
目標額 10億円 申込総額 800,127,293円 （2019年6月30日現在）

累計100万円以上

【一 般】

加納 治男 平野 勉 吉田 友子 目時 信之

小口 勝司 小室 富美子 村山 正則 橋本 通

田﨑 博之 小出 薫 小柳 博司 橋本 みゆき

髙場 利博 太田 斉 小柳 輝代 土光 伸一

雨宮 正子 太田 朝子 戸塚 伸吉 成田 真

松井 比呂美 冨士 幸蔵 村田 悦男 菊地 琢也

弘中 玲子 髙野 みゆき 熊谷 勝 中西 孝子

竹森 祐介 上條 千鶴子 藤森 勳 伊原 直美

木内 昭子 北原 隆 飯島 裕之 髙 倫浩

大友 克之 富田 伸 三邉 武彦 小口 理英

吉田 仁 西本 幸正 崔 相羽 後閑 武彦

平賀 やよい 川村 友信 久光 正 佐々木 甚八

小林 英昭 小室 保尚 前野 誠一 千葉 昭典

中村 泰治 久岡 俊彦 稲垣 克記 西方 勇雄

萩原 邦明 福成 信博 宮崎 章 井下田 篤子

岸田 裕江 葉 佐俊 武山 実暉子 安井 元司

横山 真司 鈴木 俊光 馬場 肝作 城戸 正開

矢野 一郎 米山 啓一郎 小野 真理子 長瀨 真希

新井 治男 葉 國璽 山本 滋 藏本 曉

金子 達 龍 家圭 由良 明彦 野部 浩司

松下 功 三邉 武幸 葛西 浩 九島 巳樹

小出 良平 井上 仁 葛西 用苺 後藤 俊二

小川 良雄 山藤 武久 下司 映一 中村 明弘

眞田 妙子 佐藤 元助 小川 千史 市川 幾恵

木内 祐二 山本 登 齊藤 容子 田中 晶子

上條 翔太郎 山本 芳子 佐藤 栞 片桐 敬

佐藤 彰 門馬 満 小川 明美 堤 恵一

黄 恬瑩 沖野 尚秀 髙橋 寛 片岡 紘士

水間 正澄 沖野 和麿 大塚 和子 長谷川 篤司

小口 江美子 鈴木 友子 大塚 直純 久保田 仁

小泉 和雄 海老原 爲博 谷藤 瑞加 槇 宏太郎

今里 有紀彦 中村 明央 中村 紀子 遠藤 由香

康野 明 高橋 健 樋口 比登実

宮﨑 隆 高橋 淳子 飯島 正文 （敬称略・申込受付順）

菊池 隆一 安藤 琢真 上條 由美

佐々木 琴代 中山 寿朗 入戸野 晋

琴梅 正人 船登 章嘉 和田 育穂

本多 儀一 石野 徳子 内田 伸昭

秋谷 行男 猪原 久貴 土佐 泰祥

沖野 秀麿 熊 隼人 水川 啓子

小口 郁子 小口 達敬 長瀨 真一郎

石川 広巳 池田 尚人 横川 秀男

西本 幸弘 眞田 裕 横山 登

山崎 典幸 平沼 直人 大野 勝之

田中 八郎 倉田 なおみ 工藤 進英

創立90周年記念事業へご寄付いただいた方

― 上條記念館建設事業 ―

【団 体】

公益財団法人昭和会 代表理事 今給黎 尚典 日本トータルサポート株式会社

医療法人慶仁会 城山病院 院長 李 雅弘 富士フイルムメディカル株式会社

株式会社エムアンドエイチ 代表取締役 山﨑 隆一 ホーチキ株式会社

株式会社雄電社 代表取締役社長 小島 兼隆 株式会社テーオーシー

社会福祉法人 あそか会 理事長 古城 資久 医療法人社団高裕会 深川立川病院 理事長 立川 裕理

医療法人横浜柏堤会 理事長 横川 秀男 医療法人社団新光会 不知火病院 理事長 徳永 雄一郎

医療法人昭栄会 佐藤クリニック 株式会社日本設計

医療法人貴和会 大野内科医院 内川整形外科医院 院長 内川 友義

昭和大学保健医療学部同窓会 日本調剤株式会社

山梨赤十字病院 院長 今野 述 医療法人社団秋月会 広島中央通り 香月産婦人科 理事長 香月 孝史

医療法人社団緑彩会 川崎田園都市病院 院長 辺見 仁 井本産婦人科医院 井本 正樹

株式会社村山 代表取締役 村山 舞 医療法人石川会 理事長 石川 正

医療法人髙仁会 理事長 髙橋 太郎 昭和大学医学部同窓会神奈川県支部

医療法人髙仁会 名誉会長 髙橋 正和 医療法人社団 茨腎会 理事長 酒井 伸一郎

医療法人俊和会 理事長 中西 俊郎 代々木駅前歯科 院長 内田 圭一郎

株式会社大和調剤センター 代表取締役 野中 明人 医療法人社団 成健会 とみおか医院 理事長 野元 成郎

昭和大学薬学部同窓会 協和発酵キリン株式会社

株式会社日比谷アメニス 代表取締役 小林 定夫 株式会社教育広報社 代表取締役 曽我 四郎

カミマル株式会社 代表取締役 田邉 幸則 医療法人一秀会 理事長 金野 真一

医療法人社団 彗心会 理事長 内川 伸 昭和大学病院・附属東病院看護部 昭月会

三協立山株式会社 代表取締役 山下 清胤 医療法人秋田会 理事長 秋田 清実

田辺薬局株式会社 三和シヤッター工業株式会社

有限会社アンディ 株式会社オカムラ 代表取締役社長 中村 雅行

有限会社ケイアイファーマシー 医療法人三州会

株式会社タナック キヤノンメディカルシステムズ株式会社

昭和大学歯学部同窓会 小野薬品工業株式会社

医療法人健正会 大久保病院 理事長 大久保 哲生 新日本空調株式会社 代表取締役社長 夏井 博史

戸田建設株式会社東京支店 常務執行役員支店長 横溝 祐次 社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター 理事長 加藤 貴史

アズビル株式会社ビルシステムカンパニー 社長 取締役 執行役員常務 不破 慶一 医療法人社団虹の会 センター北ひまわり耳鼻咽喉科 理事長 勝野 雅弘

昭和大学医学部同窓会 医療法人社団 御代田中央記念病院

株式会社千代田 医療法人社団鳳優会 理事長 藤元 流八郎

医療法人幕内会 山王台病院 理事長 幕内 幹男 医療法人篠原湘南クリニック 理事長 篠原 裕希

昭友商事株式会社 中外製薬株式会社

クオール株式会社 代表取締役会長 中村 勝 社会医療法人社団 医善会 理事長 小泉 和雄

クオール株式会社 代表取締役 中村 敬 美和ロック株式会社

三建設備工業株式会社

株式会社水谷 （敬称略・申込受付順）

医療法人健身会 理事長 周東 寛

株式会社きんでん

野中熱工株式会社

新菱冷熱工業株式会社

ラドセーフテクニカルサービス株式会社 代表取締役 原 邦彦

品川合同葬祭株式会社 代表取締役 猪飼 英介

株式会社メディックメディア 代表取締役 岡庭 豊

株式会社イワサワ 代表取締役 岩澤 昌之

昭和大学サポート寄付制度 ６-①



累計100万円未満
【一 般】

島地 淳 松石 正治 政本 京子 西川 かおり 髙橋 俊行 林 義久 小川 秀樹 末延 清志

小林 智子 小松 典子 政本 多美子 波多野 剛之 岩井 信市 吉田 一明 野中 好一 扇谷 芳光

久光 直子 石川 文博 斎藤 克之 渡邊 裕之 成原 健太郎 丘村 誠 小林 和夫 野田 主税

川西 丈巳 森井 雅之 竹内 通昭 金 義孝 伊藤 洋二 江田 邦夫 斉田 豊彦 川俣 光

小林 瑞子 貝崎 さつき 塩原 仁子 古谷 卓朗 石渕 真理子 高橋 修一朗 新谷 仁 岡崎 雅子

前田 真之 鬼塚 卓彌 佐藤 久弥 蜂須 貢・玲子 片山 雄二 桜井 敏晴 吉田 篤正 亀嶋 義男

岩波 明 髙橋 直樹 小柳 玲子 中野 一義 白倉 澄子 三木 裕子 永納 和子 塩谷 英司

光本 英雄 工藤 求 金澤 英夫 大下 徹雄 馬場 隆男 師尾 薫 福與 和正 岩崎 信爾

光本 明日香 松井 未来 辻 章夫 髙橋 愛樹 白倉 広久 小崎 俊男 北野 仁 新井 平八郎

塩沢 英輔 河村 潤之輔 吉見 祐美子 石野 尚吾 小出 容子 松浦 省明 内田 博 小川 誉史

沢田 祐子 神 與市 伊與田 雅之 堤 健 髙橋 裕秀 松本 一夫 内田 俊彦 渡部 晋哉

岡本 泰子 中島 佳子 安田 光慶 櫻井 茂樹 上條 賢介 足立 純枝 蜂須賀 正光 渡部 厚子

齋藤 友広 金山 桂 川井 泰彦 阿久津 靖 佐藤 啓造 中村 雅男 日高 輝幸 渡部 彩夏

千葉 正博 小松﨑 記妃子 沼澤 聡 山村 淑子 山口 裕己 藤本 宗平 林 克敏 鈴木 仁一

相澤 怜 小林 美朝子 藤森 聰 金子 堯一 三田 利也 二宮 宣文 依藤 良一 小林 建一

城井 義隆 福村 基徳 長坂 昌一郎 福田 亮 申 映均 半間 みや子 新原 信子 平野 学

安原 理佳 安原 一 木村 智江 半沢 雅人 下島 二郎 浜井 貴人 田鹿 安彦 宮澤 哲夫

平井 康昭 安原 努 榎本 武彦 水野 光太郎 前田 佳子 野中 明人 安木 良博 戸塚 保

吉田 英機 大塚 成人 宮﨑 一秀 山中 英之 片岡 誠 天野 美保子 安木 桂子 福井 枝里子

長谷川 洋一 中澤 靖夫 齋藤 裕 合田 浩明 村山 はる恵 澤田 早苗 安田 典子 紀平 幸彦

田中 邦夫 大塚 尚治 岩渕 成祐 猪飼 道彦 磯﨑 健男 島袋 美智子 清水 久和 桜井 洋

神島 章 李 健次 齋藤 敏樹 清水 済子 桐山 昌伸 松川 正明 高井 一美 佐々木 貴浩

横山 新一郎 宮下 守 夏目 一夫 今給黎 和典 新井 一成 鈴木 吾登武 本田 実 大池 信之

内川 友義 中村 正則 川田 忠典 本間 理央 鈴木 隆 石川 大樹 牧浦 宏男 髙橋 正一郎

笹森 寛人 仲保 徹 山口 智広 岡松 孝男 荒川 秀俊 菅原 孝 牧浦 温代 小澤 正博

倉口 秀美 三橋 幸聖 内田 直樹 外丸 輝明 髙見 正道 白 成澤 松尾 広之 三代川 章雄

齊藤 博 清水 暁彦 関川 高志 大西 司 黒木 啓之 石川 厚志 竹中 武弘 関口 茂明

竹部 二郎 森野 周作 杉江 正行 大西 麻由子 友安 茂 神谷 八重子 吉田 正一 山之端 万里

杉﨑 徹三 津川 博美 芳賀 秀郷 大矢 敦 久光 久 渡辺 秀晃 小川 肇 小峰 光博

加藤 徹 本田 直子 菅原 章一 金光 武彦 小原 希生 唐 亮 西本 関夫 貫井 和子

高良 由紀子 坂田 穣 竹村 博 中谷 一泰 甘利 昌彦 桑田 浩 中谷 研一 貫井 希実子

久代 裕史 宇髙 結子 伴野 昌永 黒田 惇 関矢 徹 平泉 裕 里見 至 加藤 千雄

中村 嘉男 紀平 章代 佐野 雄太 大石 久 山口 麻子 櫻井 基一郎 鈴木 亨 伊藤 英利

森田 佐加枝 紀平 幸一 村山 和代 長谷川 真紀子 戸羽 一 会田 秀介 仲田 由紀子 菅原 スミ

廿楽 裕 佐々木 建 善山 悠佳 西田 真理子 下山 忠明 貴嶋 陸博 神谷 雄己 須藤 祐幸

石川 公庸 櫻井 哲 善山 栄俊 安井 昭 村上 光広 菅沼 孝夫 本多 教章 森田 聡美

吉田 義人 大川 秀明 栗原 正明 真鍋 厚史 大井手 伸行 長友 安弘 田口 彰彦 島田 千里

向後 麻里 藤澤 英文 河本 義之 大江 宏子 大多和 実 石橋 かなえ 田口 美保 佐々木 晶子

柴田 佳太 吉岡 慎太郎 嶋田 顕 渡邊 徹 古川 篤治 横田 容子 鈴木 和浩 荻原 範親

吉田 文英 吉岡 玲子 國分 二三男 田川 浩二郎 八木下 恵子 相馬 利光 本多 五昌 長谷川 毅

森田 由里 向山 正史 石川 晶久 風見 葉子 倉林 仁美 唐沢 浩二 本多 宏枝 相澤 一雅

前田 正雄 田中 典夫 志村 浩 伊東 寛和 関根 陽平 藤巻 達男 本多 由佳 相澤 賀子

桂 美樹 佐藤 永雄 石田 秀樹 山口 雅士 飯島 美智子 藤巻 日出夫 鈴木 博 田村 功一

辻 祐一郎 藤谷 哲 石橋 由佳 山口 訓子 瀬戸 宣文 小森山 義弘 渡嘉敷 奈緒美 村田 尚隆

吉見 多喜雄 大滝 周 石橋 芳男 坂内 綾子 中村 章 水野 克己 三邉 民紗 松岡 泰秀

木村 正司 横山 幹彦 森 俊光 由良 徹也 黒木 康智 川上 佳子 高木 孝枝 柴田 孝則

本河 一郎 世良田 和幸 長井 孝太郎 永原 敬子 金田 隆文 大西 佳文 高木 康 島村 忠勝

金谷 斎 中山 壽朗 河野 博 目時 隆 久保 修 川上 勝久 福村 直木 澤田 啓

星野 ナギサ 片山 滋 酒井 朗 大谷 俊一 小澤 章 花塚 和伸 川手 信行 荏原 誠太郎

永山 一成 宮前 有子 内海 明美 吉村 志帆 大藤 泰人 西川 順一 荒木 幹太 荏原 包臣

小谷 岳司 小池 昇 茨木 政毅 中野 宏和 深沢 勝彦 村上 幸三 堀川 浩之 前田 昌子

佐々木 美紀 大森 章弘 大中 正弘 大塩 良三 佐々木 晶浩 岩井 譜憲 田中 智久 後藤 昇

飯田 剛士 北村 雄大 深尾 康弘 曽我部 乃絵 石山 富造 中村 聡 磯飛 雄一 船登 雅彦

萬屋 礼子 鈴木 正夫 小林 暢樹 辻 まゆみ 尾崎 雄一郎 唐 典子 山崎 忍 大幡 久之

千島 淳 中内 暁博 滝口 尚 劉 燦太郎 井上 敏 木村 通彦 鈴木 淳一 馬淵 あずさ

濵野 祥子 窪田 容久 與儀 美由紀 成宮 壮一郎 久根下 斉 丸茂 明美 原 隆英 唐川 亜希子

榎戸 克年 熊澤 武志 與儀 實夫 嶋根 俊和 今井 啓司 内野 モモヨ 渡辺 正貴 豊田 國彦

榎戸 美保子 的場 匡亮 永野 聖司 堀口 中 村田 昌弘 川又 均 柴原 義博 清水 陸久

坂口 浩三 上條 寧 池田 昌生 吉池 浩文 川崎 恒俊 稲次 征人 柴原 サト 渡辺 睦

内田 信隆 戸崎 晃明 藤田 健一 吉田 明広 千木良 尚志 水野 守道 平泉 裕美 山口 雄貴

秋元 洋一 安原 久美子 細山田 明義 四宮 茂 伊藤 浩昭 山下 茂樹 香川 豊明 上條 史子

辺見 仁 鈴木 尚子 中島 潤也 小林 真一 高橋 晴美 笹川 幸男 新幡 哲也 林 章人

横山 和彦 黒岩 幸雄 教山 紘臣 黒澤 芳宣 岡本 行人 渡邊 昭 鏑木 衡平 宮本真豪・清佳

百々 悠介 木庭 等 吉本 美智子 新里 勇二 野村 健一 前田 陽一 工藤 葉子 西川 徹

松本 百合子 菅原 日出男 四ッ谷 敏朗 和田 久泰 黒川 叔彦 鈴木 奈緒子 村田 真理子 野中 直子

岩波 正英 長﨑 秀彰 伊賀 八重子 久米 徳明 沼尻 克己 鈴木 一成 槇塚 智之 佐藤 克昭

鈴木 洋 村上 秀友 關 保 齋藤 司 蜂須 貢 永井 隆士 前野 はるみ 山村 冬彦

神越 英夫 稲垣 昌博 筒井 廣明 前田 和馨子 山形 武史 高橋 佐和士 鏑木 綾乃 宮坂 貞

佐藤 香織 稲垣 貴恵 青木 武士 松井 正也 徳力 博 清水 妙子 板部 洋之 中村 明訓

中村 謙二 尾川 博昭 永井 誠 鹿島 健幹 丸岡 靖文 佐々木 由香 今井 滋 中村 明弘

田口 進 西垣 裕 椎名 幸恵 岡﨑 敬之介 松澤 邦雄 青木 擴憲 大戸 祐治 前畠 良裕

澁澤 三喜 青木 秀泰 七田 俊晴 今井 恒志郞 清水 一功 長谷川 玉絵 山田 庄司 相良 博典

大渕 眞男 青木 記美惠 宮治 俊朗 西島 久雄 林 正 川崎 恵吉 西山 謙一 近藤 洋太

小西 博 長谷川 和三郎 青栁 富子 甲斐 祥生 村山 純一郎 青栁 智恵子 木村 聡 松田 厚惠

高橋 章 供野 昌永 石井 規子 内田 雄三 林 裕史 小玉 敦司 吉田 武美 山下 覚

河村 正敏 大﨑 千恵子 林 靖子 新谷 暁史 羽田 治夫 田中 一正 川口 毅 池田 正夫

河村 直子 門倉 光隆 林 正博 鶴野 淳弌 森下 俊男 田中 悠衣 植原 哲 野部 裕美

髙野 和郎 加藤 京一 肥田 典子 五十嵐 英夫 長谷川 貢 田中 波香 新井 貫仁 小野 貞光

小澁 雄一郎 加藤 京太郎 小菅 正太郎 西村 隆 北島 俊夫 田中 佐知子 直江 道夫 大石 竜

旭 晋 長﨑 幸子 西川 幹修 鈴木 真水 後藤 英道 山村 勇一 櫛田 明世 太田 篤

末木 博彦 川瀬 紀夫 池田 智恵 笹 紀子 熊谷 みどり 三邉 美知子

横山 真 石垣 征一郎 三森 謙一 糸魚川 三千代 長谷川 仁美 小澤 俊総

松原 寛 木村 榮成 櫻井 秀樹 穐田 真知子 上原 久子タケット 中島 嘉次郎

山田 一彦 木村 賀津子 飯島 毅彦 井上 富雄 佐本 博 刑部 慶太郎

大久保 幸枝 横山 康太 向井 美恵 大野 明洋 林 誠夫 百瀬 和享

竹内 陽平 山田 明彦 金 隆志 中村 史朗 石原 理裕 浅沼 謙雄

高場 誠司 髙野 正子 徳岡 敏一 三邉 武明 種市 浩志

田﨑 功 伊藤 眞一 望月 文子 三邉 美結 渡邉 好章 （敬称略・申込受付順）

青栁 順 大地 哲郎 中村 雅子 高橋 豊 今村 知世

羽柴 謙作 新井 俊樹 山本 松男 泉 祐喜子 明野 博子

【団 体】

昭和大学医学部附属看護専門学校 同窓生一同 医療法人社団青洲会 神立病院 医療法人和楽会 にこにこ整形外科医院 伊志嶺 恒洋

医療法人社団小林外科胃腸科 理事長 小林 建一 医療法人 新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 院長 池田 重雄 昭和大学医学部充究会 代表 酒井 朗

岡田・小松崎クリニック 小松崎 一則 医療法人青葉台クリニック 理事長 大野 完 株式会社東栄

医療法人社団みのり会 加地医院 加地 紀夫 医療法人 聖嶺会 立川記念病院 立川 士郎 医療法人社団 等々力内科クリニック 理事長 工富 道子

水戸赤十字病院 院長 満川 元一 医療法人 昌真会 おおぎや整形外科 理事長 扇谷 浩文 医療法人社団聖功会 理事長 北原 信也

昭和大学同窓会 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 株式会社ランドコンピュータ

医療法人聖信会たてレディースクリニック 理事長 楯 信太郎 株式会社コスモス 代表取締役 武石 俊哉 有限会社北井乳販 北井 広太郎

昭和大学医学部同窓会広島県支部一同 神奈川中央あきばクリニック 院長 秋葉 雅夫 フランスベッド株式会社 代表取締役 池田 茂

医療法人昭栄会 医療法人社団泉仁会 理事長 横川 秀男 鷺沼整形外科クリニック 院長 古梶 正洋

医療法人カマカズ医院 鎌数 清麿 アーパス技研工業株式会社 代表取締役 児玉 宏寿 医療法人社団敬天会 小川医院 院長 小川 竜平

医療法人社団当為会 理事長 江波戸 久元 有限会社森井ホームサービス 医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院 理事長 中村 毅

昭和大学病院薬剤部 代表 田中 克巳 日本ピーマック株式会社 代表取締役社長 若山 幹雄 合同会社ＯＨコンサルティングむさしの 代表 菅 裕彦

医療法人 森耳鼻咽喉科医院 院長 森 芳郎 サンマルコ株式会社 代表取締役社長 野口 信治 株式会社アドササオ 代表取締役 笹尾 大

医療法人社団カリタス 理事長 加藤 徹 株式会社S&Sエンジニアリング 医療法人社団憲風会 理事長 田中 憲男

医療法人霞水会 土浦厚生病院 理事長 塚原 直人 株式会社堀川総合サービス 代表取締役 堀川 幸志 信幸保険事務所

医療法人社団健幸会 藤田医院 理事長 藤田 安幸 わかもと製薬株式会社 代表取締役会長 神谷 信行 遠藤硝子株式会社

歯学部8回生一同 株式会社日本サービスセンター 代表取締役社長 小泉 博久 アステラス製薬株式会社

薬学部21回生一同 代表 赤川 圭子 株式会社東基 医療法人社団井上医院 理事長 井上 正司

昭桜會（昭和大学看護師同窓会） 東テク株式会社 代表取締役 長尾 克己 髙橋カーテンウォール工業株式会社

医学部58回生一同 株式会社パトロールサービス 肉のいがらし 五十嵐 正志
医療法人社団ビルジタ会 ひかりメンタルクリニック 理事長 城井 正憲 クリタ・ビルテック株式会社 向井建設株式会社

特定非営利活動法人エイチ・エー・ビー研究機構 丸茂電機株式会社 株式会社コーゲツ 代表取締役社長 加藤 和彦

医療法人社団 双愛会 株式会社長南 代表取締役 長南 弓子 コトブキシーティング株式会社

江渡内科医院 江渡 諄治 株式会社竹中庭園緑化 代表取締役 竹中 幸三郎 山村小児科医院 山村 泰彦

医療法人 重仁会 大谷地病院 理事長 田尾 大樹 株式会社セノン 代表取締役 小谷野 宗靖 日本骨髄バンク

昭和大学薬学部同窓会東京支部会 株式会社トキワ薬品化工 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 南東京支店長 小林 康弘

医療法人幹仁会 横山クリニック 横山 幹彦 株式会社ジェイエスピー 三雄産業株式会社 代表取締役 佐山 高康

医療法人鹿山整形外科医院 院長 鹿山 富生 昭和大学医学部若獅子会 株式会社グランドパワー 代表取締役 久保 英人

医療法人社団 優美会 理事長 清水 潔 大光ビルサービス株式会社 代表取締役 小川 裕正 鈴木ヒフ科 鈴木 薫

昭和大学病院薬局一同 代表 白井 敦 株式会社かわでん 代表取締役 信岡 久司 竹内歯科矯正歯科 院長 竹内 陽平

歯学部同窓会広島支部 ナブコシステム株式会社 医療法人聖母会 聖マリア記念病院 理事長 太田 不二雄

みずの歯科クリニック 水野 二郎 株式会社シノテスト 代表取締役社長 塚田 聡 髙木屋老舗 石川 宏太

ごとう矯正歯科 後藤 昌弘 株式会社ワイム 代表取締役 石澤 真里子

医療法人社団 智奈会 理事長 山畑 智也 株式会社メモリアル・ニッソー （敬称略・申込受付順）

株式会社タマショウ 株式会社リース東京

日本パーティサービス株式会社 代表取締役 渡辺 隆一 株式会社ニシテック 代表取締役 西原 裕史

医療法人社団育陽会 東京聖徳病院 院長 下島 二郎 フォトロンM＆Eソリューションズ株式会社

医学部57回生一同 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 東京支社

太陽スポーツ施設株式会社 YKK AP株式会社

戸田中央医科グループ 副会長 横川 秀男 アマノ株式会社 東京パーキング支店

街の内科外科クリニック 新谷 隆 フィンガルリンク株式会社 代表取締役 名郷根 正昭

医療法人ながつき会山本皮膚科医院 山本 匡 株式会社マルエム商会

水戸赤十字病院 院長 満川 元一 株式会社柴橋商会

松浦薬業株式会社 医療法人社団亮正会 総合高津中央病院 理事長 加藤 信夫

株式会社ピノキオ薬局 代表取締役 田中 友和 大和電設工業株式会社

株式会社富士薬品 株式会社フォーラル

近藤工業株式会社 代表取締役 近藤 芳世 ハピネスデンキ株式会社
地方独立行政法人総合病院 国保 旭中央病院 理事長 吉田 象二 リヴマインズ株式会社

医療法人丸山会 理事長 丸山 和俊 医療法人社団一成会 たちばな台病院 理事長 鈴木 信之

医療法人社団明芳会 横浜旭中央総合病院 株式会社シバスタッフ 代表取締役 柴橋 和弘

株式会社映像システム 株式会社ポストインネットワーク
医療法人社団中央みなと会 三井タワークリニック 中央みなとクリニック 有限会社セキテックエンジ 代表取締役 関口 眞司

社会医療法人財団 城南福祉医療協会 ゆたか診療所 株式会社みずほ銀行荏原支店

医療法人横浜柏堤会 奥沢病院 理事長 横川 秀男 泉工医科工業株式会社

医療法人社団 渡辺病院 理事長 渡辺 糺 チェッカーキャブ無線共同組合

田園調布中央病院 株式会社栄光社
医療法人社団 明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 院長 森本 将史 株式会社三井住友銀行 五反田法人営業部

株式会社アップルケアネット 株式会社ニチベイ

国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 院長 久保田 俊郎 戸田ビルパートナーズ株式会社

社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院 理事長 荒井 好範 薬学部24回生同窓会一同

※注意事項

◎昭和大学サポート寄付制度6－① 創立90周年記念事業（上條記念館建設事業）への寄付で、本学広報媒体への掲載を希望していない

方は掲載しておりません。ただし複数回の申込をされた方で、掲載希望のあり・なしが混在している場合については、希望ありの申込

のみ累計金額算出根拠としております。

◎掲載は平成30年8月20日までの申込受付を対象としております。

◎申込受付順に掲載しております。複数回お申込みいただいた場合は、最も早い申込受付日を掲載順としております。

◎申込時に記載または希望のあったご芳名にて掲載しております。複数名の掲載希望については、代表者様のみの掲載となっております。

掲載名・掲載内容についてのお問い合わせ先

学校法人 昭和大学 総務部企画課
℡：03-3784-8387 Fax：03-3784-8012
E-mail：kikaku＠ofc.showa-u.ac.jp


