
○寄贈された物資情報（令和2年5月寄贈分）

寄贈日 寄贈者 寄贈内容

令和2年5月29日 ユーシービージャパン株式会社 N95マスク　1,200枚

令和2年5月29日 東京電力労働組合埼玉地区本部 一般用マスク　20,000枚

令和2年5月28日 髙田　光　氏 一般用マスク　50枚

令和2年5月28日 明治安田生命保険相互会社 一般用マスク　500枚

令和2年5月28日 コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社
ペットボトル飲料　1,920本

缶飲料　5,820本

令和2年5月28日 大陽日酸株式会社 一般用マスク　50,000枚

令和2年5月28日 有限会社山嘉工機製作所 フェイスシールド　50枚

令和2年5月28日 子供服・子供用品リサイクルショップ　ECOLIFE COCO 一般用マスク　2,000枚

令和2年5月27日 株式会社ノジマ 一般用マスク　200,000枚

令和2年5月27日 株式会社シン・インターナショナル 一般用マスク　135,000枚

財団法人台南市台日文化友好交流基金会　董事長　李退之

財団法人台南市台日文化友好交流基金会　前理事長　郭貞慧

義盟興眼鏡實業股份有限公司

選旅行有限公司　楊子錡 廖定鈞

令和2年5月27日 公益財団法人日本教育公務員弘済会埼玉支部 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月26日 原子力規制委員会 防護服　260着

令和2年5月26日 匿名 N95マスク　80枚

令和2年5月25日 株式会社ヨシザワ フェイスシールド　100枚

令和2年5月25日 大和ハウス工業株式会社　埼玉西支店
一般用マスク　2,500枚

N95マスク　3枚

令和2年5月25日 ポーライト株式会社 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月25日 匿名 一般用マスク　102枚

令和2年5月25日 株式会社エンプラス 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月25日 Null Studio 一般用マスク　500枚

令和2年5月25日 匿名 N95マスク　60枚

令和2年5月25日 匿名 N95マスク　25枚

令和2年5月25日 進和テック株式会社　埼玉支店 一般用マスク　30枚

令和2年5月25日 かぞヤクルト販売株式会社 一般用マスク　10枚

令和2年5月22日 株式会社ファーストリテイリング 防護服　4,000着

令和2年5月22日 藤電設株式会社 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月22日 株式会社UCHIDA 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月22日 関　智宏　氏・朋子　氏・美遥　氏
N95マスク　19枚

一般用マスク　200枚

令和2年5月22日 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 フェイスシールド　66枚

令和2年5月21日 楽Goo国際株式会社 一般用マスク　50,000枚

令和2年5月21日 株式会社ファミリーマート 飲料水（600mL）　1,200本

令和2年5月21日 株式会社東立製作所 フェイスシールド　30枚

令和2年5月20日 東洋エレクトロン株式会社 防護服　10着

令和2年5月20日 埼玉県看護連盟 一般用マスク　50枚

令和2年5月20日 笹川　佳範　氏 N95マスク　40枚

令和2年5月20日 匿名 N95マスク　40枚

令和2年5月20日 匿名 N95マスク　79枚

一般用マスク　60枚

消毒用アルコール　1本

令和2年5月19日 YKK AP株式会社 ユニットハウス　4棟

令和2年5月19日 匿名 アームカバー　14枚

令和2年5月19日 株式会社千手 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月19日 公益財団法人世界宗教者平和会議（WCRP）日本委員会 一般用マスク　2,500枚

令和2年5月19日 台湾 一般用マスク　20,000枚

令和2年5月26日 防護服　900着

令和2年5月18日 フェイスシールド　2,000枚

令和2年5月18日 本田技研工業株式会社 フェイスシールド　6,100枚

令和2年5月18日 株式会社りそな銀行 フェイスタオル　4,500枚

令和2年5月18日 合資会社高田酒造場 消毒用アルコール　500mL×12本

N95マスク　20名

使い捨て手袋　20枚

ゴーグル　1個

令和2年5月18日 プロゴルファー　石川　遼　選手 フェイスシールド　10,000枚

令和2年5月15日 特定非営利活動法人SK人権ネット 一般用マスク　600枚

令和2年5月15日 松坂　大輔　投手（埼玉西武ライオンズ） 一般用マスク　50,000枚

令和2年5月15日 一般社団法人埼玉県保育事業団 一般用マスク　12,000枚

令和2年5月15日 株式会社豊昇 一般用マスク　1,500枚

令和2年5月27日 ゴーグル　500個

大日本住友製薬株式会社

令和2年5月20日 城塚　真樹子　氏

令和2年5月18日 匿名



一般用マスク　50枚

N95マスク　3枚

令和2年5月15日 株式会社河地鉄工 防護服　100着

令和2年5月15日 原口元気選手、橋岡優輝選手及びUDN FOUNDATION 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月15日 ユートピアグループ 一般用マスク　1,600枚

令和2年5月15日 株式会社deco 一般用マスク　20,000枚

令和2年5月15日 匿名 石鹸　150個

令和2年5月15日 匿名 一般用マスク　150枚

令和2年5月15日 株式会社シンク 一般用マスク　2,000枚

令和2年5月15日 株式会社タムラ製作所 N95マスク　3,300枚

令和2年5月15日 首都圏アグリファーム株式会社 狭山茶ティーバッグ（2個入り）1,000セット

令和2年5月14日 連合埼玉熊谷・深谷・寄居地域協議会、深谷地域労働者福祉協議会 栄養ドリンク　500本

令和2年5月14日 関東自動車株式会社 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月14日 石井　義和　氏 一般用マスク　510枚

令和2年5月14日 金子商事株式会社 一般用マスク　15,000枚

令和2年5月14日 株式会社東亜コーポレーション 一般用マスク　2,000枚

令和2年5月14日 匿名 一般用マスク　20枚

令和2年5月14日 国立研究開発法人科学技術振興機構 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月14日 インフィニティ―株式会社 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月14日 株式会社プラスリンクス 一般用マスク　1,000枚

令和2年5月14日 国際ロータリー第2570地区・第2770地区 フェイスシールド　50,000枚

令和2年5月13日 在日中国人一同 一般用マスク　6,000枚

令和2年5月13日 株式会社秀久 一般用マスク　1,000枚

令和2年5月13日 株式会社J's 一般用マスク　3,000枚

令和2年5月13日 アセットウェル株式会社 一般用マスク　500枚

令和2年5月13日 匿名 N95マスク　50枚

令和2年5月13日 匿名 N95マスク　60枚

令和2年5月13日 株式会社ベクトリック 一般用マスク　2,000枚

一般用マスク　9,950枚

N95マスク　100枚

防護服　36着

キャップ　100枚

令和2年5月12日 公益社団法人埼玉県獣医師会南支部
N95マスク　1,850枚

防護服　165着

令和2年5月12日 匿名 緑茶　2,000本

令和2年5月12日 ホンダ開発株式会社 N95マスク　1,440枚

令和2年5月12日 株式会社武蔵野銀行 防護服　200着

令和2年5月12日 合同会社MIRAI 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月11日 株式会社ファーレン埼玉 栄養ドリンク　200本

令和2年5月11日 児童発達支援・放課後等デイサービス　green room 一般用マスク　500枚

令和2年5月11日 株式会社BeA 一般用マスク　1,000枚

令和2年5月11日 日本E購株式会社 一般用マスク　3,000枚

令和2年5月11日 あゆみ舎 防護服　18着

N95マスク　7枚

感染症対策グッズ　1式

令和2年5月11日 吉田　貞雄　氏 一般用マスク　1,050枚

令和2年5月11日 京セラ株式会社 フェイスシールド　132枚

令和2年5月11日 ピーアークホールディングス株式会社 一般用マスク　5,000枚

令和2年5月11日 匿名 N95マスク　47枚

令和2年5月11日 榊原賢志税理士事務所 一般用マスク　300枚

令和2年5月8日 有限会社タイロン フェイスシールド　200枚

令和2年5月8日 AGS株式会社 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月8日 埼玉県浦和競馬組合 一般用マスク　100,000枚

令和2年5月8日 コスモ・クリーン株式会社 一般用マスク　3,000枚

令和2年5月8日 匿名 N95マスク　5枚

一般用マスク　10,000枚

一般用マスク　300枚

N95マスク　6枚

防護服　3着

使い捨て手袋　1,550枚

アイガード　20枚

使い捨て手袋　500枚

防護服　11着

医療法人社団宏和会　日精歯科　鳩ヶ谷診療所

令和2年5月13日 医療法人社団ねんりん会　新白岡口腔リハ歯科クリニック

令和2年5月13日

令和2年5月11日 匿名

一般社団法人日中一帯一路促進協会

中国留学人材発展基金会

令和2年5月8日

令和2年5月19日

令和2年5月15日 匿名



使い捨て手袋　400枚

消毒用アルコール　12本

一般用マスク　200枚

令和2年5月8日 日岡　憲吾　氏 一般用マスク　300枚

令和2年5月8日 株式会社Serge源’s フェイスシールド　300枚

令和2年5月8日 エクセン株式会社 一般用マスク　1,300枚

一般用マスク　4,050枚

使い捨て手袋　5,420枚

防護服　1,756枚

キャップ　1,020枚

令和2年5月7日 佐野　真由美　氏 一般用マスク　1,000枚

令和2年5月7日 匿名 一般用マスク　310枚

令和2年5月8日 一般用マスク　10枚

令和2年5月7日 一般用マスク　10枚

令和2年5月7日 逸見織物 一般用マスク　102枚

令和2年5月7日 陳石　夫妻 一般用マスク　5,000枚

令和2年5月7日 一心堂漢方株式会社 防護服　132着

令和2年5月7日 匿名 一般用マスク　5,000枚

令和2年5月1日 匿名 N95マスク　80枚

令和2年5月1日 株式会社大場組 一般用マスク　6,000枚

一般用マスク　50,000枚

N95マスク　10,000枚

令和2年5月1日 野口　哲平　氏・愛依　氏 フェイスシールド　100枚

令和2年5月1日 公益社団法人日本観光振興協会 一般用マスク　1,000枚

令和2年5月1日 一般社団法人彩の国建設業協会 一般用マスク　5,000枚

令和2年5月1日 匿名 N95マスク　50枚

令和2年5月1日 三光ソフランホールディングス株式会社 一般用マスク　10,000枚

令和2年5月1日 日韓親善協会 一般用マスク　8,000枚

令和2年5月29日 バリアーボックス　15個

フェイスシールド　1,100枚

防護服　150着

令和2年5月1日 フェイスシールド　100枚

注）一般用マスクとは、N95マスク以外のマスクです。

COVID-19-PPEプロジェクト

使い捨て手袋　400枚

防護服　4着

消毒液　2本

一般用マスク　60,000枚

ゴーグル　100本

使い捨て手袋　200枚

防護服　100着

株式会社井上鉄工所

フェイスシールド　200枚

N95マスク　200枚

一般用マスク　200枚

令和2年5月7日 公立大学法人埼玉県立大学

匿名

令和2年5月7日

株式会社山一商事

ポリバレント株式会社

令和2年5月1日 サンケン電気株式会社

令和2年5月1日

令和2年5月13日

令和2年5月25日

令和2年5月26日

吉井　啓子　氏

令和2年5月8日


