷藤眼科医院 東京桜田門ライオンズクラブ 横浜洋光台ライオンズクラブ

医療法人社団久仁会　宮内まこと記念クリニック 石泉ライオンズクラブ 横浜金港ライオンズクラブ

医療法人財団健和会 柳原病院 東京都遊技業共同組合 藤沢アクティライオンズクラブ

医療法人社団一心会 西條歯科医院 東日本旅客鉄道株式会社八王子支社 藤沢湘南ライオンズクラブ

医療法人臼井医院　臼井眼科・歯科医院 三越伊勢丹グループ労働組合 浜松グリーンライオンズクラブ

医療法人コスモス会 フジモト眼科 名古屋伊藤忠グループ親睦会 平塚ライオンズクラブ

医療法人あしかび会 山口歯科診療室 高和興産株式会社　パーラーサークル 鹿児島ライオンズクラブ

医療法人社団クリスタルメディカル 近藤眼科高尾クリニック 日本レフティゴルフ協会　東京城西支部 川越初雁ライオンズクラブ

医療法人社団佳仁会 三鷹第一クリニック UAゼンセン　アルペン労働組合 島田ライオンズクラブ

医療法人社団豊珠会 あべ眼科クリニック 越谷ボランティア団体 十日会 野田ライオンズクラブ

医療法人社団五凜会 もみの木クリニック 志木料理飲食店組合 柏ライオンズクラブ

社会医療法人近森会近森病院 三輪緑山街と犬をアイする会 ペロ 笛吹ライオンズクラブ

社会医療法人社団正志会 南町田病院 町田音訳グループ・郎奉 熊谷中央ライオンズクラブ

服部眼科 ひとみ会 逗子葉山ライオンズクラブ

タニグチ眼科 葛西遊技場組合 松戸ライオンズクラブ

奥野歯科医院 東京商業流通協同組合 上尾ライオンズクラブ

藤田眼科 東京都中小企業団体中央会 甲府若葉ライオンズクラブ

高野医院 都遊連第十ブロック協議会 川越中央ライオンズクラブ

寺尾歯科医院 深川遊技場組合 深谷ライオンズクラブ

大原ちか眼科 大学不動産連盟 甲府シティライオンズクラブ

山川医院 国際ロータリー第2750地区 大和リバティライオンズクラブ

森川眼科医院 東京ロータリークラブ 東京パイロットクラブ

白石整形外科 東京八王子北ロータリークラブ 国際ソロプチミスト青梅

小原クリニック 東京城北ロータリークラブ 国際ソロプチミスト東京調布ローレル

芝浦クリニック 東京立川こぶしロータリークラブ 一般社団法人山梨県視覚障害者福祉協会　ハーネス友の会

やまわきこどもクリニック 東京赤坂ロータリークラブ にいがた盲導犬ハーネスの会

葛西皮膚科クリニック 東京南ロータリークラブ 盲導犬を普及させる会

にしやま動物病院 東京江戸川中央ロータリークラブ 北区障害者地域自立生活支援室

みやむら動物病院 東京武蔵野中央ロータリークラブ 東京都視覚障害者生活支援センター

ベアーズ動物病院 川口北東ロータリークラブ

ひまわり動物病院 草加イブニングロータリークラブ

たまご動物病院 熊谷ロータリークラブ

吉岡動物病院 川崎西ロータリークラブ

ジアス動物病院 八千代中央ロータリークラブ

ほかぞの動物病院 小田原北ロータリークラブ

松園動物病院 千葉ロータリークラブ

ヒール動物病院 長崎出島ロータリークラブ

あかね動物病院 一般社団法人ロータリーの友

アイ動物医療センターグループ ライオンズクラブ国際協会

みやま動物病院 横浜磯子ライオンズクラブ

上尾動物病院 東京城東ライオンズクラブ

小島獣医科医院 東京光が丘ライオンズクラブ

まるこ未来動物病院 東京稲城多摩ライオンズクラブ

めい動物病院 東京西東京ライオンズクラブ

株式会社ペットメディカルセンター・エイル 東京渋谷中央ライオンズクラブ

森田動物病院 東京しいの木ライオンズクラブ

久家動物病院 東京品川ライオンズクラブ

みやの動物病院 東京練馬ライオンズクラブ

赤塚ペットクリニック 東京自由が丘ライオンズクラブ

フクダペットクリニック 東京綾瀬ライオンズクラブ

あおのペットクリニック 東京ウィルライオンズクラブ

村松獣医科 東京日本橋ライオンズクラブ

川崎中央ライオンズクラブ

川崎橘ライオンズクラブ

横浜中央ライオンズクラブ

横浜あおばライオンズクラブ

団体等（順不同）

支援者一覧2/3　　2014年～2016年（個人を除く）



学校等（順不同） 店舗・個人事業等（順不同）

日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校 ネクスタイド・エヴォリューション

成蹊高等学校　学園際 株式会社マルト　諏訪店

慶應義塾幼稚舎　会計部 株式会社赤玉　アカダマウエスト

水戸女子高等学校 有限会社鳥居原　鳥居原ふれあいの館

文京学院大学　生涯学習センター Top Chain 柳瀬製作所

横浜清風高等学校　生徒会 カリー＆ブラウン・ホールディングス・リミテッド

学校法人呉竹学園　東京医療専門学校 お好み焼き 壱福屋

学校法人鎌形学園　東京学館浦安高等学校 ニューオータニ ビューティーサロンタワー

枝光会付属幼稚園 HAIRSTUDIO　M

枝光会駒場幼稚園 手打蕎麦おかむら

学校法人スカイ中村学園　スカイ総合ペット専門学校 HAIR432

東京都立石神井高等学校 ファミリーマート　吉祥寺公園通り店

長瀞町立長瀞中学校 ファミリーマート　吉祥寺平和通り店

立教女学院　同窓会 河京ラーメン　館猪苗代店

青山学院女子短期大学　同窓会 caco美容院

学校法人桜蔭学園　点字部・ボランティア部 さかいや生花店

小平市立小平第四小学校 ペンションモルゲンロート

恵泉女学園　中学・高等学校 SEA　CASTLE

川口市立根岸小学校 磐田グランドホテル

学校法人フェリス女学院　同窓会東京支部 佐野カイロプラクティック

学校法人三育学院　東京三育小学校四年生 ハートフェルト

皆野町立皆野中学校 福禄寿

学校法人マリア学園　認定こども園　よしだマリア幼稚園 ホテル湖龍

学校法人アルウィン学園　玉成保育専門学校 マーメイドスイミングスクール

聖心女子大学 サンパレス　環七大杉店

社会福祉法人高智会　サムエル保育園・ダビデ保育園 バーエルロン

立教セカンドステージ大学 深作農園

八王子市立由木西小学校 焼肉　牛車

横浜市立盲特別支援学校　学友会 ミュージアムショップ　宇茶戯

江戸川区立上一色小学校 南越谷友の会スタンディングバー　翔

東海大学付属浦安高等学校・中等部 中川・山川法律事務所

中むらそば屋

coffeeムサシヤ

アンヴェール

ふらわーしょっぷすぎた

マゴット108

養田マッサージ

パーマハウス

ヘアープラスダイキ

トム・ソーヤー

イタリア風家庭料理　バスト

東京新聞蒲生専売所

指圧治療院一庵

オリエンタルパサージュ瑞江Ⅱ

ファッションクリーニングイシイ

ドッグランドニコ

赤城メモリアルパーク

観蔵院　ペット霊園ニルバーナ

タマ企画サービス

ホテル鹿島の森

ミッレ・ルーチ
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