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‘物資調達・配送実績表（5月 31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 形態 受領 配送先 カテゴリ 物資 無償提供元 数量 単位 主な用途 

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 

バルーンシェルター 静岡県袋井市 4 基 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 10 張 物資等保管 

ガソリン 静岡県袋井市 60 L 緊急車両・支援車両 

ヘリコプター燃料 静岡県袋井市 800 L 緊急車両・支援車両 

毛布 静岡県袋井市 100 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 

調理 お釜セット 静岡県袋井市 3 セット 調理用 

燃料 ポリタンク 三井化学（株） 350 個 燃料等保管 

灯油 （株） オズビジョン 2,000 L 暖房燃料 

食料 アルファ米 静岡県袋井市 1000 食 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 

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

350w×500l 2本/箱 96箱 

食器等のカバー（食器

洗浄を省く）、おにぎり
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390w×500l 2本/箱 136箱 握り 

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 

     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 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 

食料 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） 700 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 

PWJ 設備 ストーブ (株)トヨトミ本社 510 台 防寒 

3/25 無償提供 CF 気仙沼 食料 米 ヤフー（株）、オーガニックサイバースト

ア 

8 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 41 張 簡易風呂等 

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

食料 米 ヤフー（株）、オーガニックサイバースト

ア 

2.5 t 食事 

 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 

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 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 

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 
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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 ジー・アール・アイ・ジャパン(株) 262 パック 防寒・着替え 

    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 

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 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 設備 ビス  18,010 本 簡易風呂等 

釘  18,000 本 簡易風呂等 
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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 

     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 設備 集会用テント 東京都葛飾区 24 個 簡易風呂等 

4/3 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 1,000 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 

4/4 無償提供 CF 気仙沼 食料 ライフガード(500ml) （株）チェリオコーポレーション 4,667 本 食事 

南三陸町  ライフガード(500ml) （株）チェリオコーポレーション 4,667 本 食事 

消耗品 歯ブラシ アスクル（株） 500,000 本 衛生管理 
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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 

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 

南三陸 衣料 スリッパ・ルームシューズ  2000 個 衣料 

4/5 無償提供 CF 南三陸 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）チェリオコーポレーション 4,667 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 

設備 トランシーバー （株）オンザウェイ 50 機 避難所運営 

PWJ 気仙沼 衣料 防寒着、インナーなど （株）ユナイテッドアローズ 200 ケース 防寒・着替え 

割引購入 CF 南三陸 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 
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購入 CF 南三陸 食料 スチームドーナッツ  5,040 個 食事 

4/6 無償提供 CF 南三陸 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 

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 62 足 衣料 

防寒着（男性用、女性用） (株)プラスゲイン 50 着 衣料 

衣類（ベンチコート） （株）八芳園 360 点 衣料 

割引購入 CF 南三陸 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  575 個 育児 

購入 CF 南三陸 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 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 
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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 

粉ミルク＋哺乳瓶  250 缶 育児 

4/8 無償提供 JEN 石巻 食料 米 ヤフー（株）、オーガニックサイバースト

ア 

2 t 食事 

消耗品 マスク（大・小各種） 住友スリーエム（株） 1,800 枚 衛生管理 

割引購入 割りばし  12,000 膳 食事 

購入 CF 南三陸 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 
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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 

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 
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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 

衣料 タオル 静岡県袋井市 500 本 衣料 

食料 のり佃煮 ヤフー（株）、新鮮うまいもん市場 2,400 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 30,000 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 

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  2,304 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 
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衣料 マフラー 有志 4,000 本 防寒 

消耗品 アルコール消毒液 奥田製薬（株） 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 

缶詰  10,080 個 食事 

消耗品 コップ  291,000 個 食事 

     スプーン  92,500 本 食事 

フォーク  103,000 本 食事 

ラップ  4,500 本 食事 

割りばし  42,640 膳 食事 

耐熱食器容器（皿）  46,200 枚 食事 

4/12 無償提供 CF 南三陸 設備 両手斧 長野総商（株） 10 本 簡易風呂等 

割引購入 片手斧  10 本 簡易風呂等 

食料 ビーフカレー  1,500 袋 食事 

食べるラー油（野菜入り）  5,400 袋 食事 

野菜スープ  9,000 袋 食事 

ミックスキャラメル  1,000 袋 食事 

カップ味噌汁  3,000 袋 食事 

4/13 無償提供 CF 南三陸 設備 2層式洗濯機 ハイアールジャパンセールス（株） 10 台 避難所用 

食料 即席お吸い物 クックパッド（株） 7,200 食 食事 

ソーセージ缶 クックパッド（株） 1,200 個 食事 

購入 甘夏  115 箱 食事 

さつまいも  200 箱 食事 
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4/14 無償提供 CF 南三陸 食料 カップ 氷砂糖 １ｋｇ クックパッド（株） 1,000 個 食事 

肉缶 クックパッド（株） 1,080 個 食事 

ビーフカレー缶 クックパッド（株） 1,200 個 食事 

梅かつおたくあん クックパッド（株） 990 個 食事 

焼のり クックパッド（株） 960 個 食事 

     ミルククッキー クックパッド（株） 3,800 個 食事 

チョコサンドクッキー クックパッド（株） 3,800 個 食事 

バニラサンドクッキー クックパッド（株） 3,800 個 食事 

4/15 無償提供 CF 南三陸 衣類 衣類（ダウンジャケット） ラフマグループ（香港、上海） 166 点 防寒 

長靴 （株）ジェイド 465 足 衣料 

消耗品 スプーン キングソフト（株） 10,000 本 食事 

アルコール消毒剤（70ｍｌ） 住友スリーエム（株） 1,800 本 衛生管理 

アルコール消毒剤（500ｍｌ） 住友スリーエム（株） 907 本 衛生管理 

食料 マルチビタミン(270粒） ヤフー（株）、（株）オーガランド 1,000 個 食事 

のり佃煮 ヤフー（株）、新鮮うまいもん市場 400 本 食事 

板チョコレート クックパッド（株） 120 個 食事 

設備 フライパン クックパッド（株） 20 個 食事 

包丁 クックパッド（株） 63 個 食事 

まな板 クックパッド（株） 42 個 食事 

お玉 クックパッド（株） 20 個 食事 

フライ返し クックパッド（株） 100 個 食事 

缶切り クックパッド（株） 100 個 食事 
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割引購入 ガスボンベ   960 個 食事 

消耗品 ウエットティッシュ各種  8,850 個 衛生管理 

割りばし  63,960 膳 食事 

購入 マスク  100,000 個 衛生管理 

シャンプ―  768 個 衛生管理 

     リンス  400 個 衛生管理 

石鹸  577 個 衛生管理 

割りばし  150,000 本 食事 

目薬  1,800 個 衛生管理 

洗口液  900 個 衛生管理 

衣料 男性用靴下  1,150 足 衣料 

男性用下着（パンツ）  2,400 枚 衣料 

男性用下着（シャツ）  500 着 衣料 

女性用肌着  300 枚 衣料 

女性用タートルネック  300 枚 衣料 

女性用ショーツ  4,500 着 衣料 

食料 ツナ缶  100 ケース 食事 

紙パックコーヒー  70 ケース 食事 

アルファ米  1,000 個 食事 

干し芋  1,800 袋 食事 

レーズン  1,800 袋 食事 

種抜きプルーン  1,800 袋 食事 
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フルーツミックス缶   5,016 缶 食事 

パインスライス缶   5,016 缶 食事 

4/16 無償提供 CF 気仙沼 食料 米 ヤフー（株）、オーガニックサイバースト

ア 

2.5 t 食事 

南三陸 米 ヤフー（株）、オーガニックサイバースト

ア 

3.5 t 食事 

    消耗品 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 

    紙皿 クックパッド（株） 2,400 枚 食事 

  気仙沼 紙皿  クックパッド（株） 2,160 枚 食事 

 購入 食料 フルーツゼリー寒天ジュレ  9,300 個 食事 

 ライトツナフレーク  9,600 缶 食事 

 食物繊維強化 減塩昆布佃煮  8,000 食 食事 

 南三陸 瀬戸風味  10,000 食 食事 

 ツナ缶  100 ケース 食事 

 ミックスナッツ缶  20 ケース 食事 

 紙パックジュース  70 ケース 食事 

4/17 無償提供 CF 気仙沼 食料 米 ヤフー（株）、オーガニックサイバースト

ア、ますや米穀 

1.5 t 食事 

割引購入 設備 電気ポット  500 個 食事 

電気ホットプレート  300 個 食事 

消耗品 ラップ  4,500 本 食事 

購入 シャンプ―  1,920 個 衛生管理 
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リンス  2,000 個 衛生管理 

便箋・封筒  14,585 セット 生活用 

はがき  5,650 枚 生活用 

4/18 無償提供 CF 南三陸 食料 米 ヤフー（株）、ますや米穀 1 t 食事 

のり佃煮 ヤフー（株）、新鮮うまいもん市場 4,800 本 食事 

    板チョコレート クックパッド（株） 600 個 食事 

消耗品 マスク（大・小各種） 住友スリーエム（株） 120,600 個 衛生管理 

気仙沼 ポストイット 住友スリーエム（株） 411 パック 避難所用 

設備 鍋 クックパッド（株） 500 個 食事 

フライパン クックパッド（株） 480 個 食事 

包丁 クックパッド（株） 438 個 食事 

まな板 クックパッド（株） 458 個 食事 

お玉 クックパッド（株） 80 個 食事 

フライ返し クックパッド（株） 400 個 食事 

缶切り クックパッド（株） 400 個 食事 

照明器具 日本電気（株） 250 個 避難所運営 

電球形蛍光灯 日本電気（株） 3,000 個 避難所運営 

購入 消耗品 洗口液  3,600 個 衛生管理 

のどスプレー  1,800 個 衛生管理 

南三陸 石鹸  923 個 衛生管理 

オムツ  30,600 個 衛生管理 

大人用おしりふき  100,000 個 衛生管理 
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シェービングフォーム  4,600 個 衛生管理 

食料 味付け海苔  18,000 パック 食事 

大船渡 お魚ふりかけ  10,000 個 食事 

いか味付け  6,400 缶 食事 

のり佃煮  8,000 食 食事 

   クッキー  18,000 個 食事 

マルチビタミン  990 袋 食事 

衣類 女性用肌着  800 枚 衣料 

女性用タートルネック  800 枚 衣料 

男性用下着（パンツ）  1,800 枚 衣料 

男性用下着（シャツ）  450 着 衣料 

男性用肌着（ハイネックシャツ）  900 着 衣料 

男性用下着（シャツ）  500 着 衣料 

4/19 無償提供 PWJ 気仙沼 衣料 ぬいぐるみ・シール （匿名） 1,000 セット 子ども向け 

衣料 （匿名） 810 個 衣料 

タオル （匿名） 1,000 枚 衛生管理 

靴下 （匿名） 285 個 衣料 

足袋下・スケッチブック・衣料 （匿名） 1,158 個 衣料 

設備 アニメ絵本 （匿名） 1,500 冊 子ども向け 

CF マンガ （株）サムライファクトリー 11,672 冊 子ども向け 

自転車(空気入れ3台付き) （株）シティインデックス 40 台 避難所運営等 

電気ケトル クックパッド（株） 200 台 食事 
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電気ホットプレート クックパッド（株） 200 台 食事 

炊き出し用寸胴鍋 クックパッド（株） 35 個 食事 

消耗品 紙コップ クックパッド（株） 3,000 個 食事 

割りばし クックパッド（株） 1,500 セット 食事 

購入 食料 クッキー  17,333 個 食事 

4/20 無償提供 CF 南三陸 食料 水 （株）ザッパラス 4,320 本 食事 

購入 氷砂糖1kg  100 ケース 食事 

紙パックジュース  200 ケース 食事 

4/21 無償提供 CF 南三陸 食料 総合ビタミン剤 （株）皇漢薬品研究所 74,000 包 食事 

のり佃煮 ヤフー（株）、新鮮うまいもん市場 4,800 本 食事 

干しぶどう ヤフー（株）、総合ﾈｯﾄｽｰﾊﾟｰ亀のすけ 40 箱 食事 

衣料 ベビー服 （株）プチバトージャパン 800 枚 衣料 

4/22 無償提供 CF 気仙沼 

（大島） 

衣料 女性用衣類セット メディアポケット 573 点 衣料 

消耗品 アルコール消毒剤（500ｍｌ） 住友スリーエム（株） 2,333 本 衛生管理 

南三陸 食料 水 （株）ザッパラス 8,640 本 食事 

購入 気仙沼 

（大島） 

消耗品 マスク  100,000 個 衛生管理 

トイレットペーパー  10 ケース 衛生管理 

植物石鹸  1,500 個 衛生管理 

除菌ハンディウェット  200,000 個 衛生管理 

ハブラシ  46,296 本 衛生管理 

4/23 無償提供 CF 南三陸 食料 水 （株）ザッパラス 1,920 本 食事 

4/24 無償提供 CF 南三陸 食料 水 （株）ザッパラス 4,320 本 食事 
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4/25 無償提供 CF 気仙沼 食料 フルーツジュース詰め合わせ 日本電気（株） 945 本 食事 

干しぶどう ヤフー（株）、総合ﾈｯﾄｽｰﾊﾟｰ亀のすけ 40 箱 食事 

購入 かつお梅 味梅  3,000 袋 食事 

消耗品 プラスチックカップ  30,000 個 食事 

4/26 無償提供 CF 気仙沼 

（大島） 

衣類 スニーカー （株）ジェイド 113 足 衣料 

 割引購入  気仙沼 消耗品 ウエットティッシュ各種  12,488 個 衛生管理 

 購入  衣類 ルームソックス  6,000 足 衣料 

 男性用下着（パンツ）  2,250 枚 衣料 

女性用肌着  800 枚 衣料 

男性用下着（シャツ）  450 着 衣料 

女性用衣料（インナー）  28,800 着 衣料 

女性用ショーツ  10,500 枚 衣料 

4/27 無償提供 CF 気仙沼 

（大島） 

消耗品 シャンプー類 富士ゼロックス（株）および関連会社 1 箱 衛生管理 

衛生用品 富士ゼロックス（株）および関連会社 1 箱 衛生管理 

マスク 富士ゼロックス（株）および関連会社 615 個 衛生管理 

オムツ 富士ゼロックス（株）および関連会社 170 個 衛生管理 

カイロ 富士ゼロックス（株）および関連会社 1 箱 衛生管理 

アルミホイル 富士ゼロックス（株）および関連会社 12 個 食事 

使い捨て食器 富士ゼロックス（株）および関連会社 1 箱 食事 

食料 缶詰 富士ゼロックス（株）および関連会社 1 箱 食事 

菓子 富士ゼロックス（株）および関連会社 1 箱 食事 



19/26 

お茶 富士ゼロックス（株）および関連会社 24 本 食事 

レトルト食品 富士ゼロックス（株）および関連会社 41 箱 食事 

調味料 富士ゼロックス（株）および関連会社 1 箱 食事 

副食品 富士ゼロックス（株）および関連会社 22 箱 食事 

飲料 富士ゼロックス（株）および関連会社 107 ケース 食事 

    設備 集会用テント 東京都葛飾区 14 張 物資等保管 

岩手・遠野 3輪スクーター （株）フォーシーズ 10 台 物資等運搬 

4/28 無償提供 CF 気仙沼 

（大島） 

食料 水 （株）ザッパラス 1,440 本 食事 

缶詰 富士ゼロックス（株）および関連会社 30 個 食事 

魚・肉缶詰 富士ゼロックス（株）および関連会社 600 個 食事 

果物缶 富士ゼロックス（株）および関連会社 100 個 食事 

調味料 富士ゼロックス（株）および関連会社 176 個 食事 

副食品セット 富士ゼロックス（株）および関連会社 55 個 食事 

米 富士ゼロックス（株）および関連会社 5 袋 食事 

消耗品 シャンプー類 富士ゼロックス（株）および関連会社 180 本 衛生管理 

使い捨て台所用品 富士ゼロックス（株）および関連会社 280 個 食事 

乾電池 デル（株） 3,186 個 避難所運営 

設備 懐中電灯 デル（株） 163 個 避難所運営 

購入 消耗品 アルコール消毒液  360 本 衛生管理 

4/29 無償提供 CF 気仙沼 

（大島） 

食料 水 （株）ザッパラス 1,440 本 食事 

昆布つゆ ヤマサ醤油（株） 1,200 本 食事 

魚・肉缶詰 富士ゼロックス（株）および関連会社 160 個 食事 
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果物缶 富士ゼロックス（株）および関連会社 1 ケース 食事 

レトルト食品 富士ゼロックス（株）および関連会社 80 個 食事 

調味料 富士ゼロックス（株）および関連会社 70 個 食事 

米 富士ゼロックス（株）および関連会社 8 袋 食事 

消耗品 使い捨て食器 富士ゼロックス（株）および関連会社 230 個 食事 

     使い捨て台所用品 富士ゼロックス（株）および関連会社 10 個 食事 

ティッシュ類 富士ゼロックス（株）および関連会社 47 ケース 衛生管理 

衛生用品 富士ゼロックス（株）および関連会社 1802 個 衛生管理 

シャンプー類 富士ゼロックス（株）および関連会社 90 個 衛生管理 

その他日用品 富士ゼロックス（株）および関連会社 1 ケース 衛生管理 

設備 ラジオ付ソーラトーチ 日本電気（株） 900 個 避難所運営等 

4/30 無償提供 CF 気仙沼 

（大島） 

食料 米 ヤフー（株）、ますや米穀 690 kg 食事 

消耗品 ゴミ袋 (45L、70L、90L) アスクル（株） 262 箱 衛生管理 

手指消毒用ハンドジェル サラヤ（株） 1,000 本 衛生管理 

衣類 衣類（アウター） ナルミトレーディング（株） 300 枚 衣料 

衣類（ニット） ナルミトレーディング（株） 200 枚 衣料 

設備 ソーラー乾電池チャージャー、

通信ケーブルなど 

タカシマUSA 

 

100 個 避難所運営等 

LEDライト 高島（株） 25 個 避難所運営等 

マンガ・絵本 マンガナイト 1,316 冊 子ども向け 

PWJ 子ども向け書籍 小学館 200 冊 子ども向け 

割引購入 CF 食料 鯨缶  1,296 缶 食事 
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牛肉缶  384 缶 食事 

購入 消耗品 プラスティックフォーク  18,000 個 食事 

5/1 無償提供 CF 南三陸 食料 水 （株）ザッパラス 10,800 本 食事 

気仙沼 

（大島） 

米 富士ゼロックス（株）および関連会社 300 袋 食事 

飲料 富士ゼロックス（株）および関連会社 150 ケース 食事 

    消耗品 ろうそく 富士ゼロックス（株）および関連会社 5 ケース 避難所運営等 

シャンプー類 富士ゼロックス（株）および関連会社 341 本 衛生管理 

マスク（大・小各種） 住友スリーエム（株） 115,200 個 衛生管理 

設備 LEDライト （株）地球快適化インスティテュート 1,000 個 避難所運営等 

5/2 無償提供 CF 南三陸 食料 水 （株）ザッパラス 10,800 本 食事 

気仙沼 

（大島） 

水 （株）ザッパラス 1,440 本 食事 

醤油 ヤマサ醤油（株） 1,200 本 食事 

梅粥 港北ニュータウン・イオ管理組合 400 個 食事 

五目ごはん 港北ニュータウン・イオ管理組合 500 個 食事 

乳児用液体ミルク  2,900 本 食事 

消耗品 ポストイット 正方形 住友スリーエム（株） 500 パック 避難所運営等 

生活用品 富士ゼロックス（株）および関連会社 485 個 衛生管理 

ジェル状殺菌消毒液 Stand Up for JAPANプロジェクト 3,840 本 衛生管理 

設備 マンガ・絵本 マンガナイト 1,548 冊 子ども向け 

購入 消耗品 ウエットティシュ  5,832 個 衛生管理 

5/3 無償提供  気仙沼 

(大島) 

食料 米 ヤフー（株）、ますや米穀 600 kg 食事 

購入 消耗品 シャンプー  2,400 個 衛生管理 
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リンス  2,080 個 衛生管理 

衣類 サンダル  217 足 衣料 

5/4 無償提供 CF 南三陸 食料 水 （株）ザッパラス 1,440 本 食事 

気仙沼 

（大島） 

水 ボーイスカウト韓国連盟 480 本 食事 

米 ヤフー（株）、ますや米穀 1,200 kg 食事 

    消耗品 ゴミ袋 アスクル（株） 64 箱 衛生管理 

折り紙 富士ゼロックス（株）有志の皆様 2,000 セット 子ども向け 

購入 シャンプー  1,200 個 衛生管理 

リンス  1,040 個 衛生管理 

5/5 無償提供 CF 南三陸 食料 水 （株）ザッパラス 8,400 本 食事 

気仙沼 

（大島） 

水 ボーイスカウト韓国連盟 1440 本 食事 

消耗品 マスク（大・小各種） 住友スリーエム（株） 57,600 個 衛生管理 

購入 ウエットティシュ  5,832 個 衛生管理 

5/6 無償提供 CF 気仙沼 

（大島） 

食料 水 （株）ザッパラス 1,200 本 食事 

米 富士ゼロックス（株）および関連会社 300 袋 食事 

5/7 無償提供 CF 気仙沼 

（大島） 

食料 水 （株）ザッパラス 1,440 本 食事 

バナナチップ （株）ドール 3,600 袋 食事 

衣類 子ども靴 Swissies 130 足 衣料 

5/8 無償提供 CF 気仙沼 

（大島） 

食料 水 ボーイスカウト韓国連盟 960 本 食事 

設備 マンガ・絵本 マンガナイト 1,548 冊 子ども向け 

電球形蛍光灯 日本電気（株） 1,400 個 避難所運営等 

購入 消耗品 サンダル  283 足 衣料 
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5/9 無償提供 CF 気仙沼 

（大島） 

食料 水 （株）ザッパラス 2880 本 食事 

消耗品 マスク（大・小各種） 住友スリーエム（株） 57,600 個 衛生管理 

購入 ウエットティシュ  3,996 個 衛生管理 

シャンプー  1,200 個 衛生管理 

リンス  1,040 個 衛生管理 

5/10 無償提供 CF 気仙沼 

（大島） 

食料 水 （株）ザッパラス 2,880 本 食事 

消耗品 ポストイット イーゼル 住友スリーエム（株） 400 パック 避難所運営等 

ゴミ袋 (45L、70L、90L) アスクル（株） 54 箱 衛生管理 

5/11 

  

  

  

無償提供 

  

  

  

CF 気仙沼 

（大島） 

消耗品 ゴミ袋(ハイパワー） (株)エムアンドオーインダストリー 10 ケース 衛生管理                             

食料 水 （株）ザッパラス 2880 本 食事                         

PWJ 

  

気仙沼 

陸前高田 

設備 

  

書籍（PWJ案件） プレジデント社 3,000 冊 成人向け                              

サンデー毎日 毎日新聞社 1,000 冊 成人向け                              

5/12 

  

  

  

  

  

無償提供 

  

  

  

CF 

  

  

  

  

  

気仙沼 

（大島） 

食料 お菓子類 江崎グリコ（株） 5360 個 食事 

水 （株）ザッパラス 1,920 本 食事                              

乾燥麺 (株)ディースタイル 景品パーク 1,020 食 食事                          

消耗品 トイレットペーパー アスクル(株) 4,794 ロール 衛生管理                              

購入 

  

佐川 

急便（株） 

設備 

  

深井戸用自動ポンプ  1 基 簡易風呂等 

深井戸用樹脂ジェット  1 基 簡易風呂等 

5/13 

  

  

  

無償提供 

  

  

  

CF 

  

  

  

気仙沼 

（大島） 

食料 

  

  

  

缶詰 東京広告（株） 8 箱 食事                              

補助食品 東京広告（株） 5 箱 食事                                     

生活用品 その他 東京広告（株） 34 箱 食事                                     

水 （株）ザッパラス 2,400 本 食事                                     



24/26 

  

  

  

  

  

  

  バナナチップ （株）ドール 3,600 袋 食事                                     

消耗品 マスク（大・小各種） 住友スリーエム(株) 115,200 個 衛生管理                              

5/14 無償提供 CF 南三陸 食料 水 静岡県袋井市 500 本 食事 

5/16 

  

  

  

  

  

無償提供 CF 

  

  

  

  

  

気仙沼 

（大島） 

設備 電球形蛍光灯 日本電気（株） 600 個 避難所運営等                              

衣類 

  

子供用 Tシャツ（半袖） (株)タカラトミー 680 枚 衣料                              

子供用ショーツ・ソックス (株)タカラトミー 650 枚 衣料                              

食料 

  

食品 富士ゼロックス(株)および関連会社 5 箱 食事                              

 水 （株）ザッパラス 4,320 本 食事                              

割引購入 遠野 設備 電動スクーター（購入 6台＋ご

提供 1台） 

TERRA MOTORS 7 台 パートナーNGO向け 

現地スタッフ移動 

5/17 

  

  

  

  

  

無償提供 

  

  

  

  

  

CF 

  

  

  

  

  

気仙沼 

（大島） 

設備 

  

  

  

  

バッテリーインパクトレンチ ボッシュ(株) 50 台 各種設備修復等                             

バッテリーインパクトドライバー ボッシュ(株) 50 台 各種設備修復等                               

バッテリーセーバーソー ボッシュ(株) 50 台 各種設備修復等                               

GSA18V-LI型用ブレード ボッシュ(株) 1,000 本 各種設備修復等                               

レーザー距離計 ボッシュ(株) 50 台 各種設備修復等                               

食料 水 （株）ザッパラス 2,880 本 食事                              

5/18 

  

  

  

  

無償提供 

  

CF 

  

  

  

気仙沼 

（大島） 

食料 

  

水 （株）ザッパラス 2,880 本 食事                           

ごっくん（ゆずジュース） （匿名） 10 ケース 食事                              

消耗品 

  

  

ポストイット 正方形 住友スリーエム（株） 500 パック 避難所運営等                              

ポストイット 長方形 住友スリーエム（株） 469 パック 避難所運営等                              

購入 志友会 ウエットティシュ  4,320 個 衛生管理 

5/19 無償提供 CF 気仙沼 衣類 タオル （株）スルガ 2 ケース 衛生管理                            



25/26 

  

  

  

  

  

  

（大島） 設備 まな板 （株）マーナ 205 枚 食事                              

食料 水 （株）ザッパラス 4,320 本 食事                              

5/20 

  

  

  

  

  

無償提供 CF 

  

  

  

  

  

南三陸 食料 水 （株）ザッパラス 4,320 本 食事                              

購入 設備 石油給湯器  2 基 簡易風呂等                

排気トップ  2 基 簡易風呂等                 

オイルタンク  2 基 簡易風呂等                  

 浅井戸用自動ポンプ  1 基 簡易風呂等                  

SLTタンク  2 基 簡易風呂等 

5/23 無償提供 CF 南三陸 食料 水 （株）ザッパラス 1,920 本 食事                            

水 ボーイスカウト韓国連盟 960 本 食事                              

5/24 

  

  

無償提供 

  

  

CF 

  

  

南三陸 食料 

  

  

水 ボーイスカウト韓国連盟 960 本 食事                              

気仙沼 

（大島） 

水 ボーイスカウト韓国連盟 480 本 食事                              

食品 富士ゼロックス(株)および関連会社 27 箱 食事                              

5/25 無償提供 CF 南三陸 食料 水 ボーイスカウト韓国連盟 1,920 本 食事                              

5/26 購入 CF 南三陸 衣類 女性用衣料（インナー）  800 枚 衣料 

5/27 

  

  

  

無償提供 

  

CF 

  

  

  

気仙沼 

(大島) 

食料 

  

水 ボーイスカウト韓国連盟 480 本 食事                              

南三陸 水 ボーイスカウト韓国連盟 960 本 食事                               

購入 

  

消耗品 

  

綿棒  40 パック 衛生管理 

入浴剤  176 個 衛生管理 

5/30 

  

無償提供 CF 

  

南三陸 食料 スイートコーン缶 トマトコーポレーション 9,600 個 食事                              

購入 設備 マッサージチェア  3 脚 簡易風呂等 



26/26 

5/31 無償提供 CF 南三陸 食料 水 ボーイスカウト韓国連盟 1,920 本 食事                              

 


