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物資調達物資調達物資調達物資調達・・・・配送実績表配送実績表配送実績表配送実績表（（（（4 月月月月 10 日現在日現在日現在日現在）））） 
（受領： CF＝シビック・フォース、PWJ＝ピースウィンズ・ジャパン、JEN＝JEN、無償提供元のみ企業名記載） 

現地着現地着現地着現地着 形態形態形態形態 受領受領受領受領 配送先配送先配送先配送先 カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ 物資物資物資物資 無償提供元無償提供元無償提供元無償提供元 数量数量数量数量 単位単位単位単位 主主主主なななな用途用途用途用途 

2011/3/

23以前 

無償提供 CF 気仙沼 設備 エマージェンシーテント Civic Force所有 41 張 物資等保管 

    ブルーシート 静岡県袋井市 64 枚 物資等保管 

     パーティション 静岡県袋井市 40 個 避難場所下敷き 

     エマージェンシーテント 静岡県袋井市 22 張 物資等保管 

     ガソリン 静岡県袋井市 100 L 緊急車両・支援車両 

     灯油 株式会社 オズビジョン 2000 L 暖房燃料 

     毛布 静岡県袋井市 60 枚 防寒 

     毛布 （株）大丸松坂屋百貨店 1,000 枚 防寒 

     ウレタンマット 三井化学（株） 600 枚相当 避難場所下敷き 

     ブルーシート大（5.4×7.2m) 三井化学（株） 320 枚 物資等保管 

     ブルーシート小（3.6×5.4m） 三井化学（株） 250 枚 物資等保管 

     ポリタンク 三井化学（株） 350 個 燃料等保管 

    食料 アルファ米 静岡県袋井市 20 箱 食事 

     スニッカーズ ミニ  マースジャパンリミテッド  4ｔトラック 1台分 食事 

     ハイラップ 三井化学（株） 300w×100l 30本/箱 180箱 

350w×500l  2本/箱 96箱 

390w×500l 2本/箱 136箱 

食器等のカバー（食器

洗浄を省く）、おにぎり

握り 

    消耗品 生理用品 大王製紙（株）エリエール 4ｔトラック 1台分 衛生管理 

     マスク （株）大丸松坂屋百貨店 200,000 枚 衛生管理 
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     簡易トイレ(天使の器) 

 

（株）大丸松坂屋百貨店 天使の器50：17箱 

天使の器100:20箱 

衛生管理 

 購入 CF 気仙沼 設備 ストーブ  550 台 防寒 

     燃料（灯油）  400 L 防寒 

  PWJ 気仙沼 設備 ストーブ （ストーブ26、ホームヒーター5） 31 台 防寒 

     ストーブ  510 台 防寒 

     養生シート（1m x 30m巻き）  4 ロール 防寒 

     エマージェンシーテント  2 張 事務所用 

    食事 パン  7,200 食 食事 

3/24 無償提供 CF 気仙沼 設備 ウレタンマット 三井化学（株） 100 枚 避難場所下敷き 

    調理 トレイ 三井化学（株） 25,000 個 食事配膳 

    器具 ボール 三井化学（株） 30,000 個 調理用 

    食料 焼き鳥缶 森ビル（株） 3,120 缶 食事 

     米 ヤフー（株）、ｻｲﾊﾞｰｵｰｶﾞﾆｯｸｽﾄｱ 8 t 食事 

 購入 PWJ 気仙沼 設備 ストーブ  510 台 防寒 

3/25 無償提供 CF 気仙沼 食料 米 ヤフー（株）、ｻｲﾊﾞｰｵｰｶﾞﾆｯｸｽﾄｱ 2.5 t 食事 

   南三陸 設備 集会用テント 山梨県甲府市 41 張 簡易風呂等 

      静岡県袋井市 40 張 簡易風呂等 

3/26 無償提供 CF 気仙沼 消耗品 スポーツソックス （株）ナイキジャパン 9,500 足 防寒・着替え 

     スポーツウェア （株）ナイキジャパン 9,500 点 防寒・着替え 

 割引購入 CF 気仙沼 食料 トマト缶  7,920 缶 食事 

     さんま缶  2,400 缶 食事 
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     果物（デコポン）  350 kg 食事 

     果物（リンゴ）  1,000 kg 食事 

     果物（甘夏）  2,000 kg 食事 

3/27 無償提供 CF 気仙沼 衣料 防寒具・寝袋・毛布・手袋 「I LOVE SNOW」One's Hand'sプロジ

ェクト 

10,000 点 防寒 

   大船渡  下着類 （株）ファーストリテイリング 7,500 点 防寒・着替え 

  PWJ 南三陸 設備 ドラム缶 （株）高橋ヘリコプターサービス 19 缶 簡易風呂等 

 割引購入 CF 気仙沼 食料 即席麺   10,000 個 食事 

    消耗品 マスク   45,600 個 衛生管理 

    衣料 パンツ   2,300 枚 防寒・着替え 

     Ｔシャツ   6,550 枚 防寒・着替え 

     靴下   4,800 足 防寒・着替え 

3/28 無償提供 CF 気仙沼 消耗品 アルコール消毒液 （株）ホットスタッフ・プロモーション 216 本 衛生管理 

     マスク （株）ホットスタッフ・プロモーション 24,000 枚 衛生管理 

     うがい薬 （株）エムアンドオーインダストリー 6,000 枚 衛生管理 

     トイレットペーパー （株）エムアンドオーインダストリー 3,000 個 衛生管理 

     ポケットティッシュ （株）ハート引越センター 90,000 個 衛生管理 

     肌保湿クリーム ファルマボタニカ（株） 200 個 スキンケア 

     ボディクリーム ファルマボタニカ（株） 440 個 スキンケア 

     ボディシャンプー ファルマボタニカ（株） 170 個 スキンケア 

    衣料 靴下（婦人・男性・子供） タビオ（株） 1,000 足 防寒・着替え 

     長靴 GRI Japan（株） 262 パック 防寒・着替え 
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    食料 紅茶 （株）リタトレーディング 7,500 個 飲料 

     総合ビタミンミネラル（健康食品 ファルマボタニカ（株） 140 個 食料 

     粉末栄養飲料（紅茶味） ファルマボタニカ（株） 840 個 飲料 

 割引購入 CF 大船渡 消耗品 ポリタンク  50 缶 燃料等保管 

  CF 気仙沼 設備 工具セット  120 ケース 避難所運営 

     自己発電懐中電灯  1,000 本 避難所運営 

    食料 梅干し  56 パック 食事 

    衣料 タイツ  4,468 枚 防寒・着替え 

     レギンス  1,646 枚 防寒・着替え 

     靴下(紳士用）  10,904 足 防寒・着替え 

     靴下（婦人用）  5,380 足 防寒・着替え 

     ショーツ  4,010 枚 防寒・着替え 

 無償提供 PWJ 気仙沼 設備 材木 木工ランド 432 枚 簡易風呂等 

     マットレス 日建リース工業（株） 300 枚 簡易風呂等 

3/30 無償提供 CF 南三陸 食料 のり （株）ハート引越センター 300 個 食事 

     サムゲタンレトルトパック （株）ハート引越センター 316 食 食事 

    消耗品 歯ブラシ 中山歯科診療所 1,500 本 衛生管理 

 購入 CF 南三陸 設備 ビス  18,010 本 簡易風呂等 

    釘  18,000 本 簡易風呂等 

    電動のこぎり  9 本 簡易風呂等 

    ハンマー  16 本 簡易風呂等 

    インパクト  14 個 簡易風呂等 
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     ブルーシート  50 枚 簡易風呂等 

     土嚢袋2種  5,000 枚 簡易風呂等 

3/31 購入 CF 南三陸町 設備 コンクリートブロック各種  2x11パレット 個 簡易風呂等 

     プール（八角形244×61）  30 個 簡易風呂等 

4/1 無償提供 CF 南三陸町 設備 集会用テント 東京都葛飾区 24 個 簡易風呂等 

4/3 無償提供 CF 南三陸町 食料 330ml 水 キングソフト（株） 2,700 本 食事 

     水（2L） （株）阪神タイガース 1,000 本 食事 

    消耗品 石鹸  （株）ペリカン石鹸 2,000 個 避難所運営 

     乾電池 （株）阪神タイガース 40,000 個 避難所運営 

    衣料 衣類、毛布 （株）阪神タイガース 136 ケース 避難所運営 

    その他 本、衣類、缶詰等 一般社団法人志友会 4トントラック 2台 避難所用 

    設備 ポンプ式シャワー マルハチ産業（株） 1 機 簡易風呂等 

 購入 CF 南三陸町 消耗品 紙コップ  150,000 個 避難所運営 

    食料 ツナフレーク缶  14,400 缶 食事 

     キウィ  6,600 個 食事 

     りんご  11,500 個 食事 

     ミネオラオレンジ  13,500 個 食事 

4/4 無償提供 CF 気仙沼 食料 ライフガード(500ml) （株）チェリオジャパン 4,596 本 食事 

   南三陸町  ライフガード(500ml) （株）チェリオジャパン 4,596 本 食事 

    消耗品 歯ブラシ アスクル（株） 500,000 本 衛生管理 

     ティッシュ アスクル（株） 4,253 箱 避難所運営 

     トイレットペーパー アスクル（株） 5,400 ロール 避難所運営 
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     キッチンペーパー アスクル（株） 384 ロール 避難所運営 

     お茶(2l) アスクル（株） 1,512 本 食事 

 割引購入 PWJ 気仙沼 消耗品 文房具セット  300 セット 子ども向け 

4/5 無償提供 CF 南三陸町 衣料 子供服 (株)ピーエスシー 100 着 防寒・着替え 

    消耗品 フェイスタオル 一般財団法人 mudef 6,500 枚 避難所運営 

    食料 ライフガード(500ml) （株）チェリオジャパン 4,596 本 食事 

     紅茶 クックパッド（株） 2,400 個 食事 

     ツナ缶 クックパッド（株） 3,000 個 食事 

     果物缶（黄桃） クックパッド（株） 1,200 個 食事 

     果物缶（パイナップル） クックパッド（株） 1,200 個 食事 

     クッキー （株）宇治園 200 個 食事 

     緑茶 2ｇ （株）宇治園 9,000 パック 食事 

     緑茶 5ｇ （株）宇治園 4,120 パック 食事 

  PWJ 気仙沼 衣料 防寒着、インナーなど United Arrows 200 ケース 防寒・着替え 

 割引購入 CF 南三陸町 食料 缶詰（オイルサーディン）  25,000 缶 食事 

     缶入りソフトパン  7,200 缶 食事 

     野菜飲料  2,000 本 食事 

     お茶  4,800 本 食事 

 購入    スチームドーナッツ  5,040 個 食事 

4/6 無償提供 CF 南三陸町 設備 ポケット型補聴器 （株）リードビジョン 100 個 補聴 

    衣料 Tシャツ （株）集英社『MORE』 700 着 衣料 

     ショルダーバック (株)プラスゲイン 53 個 衣料 
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     リュック (株)プラスゲイン 13 個 衣料 

     レインウェア（トップ） (株)プラスゲイン 53 着 衣料 

     レインウェア（ボトム） (株)プラスゲイン 25 着 衣料 

     防寒ブーツ（女性用） (株)プラスゲイン 360 点 衣料 

     防寒着（男性用、女性用） (株)プラスゲイン 62 足 衣料 

     衣類（ベンチコート） （株）八芳園 50 着 衣料 

 割引購入 CF 南三陸町 食料 ミックスナッツ  5,000 袋 食事 

     殻つき落花生  5,000 袋 食事 

     干しプルーン  9,000 袋 食事 

    消耗品 使い捨て哺乳瓶  195 個 育児 

 購入 CF 南三陸町 衣料 インナー  27,839 枚 衣料 

     サンダル（子供向けプリント付）  4,388 足 衣料 

     ソックス  20,000 枚 衣料 

    設備 蓄圧式シャワー 6Ｌ  6 台 簡易風呂等 

     風呂用イス  1,000 個 簡易風呂等 

     風呂用オケ（洗面器）  1,000 個 簡易風呂等 

4/7 割引購入 CF 南三陸町 設備 お風呂セット  2 台 簡易風呂等 

    食料 かき缶詰  400 缶 食事 

     まぐろフレーク煮  4,000 袋 食事 

     むき栗  64,000 袋 食事 

     佃煮袋  28,600 袋 食事 

     漬け物袋  3,000 袋 食事 
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     粉ミルク＋哺乳瓶  250 缶 育児 

4/8 無償提供 JEN 石巻 食料 米（無洗ではない） ヤフー（株）、ｻｲﾊﾞｰｵｰｶﾞﾆｯｸｽﾄｱ 2 トン 食事 

    消耗品 マスク（大・小各種） 住友スリーエム（株） 2,000 枚 衛生管理 

 割引購入    割りばし  12,000 膳 食事 

 購入 CF 南三陸町 設備 EPS断熱材  89 個 簡易風呂等 

     TVアンテナ用ケーブル  3 本 簡易風呂等 

     あかすりグローブ  30 個 簡易風呂等 

     かけ時計  5 個 簡易風呂等 

     コードリール  3 本 簡易風呂等 

     コネクター  3 個 簡易風呂等 

     ドライヤー  5 個 簡易風呂等 

     ハロゲン投光器  9 個 簡易風呂等 

     プラスチックダンボール  30 枚 簡易風呂等 

     ワイヤーストリッパー  3 個 簡易風呂等 

     一輪車（浅型）  10 個 簡易風呂等 

     液晶テレビ  3 個 簡易風呂等 

     子供用シャンプーハット  50 個 簡易風呂等 

     室内用物干し  20 個 簡易風呂等 

     手鏡  100 個 簡易風呂等 

     足ふきマット  10 個 簡易風呂等 

     体重計  3 個 簡易風呂等 

     大鏡  30 個 簡易風呂等 
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     電動ノコギリ（RYOBI）  1 本 簡易風呂等 

     踏み竹  15 個 簡易風呂等 

     二芯ケーブル  5 本 簡易風呂等 

    消耗品 綿棒  60 個 簡易風呂等 

     シャンプー詰替  120 個 簡易風呂等 

     コンディショナー詰替  120 個 簡易風呂等 

     ボディソープ詰替  120 個 簡易風呂等 

     入浴剤  24 個 簡易風呂等 

    設備 のれん  10 本 簡易風呂等 

    消耗品 洗濯洗剤  160 個 衛生管理 

4/9 提供 CF 南三陸 消耗品 アルコール消毒液 (株)健康バスケット 5,000 個 衛生管理 

     うがい薬 (株)健康バスケット 5,000 個 衛生管理 

     ニュービーズ 花王（株） 20 ケース 衛生管理 

     ハンドクリーム 花王（株） 20 ケース 衛生管理 

     生理用品 花王（株） 20 ケース 衛生管理 

     水いらないシャンプー (株)スピック 100 本 衛生管理 

     ビーチサンダル（風呂・子供用) (株)コネクト 200 足 簡易風呂等 

     Led照射ライト足付き＆電池 マンフロット（＋電池2,400本）      100 台 避難所運営 

    食料 のり佃煮 ヤフー（株）、新鮮うまいもん市場 4,800 本 食事 

  PWJ/CF 南三陸 食料 総合ビタミン剤 （株）皇漢薬品研究所 20,000 包 食事 

 割引購入 CF 南三陸 食料 アミスティー衛生水  250 本 食事 

     クッキー  2,200 個 食事 
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     干しブドウ  9,000 袋 食事 

 購入 CF 南三陸 食料 グレープフルーツ  14,400 個 食事 

     ミネオラオレンジ  13,500 個 食事 

     かつおぶし  1,500 パック 食事 

     かんそうわかめ  3,000 パック 食事 

    消耗品 クレヨン  2,300 点 文具 

    衣料 ビーチサンダル  288 足 避難所運営 

    消耗品 ひげ剃り  10,000 個 衛生管理 

     ボールペン  10,000 本 文具 

     日記帳 Ａ４サイズ  868 冊 文具 

    設備 発電機  6 台 簡易風呂等 

     脱衣かご  500 個 簡易風呂等 

     スノコ  300 個 簡易風呂等 

     バランスボール  500 個 健康管理 

4/10 提供 CF 南三陸 食料 お菓子（チョコレート類） （株）三王商会 176 ケース 食事 

     タイカレー（グリーン） （株）トマトコーポレーション経由 16,800 個 食事 

     タイカレー（レッド） （株）トマトコーポレーション経由 16,800 個 食事 

    衣料 マフラー 有志 4,000 本 防寒 

    消耗品 アルコール消毒液 (株)奥田製薬 2,010 本 衛生管理 

 割引購入 CF 南三陸 食料 ウィダーインゼリー  14,400 個 食事 

    消耗品 コップ  291,000 個 食事 

     スプーン  92,500 本 食事 
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     フォーク  103,000 本 食事 

     ラップ  4,500 本 食事 

     割りばし  769,000 膳 食事 

     耐熱食器容器（皿）  46,200 枚 食事 

 

【【【【4444 月月月月 10101010 日現在日現在日現在日現在】】】】        

合計到着量： 209 トン（4 トントラック 83 台、10 トントラック 1 台） 

－食料：約 19 万食分（自社換算） 

－衣料：約 13 万点分（自社換算）を含む 

  

到着品目： 計 200 品種 

－食料：約 60 品目 

－衣料：約 30 品目 

－消耗品：約 40 品目 

－設備用：約 70 品目 

 

物資提供企業： 計 85 社（無償提供と卸値提供を含む） 

 


