
これまでの受入物資の品目、数量　等主な受入物資の品目 数量 （単位） 提供元 提供先1 尿パッドおむつ 60040 枚枚 ユニバーサルチョイス 福島県2 歯ブラシ 30,000 本 エビス(株) 宮城県3 葛湯 20,000 名分 井上天極堂 宮城県4 靴下等 48 箱 ハラダ（株） 宮城県5 布団衣類 1231 箱箱 日本サーフィング連盟奈良支部(奈良阪町自治会） 宮城県6 男性下着（パンツ） 1,000 枚 (有)ＢＢ 宮城県7 木炭 4.2 t 川上村森林組合 宮城県8 毛布衣類 4050 枚着 スポーツ館ミツハシ（ループ５０３） 福島県9 靴下 3,000 足 タビオ（株） 宮城県10 小人用おむつ 16 袋 ケィシィビー（KCB）(株) 福島県11 割り箸 50,000 膳 吉野製箸工業協同組合 福島県12 マスク 14,000 枚 大西内科医院 福島県13 衣類 5 kg 天理市空手道連盟天理市ひまわり会 受入被災者14 靴下 約120,000 足 奈良県靴下工業協同組合 宮城県15 化粧石鹸アルコール手指消毒液ハンドソープ 19,2001,0002,000 個本本 フェニックス 福島県16 Tシャツ 300 枚 （企業） 福島県17 肌着靴下サポーター 3,5005301,000 枚足セット （株）ハヤシ・ニット 福島県18 靴下 1,009 足 （株）ラソックスジャパン 福島県19 靴下 9,274 足 （株）キタイ 福島県20 タオル（手ぬぐい）バスタオル 2,000100 枚枚 （企業） 福島県 中止21 スウェットパーカ上のみズボン帽子長ＴシャツTシャツ 3080302050 枚枚枚枚枚 BARKBOX／バークボックス　久保雅和 福島県22 マスク消毒液（４Ｌ） 50,000150 枚本 奈良交通（株） 福島県23 醤油（９００ml） 60 ケース ニシキ醤油（株） 宮城県24 マスク 5,000 枚 ひろせ歯科クリニック 福島県25 石鹸 360 個 藤村商事（株） 福島県26 靴下サポーター 181 箱箱 創喜 福島県27 Ｔシャツ（大人用）パジャマ 490190 枚枚 (株)アクラム 福島県28 下着類靴下タオル 6,3391,789522 枚足枚 三岡繊維（株） 宮城県29 醤油 96 本 吉野醤油醸造元 宮城県30 マスク 4,150 枚 ききょう会　吉祥寺鍼灸接骨院 福島県



31
水（500ml）水(2l)粉末スポーツ飲料品カップ麺缶詰おかしカロリーメイトベビーフードカイロ生理用品男性下着大人用おむつタオルウェットティッシュトイレットペーパー電池歯ブラシ石鹸おむつおしりふき目薬マスクバンドエイドゴミ袋割り箸紙皿紙コップ

346260165280173110641051,8536,64941532610063248310160502,7915,750不明2,024530500420110150

本本袋個缶（不明）（不明）（不明）個個着枚枚（不明）ロール個本個枚枚個枚箱袋膳枚個
カエルスタジオミュージック 宮城県

32 発泡ポリエチレン 60 枚 陽明化成 宮城県33 紙コップ 200,000 個 昇陽物産(株) 福島県34 下着、Tシャツ 600 着 (株)紅藍 宮城県35 カロリーメイト 3 箱 NPO法人　福寿草 宮城県36 レトルトカレー 180 食 奈良県食肉業生活衛生同業組合 宮城県37 ローソク滅菌消毒剤 11 箱箱 平等寺 宮城県38 生理用品ポロシャツ靴下等 121 箱箱箱 サラダ館矢田山店・矢田山教育ｾﾝﾀｰ 宮城県39 大人用おむつ（テープタイプ）大人用おむつ（パンツタイプ） 396272 枚枚 清栄薬品 宮城県40 湯たんぽ 1,200 個 辻本プラスチック工業(株) 宮城県41 女性用下着（ｼｮｰﾂ､ﾊﾟｯﾁ） 2,000 枚 (株)タカギ 宮城県42 女性用下着（ｼｮｰﾂ､ﾊﾟｯﾁ） 13,000 枚 (株)タカギ 宮城県43 Tシャツ 500 枚 （企業） 茨城県44 タオル 1,000 枚 （株）益久染織研究所 茨城県45 男性下着（トランクス） 500 枚 前田布帛 茨城県46 飲料水の袋 500 枚 田原本町 茨城県47 大人用おむつ 1,800 枚 （株）萬葉 茨城県48 お菓子カップ麺即席みそ汁ペットBお茶（2Ｌ） 1111 ケースケースケースケース （株）イベント２１ 受入被災者49 マスク 5,000 枚 （株）箸源 宮城県50 ブルーシート 200 枚 御所市総務課 宮城県51 マスク 10,000 枚 中井メリヤス 宮城県52 カセットコンロボンベ ４１５台本 （企業） 宮城県53 レトルトカレー 900 食 （株）カワイ 宮城県54 マスク 120,000 枚 （個人） 宮城県55 マスク 20,000 枚 特別養護老人ホームまきの苑 宮城県



56 毛布作業服（上・下）ジャンバーズボン 1,00022080200 枚着着着 （企業） 宮城県 中止57 除菌剤トイレットペーパーゴミ袋 40961,000 本ロール枚 インペリアルアメニティー（有） 受入被災者58 運動靴（男女兼用）スニーカー 78030 足箱 （株）ムードメーカー 宮城県59 防寒ジャンバー（男物　上・下）作業服（つなぎ） 2013 着着 松尾総合企画 宮城県60 タオル等 7 箱 社会民主党奈良県連合 受入被災者61 衣類 5 箱 クラフト館 宮城県62 タオル 570 枚 （個人） 宮城県63 給水袋（10Ｌ用） 2,000 枚 御所市水道局 宮城県64 マスク 5,000 枚 （個人） 宮城県65 カップ麺 1,350 食 （株）桶谷 宮城県66 サージカルマスク 36,200 枚 県内市町村 宮城県67 生理用品 17,464 枚 県内市町村 宮城県68 タオル 2,448 枚 （株）テクニカ紙工機 宮城県69 レトルトカレー 300 食 （株）イシダフーズ 宮城県70 赤ちゃん用品生理用品お茶 724 箱箱箱 社会福祉法人　祥水園 宮城県71 マスクウェットティッシュタオル生理用品熱さまシート石けん紙おしめトイレットペーパーカイロティッシュ
7,000602401,46031507324050049

枚個枚枚個個枚ロール個個 奈良女子高等学校 宮城県72 マスク 10,000 枚 （個人） 宮城県73 Tシャツ傘 480170 枚本 （株）紅藍 宮城県74 軍手 50 ダース （個人） 茨城県75 アルファ米おむつ簡易トイレ排泄処理セット飲料水用袋 1,0001,1641141,000500食枚セットセット袋 田原本町 宮城県76 男性用下着 5,500 枚 前田布帛 宮城県77 靴下石鹸 56075 足個 （個人） 宮城県78 サンダル 1,000 足 奈良県履物協同組合連合会 宮城県79 おかき 168 ケース まつばや 宮城県80 お菓子 1,000 袋 シンコー食産（株） 宮城県81 靴（スニーカー） 1,000 足 （株）コスティック 宮城県82 スポーツ飲料 96 本 社団法人奈良県サッカー協会 宮城県83 国産緑茶（500ml）ビスケット即席麺マスク非常食 4806002001,0001 本個個枚箱 テクノパークなら工業団地運営協議会 宮城県84 お茶（２ｌ） 1,200 本 連合奈良 宮城県85 マスク 1,000 枚 奈良国立博物館 宮城県



86 薬用ハンドジェル 11,200 本 （株）T＆Y 宮城県87 マスク 2,000 枚 （株）和光 宮城県88 割り箸紙コップアルミホイル 400,000240,00010,000 膳個個 大和物産（株） 宮城県89 タオルクロス（ハンカチ） 2,0002,000 枚枚 （株）益久染織研究所 宮城県90 ポケットティッシュ 11，600（22） 個（箱） (団体） 宮城県91 マスク 12,000 枚 ききょう会吉祥寺鍼灸接骨院 宮城県92 水（５００ml） 1,200 本 田原本町役場 茨城県93 お菓子（あめ） 1,050 kg （株）黄金糖 宮城県94 マスク 3,500 枚 (団体） 宮城県95 大人用おむつ 600 枚 （株）萬葉 茨城県96 タイツ（80デニール） 1,000 足 （企業） 宮城県97 マスク 240 個 （有）キャンディコム 宮城県98 おしりふき 6 箱 盛生商美 宮城県99 歯ブラシ 6000 本 （株）ライフレンジ 宮城県100 紙おむつ 3 箱 （株）誠和医科学 宮城県101 セーターフェイスタオル 5 箱 チョウタリィ 宮城県102 園児用外履き靴 2 箱 （企業） 宮城県 中止103 灯油用ポリタンク20Ｌ入り 100～200 個 辻田燃料（株） 茨城県104 防寒着シャツ 510 箱箱 （株）グッドライフ 宮城県105 パンツ　100枚タオル　70枚マスク　700枚靴下　40足Ｔシャツ30枚固形石鹸　15個シップ　150枚歯磨きセット　11個 8 箱 ツチノコ共和国 宮城県106 蚊帳 30 個 東谷商店 宮城県107 手延べそうめん 10ｋｇ×100 ケース （株）三輪そうめん　山本 宮城県108 マスク 1560枚×40 箱 （株）植田建設と生駒ベースボールクラブ 宮城県109 靴下 5,000～10,000 足 （個人）と桜井市粟殿自治会 宮城県110 消毒液（250ml）マスク 1605,400 本枚 御所秋津ゴルフクラブ 宮城県111 焼き菓子 11 箱 （株）ルボワ 宮城県112 大人用紙おむつポロシャツ・ジャージ 102 箱箱 （株）ヤマト 宮城県113 くつ下 10,000 足 （企業） 宮城県114 マスク 20,000 枚 （有）せいらく 宮城県115 そうめん 20,000 束 （株）池利 宮城県116 プラスチック容器 17 ケース 広陵化学工業（株） 宮城県117 水サバイバルパンカロリーメイト 24本×1524缶×1560個×6 箱箱箱 ニッタ（株） 宮城県118 歯ブラシ 5,000 本 奈良県歯科医師会　葛城支部 宮城県119 ペットボトルお茶 40 ケース （株）新田組 宮城県



120 トイレットペーパーかぜ薬下痢止め （6個入）１１１袋箱箱 BARKBOX／バークボックス　久保雅和 宮城県121 パーカーTシャツ子供用レインコート 30枚×5100枚×350 箱箱枚 まるせんプリント 宮城県122 缶詰（さんま） 5 箱 今西清兵衛商店 宮城県123 タオル 200枚以上　4～5 箱 （社）奈良県労働基準協会 宮城県124 マスク 2000枚×1 箱 奈良県自動車整備振興会 宮城県125 胃ろう者用高栄養流動食LZHI 200ml×150 パック （個人） 宮城県126 固形石けんタオル 133120 個枚 （団体） 宮城県127 缶ジュース 30本入×50 ケース （個人） 宮城県128 ソーラー発電システム 190台 （株）シャープ　ソーラーシステム事業本部事業戦略推進室 宮城県129 大人用おむつ 480 枚 （団体） 宮城県 中止130 やまと茶(ペットボトル） 9600(400） 本（ケース） 奈良県農業協同組合 宮城県131 介護用おむつ 10 袋 （個人） 宮城県132 カーペット 4,000 枚 パナソニック（株）ホームアプライアンス社 宮城県133 ウェットティッシュ水野菜ジュースボックスティッシュペーパー大人用おむつ子供用おむつ 501207240～60600600 個本本箱枚枚 （株）トライデント 茨城県134 ペットボトル（2リットル）即席カップめん 3080 個個 都祁地区ボランティア推進協議会 茨城県135 衣類（男性用）衣類（女性用） 25 箱箱 （個人） 宮城県136 介護用おむつ除菌用ウエットティッシュ 68015 枚箱 高田紙業（有) 宮城県137 プラスチック丸皿プラスチックコップ 10,00010,000 枚個 スケーター（株） 茨城県宮城県138 生理用品おむつウェットティッシュ 2613 箱箱箱 奈良インターナショナルクリスチャンチャーチ 宮城県139 生理用品 280 個 BARKBOX／バークボックス　久保雅和 宮城県140 紙おむつおしりふき消毒殺菌液（要希釈）粉ミルク（新生児用）粉ミルク（乳児用）哺乳瓶水（調乳用）瓶ジュース（乳児用） 155523232 ケースケースケースケースケースケースケース 奈良県産婦人科医会 宮城県141 マスク 5 箱 （株）ミナミックアート 宮城県142 アルコールジェル消毒用 10,000 本 （株）雪の元　本店 宮城県143 紙皿水（２L） 200～30024 枚本 河合町 茨城県144 フリーズドライ 8,220 食 生駒市 茨城県145 布団衣類おむつ　　　　　　　等 50379 箱箱箱 橿原市 福島県宮城県146 ダンボールケース 300 ケース ザ　パック株式会社 受入被災者147 歯ブラシ 5,000 本 （株）クリエイト 宮城県148 子供用靴下婦人セーター黒コート　　　　　等 8008030 枚 （社福）郁慈会 宮城県149 サージカルマスク手指消毒剤うがい液消臭剤タオル 50,00010330100 枚箱箱個本 伊達薬局 宮城県



150 カセットボンベカセットコンロ 約10030 本台 マツヤ産業（株） 受入被災者151 靴下 50 足 奈良オーガニックマーケット 宮城県152 缶詰スポーツドリンク子供用肌着　　　　　等 約15087 個箱箱 奈良JC・OB会 宮城県153 靴下 1,440 足 タビオ（株） 宮城県154 靴下（紳士・婦人用） 1 t （株）ウエダ 宮城県155 乳児用粉ミルク 36 缶 生駒市 宮城県156 手洗いジェル 375 本 （個人） 宮城県157 上下肌着（男性）上下肌着（女性）靴下（男性）靴下（女性） 1,0001,1002,400700 枚枚枚枚 （株）ハヤシ・ニット 宮城県158 靴（紳士用・婦人用：24～28ｃｍ） 780（52） 足（ケース） 奈良靴産業共同組合 宮城県159 ペットボトルお茶（500ｍｌ） 600 本 奈良中央信用金庫 宮城県160 文房具・学用品各種（筆記用具、ノート、定規、下敷き等） 1 箱 大和郡山市役所 宮城県161 みそせんべいピーナツせんべい 200枚×18 箱 （株）横田福栄堂 宮城県162 ペットボトルジュース（1.5ｌ）タオルバスタオル 3034033 本枚枚 三郷町社会福祉協議会 宮城県163 ウェットティッシュ　 6,500 袋 生駒市 宮城県164 白Tシャツ 100 枚 (個人） 宮城県165 ビニール手袋大人用おむつマスクくつ下 1000枚×4（36枚×4パック）=1段ボール×71000×4500 箱箱箱枚 （団体） 宮城県 中止166 アルコール除菌スプレー 9,504 個 （企業） 宮城県167 サンダル 230 足 （企業） 宮城県168 女性用のくつ下・タイツ 300足×5 箱 （個人） 宮城県169 割り箸 15,000 繕 大和五條割箸同業組合 宮城県170 粉ミルクウェットティッシュ乳児用おしりふきレトルト食品（カレー・丼物）ラーメンブルーシート缶ジュース 304980枚入り×14216060914 缶個個人分人分枚箱 （株）ムラクモコーポレーション 宮城県茨城県171 女性用肌着（長袖） 12,000 枚 芳仲繊維（株） 宮城県172 米（乾式無洗米） 約1 トン 増田農業（株） 宮城県173 ビニール手袋 3,000 枚 日光医科器械（株） 宮城県174 おきたたみ（半畳） 90 枚 （株）島田たたみ店 宮城県175 割り箸 10万膳 下市町森林組合 宮城県176 紳士用トランクス 5,000 枚 前田布帛 宮城県177 トイレットペーパー 540 個 (株)タイセイパック 宮城県178 スナック菓子 約200 袋 ワンダープリンセス（有） 宮城県179 靴下 約10，000 足 （企業） 宮城県 中止180 お菓子（はちみつ大豆） 4,000 食 （財）奈良県学校給食会 宮城県181 女性用ショーツ男性用ブリーフ 約1,000約500 枚枚 （企業） 宮城県182 ティッシュペーパー 60 箱 （個人） 受入被災者



183 Tシャツ 700 枚 マサオ工芸 宮城県184 梅干し 50,000 食分 （株）オカダ 代表取締役 岡田 秀夫（平群町） 宮城県185 羊毛ブーツ 100 足 （株）アイ・ティー・エヌ ジャパン 宮城県186 アルコール除菌剤　ポンプタイプ 360 本 アスカ美装 宮城県187 粕汁 3,400 パック 梅乃宿酒造（株） 宮城県188 乾電池（単３） 600 本 ホテル日航奈良 宮城県189 シリアル 600食 ひまわり会・天理市空手道連盟 宮城県190 そうめん 100 箱 三輪素麺工業協同組合 宮城県191 学用品セット（ノート、鉛筆）辞書 3040 セット箱 智辯学園高等学校 宮城県192 カップ麺缶詰 173600 個缶 都祁ボランティア推進協議会 宮城県193 カップ麺靴下ティッシュ下着 8612 箱箱箱箱 奈良県モラロジー協議会 宮城県


