
1. 100万円以上ご協力頂いた皆様

全国肉牛事業協同組合 103.5万円 社団法人日本動物用医薬品協会 100万円 株式会社ホクショク 100万円
福島県畜産振興協会 100万円 東京食肉市場株式会社 100万円

2. 50万円以上ご協力頂いた皆様

日本食肉市場卸売協会 55万円 オリオン機械株式会社 50万円 東西産業貿易株式会社 50万円

東京食肉市場卸商協同組合 50万円

3. 30万円以上ご協力頂いた皆様

アキヤマ　ツヨシ 48万円 東京食肉市場卸商協同組合その他組合一同 33.5万円 デラバル株式会社 30万円
株式会社　ふじなわ 30万円 東京食肉買参事業協同組合 30万円 株式会社ニュークイック 30万円
社団法人　ジェネティクス北海道 30万円 社団法人中央畜産会　役職員一同 30万円

4. 10万円以上ご協力頂いた皆様

北海道酪農畜産協会 20万円 全国開拓農業協同組合連合会 10万円 モリヤマ　ミツタカ 10万円
岩手県畜産協会 20万円 全国酪農業協同組合連合会 10万円 アキタモーモーカーチャン 10万円
兵庫県畜産協会 20万円 財団法人　生物科学安全研究所 10万円 株式会社　ノムラ 10万円
中部エコテック株式会社 20万円 社団法人日本食肉格付協会 10万円 社団法人家畜改良事業団　中村　徹 10万円
東京芝浦臓器株式会社 20万円 北海道家畜畜産物衛生指導協会 10万円 髙野畜産株式会社 10万円
社団法人日本畜産学会 18.8万円 岐阜県畜産協会 10万円 西日本化製油脂工業組合 10万円
芝浦畜産臓器協同組合員他有志一同 13.9万円 三重県畜産協会 10万円 長崎油飼工業株式会社 10万円
沖縄県畜産振興公社 13.1万円 鹿児島県畜産協会 10万円 山下ファーム（古山幸平） 10万円
東京食肉市場株式会社　有志一同 12.9万円 鹿児島県家畜畜産物衛生指導協会 10万円 株式会社ゼンケイ 10万円
西尾市畜産振興会 12.8万円 株式会社濱田製作所 10万円
宮崎県畜産協会 12.7万円 ヨシモトアグリ社 10万円

5. その他ご協力頂いた皆様

社団法人　全国肉用牛振興基金協会　有志一同 株式会社 タカハシ 小林　陽子
長崎県畜産協会 株式会社茨城笠原 渡辺　節子
財団法人日本食肉流通センター 三共理化工業株式会社 山下　恵美子
佐賀県畜産協会 有限会社　吉野ジーピーファーム 山下　晃美
芝浦畜産臓器協同組合 一般社団法人　東京食肉市場協会 河合　シゲヨ
社団法人全国肉用牛振興基金協会 トミタ　ミホ 松葉　由紀子
青森県畜産協会 社団法人岐阜県畜産協会職員一同 松葉　里美
近畿ブロック畜産協議会 山形県畜産協会 窪田　悦子
秋田県農業公社 山梨県畜産協会 窪田　優子
広島県畜産協会 香川県畜産協会 古御門　徹
社団法人日本馬事協会 愛媛県畜産協会 長野県畜産物価格安定基金協会
社団法人日本養蜂協会 高知県畜産会 ヤスダ　カズコ
財団法人日本乳業技術協会 高知県肉用子牛価格安定基金協会 株式会社　カナガワ
財団法人畜産近代化リース協会 福岡県畜産協会 宮畜産　株式会社
財団法人馬事畜産会館 シマダ　レイコ 株式会社　ニイチク
宮城県畜産協会 マツシタ　クミコ 株式会社　石井大一商店
新潟県畜産協会 竹内　友子 有限会社　大東ミー
富山県畜産振興協会 株式会社　日山畜産 株式会社　オーエムアイ
石川県畜産協会 日東皮革株式会社 クワハラ　トモコ
福井県畜産協会 旭畜産商事株式会社 タケイ　ヤスアキ
愛知県畜産協会 東京ﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ協同組合 古川商事株式会社
大阪府畜産会 株式会社德田商会 有限会社協同商会
株式会社　農林放送事業団 株式会社カガワミール 有限会社マエダポーク
株式会社岡田製作所 北海道地区ﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ協議会 名北ミート株式会社
株式会社ハイテム 公益社団法人　北海道畜産物価格安定基金協 滋賀県副生物協同組合
富士平工業株式会社 畠中　五恵子 JA全農ﾐ-ﾄﾌ-ｽﾞ株式会社
緑産株式会社 長野県畜産会 協和食品株式会社
(有）池田牧場 飛騨和牛生産協議会 浜田化学株式会社
カナモリ　ヒデユキ 日本獣医生命科学大学　「うし活Jr」 水野商店
丸森町酪農 岡山県畜産協会 株式会社松田畜産
ニシゾノ　ユミコ 茨城県畜産協会 株式会社柳澤臣太郎商店
社団法人　長崎県畜産物価格安定基金協会 財団法人日本食肉消費総合センター 株式会社布川産業
株式会社日本経営データ・センター イワタニケンボロー株式会社 社団法人全国食肉学校
東京都食肉事業協同組合 東邦貿易株式会社 有限会社沖縄化製工業
東京芝浦原皮協同組合 マエダ　ユカリ 日本ﾕﾈｯｸｽｲﾝﾀ-ﾅｼｮﾅﾙ株式会社
株式会社　肉牛新報社 ユモト　トシコ 株式会社時兼畜販
社団法人　愛知県養豚協会 株式会社エーワン 株式会社北村商店
フカセ食品株式会社 オコ　ミツコ 岩手フード株式会社
株式会社フリーデン 有限会社　熊野養鶏 畜産ジャーナル社
株式会社スエヒロ食品 シロト　アヤコ 北見農業協同組合連合会
ビセラル株式会社 イケダ　フミコ ハトノ　トミコ
株式会社堀田萬蔵商店 有限会社大畠畜産 ヌマジリ　タカホ
愛知化製事業協業組合 有限会社ハーレーファーム ひふみ養蜂園株式会社
宮城県畜産協会役職員＋一般農家 シバタ　ミズホ 有限会社　佐野養豚
岐阜県家畜商協同組合 シバタ　セイコ 堀田農産有限会社
財団法人畜産環境整備機構 イーラップ　シバタテルオ 有限会社銭坂畜産
独立行政法人農畜産業振興機構 イケダ　ミカ 有限会社　西甲畜産
社団法人日本家畜人工授精師協会 タケムラ　カツヤ 株式会社郡上明宝牧場
社団法人日本食肉協議会 スギムラ　マサコ 岐阜県家畜人工授精師協会
財団法人日本食肉生産技術開発センター ホソミ　タカオ 岩手県農畜産物価格安定基金協会
社団法人畜産技術協会 コタニ　アユミ 島根県畜産振興協会
グリーンチャンネル ダイマル　ヒデシ 東農牧場
千葉県畜産協会 マエダ　ミチコ 社団法人岐阜県畜産公社
静岡県畜産協会 カナヤ　キョウコ 群馬県畜産協会
広島県家畜畜産物衛生指導協会 シマダ　フミヨ 株式会社前田牧場
徳島県畜産協会 有限会社那須高原今牧場 ハダノ　ユキコ
財団法人森永酪農振興協会 シロイエ　ミツエ オオツカ　ジュク
共和機械株式会社 オバラ　カクユウ ババ　イク
株式会社チュウチク フクダ　ヤヨイ カミムラ　リツコ
株式会社日工機械 ナカオカ　ヨシタカ モチヅキ　ヤスコ
加藤　美子 サイトウ　タケシ ヒサカ　ノリコ
堀川　ゆかり トクメイ 萩　美智子
株式会社シンビオテック 社団法人　広島県配合飼料価格安定基金協会 門脇　真季
養豚記者会 オザワ　キョウコ 三重県　南勢家畜保健衛生所
東京食肉市場関連事業者組合 おかやまフォーベルネット シオカワ　ナツコ
富山県畜産女性 吉田牧場 ヤマネ　ミチコ
ナガイ　セツコ サトウ　ヒロコ マエダ　ユリコ
チカサト　メグミ 有限会社ムトウ畜産 ハヤシ　ミナコ
かわむら牧場 飛騨牧場

ご協力頂いた皆様（敬称略） ※銀行振込情報のまま記載しています。

※振込順に記載しています。


