
　 ご寄附をいただいた皆様のご協力に感謝し、ホームページ掲載を承諾いただいた皆様のご芳名を掲載させていてだきます。
なお、ご寄附頂いた方で、万一お名前がもれている場合は、誠に恐縮ではございますが、基金事務室までご連絡ください。

＊寄附者芳名簿はお名前だけにさせていただきました。
＊個人の場合ホームページへの掲載を承諾いただいた方以外は、匿名希望とさせていただきました。
＊法人の場合も同様に掲載いたしました。

富山大学基金寄附者芳名簿(五十音順)   (平成３１年４月１日～令和２年３月３１日までの寄附者様)

【 個　人 】

(あ)

Awale　Suresh 五十嵐　勇一 井川　善也 稲垣　栄子 井上　将彦 上杉　清美

梅村　孝信 大氏　正嗣 大川　信行 岡澤　成祐

(か)

梶谷　早苗 片岡　　弘 門脇　　真 菊賀　静子 北角　政信 北島　　勲

桑井　智彦 幸田　好史 髙山　亜紀 小島　隆志 小松　かつ子

(さ)

齋藤　　滋 佐藤　　勉 佐藤　雅弘 塩谷　敏幸 塩見　一三男 柴田　啓司

下敷領　強 庄司　正文 新明　隼人

(た)

高熊　華江 高田　直明 高橋　　努 田口　雅登 竹岡　美樹 武山　良三

谷口　直子 田端　俊英 田村　俊介 寺島　裕一 寺林　忠男 東田　千尋

東田　道久 戸田　英樹

(な）

内藤　良一 長柄　毅一 中辻　裕司 中堀　伸枝 成田　瑠芳

(は)

長谷川　浩一 長谷川　直樹 浜田 誠一 林　　篤志 林　　龍二 福井　　修

伏喜　俊至 堀野　良和

(ま)

前田　　等 牧野　真弓 松谷　裕二 三浦　　毅 三原　　弘 宮　　一志

森本　直幸

(や)

矢口　忠憲 矢田　哲也 山田　眞一 吉田　勝一

(ら)

劉　　貴慶

(わ)

渡邊　真一

以上 70名

匿名希望 49名

富山大学基金寄附者芳名簿



【法人等】

アクモス株式会社

AWS株式会社

株式会社岡部

株式会社アステクノス

株式会社アドヴィックス

アドソル日進株式会社 アドバンス電気工業株式会社

今治造船株式会社

株式会社アテック

アピ株式会社

株式会社アリタ

アルビス株式会社

イビデン株式会社

伊藤忠製糖株式会社

株式会社今井機業場

株式会社インテージテクノスフィア

エムケー精工株式会社

エヌアイシ・オートテック株式会社 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ

ＭＸモバイリング株式会社FCM株式会社

株式会社FBS

株式会社オリバー

株式会社カシイ

金沢信用金庫

カナカン株式会社

兼房株式会社

技研株式会社

ＡＺＡＰＡエンジニアリング株式会社

朝日不動産株式会社

株式会社アスプコミュニケーションズ

株式会社有沢製作所

アルスホーム株式会社 株式会社アルパイン設計事務所

北川ヒューテック株式会社

北野建設株式会社

キタノ製作株式会社 キタムラ機械株式会社

大阪富士工業株式会社

オダケホーム株式会社

小野谷機工株式会社

株式会社大阪屋ショップ

大阪有機化学工業株式会社

株式会社ＯＫＩソフトウェア

株式会社小矢部精機

カーリットホールディングス株式会社

鹿島興亜電工株式会社

株式会社金沢村田製作所

金森藤平商事株式会社

神岡部品工業株式会社

株式会社ウイン・ディー

株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ

株式会社アース・コーポレーション アール・ビー・コントロールズ株式会社

アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社

アイシン・メタルテック株式会社 アイシン化工株式会社

アイシン新和株式会社

株式会社アイティフォー

アイナックス稲本株式会社

株式会社青木固研究所

AIG損害保険株式会社

ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社

株式会社アルプス技研

株式会社アルプスツール アルプス薬品工業株式会社

株式会社石川コンピュータ・センター

株式会社石川製作所 一丸ファルコス株式会社

ウッドリンク株式会社

株式会社インテック

株式会社エジソン

川北電気工業株式会社 株式会社川瀬電気工業所

株式会社北日本新聞社

岐阜車体工業株式会社株式会社キッツメタルワークス

アイディック株式会社

株式会社ガイアート

金森産業株式会社

川田建設株式会社

株式会社柿本商会

川田工業株式会社

愛三工業株式会社

旭サナック株式会社

株式会社飯田設計

大谷製鉄株式会社

愛知電機株式会社

株式会社アイペック

朝日印刷株式会社

アルコット株式会社

井上商事株式会社

株式会社大谷工業

株式会社金沢エンジニアリングシステムズ



ＣＫＤ株式会社

株式会社シード

ＪＴＢグループ

品川グループ

株式会社上智

株式会社図研

スズキ株式会社

セーレン株式会社

株式会社ソフト

株式会社シーテック（中部電力グループ）

塩崎商衡株式会社

シンコール株式会社

住友電装株式会社

全国共済農業協同組合連合会石川県本部

ジェイ・バス株式会社

シグマ光機株式会社

税理士法人サクセスブレイン

ゼオンノース株式会社

シロウマサイエンス株式会社

新生紙パルプ商事株式会社 株式会社スギノマシン

スズカファイン株式会社

株式会社スズキ自販富山

株式会社ジェイ・エス・エス

三建設備工業株式会社三恵工業株式会社

三栄ハイテックス株式会社

三協立山株式会社

三機工業株式会社

三協ワシメタル株式会社

サン・エム・システム株式会社

株式会社桑山

株式会社ＫＥＣ

ゲンキー株式会社

コーセル株式会社

SANEI 株式会社

共和産業株式会社

極東開発工業株式会社

株式会社クスリのアオキ クレスコ北陸株式会社

岐阜プラスチック工業株式会社 救急薬品工業株式会社

三和油化工業株式会社

CEC新潟情報サービス株式会社 株式会社ＣＫサンエツ

株式会社小松村田製作所

コムシス株式会社ADS社

佐久間特殊鋼株式会社 さくらホームグループ（㈱さくらホーム、㈱AXSデザイン）

株式会社国土開発センター 株式会社コスモサミット

コトヒラ工業株式会社

小松ウオール工業株式会社

株式会社小松電業所

株式会社三五

小林化工株式会社

コマツNTC株式会社

コマツ富山株式会社

コマニー株式会社

三晶技研株式会社

サントリービバレッジサービス株式会社

大日精化工業株式会社

株式会社ソフトクリエイトホールディングス 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

第一薬品工業株式会社

ダイキンHVACソリューション北陸株式会社

株式会社第一システムエンジニアリング

大栄建材株式会社 株式会社大気社

ダイダン株式会社

ダイト株式会社大同工業株式会社

株式会社ゴールドウイン 株式会社KOKUSAI　ELECTRIC

株式会社協豊製作所

太平電業株式会社

協和マシン株式会社

株式会社ジェイテック

シロキ工業株式会社

全国共済農業協同組合連合会富山県本部

三耐保温株式会社

三和工機株式会社

澁谷工業株式会社

十全化学株式会社

正栄産業株式会社

鈴秀工業株式会社

株式会社シキノハイテック

株式会社システムサポート

ジャパニアス株式会社

黒田化学株式会社

小松電子株式会社

佐藤鉄工株式会社 サニーライブホールディングス株式会社

KHネオケム株式会社

株式会社ケーブルテレビ富山

光洋機械産業株式会社



電気興業株式会社

東亜薬品株式会社

東京計装株式会社

津田工業株式会社

株式会社富山銀行

富山信用金庫

トヨタ紡織株式会社

豊臣機工株式会社

豊田鉄工株式会社

株式会社トヨックス

株式会社デイリーはやしや

株式会社データブロード 株式会社デザインネットワーク

DCMカーマ株式会社

THK新潟株式会社

東邦液化ガス株式会社 株式会社東洋電制製作所

株式会社トーエネック トーテックアメニティ株式会社

株式会社巴川製紙所 株式会社富山育英センター

東海旅客鉄道株式会社

東京コンピュータサービス株式会社富山支店

東工シャッター株式会社

太平洋工業株式会社

株式会社タカギセイコー

株式会社高木製作所 株式会社高津製作所

大和リース株式会社

高尾建設株式会社

高岡信用金庫

ダイヤモンドエンジニアリング株式会社

立山科学工業株式会社

立山黒部貫光株式会社

立山電化工業株式会社 田中精密工業株式会社

中越合金鋳工株式会社株式会社TAN-EI-SYA

タカノギケン株式会社

高松機械工業株式会社

株式会社竹内製作所 武内プレス工業株式会社

株式会社竹中工務店 株式会社竹中製作所

高浜工業株式会社

タカノ株式会社

タック株式会社

立山化成株式会社

田辺工業株式会社 株式会社玉家建設

株式会社中央設計技術研究所

中部国際空港株式会社

株式会社ツカモトコーポレーション

株式会社月星製作所

津田駒工業株式会社 合同会社DMM.com

中部鋼鈑株式会社

中部資材株式会社

中部薬品株式会社

東興薬品工業株式会社

東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社

富山地方鉄道株式会社 株式会社トヤマデータセンター

富山電気ビルデイング株式会社 富山日産自動車株式会社

株式会社富山富士通 トヨタカローラ富山株式会社

富山小林製薬株式会社

株式会社富山常備薬グループ

富山石油株式会社

株式会社富山第一銀行 富山大学生活協同組合

富山スガキ株式会社

鍋屋バイテック株式会社

新潟太陽誘電株式会社

株式会社日産サティオ富山

株式会社トヨタシステムズ

長野日本無線株式会社

中村留精密工業株式会社 株式会社南雲製作所

名古屋特殊鋼株式会社

ニチコン株式会社

ナブテスコ株式会社

並木薬品株式会社

西川産業株式会社

ニッコー株式会社

日信工業株式会社

天龍ホールディングス株式会社

ディーピーティー株式会社

株式会社ディスコ長野事業所

テイカ製薬株式会社

東振グループ（株式会社東振精機／株式会社東振テクニカル）

株式会社電算システム

株式会社デンソーウェーブ 株式会社デンソークリエイト

デンソーテクノ株式会社



北電情報システムサービス株式会社

株式会社プレステージ・インターナショナル富山BPOタウン

北電産業株式会社

北陸コンピュータ・サービス株式会社

北陸電気工業株式会社

北陸自動販売株式会社

株式会社北陸日立

北陸労働金庫

株式会社北陸フレッシュフーズ

株式会社ニッセイコム 日鉄テックスエンジ株式会社

株式会社ニッセイ 日清工業株式会社

日東シンコー株式会社 日東メディック株式会社

日本食研ホールディングス株式会社

株式会社日本オープンシステムズ

日本海電業株式会社日本海ガス株式会社

日本通運株式会社

日本信号株式会社

株式会社日本抵抗器製作所

ネッツトヨタ富山株式会社

パーソルR&D株式会社

パイオネット・ソフト株式会社

株式会社ハイテックス

萩原電気ホールディングス株式会社

株式会社野手組

株式会社八光

日本海綿業株式会社 株式会社日本空調北陸

日本生命保険相互会社

株式会社日本点眼薬研究所

ニューハウス工業株式会社

株式会社日本ハウスホールディングス新潟支店

株式会社ネオシステム

株式会社ノリタケカンパニーリミテド

ハイテクシステム株式会社

株式会社ハウステック富山工場

株式会社ハクイ村田製作所

パナソニック・タワージャズセミコンダクター株式会社

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社

原信ナルスオペレーションサービス株式会社

Ｐ・Ｆオートメーション株式会社

北菱電興株式会社

株式会社北國銀行

株式会社マスオカ

丸文通商株式会社

株式会社松村精型

株式会社MARUWA

株式会社ＰＦＵ

飛騨運輸株式会社

肥田電器株式会社

株式会社ヒップ

福島印刷株式会社

福栄鋼材株式会社

株式会社不二越

パナソニックデバイスエンジニアリング株式会社

富士貿易株式会社

北栄電設株式会社

BBSジャパン株式会社

株式会社日立システムズエンジニアリングサービス

ファインテック株式会社

福井山田化学工業株式会社

北銀ソフトウエア株式会社

株式会社バローホールディングス

農林中央金庫

VAIO株式会社

株式会社日立国際電気

ビニフレーム工業株式会社

ファインネクス株式会社

富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社

北酸株式会社

株式会社ホクタテ

株式会社富士通北陸システムズ

北陸電気工事株式会社

株式会社北陸電機商会

富士ゼロックス北陸株式会社

株式会社富士通ビー・エス・シー

富士古河E&C株式会社

富士製薬工業株式会社

フレッシュ職員研修ステップⅢ６班

株式会社ほくつう

北陸ガス株式会社

北陸発電工事株式会社

株式会社マイスターエンジニアリング

前田薬品工業株式会社

丸栄運輸機工株式会社

ほくほくＴＴ証券株式会社

北陸コンサルタント株式会社

北星ゴム工業株式会社

北国インテックサービス株式会社

株式会社ホンダ四輪販売北陸

前田建設工業株式会社北陸支店

マリモ電子工業株式会社

東山フイルム株式会社



以上 424法人

匿名希望 63法人

株式会社リンケージ

横河電機株式会社

株式会社リッチェル

株式会社リョーシン

ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社

株式会社ミクニ

三谷商事株式会社

株式会社ミツバ

三谷産業株式会社

ミヤマ株式会社

株式会社メトロ

宮越工芸株式会社

株式会社ヤマウラ 山崎金属株式会社

ヤマト運輸株式会社

株式会社ユーコム

米原商事株式会社

菱機工業株式会社

リコーテクノロジーズ株式会社

株式会社ユー・エス・エス

三井住友海上火災保険株式会社

三菱ケミカル株式会社

三菱電機エンジニアリング株式会社

三ツ星ベルト株式会社

メタウォーター株式会社

山田工業株式会社

株式会社和井田製作所

山崎製パン株式会社

株式会社ユニフロー

(有)ライフヴィジョン

三菱電機住環境システムズ株式会社

名鉄観光サービス株式会社

ヤヨイ化学工業株式会社

株式会社ユー・エス・イー

リードケミカル株式会社

三菱自動車エンジニアリング株式会社

豊精密工業株式会社

リコーITソリューションズ株式会社

株式会社ワイエムシィ

ワイディシステム株式会社

株式会社モリタホールディングス

ヤンマーアグリジャパン株式会社中部近畿支社


