
【個人からのご寄附状況／５０音順・敬称略】
ア行

相原　恒博 相見　哲男 青江　肇 青木　佐知子 青野　昭太郎 青野　正明
青野　裕司 青山　幸夫 赤野　拡 秋岡　弥生 安積　京子 朝田　弘子
朝見　豪 浅海　好美 淺山　美保 東　長雄 新子　忠宏 安部　武美
阿部　まり絵 阿部　充 阿萬　裕久 荒川　慧斗 荒木　正美 荒木関　由佳
有岡　隆 有川　舞 有馬　智美 有本　昌司 粟木　久光 安藤　和典
安藤　大三 飯尾　寛治 伊賀　久美 伊賀上　靖正 井口　努 池内　千晴
池内　志匡 池田　悦夫 池田　澄子 池田　真敏 池本　裕之 生駒　利
石井　榮一 石井　千裕 石井　浩一 石川　綮一 石川　繁雄 石川　貴之
石川　朝海 石川　裕史 石川　正人 石黒　聡士 石﨑　節子 石﨑　峰清
石島　秀幸 石田　明子 石田　文生 石田　萌子 石丸  修司 石丸　敏子
石丸　栄満 出岡　伸和 泉　彩 泉　智基 磯村　滋宏 猪谷　富雄
板橋　俊夫 市村　さやか 市山　明彦 一色　ユリ子 井出　敞 井門　敬子
井門　義男 伊藤　和貴 伊藤　雅人 伊藤　眞道 稲葉　勉 稲荷　亨
井上　理 井上　賢二 井上　史郎 井上　剛 井上　徳治 井上　俊彦
井上  友之 井上　博道 井上　浩良 井上　雅晴 井上　雅裕 井上　正史
井内　美郎 猪股　晶子 今井　浩 今井　慶幸 今岡　晃治 今津　秀紀
今津　幸雄 入倉　修一 入田　ひとみ 岩泉　智子 岩崎　元紀 岩田　英信
上岡　君義 植田　和昭 上田　禎亮 上原　章孝 上本　亜希 宇垣　俊寿
牛山　眞貴子 歌野原　實 内田　陽一郎 内野　徹 宇都宮　重臣 宇佐美　嘉規
卯津羅　祥子 畝　昌保 宇野　敏彦 鵜木　髙春 梅田　勇次 梅原　一芳
浦川　忠繁 惠木　教之 江島　俊則 榎本　雅夫 江原　亨 戎井　美知子
胡　光 遠藤　嘉明 及川　晶弘 大上　博基 大上　正善 大内　信
大内　義典 大賀　水田生 大上　航太 大口　富三 大久保　克美 大倉　幸子
大倉　敏裕 大﨑　勇 大下　一輝 大下　祐也 大田　啓示 太田　政雄
大滝　桂子 大塚　久子 大塚　秀雄 大塚　寛 大塚　陽介 大中　和江
大西　一人 大野　和子 大野　一之 大橋　正樹 大橋　裕一 大畑　貞己
大平　厚子 大程　寿博 大程　麻美 大程　美保 大政　幸輝 大政　博文
大本　盛嗣 大森　浩二 大森　泰希 大森　靖也 大宅　良一 岡　靖子
岡　幸宏 岡佐古　義高 小笠原　淳子 小笠原　智子 岡田　俶郎 岡田　孝範
岡田　拓治 岡田　千恵美 岡田　哲男 岡田　禎之 岡野　幹男 岡野　瑞生
岡村　未対 岡本　歌織 岡本　茂 岡本　孟也 岡本　俊紀 岡本　理恵
岡山　英樹 小川　裕司 沖　哲志 沖野　真季 荻山　博之 奥田　優来
小熊　佑実 奥村　敏仁 奥山　栄太郎 長田　憲子 押川　修 小田　眞一
小田　質 織田　博 小田原　正和 越智　明子 越智　金明 越智　幸史
越智　理香 小野　敬治 小野　三郎 小野　昇 小原　正啓 居石　敏克
折本　素 恩地　森一

カ行
戒能　保雄 加賀城　真理 加賀山　利光 郭　新宇 神楽岡　幼子 景山　泰吉
笠置　真知子 笠原　克伸 笠屋　千晶 梶ヶ谷　友歩 梶田　智 柏谷　隆弘

　愛媛大学基金へのご支援に⼼より御礼申し上げます。
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梶原　康正 片岡　佳三 片木　淳 片島　竜治 片山　巌 勝浦　譽介
香月　敏孝 角井　彰 加藤　明浩 加藤　希美 加藤　好文 加藤　嘉美
門田　英樹 門田　泰広 叶井　みづほ 金澤　功 金丸　泰彦 金子　陽一
金藤　義廉 兼久　良二 金行　政実 加納　尚三 加納　真実 神尾　雅志
亀岡　幹児 亀岡　久志 亀山　真典 賀屋　秀隆 川内　隆彦 川岡　勉
川上　絵梨香 川上　昌祐 川上　妙子 川上　秀生 川上　幸伸 川上　善行
川上　里奈 川﨑　史朗 川﨑　尚美 河瀬　一哉 河瀬　稔 河田　直海
河南　智晴 河原　茂 川人　秀世 菅家　惇 願化　良二
金納　英俊 菊池　久 菊地　英樹 菊池　英充 菊池　政臣 北川　準
北澤　荘平 北澤　理子 北村　彰秀 北村　咲子 北村　千晴 北村　博幸
北村　雅子 木地　照雄 木戸　隆 木戸　正子 木梨　尚美 絹谷　政江
木下　誠一 木原　和子 木村　茂 木村　博史 木村　浩 木村  美香
久田　千裕 暁　清文 清末　浩平 清瀬　勲 吉良　典真 日下部　亮介
草原　勲 久島　紀彦 楠園　宏昭 楠　和昇 久高　学 国末　達也
国広　隆 久保　清香 久保田　大 久保田　尚浩 熊井　清雄 久米　一弘
久守　藤男 久山　出 倉田　美恵 栗田　啓 栗原　和裕 黒河　幸朗
黒澤　佐輝子 黒澤　広一 黒瀨　文子 小池　貴美子 郷緒　和夫 香田　史朗
合田　文男 合田　政生 合田　陽造 河内　育子 河野　修一 公平　恵崇
古賀　繁宏 小坂　雅是 小助川　元太 小谷　康 五反田　好明 後藤　秀治
後藤　幹郎 後藤　道太 木場　洋次郎 小林　括平 小林　健二 小林　健太郎
小林　聡 小林　千悟 小林　哲也 小林　展章 小淵　港 古茂田　淳三
薦田　貴久 近藤　和明 近藤　國一 近藤　益夫 近藤　由香里 近藤　由美子

サ行
齋藤　卓 斎藤　俊 齋藤　暢彦 佐伯　正 酒井　哲宏 阪井　和博
坂井　克英 酒井　滋 酒井　大史 酒井　眞佑 坂上　博 榊原　正幸
坂根　宏治 坂本　世津夫 坂本　浩 阪本  祐一 坂本　裕哉 坂本　義幸
坂本　隆太 笹井　弘治 佐々木　賢一 佐々木　沙耶香 佐々木　信幸 佐々木　秀和
佐々木　優 佐々木　洋子 笹田　菜々美 貞徳　菜穂子 貞光　和昭 佐藤　祥子
佐藤　尽生 佐藤　久子 佐藤　久光 佐藤　英光 佐藤　康 佐野　栄
佐山　隆則 澤井　徹郎 澤田　剛 塩野　雅勝 紫垣　英道 直原　通治
重川　誠二 重川　鐵 重澤　俊郎 重松　直江 重松　萌 下森　純
篠崎　正文 柴　竜己 芝田　宗生 柴田　英俊 島川　安男 島﨑　昌明
島﨑　洋次 嶋田　孝 嶋田　三輝男 島田　佳春 下見　育弘 徐　祝旗
上甲　順二 上甲　克和 庄本　典久 白石　敦 白石　雅之 白石　勝
白羽　枝里 邢　東風 新　美都希 新海　眞人 新宮　美月 新崎　二郎
新谷　貴洋 神野　哲也 諏江　研一 末谷　昇三 菅波　悦朗 菅波　直美
杉浦　琢 杉江　陽一 杉本　明弘 杉本　恭 杉山　直行 須佐　元
鈴木　啓一 鈴木　聡 鈴木　さわゑ 鈴木　麻矢 鈴木　雄太 首藤　浩一
砂田　和範 砂盛　拓也 須之内　克彦 洲之内　貞治 濟川　聡美 住田　達哉
隅田　学 陶山　啓子 清家　智恵 清野　芳伸 関谷　佳枝 妹尾　栄作
千石　健一 仙波　豊三 仙波　英夫 宗﨑　康 曽我部　昌治 園部　祐太

タ行
大工園　幸郎 垰田　実 髙石　健一 高市　幸造 高内　美代子 高岡　哲也
高岡　嘉子 高木　孝雄 高木　基裕 田頭　伸宏 高須　康仁 髙須賀　功
髙田　敬子 髙田　恒夫 高田　紀子 高田　浩和 髙田　裕介 高野　和昌
高橋　勝久 高橋　俊 高橋　真 高橋　健志 髙橋　信之 高橋　誠
髙橋　基泰 髙橋　祐二 髙松　博士 髙見　弘道 滝口　伸一 田久和　丞
武市　佳己 竹内　究 竹尾　陽敏 武岡　英隆 竹川　郁雄 竹田　美喜
武田　泰典 武田　悠希 武智　邦徳 武智　裕司 竹永　雄二 竹原　良記
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竹本　淳一 田坂　拓磨 田坂　恭宏 多田　雄三 只左　弘治 立入　哉
橘　燦郎 立花　正之 田所　千絵 田中　彩 田中　加緒里 田中　純二
田中　孝子 田中　俊光 田中　ひとみ 田中　雅人 田中　昌利 田中　守
田中　盛重 田部　公俊 田辺　信介 田邉　択郎 田邉　正憲 谷　直樹
谷口　尚温 谷口　義明 谷松　竜二 田渕　典子 玉井　和春 玉尾　洋平
玉置　理 田村　公一 田村　岳史 田村　辰也 田村　実 田村　友貴
團上　文香 近廣　昌志 千葉　秀之 陳　捷 塚原　康生 佃　啓二
辻　直一 辻　博美 辻  雅紀 辻内　弘子 辻田　公治 土屋　卓也
続木　一雄 都築　美穂 坪井　敬文 鶴崎　孝 出口　考彦 寺尾　敏
寺面　和史 土居　慎一 土井　信子 戸板　滋人 當具　敬三 峠　雄太
土岐　秀夫 徳浦　房子 徳島　勝敏 德田　剛士 徳永　耕一 友近　昭彦
外山　雅一 鳥生　哲也

ナ行
中　眞一 永井　香子 仲井　清眞 永井　剛 中井　俊樹 中井　昌紀
永井　裕次郎 永井　裕美 長井　偉訓 中江　功 中尾　紀文 長尾　秀夫
長岡　美佐 中岡　元子 中川　進平 中川　聰七郎 中川　夏実 中川　康浩
中川　芳樹 永木　健太郎 中嶋　輝子 中島　敏幸 長島　美年子 中洲　浩二
長瀬　映美 永田　充孝 中野　成人 中ノ﨑　千惠子 中畑　和之 中林　好弘
中藤　弘志 中村　彰利 中村　萃 中村　裕行 中村　美代子 中村　保夫
中村　陽一 中村　嘉之 中矢　奈津子 中矢　博之 中安　章 永易　洋
中山　敏行 永山　松生 鳴岡　賢悟 成川　耕造 南地　伸昭 新関　剛史
二階堂　宗雄 西　甲介 西内　洋二 西尾　和郎 西尾　健一 西尾　信彦
西尾　水貴 西垣　裕史 西川　潤一 西川　正男 西口　正通 西田　和眞
西田　公一 西田　泰伸 西原　功 西村　紅音 西村　一孝 西村　勝志
西村　謙一 西村　源一郎 西村　成夫 西村　文徳 西村　好央 仁田　一郎
二宮　瑛梨 二宮　崇 二宮　昭行 庭崎　隆 野上　尚之 野口　和希
野澤　梨沙子 野島　聡子 野田　裕久 野津　寛延 野波　和朗 信森　達也
野間須　淳一 野村　信福 野村　安寿 野村　優子 野本　健二 野元　正弘
乗松　貞子 乗松　真大

ハ行
萩原　久貴 狭間　芳尚 橋本　邦宏 橋本　麻央 畑中　隆実 畑中　典子
畑本　紗也加 羽月　章 服部　正 羽藤　直人 花棚　勇次 馬場　一実
濱木　光典 濱田　文彦 林　和男 林　智子 林　洋行 原　健二
原　健司 原田　浩治 原田　幸次 原田　智裕 原田　寿子 治多　伸介
日浅　陽一 桧垣　果実 檜垣　直幸 東　敬彦 樋口　貴裕 久田　豊樹
臂　亜美 飛鷹　範明 日高　好男 一木　委久子 日野　和行 日野　克博
兵頭　治希 兵頭　寛 平井　浩子 平尾　宏 平岡　杏 平岡　達身
平岡　弘 平田　浩一 平田　多鶴 平塚　和子 平野　健 平野　幹
平山　基裕 廣木　秀彦 廣田　章子 広野　寿郎 日和田　邦男 胡　柏
深石　一夫 福岡　雅人 福岡　正義 福本　正敬 房野　項司 藤井　健一
藤井　晃二 藤井　弘二 藤井　宗治 藤井　隆司 藤井　日向 藤井　美江
藤井　充 藤岡　徹 藤沢　政裕 藤嶋　博美 藤田　隆 藤田　陽一
藤好　一男 藤原　彰夫 二神　隆昌 船引　恭平 古谷　隆行 邉見　俊一
星島　巧 程内　良豊 堀内　一幸 堀金　守 本田　孝雄 本田　七彩
本田　康博

マ行
MURPHY Ronald Paul 前川　尚 前川　ゆかり 前川　幸枝 前﨑　正信 前田　恵美子
前田　克美 前田　充 牧野  朝子 牧野　英一 牧野　匡純 正岡　和博
正岡　卓哉 正岡　史英 升田　武夫 真瀬　昌司 松浦　惠美子 松浦　慎二



松浦　弘 松浦　文三 松浦　正壽 松江　純平 松尾　雅樹 松岡　哲三
松岡　敏信 松岡　永能 松木　一雄 松木　周二 松口　正信 松﨑　一三
松崎　貞憲 松下　大介 松島　成夫 松田　司 松田　源次郎 松田　正司
松田　里香 松根　史弥 松原　誠之 松原　千代美 松村　暢彦 松本　長彦
松本　慶子 松本　淳 松本　慎也 松元　隆 松本　徹三 松本　知大
松本　安弘 眞鍋　綾 眞部　康明 丸山　幸敏 三浦　和尚 三浦　徳宣
三浦　弘明 三浦　裕正 三木　曉 三木　節子 三木　哲郎 三木　智也
三木　ひろ子 水谷　完治 水谷　啓太 水野　邦洋 三角　誉樹 溝上　志朗
満田　憲昭 光信　一宏 三橋　司 三寺　ひろみ 三寺　芳樹 水口　淳子
湊　良訓 南澤　栄治 三村　立 宮池　次郎 宮池　理子 宮内　紘直
宮内　正義 宮内　勇貴 宮川　晶子 宮川　知也 三宅　景子 三宅　広一
三宅　紗恵香 ミヤケ　深雪 三宅　吉博 宮崎　幹朗 宮下　智尋 宮田　紀
宮部　香里 宮本　賢一 宮本　仁志 宮脇　さおり 妙円園　毅 三好　清徳
三好　仁彦 三好　祐吾 向居　文 棟田　敬一郎 棟田　慎二郎 村井　佳名子
村尾　卓爾 村上　厚司 村上　聡 村上　智宣 村上　正基 村上　三代治
村上　裕子 村瀬　光春 村田　順 村田　政行 村田　実星 室　達朗
毛利　俊樹 森　清春 森　賢介 森　重樹 森　孝明 森　登美枝
森　友美 守口　三郎 森貞　雅博 盛實　勲 森嶋　玲子 森田　純雄
守田　麻由 森戸　千恵子 森野　忠夫 森政　辰江 森本　勉 森本　実
守屋　隆春 森山　舜陽

ヤ行
家⽅　大輔 安田　ふみ子 安永　大輝 安原　和弘 矢田　展久 柳澤　幸四郎
柳本　欣也 矢野　安樹子 矢野　賢明 矢野　正 矢野　忠 矢野　友葉
矢野　誠 矢野　幹博 矢野　勇一 矢能　一成 八尋　秀典 薮内　勝
山内　清史 山内　聡 山内　博史 山内　義明 山門　美子 山木　智幸
山口　晃生 山口　隆 山口　直人 山口　廣 山口　充 山崎　準子
山﨑　翔太 山崎　遙 山崎　正人 山下　奈緒子 山下　登 山下　典子
山下　光 山下　宗寛 山下　陽一 山下　怜子 山下　蓮 山城　晋司
山田　久仁夫 山田　哲生 山田　浩史 山成　謙造 山宮　君子 山本　聡子
山本　敏士 山本　正治 山本　哲朗 山本　延子 山本　晴康 山本　久雄
山本　浩 山本　みほ 山本　祐司 山本　理瑚 弓削　俊洋 柚木　茂
弓場　勉 横江　八郎 横山　詔八 吉井　秀樹 田　弘 吉田　正広
吉田　幸生 吉野　栄作 芳野　茂樹 芳野　知栄 吉野　祐太 吉藤　孝
吉村　直道 吉本　浩司 米澤　泰

ワ行
若林　良和 若松　伸司 和田　和敬 和田　清男 和田　広美 渡辺　薫
渡部　一幸 渡邊　佳 渡辺　顕人 渡部　弘一 渡辺　光一 渡辺　史郎
渡部　慎二 渡部　晋平 渡辺　建文 渡部　直子 渡部　英機 渡邊　政広
渡邉　稔 渡部　元博 渡部　保夫 渡邉　裕

以　　上：   983名
匿名希望：1,010名
合　　計：1,993名



【法⼈・企業・団体からのご寄附状況／５０⾳順・敬称略】

ア行

株式会社　アースコンサルタント 株式会社　アイ・エヌ・エス 一般財団法人　愛信会

株式会社　アイテック 株式会社　相中組 株式会社　相原組

アイム株式会社 アカマツ株式会社 株式会社　曙エンジニアリング

浅川造船株式会社 株式会社　アサヒテクノ あぜち内科

株式会社　アテックス アビリティセンター株式会社 アプライド株式会社

新玉電気工事株式会社 株式会社　あわしま堂 安藤工業株式会社

株式会社　イージーエス 石川ヘルスケアグループ 井関農機株式会社

一広株式会社 一宮運輸株式会社 株式会社　一宮工務店

今治造船株式会社 今治プラザホテル株式会社 今治ヤンマー株式会社

株式会社　伊予銀行 株式会社　ウイン 株式会社　ウエスコ

潮冷熱株式会社 うま農業協同組合 医療法人　浦岡医院

有限会社　永愛ヒューマンリソーシズ 有限会社　エイピー調査設計 株式会社　エクセル調査設計

有限会社　ＳＰＣ 株式会社　NTTデータ四国 NECプラットフォームズ株式会社

ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 株式会社　NPシステム開発 株式会社　エヒメ医療器

株式会社　えひめ飲料 株式会社　愛媛銀行 一般社団法人　愛媛県医師会

愛媛県教育研究協議会 愛媛県信用保証協会 株式会社　愛媛建設コンサルタント

公益財団法人　愛媛県総合保健協会 愛媛県農業協同組合中央会 愛媛県病院薬剤師会

株式会社　愛媛新聞社 愛媛信用金庫 愛媛製紙株式会社

愛媛大学生活協同組合 愛媛大学農学部樽味会 愛媛ダイハツ販売株式会社

愛媛日産自動車株式会社 愛媛パッケージ株式会社 えひめ南農業協同組合

愛媛森連産業株式会社 株式会社　愛媛洋行 えひめ洋紙株式会社

株式会社　エポラ 株式会社　エムケイシステム 株式会社　エムディテクノス

株式会社　大石工作所 株式会社　オーエーシステムサービス 大谷総業株式会社

医療法人　大西クリニック 大西商店株式会社 株式会社　オカベ

奥道後交通株式会社 越智電機産業株式会社

カ行

開発測量株式会社 鶴林寺 有限会社　片上工務店

かどや 株式会社　門屋組 株式会社　カナン・ジオリサーチ

金城産業株式会社 カミイソ産商株式会社 カミ商事株式会社

医療法人　かわさき眼科 川崎地質株式会社 川之江造機株式会社

医療法人　河村耳鼻咽喉科クリニック 医療法人　菊池医院 菊間ユーカリ会

技研工機株式会社 キスケ株式会社 共立工営株式会社

局部熱処理株式会社 金城寺 くめ内科クリニック

医療法人　クリニック暖 株式会社　クロス・サービス 医療法人　慶士会　金澤整形外科

株式会社　ＫＥＩＮＳ ケーオー商事株式会社 興安計装株式会社

宗教法人　郷照寺 医療法人　厚仁会　波方中央病院 医療法人　幸正会　マンマ家クリニック

一般社団法人　弘法顕湧会 神山運輸株式会社 医療法人幸友会　岡本眼科クリニック

コーエキ株式会社 株式会社　ゴークラ 宗教法人　國分寺



小林耳鼻咽喉科クリニック こばやし小児科 株式会社　コモテック

五洋建設株式会社四国支店 コンピューターシステム株式会社

サ行

佐伯ビル管理株式会社 株式会社　サイジョウ 西林寺

酒六冷蔵株式会社 佐川印刷株式会社 株式会社　サクラ・シノコウ

株式会社　三協システム サンスイコンサルタント株式会社 三德電機株式会社

株式会社　三福綜合不動産 三洋興産株式会社 株式会社　シアテック

JAえひめアイパックス株式会社 ＪＡえひめエネルギー株式会社 ＪＡ西日本くみあい飼料株式会社

医療法人社団　重信クリニック 四国ガス株式会社 四国紙販売株式会社

株式会社　四国消防 四国竹林塗装工業株式会社 四国通建株式会社

一般財団法人　四国電気保安協会 「四国へんろ道文化」世界遺産化の会 シブヤ精機株式会社

株式会社　城西 白川製紙株式会社 新企画設計株式会社

株式会社　新宮建材 株式会社　新来島どっく 株式会社　シンツ　松山本社

シンワ株式会社 株式会社　親和技術コンサルタント 医療法人　菅井内科

杉野製紙株式会社 住友重機械イオンテクノロジー株式会社 セキ株式会社

せきかわ皮ふ科 瀬戸内海汽船株式会社 瀬野汽船グループ

仙味エキス株式会社

タ行

大一ガス株式会社 大王製紙株式会社 ダイオーエンジニアリング株式会社

株式会社　大輝 株式会社　ダイキアクシス 太陽石油株式会社

大和コンストラクション株式会社 株式会社　髙橋栄商店 有限会社　高屋建設

医療法人　武智ひ尿器科・内科 医療法人　竹本医院 株式会社　橘屋

株式会社　玉井歯科商店 田村ボーリング株式会社 株式会社　チェリーコンサルタント

株式会社　地圏総合コンサルタント 有限会社　寺本測量設計管理事務所 株式会社　デンカ

医療法人　伝光会　立命クリニック 医療法人　土居循環器科内科 東昇技建株式会社

株式会社　東新製作所 株式会社　トップシステム 巴鉄工株式会社

有限会社　トランク

ナ行

内外エンジニアリング株式会社 株式会社　ナイバ　愛媛支店 株式会社　ナガセ

南海測量設計株式会社 西宇和農業協同組合 西染工株式会社

ニッシン・グルメビーフ株式会社 日誠海運株式会社 日泉化学株式会社

株式会社　日本エイジェント 株式会社　日本キャリア工業 日本食研ホールディングス株式会社

農学部ユーカリ会大分県支部 医療法人　野口記念会　野口病院

ハ行

伯方造船株式会社 株式会社　白和 株式会社　ＢＲＣ

ピーコックフーズ株式会社 株式会社　ビージョイ 檜垣造船株式会社

東宇和農業協同組合 株式会社　ヒカリ 株式会社　桧鉄工所

廣瀬製紙株式会社 福助工業株式会社 福泉株式会社

株式会社　フジ・トラベル・サービス 株式会社　富士建設コンサルタント 不二精機株式会社

株式会社　藤田製作所 フジワラ化学株式会社 株式会社　冨士原冷機

株式会社　芙蓉コンサルタント 医療法人　不老 ベルグアース株式会社



マ行

前神寺 正岡タオル株式会社 松﨑クリニック

社会保険労務士法人　松﨑事務所 松山市農業協同組合 松山市役所　愛大会

松山市役所　ユーカリ会 松山道後ライオンズクラブ 眞鍋造機株式会社

株式会社　マミーハウス 眞理こころのクリニック 丸石製紙株式会社

丸住製紙株式会社 株式会社　マルヤス 三瓶不動産株式会社

三木特種製紙株式会社 三井住友信託銀行株式会社 三好造船株式会社

株式会社　三好鉄工所 ミリアグループ株式会社 村上秀造船株式会社

株式会社　モバイルコム

ヤ行

宗教法人　薬王寺 矢野整形外科医院 株式会社　山喜房佛書林

有限会社　大和屋本店旅館 八幡浜市 株式会社　ユイ・システム工房

ユーカリ会　七夕会 ユースエンジニアリング株式会社 医療法人　友和会

株式会社　米北測量設計事務所 株式会社　四電技術コンサルタント 株式会社　四電工　愛媛支店

ラ行

NPO法人　ライフサポート愛 株式会社　楽共 リンクプランニング株式会社

株式会社　レデイ薬局 株式会社　ロイヤルコンサルタント

ワ行

渡邊建設株式会社

愛媛大学アメリカンフットボール部OB会 愛媛大学英語教育センター 愛媛大学教育学部附属中学校PTA

愛媛大学工学部後援会 愛媛大学工業会 愛媛大学校友会

愛媛大学職員有志一同 2019年度愛媛大学農学部卒業生・修了生一同 愛媛大学農学部同窓会（ユーカリ会）

愛媛大学農学部ユーカリ会熊本県支部事務局 愛媛大学法文学部同窓会 愛媛大学理学同窓会

以   　上：268社（団体）
匿名希望：  30社（団体）
合　   計：298社（団体）

株式会社　四電技術コンサルタント「マドンナ会」有志一同



【クラウドファンディングによるご寄附状況】

持続可能な未来へ。愛媛大学附属高校、循環型農業への挑戦！（令和元年11月6日～12月20日）

　　個人の皆様からのご支援 １０９名
　　法人・企業・団体等の皆様からのご支援 １団体
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