
SINCE 2009 

冷

冷jfra

10周年ファウンダー

ダイヤモンド

DMM.com FUND� ヽ�五oo, ネット募金
JAPAN 

● DMM.com ●株式会社ファンドレックス ● Yahoo! ネット募金

シルバー

●特定非営利活動法人CANPANセンター

●株式会社クレアン
●株式会社New Stories代表太田直樹

●株式会社バリューブックス

● gooddo株式会社

●株式会社トラストバンク

●脇坂誠也 ●鴨崎貴泰

●南條勉 ●宮下真美

●早瀬昇 ●吉田幸治

・やまぐちロボサポー トセンタ ー •吉見新
・クボタクミ ・中原耕作
•坂本治也 •西井克己
・村田早耶香 ・相澤順也
•山田泰久 ・大塚千枝
・大石俊輔 •山本香苗
·Hideo Watanabe ・高村和雄
•鈴木瞳 ・遠藤悪子
•河村浩靖 ・寺本育男
・米原裕太郎 •鎌倉幸子
•藤岡浩志 ・齋藤弘道
・塚本いづみ •鎌倉淳爾

●一般財団法人非営利組織評価センター

● リネットジャパングループ株式会社

ファウンダー

●ばんの ●大澤香織 ●渋澤健

●公原寿彦 ●小川愛 ●樽本哲

●深尾昌峰 ●戸田田美 ●池畑博美

•高橋麻子 •藤本喜久男 ・折笠正明
•水谷衣里 ・小川まき •堀田絵未理
•山北洋二 •木下聡 •高原寛子
・桃井拓真 •佐々木恵子 ・多田邦晃
・金谷重朗 ・川野辺雪菜 ・間辺初夏
・渡辺丈雄 •高橋祐二 ・小川知子
・低引稔 •安井章員 •安藤幹雄
・楠木悠也 •山崎庸貴 •西田順平
•安藤真 •吉田富土江 •江口聰
•岡本仁宏 ・小倉順子（一般社団法人地域公益推進機構）
•本郷順子 ・弘末員子 •細貝朋央
・今給黎辰郎 •太田裕己 ・塩澤宏之

10周年に際し、ご寄付くださいました皆さま

●熊西腹信 ●熊西乃里子

•池田秀昭 •土崎雄祐 ・三石裕美 •池田一郎
•藤沢烈 ・大下孝子 ・照井翔登 ・米田佐知子
•清野陽子 •山田健一郎 •平間麻里子 ・立野匠
•株式会社トリガーコーポレーション麿i格琵蓉子• •秋山徹 ・大澤直子 •工藤賀子
•佐佐木誠 ・村井鷹平 •佐藤吉久 •金子英一郎
・キタガワチカラ ・久保優子 ・） II田修平 •吉川利幸
•清水潤子 •松見幸太郎 ・中島学 •西山卓郎

●木村昭

●大上博夫

●鵜尾雅隆

●三島理恵

● Our Style 木元有美

●木越純

●岸本幸子

•宮原美智子
•竹内理
・小坪拓也
•金子由美子
・呉本啓郎
·music dialogue
・萩原国啓
・末吉光太郎
•新井寿枝

•高橋優介
•徳永伸介（ツナギビト）
•森新太郎
•山口将由
・秀平悠磨
•山口聡
•石橋京士

お名前の公表に同意していただいた皆さまのご芳名を感謝の意を込めて掲載しております。

（敬称略、 2018年12月31 日現在）

冷jfra 認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会

〒105-0004束京都港区新橋5-7-12ひのき屋ビル7F l圧�
TEL . 03-6809-2590 FAX. 03-6809-2591 MAIL. info@jfra.jp http://jfra.jp/ 
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