
グリーンコープのこれまでの震災救援活動（　９月　６日現在）

グリーンコープでは東日本大震災発生以降、救援活動として下記のとおり被災地に向けて救援物資を送り出しています。

出発日 便　　名 行き先 救援物資内容

9月6日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第１８３便 ホームレス支援全国ネット仙台 スポーツ飲料（２㍑、５００ｍｌ）全５７ケース

7月30日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１８２便 ホームレス支援全国ネット仙台
ソフト丸ボーロ、ごまクッキー、まめ玉、そ
の他菓子・食品

7月25日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第１８１便 ホームレス支援全国ネット仙台
豆乳飲料あまおう、麦芽コーヒー、よもぎ
あられ、野菜ジュース、その他菓子・食品

7月16日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１８０便 ホームレス支援全国ネット仙台
オリーブオイル、八女星野茶、野菜ジュー
ス、その他菓子・食品

7月9日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１７９便 ホームレス支援全国ネット大船渡
ノンフライごま昆布、マカダミアナッツ、完
熟うめジャム、その他菓子・食品

7月2日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１７８便 ホームレス支援全国ネット仙台
野菜果実のジュース、生姜しぐれ、かぼす
スカッシュ、その他食品・飲料

6月25日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１７７便 ホームレス支援全国ネット大船渡
きな粉、焼きずのり徳用、野菜昆布、その
他食品・飲料

6月18日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１７６便 ホームレス支援全国ネット仙台
お好み焼き粉、キッズカレー、みかん
ジュース、その他食品・調味料

6月11日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１７５便 ホームレス支援全国ネット大船渡
レモン果汁、そばボーロ、一口香、その他
菓子・飲料品

6月4日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１７４便 ホームレス支援全国ネット仙台
絵本、ケチャップ、黒糖飴、かぼす果汁、
キッズカレー他、菓子・食品

5月28日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１７３便
ホームレス支援全国ネット仙台・
大船渡

しゃぶしゃぶのたれ（ごま）、よもぎあられ、
ナプキン、玩具他

5月22日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第１７２便 ホームレス支援全国ネット仙台
夢いっぱいゼリー、岩おこし、ごまクッキー
他、食品・菓子類

5月14日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１７１便 ホームレス支援全国ネット大船渡
黒糖あめ、ウエハース、黒米めん他、食
品・菓子類

4月30日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１７０便 ホームレス支援全国ネット大船渡
夢いっぱいゼリー、かぼす果汁、から揚げ
粉他菓子食料品

4月23日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１６９便 ホームレス支援全国ネット仙台 紙おむつ・生理用品

4月16日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１６８便 ホームレス支援全国ネット大船渡
ぷるっとアップルゼリー、岩おこし、焼そば
ソース

4月2日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１６７便 ホームレス支援全国ネット大船渡
ミルクチョコ、みかんゼリーカップ、サラダド
レッシング他

3月19日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１６６便 ホームレス支援全国ネット大船渡
焼そばソース、粉ミルク、ねり梅、ホット
ケーキミックス他

3月5日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１６５便 ホームレス支援全国ネット大船渡
とんぼのめぐみのおせんべい、あずき甘
納豆、干いも他

2月19日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１６４便 ホームレス支援全国ネット大船渡
焼そばソース、ミックスゼリー、リーフパイ、
きな粉他

2月12日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１６３便 ホームレス支援全国ネット仙台 着物生地、お手玉、粉ミルク

2月5日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１６２便 ホームレス支援全国ネット大船渡
コーンクリィム、マーマレード、玄米パフ
トースト、菓子他

1月22日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１６１便 ホームレス支援全国ネット大船渡
レモンの風、よもぎあられ、ごまかりんと
う、岩おこし他

1月8日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１６０便 ホームレス支援全国ネット大船渡
国産ﾋﾟｰﾅｯﾂｸﾘｰﾑ、ぴり辛大豆、焼そば
ソース他

12月18日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１５９便 ホームレス支援全国ネット大船渡
ロロサエコーヒー、しゃぶしゃぶのたれ、豆
乳飲料（あまおう）他

12月11日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１５８便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

ピザソース、一口香、ソフト丸ボーロ他

12月4日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１５７便 ホームレス支援全国ネット大船渡 そばボーロ、玄米おかゆ、お菓子他

11月27日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１５６便 ホームレス支援全国ネット大船渡
ココアアーモンドチョコ、黒大豆チョコ、本
鉢すりごま他

11月20日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１５５便 ホームレス支援全国ネット大船渡 ミートソース缶、ピーナッツせんべい他菓子類

11月13日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１５４便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

女性用半袖Ｔシャツ他（ファイバーリサイク
ル）、菓子、飲料他

11月6日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１５３便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

パスタ用トマトソース、ごまクッキー、その他菓子類



出発日 便　　名 行き先 救援物資内容

10月30日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１５２便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

ミルクビスケット、ジュース、菓子類、中古鍋

10月23日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１５１便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

ポッキンチュー、カステラ他菓子類

10月22日 月 グリーンコープ　４トンチャーター第５１便 ホームレス支援全国ネット仙台 佐賀支援米、福銀支援物資（衣料）

10月16日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１５０便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

さば缶詰、カレー粉、お菓子他

10月9日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１４９便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

レモンの風、ミートソース缶、お菓子他

10月2日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１４８便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

炒飯の素、蜂蜜、調味料・菓子類

9月25日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１４７便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

カリッとのり大豆、岩おこし、プルーンジュース、その他

9月18日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１４６便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

ピリ辛黒大豆、ごまクッキー、菓子類その他

9月11日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１４５便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

しょうゆラーメン、みそラーメン、菓子類他

9月4日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１４４便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

ごまかりんとう、フィンガービスケット、調味料他

8月28日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１４３便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

ラーメン、味噌、菓子、調味料他

8月21日 火 グリーンコープ　１０トンチャーター第５０便 ホームレス支援全国ネット仙台 毛布・敷布、水３０ケース

8月21日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１４２便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

ピザソース、ジュース、菓子、調味料他

8月14日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１４１便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

チョコチップクッキー、浅漬けの素、パイン缶他

8月7日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１４０便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

岩おこし、そば、から揚げ粉、Ｔシャツ他

7月31日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１３９便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

豚肉、ノンカップ麺、菓子類他

7月27日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第１３８便 ホームレス支援全国ネット仙台 乾麺、豆乳、菓子他

7月24日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１３７便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

ノンカップ麺、スープ、菓子、鶏卵、Ｔシャツ、エプロン他

7月17日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１３６便
ホームレス支援全国ネット仙台、
大船渡

スープ、バナナ酢、菓子、玉葱、馬鈴薯他

7月10日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１３５便 ホームレス支援全国ネット仙台 醤油、ジュース、菓子、玉葱、馬鈴薯、鶏卵他

7月3日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１３４便 ホームレス支援全国ネット仙台 即席麺、菓子、人参、玉葱、馬鈴薯他

6月26日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１３３便 ホームレス支援全国ネット仙台 レトルトおかゆ、りんご、人参、馬鈴薯、鶏卵他

6月25日 月 グリーンコープ　１０トンチャーター第４９便
ホームレス支援全国ネット仙台
（加美よつば倉庫）

秋物衣料、軍手、マスク、除菌スプレー、鍋他

6月19日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１３２便 ホームレス支援全国ネット仙台 フェイスソープ、菓子、玉葱、人参、馬鈴薯他

6月12日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１３１便 ホームレス支援全国ネット仙台 飲料、菓子、玉葱、人参、馬鈴薯、鶏卵他

6月5日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１３０便 ホームレス支援全国ネット仙台 調味料、菓子、林檎、玉葱、人参、馬鈴薯

5月29日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１２９便 ホームレス支援全国ネット仙台 菓子、飲料、林檎、玉葱、人参、馬鈴薯、卵等

5月23日 水 グリーンコープ　１０トンチャーター第４８便 米沢　ボランティア山形 タオル、軍手、乾電池、雑貨類他

5月22日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１２８便 ホームレス支援全国ネット仙台 菓子類、飲料、林檎、玉葱、馬鈴薯、麻袋（ﾏﾏｻﾎﾟｰﾀｰ様宛）

5月16日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第１２７便 ホームレス支援全国ネット仙台 麻袋（「ワタリス」様宛て）

5月15日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１２６便 ホームレス支援全国ネット仙台 菓子、飲料、林檎、玉葱、人参、馬鈴薯、卵等

5月8日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１２５便 ホームレス支援全国ネット仙台 菓子類、林檎、玉葱、馬鈴薯、人参等

5月1日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１２４便 ホームレス支援全国ネット仙台 調味料・菓子類・人参・玉ねぎ・りんご、Ｔシャツ、卵

4月24日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１２３便 ホームレス支援全国ネット仙台 菓子類・調味料他、青果（人参・玉ねぎ・馬鈴薯等）



出発日 便　　名 行き先 救援物資内容

4月24日 火 グリーンコープ　４トンチャーター第４７便 ホームレス支援全国ネット仙台 タオル、ブルーシート、ダンボール箱

4月19日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第１２２便 ホームレス支援全国ネット仙台 ブルーシート（５０畳１０枚、６０畳３枚）

4月17日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１２１便 ホームレス支援全国ネット仙台 餅・菓子類・しょうが・人参・馬鈴薯・りんご・卵等

4月10日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１２０便 ホームレス支援全国ネット仙台 調味料・菓子類・人参・玉ねぎ・りんご等

4月7日 土 グリーンコープ　１０トンチャーター第４６便 ホームレス支援全国ネット仙台 タオル、春物衣料、大分からの支援物資（米他）

4月3日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１１９便 ホームレス支援全国ネット仙台 ねり梅・焼肉のタレ・菓子類・玉ねぎ・人参・ごぼう等

3月27日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１１８便 ホームレス支援全国ネット仙台 あじ魚醤・焼き塩・プリンの素・玉ねぎ・里芋・人参等

3月24日 土 グリーンコープ　４トンチャーター第４５便 ホームレス支援全国ネット仙台 春物衣料、県連支援物資（布団、衣類他）

3月20日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１１７便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（菓子類・トレペ等）青果（根菜・果物類）

3月19日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第１１６便 ホームレス支援全国ネット仙台 紙おむつ類

3月13日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１１５便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（ジャム・菓子類）青果（ごぼう・果物類）

3月6日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１１４便 ホームレス支援全国ネット仙台 菓子類・冷凍豚肉・青果（人参・果物類等）・卵

2月28日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１１３便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（菓子類・乾し椎茸等）青果（根菜・果物類）

2月24日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第１１２便 ホームレス支援全国ネット仙台 衣料品

2月21日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１１１便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（菓子類・のり等）青果（根菜・果物類）

2月19日 日 グリーンコープ　１０トンチャーター第４４便 ホームレス支援全国ネット仙台 組合員支援物資（毛布・防寒着・秋物衣料）

2月14日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１１０便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（菓子類・おかゆ等）青果（根菜・果物類）

2月10日 金 グリーンコープ　１０トンチャーター第４３便 ホームレス支援全国ネット仙台 組合員支援物資（毛布・防寒着）

2月7日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１０９便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（カレー粉・菓子類）青果（果物・野菜類）

1月31日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１０８便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（産直米お粥・海苔等）青果（果物・野菜類）

1月30日 月 グリーンコープ　１０トンチャーター第４２便 ホームレス支援全国ネット仙台 組合員支援物資（タオル・肌着など）・マスク等の生活雑貨類

1月24日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１０７便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（菓子類・ドレッシング）青果（果物・野菜類）

1月17日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１０６便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（お茶・海苔等）青果（みかん・りんご・野菜類）

1月12日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第１０５便 ホームレス支援全国ネット仙台 粒あん（５００ｇ）　２８４個

1月11日 水 グリーンコープ　１０トンチャーター第４１便 ホームレス支援全国ネット仙台 組合員支援物資（防寒着類・毛布・タオル・シーツ等）

1月9日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第１０４便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（菓子類・もち類・農産乾物）青果（野菜類）

1月4日 水 グリーンコープ　１０トンチャーター第４０便 ホームレス支援全国ネット仙台 組合員支援物資（防寒着・毛布・生活雑貨類）

12月27日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１０３便 ホームレス支援全国ネット仙台 レーベンスミルクスティック・青果（果物・野菜類）

12月20日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１０２便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品・菓子類・粉ミルク・青果（果物・野菜類）

12月18日 日 グリーンコープ　１０トンチャーター第３９便 ホームレス支援全国ネット仙台 組合員支援物資（毛布・肌着）

12月13日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１０１便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品・もち・菓子類・青果（果物・野菜類）

12月10日 土 グリーンコープ　１０トンチャーター第３８便 ホームレス支援全国ネット仙台 防寒着類・カイロ・ガスボンベ・学用品など

12月6日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１００便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（菓子類・餅類）・青果（果物・野菜類）

12月3日 土 ㈱ランテック仙台行幹線便第９９便 ホームレス支援全国ネット仙台 クリスマスツリー



出発日 便　　名 行き先 救援物資内容

11月29日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第９８便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（菓子類・レトルト食品）・青果（果物・野菜類）

11月26日 土 グリーンコープ　１０トンチャーター第３７便 ホームレス支援全国ネット仙台 布団類・マフラー・手袋・毛布類・トレペなど

11月24日 木 グリーンコープ　１０トンチャーター第３６便 ホームレス支援全国ネット仙台 こたつ布団セット・掛け布団・・毛布類など

11月22日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第９7便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（菓子類）・青果（果物・野菜類）・化粧品類

11月16日 水 グリーンコープ　１０トンチャーター第３５便
ホームレス支援全国ネット仙台
生活クラブやまがた

秋物衣料・防寒着・毛布・オムツなど

11月15日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第９６便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（菓子・ジュース類）・青果（果物・野菜類）

11月8日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第９５便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（菓子・ジュース類）・青果（果物・野菜類）

11月6日 土 グリーンコープ　１０トンチャーター第３4便 ホームレス支援全国ネット仙台 布団・カイロ・紙おむつ・毛布・秋衣料品など

11月1日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第９４便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品・青果・飲料・ジャンバーなど

10月25日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第９３便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品・青果・丸大豆醤油・あわせ味噌など

10月22日 土 グリーンコープ　１０トンチャーター第３３便 ホームレス支援全国ネット仙台 布団・毛布・防寒着・ラップ・段ボールなど

10月19日 水 グリーンコープ　１０トンチャーター第３２便 ホームレス支援全国ネット仙台 こたつ布団セット・防寒着・はんてん・帽子など

10月18日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第９２便 ホームレス支援全国ネット仙台 菓子類・果物・玉ねぎ・人参・馬鈴薯など

10月13日 木 グリーンコープ　１０トンチャーター第３１便 ホームレス支援全国ネット仙台 敷き布団・掛け布団・こたつ布団セット・毛布など

10月11日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第９１便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品・青果類・ベニヤ板など

10月6日 木 グリーンコープ　１０トンチャーター第３０便 ホームレス支援全国ネット仙台 飲料水・コタツ布団・紙オムツ

10月4日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第９０便 ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（１５ケース）

9月24日 土 支援車両による持込み ホームレス支援全国ネット仙台 常温商品（９８品目）・支援物資用ダンボール

9月13日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第８９便 岩手県大船渡市　さんさんの会 豚バラ肉　

9月10日 土 支援車両による持込み ホームレス支援全国ネット仙台 雑貨品・スキンクリーム類・衣料品・ブルーシート・ラジオなど

9月7日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第８８便 岩手県大船渡市　さんさんの会 えびニラ天・豚バラ肉　

8月29日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第８７便 岩手県大船渡市　さんさんの会 豚バラ肉　

8月22日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第８６便 岩手県大船渡市　さんさんの会 えびニラ天　

8月8日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第８５便 岩手県大船渡市　さんさんの会 豚バラ肉　

8月4日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第８４便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品・豚肉・きゅうり・玉ねぎ・完熟マンゴーなど

8月1日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第８３便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品・豚肉・鶏肉・冷凍食品・野菜・組合員支援物資など

7月28日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第８２便 ホームレス支援全国ネット仙台 （豆腐・納豆・卵）・野菜・豚肉・海老つみれ・醤油

7月26日 火 グリーンコープ　１０トンチャーター第２９便
ホームレス支援全国ネット仙台
宮城県東松島市矢本

組合員支援物資（掛け布団・敷き布団）

7月25日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第８１便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品・豚肉・鶏肉・冷凍食品・野菜・組合員支援物資など

7月22日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第８０便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品（豆腐・納豆・卵）・豚肉・醤油・味噌など

7月20日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第７９便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品（豆腐・納豆・卵）・食器類・衣装ケースなど

7月18日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第７８便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品（豆腐・納豆・卵）・豚肉など

7月15日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第７7便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品（豆腐・納豆・卵）・豚肉・野菜・魚の切り身など

7月13日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第７６便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品（豆腐・納豆・卵）・組合員支援物資（タオルケット）



出発日 便　　名 行き先 救援物資内容

7月11日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第７５便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品・豚肉・キャベツ・グリーンアスパラ・穀ゆたかおかゆなど

7月8日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第７４便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品（豆腐・納豆・卵）・豚肉・キャベツ・きゅうりなど

7月7日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第７３便 ホームレス支援全国ネット仙台 飲料水・缶コーヒー

7月6日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第７２便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品・豚肉・水・いわしバーグ・みそ汁・米・蜂蜜など

7月4日 月 グリーンコープ　１０トンチャーター第２８便
ホームレス支援全国ネット仙台
（JA加美よつば倉庫）

組合員支援物資（防寒着1016箱/5857着）

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第７１便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品（豆腐・納豆・卵）・豚肉・キャベツ・きゅうりなど

7月1日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第７０便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品・豚肉・野菜・防水巻シーツ・トレペ

6月30日 木 グリーンコープ　１０トンチャーター第２７便
ホームレス支援全国ネット仙台
（JA加美よつば倉庫）

組合員支援物資　（防寒着５９０箱/5156着）

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第６９便 ホームレス支援全国ネット仙台 組合員支援物資（紙おむつ）

6月29日 水 グリーンコープ　１０トンチャーター第２６便
ホームレス支援全国ネット仙台
（JA加美よつば倉庫）

組合員支援物資（防寒着604箱/5377着）

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第６８便
ホームレス支援全国ネット仙台
岩手県　遠野まごごろネットワーク

日配品・りんご・トレペ・組合員支援物資（靴下類）等

6月28日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第６７便 ホームレス支援全国ネット仙台 調理用品・長靴、靴下、肌着・介護用品・トレペ

6月27日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第６６便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品・豚肉・野菜・マヨネーズ・ケチャップ・衛生用品など

6月24日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第６５便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品（豆腐・納豆・卵）・紙おむつ・夏物衣料品など

6月22日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第６４便
ホームレス支援全国ネット仙台
岩手県　遠野まごごろネットワーク

日配品（豆腐・納豆・卵）・りんご

6月21日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第６３便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品・豚肉・鶏肉・お茶・イワシバーグ・サバ塩焼など

6月20日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第６２便 ホームレス支援全国ネット仙台 豚バラ肉

6月19日 日 グリーンコープ　１０トンチャーター第２５便 うつくしまＮＰＯネットワーク 再生敷布団２００・掛け布団２０７・シーツ２００枚

6月17日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第６１便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品（豆腐・納豆・卵）・りんご・野菜・香取り線香

6月15日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第６０便
岩手県大船渡市　さんさんの会
岩手県　遠野まごごろネットワーク

日配品（豆腐・納豆・卵）・豚肉・りんご

6月14日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第５９便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品・豚肉・調整豆乳・野菜・虫よけポット

6月10日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第５８便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品・豚肉・トンカツ・りんご・そうめん・野菜・家電製品

6月9日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第５７便 ホームレス支援全国ネット仙台 米・水・レトルトカレー・インスタントみそ汁・手巻き海苔等

6月8日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第５６便
岩手県大船渡市　さんさんの会
岩手県　遠野まごごろネットワーク

日配品（豆腐・納豆・卵）・豚肉・りんご

6月7日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第５５便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品・豚肉・野菜・りんご・下着類

6月3日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第５４便 ホームレス支援全国ネット仙台 日配品・ケチャップ・りんご・野菜・コンパクト耕運機等

6月1日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第５３便
岩手県　遠野まごごろネットワーク
岩手県大船渡市　さんさんの会

豚肉・鶏肉・りんご・きゅうり・トマト・なす等

5月31日 火 グリーンコープ　１０トンチャーター第２４便 うつくしまＮＰＯネットワーク 布団セット・トレーナー・ガスボンベ・カセットコンロ・ラジオ等

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第５２便 ホームレス支援全国ネット仙台 卵・豆腐・納豆・豚バラ肉・北九州ホームレスからの支援物資

5月27日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第５１便
仙台市ホームレス支援全国ネット
岩手県大船渡市　さんさんの会

日配品（豆腐・納豆・卵）・豚肉・りんご

5月24日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第５０便 仙台市ホームレス支援全国ネット 日配品（豆腐・納豆・卵）・無洗米

5月20日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第４９便 仙台市ホームレス支援全国ネット 日配品（豆腐・納豆）・マヨネーズ・ケチャップ・焼き麩等

5月19日 木 グリーンコープ　１０トンチャーター第２３便 岩手県　遠野まごごろネットワーク 組合員支援物資（掛け・敷き布団セットなど）

5月18日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第４８便
仙台市ホームレス支援全国ネット
岩手県大船渡市　さんさんの会

（豚肉・豆腐・納豆・りんご・人参・玉ねぎ・バレイショ）



出発日 便　　名 行き先 救援物資内容

5月16日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第４７便 仙台市ホームレス支援全国ネット （トイレ脱臭剤・スチームアイロン台・アイロン台）

5月15日 日 グリーンコープ　１０トンチャーター第２２便 岩手県　遠野まごごろネットワーク 組合員支援物資（掛け・敷き布団など）

5月13日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第４６便 仙台市ホームレス支援全国ネット 卵・納豆・海老しんじょう・クラフトテープ等

5月11日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第４５便
仙台市ホームレス支援全国ネット
岩手県　遠野山里ネット

りんご・玉ねぎ・乾麺・豆乳・ナタネ油・米・石けん

5月10日 火 グリーンコープ　１０トンチャーター第２１便 うつくしまＮＰＯネットワーク 組合員支援物資（掛け・敷き布団など）

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第４４便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品（卵・豆腐・納豆）・本みりん・糸こんにゃく・紅しょうが

5月9日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第４３便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品（卵・豆腐・納豆）・豚肉・野菜の種

5月7日 土 ㈱ランテック仙台行幹線便第４２便 生活クラブやまがた 日配品（卵・豆腐・納豆）

5月5日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第４１便 生活クラブやまがた 日配品（卵・豆腐・納豆）

5月4日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第４０便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品・豚肉・りんご・一輪車・スコップ・工具類など

5月3日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第３９便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品（卵・豆腐・納豆）・豚丼用野菜等

5月2日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第３８便 生活クラブやまがた 日配品（卵・豆腐・納豆）

4月30日 土 ㈱ランテック仙台行幹線便第３７便 生活クラブやまがた 日配品（卵・豆腐・納豆）

4月28日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第３６便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた
岩手県　遠野山里ネット

日配品・りんご・野菜類等

4月27日 水 グリーンコープ　１０トンチャーター第２０便 うつくしまＮＰＯネットワーク 組合員支援物資（布団類など）

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第３５便 生活クラブやまがた 日配品・りんご・ジュース類・ハンドタオル等

4月26日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第３４便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品・野菜類・鍋用イワシ、鶏団子・生ハンバーグ等

4月25日 月 グリーンコープ　１０トンチャーター第１９便 生活クラブ　武蔵村山市 木頭村の水　７０００本

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第３３便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品・豆乳・乾麺・菓子・蜂蜜・組合員支援物資等

4月23日 土 グリーンコープ　１０トンチャーター第１８便 ホームレス支援全国ネット（新拠点） 組合員支援物資（布団類・こたつ布団セット等）・新品シーツ等

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第３２便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品（卵・豆腐・納豆）

4月22日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第３１便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品・豚肉・鶏肉・飲料・ドライフルーツ等

4月21日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第３０便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品・野菜・無洗米・組合員支援物資等

4月20日 水 グリーンコープ　１０トンチャーター第１７便 岩手県　遠野まごごろネットワーク 組合員支援物資（布団類・コタツ布団セット等）

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第２９便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品・野菜・りんご・組合員支援物資等

4月19日 火 グリーンコープ　１０トンチャーター第１６便 岩手県　遠野まごごろネットワーク 組合員支援物資（布団・枕・シーツ等）

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第２８便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品・肉類・味噌・油・春雨・組合員支援物資等

4月18日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第２７便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品(卵・なめらか豆腐・納豆）・おかゆ・紙おむつ

4月17日 日 グリーンコープ　１０トンチャーター第１５便 うつくしまＮＰＯネットワーク福島いわき市 飲料水７,６８０リットル・組合員支援物資（布団等）

4月16日 土 ㈱ランテック仙台行幹線便第２６便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品(卵・なめらか豆腐・納豆）

4月15日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第２５便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品・豚肉・鶏肉・ウインナー・練乳等

4月14日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第２４便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品・防災食・乾麺・ドライフルーツ・衛生品等



出発日 便　　名 行き先 救援物資内容

4月13日 水 グリーンコープ　１０トンチャーター第１３便 未来環境福祉ネットワーク 組合員支援物資（衣類・防寒服・他）

〃 〃 グリーンコープ　１０トンチャーター第１４便 うつくしまＮＰＯネットワーク 組合員支援物資（布団・毛布・シーツ１５０枚）

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第２３便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品・りんご・乾燥食材・組合員支援物資等

4月12日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第２２便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品・飲料・鶏肉・組合員支援物資等

4月11日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第２１便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

日配品・だしの素・ドライフルーツ・組合員支援物資等

4月9日 土 グリーンコープ　１０トンチャーター第１２便 ホームレス支援全国ネット（新拠点） 布団・プロパン・ＧＣパレット（１６枚）・台車（２台）

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第２０便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

豆腐・卵・納豆・フリーズドドライみそ汁・蜂蜜・油

4月8日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第１９便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

鶏肉・米・野菜・卵・豆腐・菓子類等

4月7日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第１８便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

豆腐・卵。納豆・菓子類・長靴およびサンダル類

4月6日 水 グリーンコープ　１０トンチャーター第１１便 生活クラブ（東村山デポ） 綾の水２０ℓ×５００ケース・ブルーシート１００枚

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第１７便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

野菜・果物・インスタントみそ汁・油など
卵・豆腐・雑貨など

4月5日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１６便
生協あいコープみやぎ
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

卵・豆腐・野菜・カイロ・組合員支援物資

4月4日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第１５便
生協あいコープみやぎ
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

卵・野菜・甘酒・カセットコンロ（組合員支援物資）

4月2日 土 ㈱ランテック仙台行幹線便第1４便
仙台市ホームレス支援全国ネット
生活クラブやまがた

菓子・飲料・卵・納豆・電池・雑貨等

4月1日 金 グリーンコープ　１０トンチャーター第１０便 生活クラブ（相馬市） 木頭村の水　5004本

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第1３便
生協あいコープみやぎ
仙台市ホームレス支援全国ネット

卵・豆腐・こんにゃく・冷凍食品・

3月31日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第１２便
生協あいコープみやぎ
仙台市ホームレス支援全国ネット

豆腐・納豆・菓子・衛生用品・冷凍食品

3月30日 水 ㈱ランテック仙台行幹線便第1１便
生協あいコープみやぎ
仙台市ホームレス支援全国ネット

野菜・果物・漬物・衛生用品等

3月29日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第１０便
生協あいコープみやぎ
仙台市ホームレス支援全国ネット

青果・たまご・豆腐・菓子・・基礎化粧品

3月28日 月 ㈱ランテック仙台行幹線便第９便
生協あいコープみやぎ
仙台市ホームレス支援全国ネット

調理具・食品・雑貨・保湿クリーム等

3月26日 土 グリーンコープ　１０トンチャーター第９便 生活クラブやまがた １０トン　シート・防寒着・水・石けん

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第8便 生協あいコープみやぎ 食品・石けん・衛生用品等

3月25日 金 ㈱ランテック仙台行幹線便第7便 仙台市ホームレス支援全国ネット おむつ・衛生用品

3月24日 木 ㈱ランテック仙台行幹線便第6便 生協あいコープみやぎ 米・たまご・鶏肉・野菜

3月23日 水 グリーンコープ　１０トンチャーター第７便 仙台市ホームレス支援全国ネット 防寒着・衣類・衛生用品等

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第５便 生協あいコープみやぎ 米・飲料・オムツ・衛生用品等

〃 〃 グリーンコープ　１０トンチャーター第８便 日生協埼玉 ブルーシート

3月22日 火 ㈱ランテック仙台行幹線便第４便 生協あいコープみやぎ 飲料水・衛生用品等

3月21日 月 グリーンコープ　１０トンチャーター第６便 日生協埼玉 ブルーシート

〃 〃 救援便（ＧＣ配送トラック２台） 仙台市ホームレス支援全国ネット ＧＣトラック２台・たまご・りんご・パン等

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第３便
生協あいコープみやぎ
仙台市ホームレス支援全国ネット

防寒着・米・衛生用品等

3月19日 土 ㈱ランテック仙台行幹線便第２便 仙台市ホームレス支援全国ネット 防寒着・飲料水・食料等

〃 〃 乾電池便（宅配便） 生活クラブ連合会埼玉 乾電池



出発日 便　　名 行き先 救援物資内容

3月18日 金 グリーンコープ　１０トンチャーター第５便 生活クラブやまがた １０トン　寝袋・防寒着・食料・衛生用品等

〃 〃 ㈱ランテック仙台行幹線便第１便 生協あいコープみやぎ 簡易寝袋・防寒着・雑貨・タオル等

3月17日 木 グリーンコープ　１０トンチャーター第４便 生活クラブ連合会埼玉 １０トン　水・飲料等

3月16日 水 グリーンコープ　１０トンチャーター第３便 生活クラブ連合会埼玉 軽油２０キロリットルタンクローリー

3月15日 火 グリーンコープ　１０トンチャーター第２便 生活クラブ連合会埼玉 １０トン　飲料水

3月14日 月 グリーンコープ　１０トンチャーター第１便 生活クラブやまがた １０トン　飲料・食料・毛布・衛生用品等

〃 〃 グリーンコープ派遣職員3名同行 生活クラブやまがた


