
日本のパートナー

後援

NPO法人ピースプロジェクト ww.peace-project.net  

2011年10月設立した子ども支援活動を行っているNPO法人。2002年４月に活動開始、
認定NPO法人「難民を助ける会」と共同にて “世界の子供たちの瞳を輝かせる”  を
合言葉に立ち上がった社会貢献プログラム。東日本大震災では、被災地に炊き出し、
イベントなどの活動のために100回以上出動しています。

欧州委員会
www.ec.europa.eu/italia

マルッビウ市
www.comune.marrubiu.or.it

ミラノ市
www.comune.milano.it

オリスターノ県
www.provincia.or.it

サルデーニア州
www.regione.sardegna.it

フェニキュア市連合
www.unionecomunifenici.it

カーサ・オルト - イタリアのみんなの家 2015



ペイパルギブズ
www.paypal.com/it

*寄付

Hope  and  Love  for  Japan
http://hopeandloveparis.org/

*寄付

ウニクレジト財団
www.unicreditfoundation.org/it

*寄付

シリコンバレー
コミュニティ財団

www.siliconvalleycf.org
*寄付

スポンサー

メインスポンサー

ミラリジャパン株式会社
www.mirarijapan.com

*寄付

ルックスオティカ
グループ株式会社
www.luxottica.com

*寄付

協賛



カリアリ大学医療法人
トゥヴェーリ医師
www.aoucagliari.it
*エコー検査

スペシャルサンクス

オリスターノ地方医療公社
www.asloristano.it

*健康保険証、血液検査

オリスターノ司教区
カリタス

www.diocesiorstano.it
*施設

医療法人 Gブロツ
ヌルキ教授、ミネッリ医師

www.aobrotzu.it
*一般検診

南相馬教育委員会

ジャッポーネインイタリア
文化協会

www.giapponeinitalia.org
*イベント招待

ミラノ
インターナショナルスクール

www.ism-ac.it
*イベント招待、翻訳協力

サンタンナ教会
アントネッロ神父

*施設

Don  Antonello
della  Casa
Parrocchiale
di  Sant’Anna

イタリアンズフォー東北
*寄付

在日イタリア商工会議所
www.iccj.or.jp
*寄付

ヴェネツィア
カ・フォスカリ大学

アジア北アフリカ研究学部
www.unive.it/dsaam
*インターンシップ制度

カリアリ大学物理学部
ランダッチョ教授
www.dsf.unica.it
*尿測量分析

南相馬
教育委員会



テクニカルスポンサー

ビオムーラ
www.biomura.com
*菜園用野菜苗

ASDヌオーヴァ・
テッラルバ・カルチョ
*サッカーラボ

ASD  Nuova  
Terralba  
Calcio

ボンドゥエッレ
コリーアス氏
*サラダ

協同組合カルタ
*魚

Bonduelle
sig.  

Corrias

チェントロ・キャッシュ
www.centrocash.net
*食材その他

コルディレッティ
オリスターノ

www.oristano.coldiretti.it
*野菜、穀物、オリーブオイル

ドムス・デ・ルナ財団
www.domusdeluna.it

*昼食招待

クスクサ農場
*乗馬体験

フェジェール
www.feger.it

*トマト、トマト関連食品

デッシ・ジェルヴァジオ
オリーブオイル
*オリーブオイル

ガリバルディーニ・
イクヌーサ・オリスターノ

*施設警備

ゴルフ・コミュニティ
www.golf-community.it
*ゴルフレッスン
（イザレーナス）

Frantoio  
Oleario  
Dessi’  
Gervasio

3A  ラッテ・アルボレア
www.arborea.it
*牛乳、乳製品

CARTA
società

cooperativa

チェッリーノ
www.pastacellino.it
*パスタ、ラスク

クリスティアーノ・
デ＝リカルディス
*オリーブオイル



テクニカルスポンサー

飯尾醸造
www.iio-jozo.co.jp

*酢

ポポロ屋
www.poporoyamilano.com

*日本米

プロロコ・オリスターノ
www.oristanoproloco.com
*サルティリエッタ招待

リーゾリスターノ
www.risoristano.it
*イタリア米

サ・マリゴーザ
www.samarigosa.it
*野菜、果物

ニエッドゥ
www.nieddu.it
*運送

マチェレリア
ジャンニ・デ＝ムーロ

*肉

マチェレリア
フラテッリ・ムッル

*肉

Macelleria
F.lli  Murru

di
Riola  Sardo

飯尾醸造
www.iio-jozo.co.jp

*酢

グエルゾーニ
www.guerzoni.com

*オーガニックバルサミコ酢

ヌオーヴァ・タロス・
フルーツ

www.tharrosfruit.it
*野菜、果物

オルビカー
www.olbicar.it

*レンタカー無料貸出し

オルト・ディ・
エレオノーラ

www.lortodieleonora.it
*スイカ

ポンティス
www.consorziopontis.it

*魚

ゴルフ・リゾート
イザレーナス

www.golfhotelisarenas.com
*ゴルフレッスン

Macelleria
Gianni
De  Muro

タロス・ペスカ・ディ・
ピーノ・スパヌ
*冷蔵庫貸与

Tarros  
Pesca  di
Pino  Spanu



Associazione  Italiana   Ristoratori  Giapponesi
Maschio  Gioielli
Tanabata
Maria  Luisa  Arena

テクニカルスポンサー

ヴィーニ・コンティニ
www.vinicontini.com

*ワイン

ウェブスシ
http://websushi.it

*サイトテクニカルサポート

テッラ・サルダ
*ピザなど

ティ・エイチ・リゾーツ
www.th-resorts.com
*ゴルフレッスン

Gigi  Atzori
Elisabetta  Carta
Cristiano  De  Riccardis

Monica  Ettore
Lorenzo  Giusti
Saiko  Hoshino
Giuseppe  Lodde

Roberto  Mascia
Akiyo  Mita
Giuseppe  Perretta
Sabrina  Pugliese

Kumiko  Tsuchihashi  
Setsuko  Watanabe
Takako  Yamashita

ジュゼッペ・アリ（各種協力）
コラード・バイレ（Tシャツ）
ガブリエレ・バシュ（施設、昼食招待）
アントニオ・ボローデ＋マリーナ・ペス （フレッシュパスタ）
ファブリツィオ・デイアナ（家具）
アンドレア・フェヌ（各種協力）
マルチェッロ・メッデ（各種協力）
アントニオ・モンテ（オリーブオイル）

アーロン・ムルジャ（各種協力）
ジャン・ピエトロ・ピッパ（農学コンサルタント）
シルベストロ・ピス（倉庫、各種協力）
ガブリエラ・ピッツィアンティ（キッチンラボ、パン）
アルビーノ・プッローニ＋ルチア・マスティーニ（カラザウパン、肉）
クリスティーナ・ロマーノ（ダンスラボ）
リンダ・サバ（パニーニ）
アントニオ・セウ（ゴルフレッスン）

テクニカルスポンサー（個人）

ORTO  DEI  SOGNI  FRIENDS


