


平成27年11月度  募金金額ランキング 単位／円

募金ボタン、メーカー、設置者寄付合計ランキング 募金ボタンを押して寄付していただいたランキング

募金・寄付金合計………1,869,265円

募金合計……………………184,620円

順 位 設 置 先 名 所在地 設 置 場 所 募金・寄付計

１ 山梨学院大学 山梨県 学園内 24,370

２ 大和民俗公園 奈良県 駐車場門前 23,092

３ 奈良県社会福祉総合センター 奈良県 玄関前 22,942

４ パチンコ ブリッジ（Ｒ
ＡＭＯ） 東京都 1階 通路 18,041

５ 和歌山県立医科大学付属病院 和歌山県 ６階ディールーム 13,634

６ 山梨学院大学短期大学 山梨県 学園内 13,219

７ 富士病院 静岡県 正面玄関 13,150

８ 伊勢市ハートプラザみその 三重県 正面玄関脇 13,110

９ 日東電工 広島県 通路 12,750

10 吉野川市社会福祉協議会
鴨島支所 徳島県 屋外 12,670

11 きたかみ園 宮城県 2階 12,545

12 富士通コンポーネント 長野県 通路 12,495

13 サンマルクホールディングス 岡山県 - 12,092

14 愛光園 兵庫県 休憩所 11,940

15 テクノメタル 福島県 Ｎ０17　食堂側 11,684

16 パチンコ キング会館
　上田店 長野県 店内 11,605

17 新潟テルサ 新潟県 1階事務所前 11,355

18 聖隷三方原病院 静岡県 自販機コーナー 11,112

19 ナガノインテリア工業 福岡県 休憩室 10,492

20 一如社 東京都 真如苑　応現院 9,732

21 富士急ハイランド 山梨県 自販機コーナー 9,691

22 三菱日立パワーシステムズ
工事事務所 NO1 宮城県 事務所前 9,678

23 広島銀行研修センター 広島県 - 9,560

24 道の駅 潮見坂 静岡県 外 通路 9,374

25 小樽市立病院 北海道 1階 自販機コーナー 9,269

26 Yショップ常磐病院売店 福島県 １階 通路売店横 8,564

27 雷電くるみの里 長野県 自販機コーナー 8,232

28 積水ハウス東北工場 宮城県 ２階事務所内 8,175

29 きたかみ園 宮城県 園内 8,013

30 カプコン 東京都 48階 8,008

31 近江町いちば館 管理組合 石川県 1階 通路 7,782

32 岡谷鋼機 愛知県 通路 7,765

33 名取市文化会館 宮城県 屋内 7,689

34 エヌ・ワイ・ケイ 埼玉県 休憩室 7,556

35 新潟県庁　警察庁舎 新潟県 庁内 7,522

36 宮城衛生環境公社 宮城県 事務所横 7,433

37 三菱日立パワーシステムズ
工事事務所 NO2 宮城県 事務所前 7,320

38 松井建設 花京院通共同住宅
工事事務所 宮城県 事務所前 7,280

順 位 設 置 先 名 所在地 設 置 場 所 募金・寄付計

１
パチンコ キング会館

塩尻店 長野県 景品交換所 3,960

２ 一如社 東京都 真如苑　応現院 3,020

３ 道の駅 潮見坂 静岡県 外 通路 2,770

４ 和光学園 北海道 店舗前 2,530

５ キング会館 上田店 長野県 入口 2,500

６ 聖隷三方原病院 静岡県 自販機コーナー 2,380

７ 特定非営利活動法人
仙台ダルク 宮城県 事務所前 2,340

８ 吉原明販 山梨県 店頭 2,310

９ パチンコ キング会館 塩尻店 長野県 休憩所 2,020

10 新潟県庁 警察庁舎 新潟県 庁内 1,910

11 県立新潟高校 新潟県 1階ホール 1,890

12 富士急ハイランド 山梨県 自販機コーナー 1,750

13 吉野川市社会福祉協議会
鴨島支所 徳島県 屋外 1,750

14 協和オフセット横浜工場 神奈川
県 1階喫煙コーナー 1,680

15 富士病院 静岡県 正面玄関 1,590

16 大和民俗公園 奈良県 駐車場門前 1,590

17 太陽公園 兵庫県 ひかり館 1,570

18 道の駅 みとみ 山梨県 外 通路 1,560

19 仙台市新田東総合運動場 宮城県 フロア内 1,390

20 フクイモール 福井県 ハートフル 1,380

21 宇治市総合福祉会館 京都府 玄関右 1,380

22 奈良県社会福祉総合センター 奈良県 玄関前 1,310

23 山元町社会福祉協議会 宮城県 事務所横 1,300

24 雷電くるみの里 長野県 自販機コーナー 1,300

25 みやぎＮＰＯプラザ 宮城県 施設内 通路 1,270

26 新田福祉総合センター 群馬県 1階ロビー 1,220

27 ジョンソンコントロールズ 
鳥浜TC 神奈川県 2階 1,180

28 近江町いちば館管理組合 石川県 １階通路 1,170

29 大阪市立科学館 大阪府 休憩場 1,170

30 東北大蔵電気 宮城県 3階 1,160

31 医療法人和楽会
赤坂クリニック 東京都 6階 ホール 1,160

32 栃木県授産事業振興センター 栃木県 とちぎ福祉プラザ2階 1,150

33 Yショップ常磐病院売店 福島県 1階通路 売店横 1,120

34 道の駅　花ロードえにわ 北海道 1階 売店前 1,110

35 富士通コンポーネント 長野県 4階 通路 1,100

36 鶴弥 北陸支社 富山県 ハートフル 1,080

37 富士通コンポーネント 長野県 通路 1,080

38 伊達市総合体育館あかつき 北海道 1階 自販機コーナー 1,040

39 ウィング・ウィング高岡 富山県 1階 通路 1,040

40 サンマルクホールディングス 岡山県 - 1,040

41 美々川デイセンター分場エコ 北海道 1階 外 1,030

42 萩ヶ丘市民センター 福岡県 屋外 1,030

43 学校法人文理学園　河合塾
仙台校 宮城県 3階 通路 1,010

44 芙蓉の家 広島県 - 1,000



平成27年11月度  募金金額ランキング 単位／円

募金ボタン、メーカー、設置者寄付合計ランキング 募金ボタンを押して寄付していただいたランキング

募金・寄付金合計………1,869,265円

募金合計……………………184,620円

順 位 設 置 先 名 所在地 設 置 場 所 募金・寄付計

１ 山梨学院大学 山梨県 学園内 24,370

２ 大和民俗公園 奈良県 駐車場門前 23,092

３ 奈良県社会福祉総合センター 奈良県 玄関前 22,942

４ パチンコ ブリッジ（Ｒ
ＡＭＯ） 東京都 1階 通路 18,041

５ 和歌山県立医科大学付属病院 和歌山県 ６階ディールーム 13,634

６ 山梨学院大学短期大学 山梨県 学園内 13,219

７ 富士病院 静岡県 正面玄関 13,150

８ 伊勢市ハートプラザみその 三重県 正面玄関脇 13,110

９ 日東電工 広島県 通路 12,750

10 吉野川市社会福祉協議会
鴨島支所 徳島県 屋外 12,670

11 きたかみ園 宮城県 2階 12,545

12 富士通コンポーネント 長野県 通路 12,495

13 サンマルクホールディングス 岡山県 - 12,092

14 愛光園 兵庫県 休憩所 11,940

15 テクノメタル 福島県 Ｎ０17　食堂側 11,684

16 パチンコ キング会館
　上田店 長野県 店内 11,605

17 新潟テルサ 新潟県 1階事務所前 11,355

18 聖隷三方原病院 静岡県 自販機コーナー 11,112

19 ナガノインテリア工業 福岡県 休憩室 10,492

20 一如社 東京都 真如苑　応現院 9,732

21 富士急ハイランド 山梨県 自販機コーナー 9,691

22 三菱日立パワーシステムズ
工事事務所 NO1 宮城県 事務所前 9,678

23 広島銀行研修センター 広島県 - 9,560

24 道の駅 潮見坂 静岡県 外 通路 9,374

25 小樽市立病院 北海道 1階 自販機コーナー 9,269

26 Yショップ常磐病院売店 福島県 １階 通路売店横 8,564

27 雷電くるみの里 長野県 自販機コーナー 8,232

28 積水ハウス東北工場 宮城県 ２階事務所内 8,175

29 きたかみ園 宮城県 園内 8,013

30 カプコン 東京都 48階 8,008

31 近江町いちば館 管理組合 石川県 1階 通路 7,782

32 岡谷鋼機 愛知県 通路 7,765

33 名取市文化会館 宮城県 屋内 7,689

34 エヌ・ワイ・ケイ 埼玉県 休憩室 7,556

35 新潟県庁　警察庁舎 新潟県 庁内 7,522

36 宮城衛生環境公社 宮城県 事務所横 7,433

37 三菱日立パワーシステムズ
工事事務所 NO2 宮城県 事務所前 7,320

38 松井建設 花京院通共同住宅
工事事務所 宮城県 事務所前 7,280

順 位 設 置 先 名 所在地 設 置 場 所 募金・寄付計

１
パチンコ キング会館

塩尻店 長野県 景品交換所 3,960

２ 一如社 東京都 真如苑　応現院 3,020

３ 道の駅 潮見坂 静岡県 外 通路 2,770

４ 和光学園 北海道 店舗前 2,530

５ キング会館 上田店 長野県 入口 2,500

６ 聖隷三方原病院 静岡県 自販機コーナー 2,380

７ 特定非営利活動法人
仙台ダルク 宮城県 事務所前 2,340

８ 吉原明販 山梨県 店頭 2,310

９ パチンコ キング会館 塩尻店 長野県 休憩所 2,020

10 新潟県庁 警察庁舎 新潟県 庁内 1,910

11 県立新潟高校 新潟県 1階ホール 1,890

12 富士急ハイランド 山梨県 自販機コーナー 1,750

13 吉野川市社会福祉協議会
鴨島支所 徳島県 屋外 1,750

14 協和オフセット横浜工場 神奈川
県 1階喫煙コーナー 1,680

15 富士病院 静岡県 正面玄関 1,590

16 大和民俗公園 奈良県 駐車場門前 1,590

17 太陽公園 兵庫県 ひかり館 1,570

18 道の駅 みとみ 山梨県 外 通路 1,560

19 仙台市新田東総合運動場 宮城県 フロア内 1,390

20 フクイモール 福井県 ハートフル 1,380

21 宇治市総合福祉会館 京都府 玄関右 1,380

22 奈良県社会福祉総合センター 奈良県 玄関前 1,310

23 山元町社会福祉協議会 宮城県 事務所横 1,300

24 雷電くるみの里 長野県 自販機コーナー 1,300

25 みやぎＮＰＯプラザ 宮城県 施設内 通路 1,270

26 新田福祉総合センター 群馬県 1階ロビー 1,220

27 ジョンソンコントロールズ 
鳥浜TC 神奈川県 2階 1,180

28 近江町いちば館管理組合 石川県 １階通路 1,170

29 大阪市立科学館 大阪府 休憩場 1,170

30 東北大蔵電気 宮城県 3階 1,160

31 医療法人和楽会
赤坂クリニック 東京都 6階 ホール 1,160

32 栃木県授産事業振興センター 栃木県 とちぎ福祉プラザ2階 1,150

33 Yショップ常磐病院売店 福島県 1階通路 売店横 1,120

34 道の駅　花ロードえにわ 北海道 1階 売店前 1,110

35 富士通コンポーネント 長野県 4階 通路 1,100

36 鶴弥 北陸支社 富山県 ハートフル 1,080

37 富士通コンポーネント 長野県 通路 1,080

38 伊達市総合体育館あかつき 北海道 1階 自販機コーナー 1,040

39 ウィング・ウィング高岡 富山県 1階 通路 1,040

40 サンマルクホールディングス 岡山県 - 1,040

41 美々川デイセンター分場エコ 北海道 1階 外 1,030

42 萩ヶ丘市民センター 福岡県 屋外 1,030

43 学校法人文理学園　河合塾
仙台校 宮城県 3階 通路 1,010

44 芙蓉の家 広島県 - 1,000




