
被害者支援都民センターの会員様で、ご了解を得た方々をここにご紹介いたします（敬称略・５０音順）

なお、次回改修の際に新たに掲載ご希望の方は、事務局までご連絡ください（ ２０２０年９月３０日現在）

正会員（個人） 正会員（団体）

あ 浅香　孝子 あ 昭島ガス(株)
飛鳥井　望 大井警察懇話会
内田　欽三郎 か 葛飾防犯協会
大澤　孝征 (株)曠淳開発

か 北村　浩志 (株)コバヤシキムラヤ
小坂　健 さ 佐川急便(株)東京本社

さ 柴田　大輔 さくら葬祭(株)
菅田　倉之助 (社医社)昭愛会　水野記念病院

た 髙木　弘 水天宮
尋木　真也 (株)セリアコーポレーション
寺田　孝一 (株)セレモア　立川総本社

は 二上　映子 セントラル警備保障(株)
た 第一港運(株)

第一生命保険(株)
(株)田澤
多摩運送(株)
(株)玉川ホールディングス
多摩商工会議所
中央警察懇話会
(株)テアトル　アカデミー
東京医療生活協同組合　

新渡戸記念中野総合病院
東急(株)
東京都行政書士会
(一社)東京都警備業協会
(一社)東京都トラック協会
(一社)東京ハイヤー・タクシー協会
(一社)東京バス協会
東宝(株)

な 日章警備保障(株)
日本経営者同友会

は 八丈島防犯協会
光が丘防犯協会
ベル(株)
ベルク(株)

ま 三菱地所(株)
や 吉井歯科医院
ら (株)ＲＩＳＨＩＮ

会員の皆様のご紹介



賛助会員（個人）

あ 相川　雅代 か 角田　実 た 髙島　平八郎 ま 前田　興資
赤岩　冨士雄 加藤　新 高橋　克英 増村　圭一
秋田　捷 金子　久夫 髙橋　隆 町田　和美
朝倉　昭子 金子　正志 高橋　俊夫 松浦　成業
朝倉　和行 金谷　閏子 高橋　弘師 松川　繁雄
浅見　清太 上村　賢一 田上　勝子 松﨑　陽子
阿部　恵子 川島　友貴 髙山　俊達 松谷　由里子
新井　清明 神林　秀年 多田　廣司 松山　満和子
荒井　浩 木下　百合子 辰巳　ヒロミ 三浦  邦彦
荒木　桃子 黒澤　仁 田中　一郎 村木　茂
安藤　謙治 小嶋　昌利 田中　重徳 村田　利夫
安藤　武久 後藤　正秀 田中　秀実 村田　智子
飯塚　啓 木場　陽介 谷川　政司 村松　直樹
石井　伸明　 小林　幸与 玉野　喜一郎 森永　憲治
石井　涼子 小林　保彦 辻　晋也 や 山岸　良太
石鍋　一郎 小山　武人 寺島　寅夫 山口　治雄
磯嶋　和夫 さ 崔　哲浩 戸田　勝彦 山﨑　聖実
伊藤　平司 斉藤　雅和 な 長尾　敏成 山嵜　妙子
井口　由美子 佐伯　美砂紀 中島　昌子 山田　春雄
今村　惠子 坂田　忠孝 中田　洋子 山田　恭孝
宇佐美　俊弘 坂本　うた子 長戸　泰輔 山田　安孝
碓氷　正志 佐久間　輝夫 長野　勝英 山本　剛
海老沢　喜三郎 櫻井　寿子 永見　光章 山本　堯士
海老沢　健次 佐々木　暁彦 西山　悟 湯ノ上　光昭
遠藤　明生 佐瀬　美生枝 根本　孝子 湯田　啓一
遠藤　憲一 佐藤　外次 野澤　二郎 横山　浩
遠藤　隆 佐藤　蘭香 野田　健 吉永　克己
大久保　惠美子 佐野　秀樹 野村　芳樹 與那嶺　克枝
大熊　勝 佐野　みづゑ は 橋本　裕藏 米元　弘志
大島　剛生 宍戸　英子 花岡　由美子 わ 脇田　直之
大玉　華乃子 篠　清次郎 原　清 渡邉　武
大橋　みさほ 柴崎　祐子 平林　武文 渡邉　忠
大山　ひろみ 柴田　千惠子 藤巻　正英
小川　泰平 渋谷　光治 藤本　享子
尾崎　義美 渋谷　義彦 藤原　幸博
押見　守康 清水　香代子 渕上　勝
小関　竜也 清水　卓 古田　友宏
小根澤　明夫 杉浦　純子 古屋　博史
小根澤　美和 鈴木　浩一郎 本田　忠俊
小根澤　幸子 鈴木　正二 本多　有太
小野　政也 鈴木　陶磨
尾林　武彦 鈴木　優吾

鈴木　洋子
鈴木　理絵



賛助会員（団体）

あ 税理士法人　ＩＳＹパートナーズ 五十鈴関東(株)
(学)愛国学園 五十鈴建設(株)
(株)アイ・ティー・シー 五十鈴中央(株)
(有)ＡＩフラッグ 五十鈴東海(株)安城サービスセンター
(株)愛和セレモニー 五十鈴ビジネスサポート(株)
青木あすなろ建設(株) 五十鈴マネジメントサービス(株)
赤坂交通安全協会 板橋地区暴力団追放連絡会
赤坂防犯協会 イチジク製薬(株)
赤羽交通安全協会 市嶋商事(株)
赤羽防犯協会 市村産業(株)
昭島警察懇話会 (株)伊藤園
昭島防犯協会 稲畑産業(株)東京本社
昭島遊技場組合 乾汽船(株)
秋山錠剤(株) (公財)井之頭病院
阿佐谷商店街振興組合 (株)イマニシ
浅草交通安全協会 入谷光和町会
浅草地域特殊浴場暴力団等排除推進協議会 う 牛込交通安全協会
(株)あさひコーポレーション 内宮運輸機工(株)
朝日信用金庫 (株)うなぎ藤田
(株)あさひセレモニー え 盈進自動車(株)
旭倉庫(株) エイチアイインターナショナル(株)
麻布警友会 (株)エース
(株)Ａ’ＺＵＭＡ 江口企業(株)
(株)東工務店 ＳＭＣ(株)
(株)東工務店東友会 (株)エス・ティ・ジャパン
東葬儀(株) エスビー食品(株)
愛宕遊技場組合 (一社)江戸川区医師会
(一社)足立市場協会 (一社)江戸川北法人会
(株)ＡＤＥＫＡ (一社)江戸川南法人会
(株)アド協和 (株)エトワール海渡
(宗)穴八幡宮 司法書士法人NCP
天野運送(株) (株)榎本
綾瀬交通安全協会 江原運送(株)
綾瀬スーパーストア防犯協力会 (株)荏原製作所
(株)アライモータース 荏原遊技場組合
荒川遊技業組合 (株)ＭＫＲ
(有)有富商会 (株)ＭＣＦ
(株)アリミノ (株)遠藤新六商店
(株)アルク お 王子防犯協会
アロウズ(株) (学)桜美林学園

い イーグル工業(株) (株)旺文社
(株)飯島不動産 大井防犯協会
(株)飯島ポンプ製作所 大井遊技場組合
(株)五十嵐商会 大蔵屋商事(株)
池上防犯協会 大崎ＦＳＡ
(有)池田ビル 大崎電気工業(株)
池袋遊技場組合 (株)オー・シィ・エフ
(株)石井工務店 大島警察懇話会
(株)五十鈴オート整備工場 大島防犯協会



（お） (株)太田胃散 神田地区ビル防犯協力会
大谷建興(株) き 北沢産業(株)
(宗)大鷲神社 (株)北豊島園自動車学校
(株)大林組 (株)紀文食品
大林道路(株) キヤノン(株)
小笠原防犯協会 キャピタルモータース(株)
(株)岡新聞店 (株)協栄
(資)小川組 共栄火災海上保険(株)
小川建設(株) (医社)杏邦会　西村医院
荻窪警友会 協立セキュリティプロ(株)
荻窪交通安全協会 共立土地建物(株)
荻窪懇話会 (株)協和製作所
荻窪タウンセブン振興会 キリンホールディングス(株)
荻窪ビル・カメラ防犯協力会 銀座駐車場(株)
荻窪防犯協会 (一社)銀座通連合会
荻窪遊技場組合 銀座四丁目共和会
尾久交通安全協会 (株)近政ゴム
尾久防犯協会 く グッズ安売り王
(株)奥村組　東日本支社 (株)熊谷組
(株)尾崎商店 (株)グリーンハウス
(株)尾崎測量事務所 栗林運輸(株)
小田急電鉄(株) (株)黒江屋
小田急バス(株) 黒沼運送(有)
(株)小田急百貨店 (株)グローリーコーポレーション
(株)オブザーバー (株)桑山
オリゾンシステムズ(株) け 警視庁企画課
(株)オリハラ 警視庁文書課
(株)折原製作所 警視庁情報管理課
(株)織本総合建築設計 警視庁広報課
(株)温泉パラダイス 警視庁会計課

か 花王(株) 警視庁用度課
科研製薬(株) 警視庁装備課
河西工芸(株) 警視庁施設課
葛西遊技場組合 警視庁留置管理第一課
鹿実建設(株) 警視庁留置管理第二課
鹿島建設(株) 警視庁第七方面交通機動隊
鹿島道路(株) 警視庁第八方面交通機動隊
(学)片柳学園　 警視庁第九方面交通機動隊
(公社)葛飾交通安全協会 警視庁第十方面交通機動隊
(有)カツラシマ 警視庁地域部
金杉仲通町会 警視庁第八方面自動車警ら隊
歌舞伎町商店街振興組合 警視庁刑事部刑事総務課
亀有警友会 警視庁生活安全部少年事件課
亀有遊技場組合 警視庁生活安全特別捜査隊
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 警視庁組織犯罪対策総務課
(株)河内商店 警視庁オリンピック・パラリンピック競技大会
(株)環境整備 　　　総合対策本部
観泉寺 警視庁麴町警察署
神田警友会 警視庁丸の内警察署
神田交通安全協会 警視庁神田警察署
神田地区警備業連絡協議会 警視庁万世橋警察署



（け） 警視庁中央警察署 警視庁西新井警察署
警視庁久松警察署 警視庁竹の塚警察署署員会
警視庁月島警察署 警視庁綾瀬警察署
警視庁愛宕警察署 警視庁深川警察署
警視庁三田警察署 警視庁城東警察署
警視庁高輪警察署 警視庁本所警察署
警視庁麻布警察署 警視庁向島警察署
警視庁赤坂警察署 警視庁亀有警察署
警視庁築地警察署 警視庁葛飾警察署
警視庁東京湾岸警察署 警視庁小松川警察署
警視庁品川警察署 警視庁小岩警察署
警視庁大井警察署 警視庁昭島警察署
警視庁大崎警察署 警視庁立川警察署
警視庁荏原警察署 警視庁東大和警察署
警視庁大森警察署 警視庁府中警察署
警視庁田園調布警察署署員会 警視庁小金井警察署
警視庁池上警察署 警視庁田無警察署
警視庁東京空港警察署 警視庁小平警察署
警視庁世田谷警察署 警視庁東村山警察署
警視庁北沢警察署 警視庁武蔵野警察署
警視庁玉川警察署 警視庁三鷹警察署
警視庁成城警察署 警視庁調布警察署
警視庁目黒警察署 警視庁青梅警察署
警視庁碑文谷警察署 警視庁五日市警察署
警視庁渋谷警察署 警視庁福生警察署
警視庁原宿警察署 警視庁八王子警察署
警視庁代々木警察署 警視庁高尾警察署
警視庁牛込警察署 警視庁南大沢警察署
警視庁新宿警察署 警視庁町田警察署
警視庁戸塚警察署 警視庁日野警察署
警視庁四谷警察署 警視庁多摩中央警察署
警視庁中野警察署 警視庁滝野川警察署
警視庁野方警察署 警視庁王子警察署
警視庁杉並警察署 警視庁赤羽警察署
警視庁高井戸警察署 警視庁板橋警察署
警視庁荻窪警察署 警視庁志村警察署
警視庁富坂警察署 警視庁高島平警察署
警視庁大塚警察署 警視庁練馬警察署
警視庁本富士警察署 警視庁光が丘警察署
警視庁駒込警察署 警視庁石神井警察署
警視庁巣鴨警察署 警視庁職員信用組合
警視庁池袋警察署 警備業戸塚地区協議会
警視庁目白警察署 京浜運送(株)
警視庁上野警察署 京浜急行電鉄(株)
警視庁下谷警察署 (株)ＫＳＰ・ＷＥＳＴ
警視庁浅草警察署 ＫＯ行政法務総合研究所
警視庁蔵前警察署 (株)ケーユー
警視庁尾久警察署 (宗)源正寺太子堂
警視庁南千住警察署 (株)建武堂
警視庁荒川警察署 こ 麹町ビル防犯協力会
警視庁千住警察署 麹町防犯協会



（こ） (医社)厚潤会　花輪病院 三和ベンドサービス(株)
(宗)髙乗寺 し ジーエスケイ(株)
交神運輸(株) ジェイアールバス関東(株)東京支店
(株)講談社 ＪＸＴＧエネルギー(株)
(公社)江東区医師会 (一財)ＪＰ生きがい振興財団
(株)光文社 ジェーエフイーホールディングス(株)
(有)幸北工業 (株)ジェー・ピー・カードサービス
光明理化学工業(株) (株)式典コスギ
(株)光洋 シダックス(株)
(株)興陽開発 (一社)下谷医師会
古賀オール(株) 七福交通(株)
小金井警察署管内交通安全協会 品川タクシー(株)
小金井警友会 (一社)渋谷区医師会
(有)小金井交通 渋谷交通安全協会
(一社)小金井市医師会 渋谷ビル防犯協力会
(株)小金井自動車学校 渋谷防犯協会
国際興業(株) 清水建設(株)
国際自動車(株) (株)志村運送
国際ソロプチミスト昭島 石神井警察署暴力団対策連絡会
互恵建設(株) 石神井個人タクシー協同組合
小堺化学工業(株) 蛇の目ミシン工業(株)
小平交通安全協会 尚永ビルサービス(株)
(一社)小平市医師会 (宗)勝國寺
小平母の会 (株)昇司不動産
小平防犯協会 (株)上州屋
小平遊技場組合 (宗)勝専寺
(株)コダマ飲料 松竹(株)
(有)小日向葬儀社 城東警備業防犯協力会
駒込警察懇話会 城東交通安全協会
駒込署管内駐車場管理対策協議会 城東ハイヤータクシー倫交会
駒込防犯協会 城東防犯協会
駒澤大学 城南運送事業協同組合
小松川警察署ビル防犯協議会 昭洋工業(株)
(株)コムウェル 昭和産業(株)
五洋建設(株) 昭和電工(株)
(有)コレクションシバ 白井運輸(株)
近藤・鈴木法律事務所 (宗)白鬚神社

さ (株)齊藤木工所 新興ビルディング(株)
魚家(株) (株)シンコーミュージック・エンタテイメント
(株)櫻商会エアポートクリーンセンター (株)新潮社
(株)佐藤秀 (株)進藤自動車商会
佐野味噌醤油(株) (宗)真如苑
(株)三栄工業 す 巣鴨警備業連絡協議会
三晃印刷(株) 巣鴨遊技場組合
(株)サンセルモ (有)杉内建設
サントリービバレッジサービス(株) (株)杉田製線
(株)サンポップ 杉並警備業防犯協力会
三友建設(株) 杉並交通安全協会ハイタク部会
三洋工業(株) 杉並防犯協会
(株)三和 数寄屋橋ショッピングセンター(株)
三和倉庫(株) 鈴木興産(株)



（す） 隅田商事(株) 大豊建設(株)
(医社)墨田中央病院 (株)大又ビル
住友金属鉱山(株) 太陽ホールディングス(株)
(株)スリーエス タイヨー(株)

せ 聖教新聞社 (株)大和紙工業
(株)晴光 高井戸防犯協会
成城警備業防犯協力会 高井戸遊技場組合
成城防犯協会 高尾登山電鉄(株)　
(学)正則学園 高砂香料工業(株)
(株)整電社 高島平交通安全協会
西武鉄道(株) 高島平古物商防犯協力会
(株)税務研究会 高島平防犯協会
政和自動車(株) 高島平遊技場組合
(有)セキネ自動車 (株)タカボシ
セキュリオン・２４(株) 高山木材(株)
セコム(株) 滝野川交通安全協会
(有)瀬崎興業 滝野川懇話会
(株)セシム 滝野川防犯協会
(株)セブン＆アイ・ホールディングス 田口産業(株)
ゼリア新薬工業(株) 田島ルーフィング(株)
(一社)全国警備業協会 (株)タチエス
(一社)全国道路標識・標示業東京都協会 立川国立防犯協会
(一社)全国物流ネットワーク協会 立川警友会
千住防犯協会 立川バス(株)
戦跡ガイド”板長”池田魚嵓 立川遊技場組合
セントラル開発(株) 宅建葛西地区会
(株)全日警 (株)田中建設

そ 創価学会 谷井不動産(株)
綜合警備保障(株) (学)玉川学園
(株)創心建設興業 玉川地区タクシー交通安全研究会
そうしんホール青梅 玉川防犯協会
(宗)宗保院 多摩信用金庫
損害保険ジャパン(株) (株)多摩ニュータウンサービス

た 第一三共(株) ち 力運送(株)
(株)大栄物産 中央建鉄(株)
(有)大輝商事 (株)中央自動車学校
大京食品(株) 中外製薬(株)
(株)ダイケンビルサービス (宗)長昌山立源寺
大光電設(株) 調布警友会
大樹生命保険(株) 調布交通安全協会
(学)大正大学 つ 塚本總業(株)
(株)大商物産 月島遊技場組合
大真綜合警備保障(株) (株)佃可祢
太盛運輸(株) つくば観光交通(株)
大成建設(株) 角田興業(株)
大成ロテック(株) て 帝商(株)
大日本印刷(株) (株)ＤＡＹＳ
タイヘイ(株) 帝都典禮(株)
(株)太平鉄工所 (株)ティムコ
太平電業(株) (株)テーオーシー
太平洋セメント(株) (株)デサント　東京オフィス



（て） 鉄建建設(株) (株)東京流通センター
(株)寺岡製作所 東京臨海高速鉄道(株)
(株)テレビ朝日 東交観光バス(株)
田園調布警察懇話会 (株)東辰
田園調布警友会 (株)ドウノ機工
田園調布雙葉中学高等学校 東邦自動車(株)

と (株)東管 東洋インキＳＣホールディングス(株)
東急建設(株) 東洋管財(株)
(株)東急百貨店 東横商事(株)
(株)東急レクリエーション トーソー(株)
東京浅草ライオンズクラブ (有)トキワロック
(株)東京足場 (株)戸越建材
東京ガスイズミエナジー(株) 都市農住事業(株)
東京空港交通(株) 戸田建設(株)
(一社)東京空調衛生工業会 (有)トダソウギョウ
東京計器(株) 戸塚警友会
東京交通興業(株) 戸塚遊技場組合
東京システム運輸ホールディングス(株) (株)鳶浩工業
東京自動車販売協会 富坂防犯協会
東京銃砲安全協会連合会 (株)巴商会
東京少年補導員連絡協議会 豊川電気(株)
東京水産ターミナル(株) (一社)豊洲市場協会
東京水産冷蔵(株) トヨタ西東京カローラ(株)
東京スバル(株) 豊玉タクシー(株)
(公社)東京都医師会 な 内外施設工業(株)
(一財)東京都警察懇話会 (株)ナイル商会
東京都警察情報通信部 (株)ながさわ
東京都軽自動車協会 (株)中島鉄工所
東京都京浜島工業団地協同組合連合会 (株)永谷園
(一財)東京都交通安全協会 (一社)中野区医師会

中野交通安全協会
東京都個人タクシー協同組合杉並支部 中野ビル防犯協力会
(公社)東京都小平市歯科医師会 中野防犯協会
(公社)東京都歯科医師会 中野遊技場組合
東京都市大学 中村産業(株)
(一社)東京都杉並区歯科医師会 (株)永盛
東京都セキュリティ促進協力会 成増興業(株)
東京都葬祭業協同組合 に (一社)西新井青色申告会
(公社)東京都宅地建物取引業協会 (一社)西新井法人会
(一社)東京都トラック協会　墨田支部 (株)西銀座デパート
(一社)東京都トラック協会　深川支部 西松建設(株)
(一社)東京都農住都市支援センター 西村運輸(株)
(公社)東京都目黒区歯科医師会 (株)ニチレイ
(公社)東京都薬剤師会 (株)日華
(公社)東京都猟友会 (株)日刊警察新聞社
(株)東京博愛社 日光警備保障(株)
東京博善(株) (株)日進エンジニアリング
(一社)東京母の会連合会 日新火災海上保険(株)
東京日野ライオンズクラブ 日東工器(株)
東京むさし農業協同組合　三鷹支店 (株)ＮＩＰＰＯ
東京ユニオンサーキュレーション(株) 日本体育大学

東京都公的機関農住賃貸住宅一括貸連絡会



(に) 日本中央競馬会 パラマウントベッド(株)
日本テクニカルサービス(株) (株)萬国
日本電気(株) ひ ピーアークホールディングス(株)
日本ハム(株) (株)ピーアンドジー
(公財)日本武道館 ＰＴＳＤ研究会
日本ペイントホールディングス(株) (株)東日本銀行
ニビック(株) 東日本交通(株)
日本医科大学付属病院 東山興業(株)
日本ガードビルサービス(株) (公社)東大和市医師会
日本閣観光(株) 久松交通安全協会
日本加除出版(株) 久松防犯協会
日本化成(株) 日立自動車交通(株)
日本化成サービス(株) 日野交通安全協会
日本化成プロダクト(株) 日野古物商防犯協力会
(株)日本警備 日野懇話会

日の丸交通(株)
(株)日本シークレット・サービス 日の丸総業(株)
日本証券金融(株) 碑文谷警察警友会
日本大学芸術学部 碑文谷警察署管内不当要求防止責任者
日本大学理工学部 　　　　連絡協議会
日本電子計算(株) (株)ヒューテックノオリン
(株)日本ネットワーク 廣瀬ビルディング(株)
日本ビューホテル(株)浅草事業所 ふ (株)フォーバル
日本分析工業(株) フォスター電機(株)
日本マクドナルド(株) (株)フォルテ
日本ユニシス(株) 深川警察懇話会

ね ネグロス電工(株) 深川防犯協会
(学)根津育英会武蔵学園　 (株)福総

 武蔵高等学校・中学校 富士通(株)
(株)根本土建 富士電機(株)
練馬古物質商防犯協力会 (株)富士の華
(公社)練馬東法人会 富士紡ホールディングス(株)
練馬防犯協会ビル・マンション部会 扶桑建設(株)

の (株)ノヴェル 府中インテリジェントパークまちづくり協議会

ノーベル工業(株) 福生交通安全協会
野方交通安全協会 福生遊技場組合
野方ビル防犯協力会 (一社）不動産協会
野方防犯協会 (株)船橋屋

は (宗)梅照院 武陽ガス(株)
(株)ハウジングニチエー 武陽ガス(株)武蔵村山営業所
パシフィックコンサルタンツ(株) フランスベッド(株)東京工場
八王子警備業協会 (有)フリーショップＭＡＲＵＨＩ
八王子警友会 (株)ブリヂストン
八王子葬祭業協同組合 (株)古川精機
(株)八洋 へ 平和農産工業(株)
初三親和会 (株)ベル・インフォ・テック
(株)はとバス ほ (株)豊神
(株)花德 (宗)宝仙寺
羽田運輸(株) 宝泉禅寺
ハピネスデンキ(株) (株)ほうらいやビル
原宿交通安全協会 ポーター製造(株)

(株)日本サービスセンター平安祭典江戸川支社



（ほ） ＨＯＹＡ(株)オプティクス事業部昭島工場 目黒自動車交通(株)
(株)北進 目黒信用金庫
(株)細川設備工業所 (株)メッセ
(株)細田協佑社 も 森杉きもの学院
本所警備業防犯連絡協議会 守製鋲(株)
本所遊技場組合 森田砂利(株)
本田技研工業(株) 森田板金工業(株)
(有)本間電業社 森ビル(株)

ま (株)増野製作所 森武道具(株)
町田警友会 や 矢澤光学塗装(株)
(有)町田商店 八洲商事(株)
町田遊技場組合 (株)安田屋
松本寝具(株) (株)ヤブ原
(株)松屋 (株)山下葬儀社
(株)マモル (株)山忠商会
丸エス運送(株) ヤマト徽章(株)
丸源飲料工業(株) ヤマトホールディングス(株)
(株)まるごと北海道 山本企業(株)
丸新石油(株) (株)山本山
(資)丸中 弥生交通(株)
(株)丸二 ゆ (株)湯田工業
(株)マルマンストア よ 養命酒製造(株)
万世橋警友会 横河電機(株)
万世橋交通安全協会 (株)ヨシカミ
万世橋遊技場組合 (株)吉野工業所

み ミズノ(株) 四谷警備業連絡協議会
三鷹警友会 四谷交通安全協会
三鷹遊技場組合 四谷古物商防犯協力会
三田防犯協会 四谷地区特殊暴力防止対策協議会
三井製糖(株) 四谷防犯協会
ミドリ安全(株) 四谷遊技場組合
南大沢交通安全協会 代々木警友会
南大沢防犯協会 代々木交通安全協会
南大沢防犯協会　母の会 代々木防犯協会
南観光交通(株) ら (一財)ライフ・プランニング・センター
南千住遊技場組合 (株)らんざん
(有)三松 り リオン(株)
(株)宮門商店 (株)ＬＩＸＩＬ
宮城交通(株) 立正佼成会付属佼成病院
(宗)妙法寺 (株)リッチロード
みらい建設工業(株) (株)リネス

む 向島母の会 (株)リバティホーム
向島防犯協会 竜泉三丁目泉町会
武蔵警備保障(株) る (株)ルミネ　北千住店
(学)武蔵野東学園 れ (株)レイカ
(株)村山運輸 わ ワーレックス(株)

め 明真商事(株) (株)ＹＫＵ
(株)明電舎 (学)早稲田学園
明和地所(株) 渡辺印刷(株)
(一社)目黒区医師会 ワッティー(株)



被害者支援都民センターに、２０１９年１０月から２０２０年９月までにご寄附をいただいた方の中から、
ご了解を得た方をご紹介いたします（敬称略・５０音順）

個人 団体

あ 秋田　恭子 あ アサヒ飲料販売 さ サントリービバレッジサービス(株)

か 角田　実 (株)A'ZUMA 三和ベンドサービス(株)

金田　茄奈 (株)東工務店 (株)ジャパンビバレッジホールディングス

北村　浩志 アペックス(株) 巣鴨警察署生活安全課

倉田　知展・美和子・ 荒川交通安全協会 西都ヤクルト販売(株)

　　　　みのり・光 市原刑務所教化事業後援会 (有)関口十一畳店

小池　惠子 (株)伊藤園 世田谷区保護司会北沢分区

小林　由美子 (株)ウェブ改善・分析企画開発リサーチ 世田谷防犯協会婦人部

小松　一彦 ＦＶジャパン(株) (株)セレモア

さ 佐藤　節夫 (株)MCF た ダイドードリンコ(株)

渋谷　光治 (株)エルシーアールプロパティ (株)タカンナ

た 高瀬　博子 大蔵屋商事（株） 調布くすのき法律事務所

高田　香・咲里 (株)尾久自動車 東京鋲螺協同組合昌栄青和会

髙橋　伸明 か 神田お茶の水法律事務所 東京ヤクルト販売(株)

田上　勝子 京立セキュリティープロ(株) トーヨーベンディング（株）

戸谷　真智子 警視庁第四方面交通機動隊　　 (医社)等々力内科クリニック

な 新山　正治 警視庁刑事部捜査共助課　　 な ナショナル・ベンディング(株)

は 藤原　幸博 警視庁万世橋警察署            日章警備保障(株)

ま 宮本　康弘 警視庁愛宕警察署        は (株)八洋

村木　一郎 警視庁荏原警察署 光が丘母の会

村山　好広 警視庁巣鴨警察署         日の丸交通(株)世田谷営業所

森岡　啓 警視庁志村警察署 ベル(株)

森本　眞 警視庁亀有警察署        (株)宝古堂美術

わ 渡瀬　良子 警視庁葛飾警察署          ホテル丸谷

警備業TOKYO ま (有)三益商事

　　チャリティーゴルフの会 や (株)ユカ

コカ・コーラボトラーズジャパン(株) (株)ユニマットライフ

(有)小日向葬儀社 ヨコカワ会

ら (株)レイカ

その他、センター募金箱、ホンデリング・プロジェクト、

また、絵本・冊子をご送付した方からもいただいております

ご寄附をいただいた方


