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寄 付 者 名 （ 敬 称 略 ） 住 所 区分 寄 附 額

アイティーアイ株式会社 長崎市 法人 非公表

アサヒビール株式会社　長崎支社 長崎市 法人 ¥3,700,000

イオン九州株式会社 福岡県福岡市 法人 ¥8,304,188

マックスバリュ九州株式会社 福岡県福岡市 法人 ¥848,354

株式会社ダイエー 東京都江東区 法人 ¥408,539

有限会社和泉屋 雲仙市 法人 ¥6,000,000

株式会社伊藤園 東京都渋谷区 法人 ¥2,050,000

株式会社稲佐山観光ホテル 長崎市 法人 非公表

株式会社岩崎食品 長与町 法人 ¥4,000,000

株式会社ヴァンパッシオン 東京都港区 法人 ¥1,571,010

株式会社エフエム長崎 長崎市 法人 ¥387,226

扇精光ソリューションズ株式会社 長崎市 法人 ¥1,000,000

株式会会社ONLYONE 大村市 法人 非公表

株式会社カステラ本家福砂屋 長崎市 法人 非公表

カトリック浦上教会 長崎市 団体 ¥1,506,100

株式会社唐草 長崎市 法人 ¥1,000,000

九州商船株式会社　 長崎市 法人 ¥500,000

九州電力株式会社　長崎支社 長崎市 法人 ¥1,000,000

株式会社九電工　長崎支店　 長崎市 法人 ¥1,142,000

九電ユニオン長崎支部 長崎市 法人 ¥250,098

株式会社GROW 雲仙市 法人 非公表

「五島を世界遺産の島に！」支援コンサート実行委員会 広島市 団体 ¥102,661

株式会社三基 長崎市 法人 非公表

有限会社三季クリエート 長崎市 法人 非公表

株式会社ジャパネットホールディングス 佐世保市 法人 ¥2,000,000

株式会社十八親和銀行 長崎市 法人 ¥13,014,223

城　輝行 長崎市 個人 非公表

（令和４年３月時点）

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産基金」へ
寄附をいただいた皆様

https://www.iti-e.co.jp/
https://www.asahibeer.co.jp/sustainability/
https://www.aeon-kyushu.info/sales_promotion/index
https://www.aeon-kyushu.info/sales_promotion/index
https://www.daiei.co.jp/
https://n-izumiya.com/
https://www.itoen.co.jp/
https://www.inasayama.co.jp/
https://0806.jp/
https://www.vinpassionco.com/
https://www.fmnagasaki.co.jp/
https://www.ougis.co.jp/
http://www.rusk-onlyone.com/
https://www.fukusaya.co.jp/
https://www.kaho-karakusa.co.jp/
https://kyusho.co.jp/
https://www.kyuden.co.jp/
https://www.kyudenko.co.jp/
https://www.kyudenunion.jp/
https://www.grow-ad.com/
https://www.sanki-nagasaki.co.jp/
https://www.kensetumap.com/company/478044/
https://corporate.japanet.co.jp/
https://www.18shinwabank.co.jp/
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株式会社湘南サンライズ工業 神奈川県 法人 非公表

公益社団法人全日本不動産協会　長崎県本部・
公益社団法人不動産保証協会　長崎本部

長崎市 法人 ¥1,000,000

大起建設株式会社 諫早市 法人 非公表

株式会社大黒屋 大村市 法人 ¥100,000

竹下建設工業株式会社 長崎市 法人 非公表

たちばな信用金庫 諫早市 法人 非公表

伊達　秀則 長崎市 個人 ¥2,000,000

谷口　勝 大阪府枚方市 個人 ¥100,000

テーラーつつみ株式会社 五島市 法人 非公表

株式会社トラスティ建物管理・株式会社プラネット共同事業体 長崎市 法人 ¥300,000

長崎魚市株式会社 長崎市 法人 非公表

長崎空港ビルディング株式会社 大村市 法人 ¥16,579,214

長崎県営バス観光株式会社 長崎市 法人 非公表

一般社団法人長崎県建設業協会 長崎市 法人 ¥1,000,000

長崎県建設工業協同組合 長崎市 法人 ¥1,000,000

長崎県商工会連合会 長崎市 法人 ¥6,025,197

長崎自動車株式会社 長崎市 法人 非公表

長崎倉庫株式会社　 長崎市 法人 ¥1,000,000

公益社団法人長崎法人会 長崎市 法人 ¥1,000,000

日本生命労働組合　長崎支部一同 長崎市 団体 非公表

株式会社白水建設 長崎市 法人 非公表

ホテルセントヒル長崎 長崎市 法人 非公表

本田商會株式会社 長崎市 法人 ¥100,000

松本徽章工業株式会社 東京都台東区 法人 非公表

マルケイ食品有限会社（株式会社西日本シティ銀行取扱） 北九州市 法人 ¥100,000

株式会社メモリード 長崎市 法人 ¥9,000,000

株式会会社MOTA 東京都 法人 非公表

http://shonansunrise.com/
http://www.z-ngs.jp/
http://www.z-ngs.jp/
https://www.daiki-kk.com/
https://www.dai-kokuya.co.jp/
http://takeshitakensetsu.com/
https://www.tachibana-shinkin.jp/
https://www.trustee-tatekan.jp/
https://www.nagasaki-uo.co.jp/
https://nagasaki-airport.jp/nabic/
http://www.ken-buskan.jp/
http://www.ngsk-kenkyou.or.jp/
http://www.nkkcu.jp/
http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/
https://www.nagasaki-bus.co.jp/
http://www.nagasakisoko.com/
http://www.n-houjinkai.or.jp/
http://shonansunrise.com/
https://www.saint-hill.jp/
https://n-honda.jp/
http://www.matsumoto-kisho.co.jp/
https://www.memolead.co.jp/
https://autoc-one.jp/
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八江グリーンポート株式会社 諫早市 法人 非公表

ラッキー自動車株式会社　 長崎市 法人 ¥1,000,000

株式会社リンガーハット 長崎市 法人 ¥3,000,000

※ホームページへの掲載について同意をいただいた皆様を記載しています。（お名前をクリックすると、HPが開きます。）

https://www.yaeseed.co.jp/greenport/
http://www.luckygroup.co.jp/
https://www.ringerhut.co.jp/

