
2017年 12月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2017年 12月 1日～31日の期間に JOCS東京事務局と関西事務局への使用済み切手のご寄付を確認し、登録した団体名の一覧です。 

法人格の表記については省略形とさせていただいております。あらかじめご了解くださいますよう、お願いいたします。 

 

（一般社）日本衣料管理協会 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）ＤＮＰテクノパック 東海工場 

（株）H.R.コーポレーション 

（株）ＩＨＩ 本社 

（株）JM札幌サービスセンター 

（株）ＮＩＰＰＯ 弘前出張所 

（株）ＮＩＰＰＯ 大阪統括事業所  

（株）ＮＩＰＰＯ 奈良出張所 

（株）ＮＩＰＰＯ真岡出張所 

（株）アーネストエキスパートサービス 

（株）アールアンドアール本社 

（株）青空興業 

（株）アクタス ＳＣＭ本部 

（株）旭光製作所 

（株）アステック 

（株）アストラカン・アドバタイジング 

（株）アストラカンアドバタイジング 

（株）アルス 

（株）アルメック 

（株）イーエスプランニング 

（株）イーピーエース 

（株）イオンフレックス 

（株）石崎本店 



（株）一条工務店 

（株）一門会 

（株）イトーキ 

（株）ウエーブロックインテリア 

（株）ウルズ 

（株）エクス 

（株）エクストエンジニア 

（株）エスフーズ 

（株）エビス・ポジティブ・アドバンテッジ 

（株）大月真珠 

（株）オガワ産業 

（株）オリエント 

（株）オンガエンジニアリング 

（株）片山製作所 

（株）桂通商 

（株）カナイワ 

（株）カプコン 

（株）神島組 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 

（株）カワサキライフコーポレーション 

（株）カンガルー堂 

（株）神田育種農場 

（株）近鉄コスモス 難波事務所 

（株）クレーンピーエムセンター 

（株）クワハラ 

（株）国際楽器社 

（株）コニー東京支社 



（株）コムテックス 

（株）堺りんかいアスコン 

（株）サガワ 大阪営業所 

（株）サニクリーン 

（株）サン・クロレラ 

（株）三栄金属製作所 

（株）サンコミュニケーションズ 

（株）三商 

（株）サンテクノ 

（株）サンプライズ 

（株）昭和グラビア 

（株）スタッフサービス 

（株）セランド 

（株）セレコーポレーション 

（株）センテック 

（株）ソァーイング 

（株）ソーシャルブリッジ 

（株）タイセイ 

（株）ダイセーエクスプレスシステム 

（株）タツミマシン 

（株）ティエフケー 

（株）テリロジー 

（株）トヨタアカウンティングサービス本社 

（株）西山ケミックス 

（株）ニッセツ 

（株）日本ロジックス 

（株）ネオブラット 

（株）ハートカントリー 

（株）橋爪 



（株）はらだ牧場 

（株）はらだ牧場 

（株）日美 

（株）久環 

（株）姫井会計センター 

（株）ヒューマニック 

（株）ヒラキン リサイクルステージ玉島 

（株）ファム 

（株）フィニティ 

（株）藤井養蜂場 

（株）藤倉組 

（株）フジテレビジョン 

（株）プルータス 

（株）ブレインテック 

（株）ベストホーム 

（株）ベルーナ 

（株）ホンダベルノ市川 桜木店 

（株）マイタック 

（株）マツイ 

（株）マッシュ 

（株）圓奈 

（株）水本機械製作所 

（株）ミューズ 

（株）未来創想 

（株）村井工業所 

（株）ムラコシ工機 

（株）村田ソフトウェアサービス 

（株）メディカル・プリンシプル社 大阪支社 

（株）モリカワ 



（株）大和 

（株）ゆうちょ銀行 東京エリア本部 

（株）ゆうちょ銀行 東京エリア本部 

（株）ユニカルインターナショナル 

（株）洋光 

（株）ヨロズ愛知 

（株）ワイン ウェイヴ 

（株）和光商会 

（株）ワック 横浜ツールステーション 

（株）旭広告社 

（株）伊予銀行本店 広報 CSR室 

（株）遠州日石 

（株）横浜串工房 

（株）岡村製作所 

（株）加藤電器製作所 

（株）河村産業所 

（株）丸産技研 

（株）丸良商事 

（株）熊木共楽園 

（株）高島屋柏店 

（株）三浦工務店 

（株）庄内シャーリング 本社工場 

（株）松田モデル 

（株）象彦 

(株)情報システム工学 

（株）新星興業 

（株）新和 

（株）神奈川県エルピーガス保安センター横浜営業所 

（株）生田工芸 



（株）西北紙流通デポ 

（株）石黒鋳物製作所 

（株）石黒保険事務所 

（株）千葉製作所 

（株）大林組 

（株）谷口産業 

（株）中央ハウジング 

（株）鎮西商会 

（株）鎮西商会 

（株）田崎アサヒ 

（株）電気車研究会 

（株）電通 

（株）杜の都設備工業 

（株）東京海上あんしんエージェンシー 

（株）東京富士 

（株）東芝 北陸支社 

（株）東日本銀行 池袋支店 

（株）藤本商會本店 

（株）日水コン 

（株）日本電整工業所 

（株）日陸 

（株）尾関電子材料事業部 

（株）富士ピー・エス 本村川橋作業所 

（株）北斗商販 札幌営業所 

（株）野村事務所 

（株）裕芳貿易 

（株）陽だまり工房 北上支店 

（株）立川紙業 

（公社)東京都宅地建物取引業協会 



（公社）鈴鹿法人会 

（社）埼玉県バス協会 

（社）新宿淀橋市場協会 

（社）東京都トラック協会 

（社）日本スキンケア協会 

（社）日本女子大学教育文化振興桜楓会 

（社）日本鉄道施設協会 

（社）日本薬局協励会 

（社）福島県タクシー協会 

（社福）豊田市社会福祉協議会 

（有）上野工業 武生営業所 

（有）富士商会 

（有）オーシャン･ブルー 

（有）トライジップ 

（有）丸島住宅設備 

（有）高橋住器 

（有）宍戸精工 

（有）新紘産業 

（有）須賀建設 

（有）不二越総合保険事務所 

（有）野口水道 

（有）野島製作所 

（有）和知工務店 

ADEKA クリーンエイド（株）本社 

AGK建築音響(株) 

ALSOK大阪（株） 

Ａｎｔｏ 

ＣＳＫ総合防災（株） 

ＤＡＩＴＳＵ ＩＮＣ. 



ＥＣＣジュニア古市場教室 

ＦＰＫ研修センター（株） 

IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 

ＪＡ全農かながわ 

ＪＲ東日本レンタリース（株） 

ＪＸトレーディング（株） 広島支店 

ＫＢＩ関西聖書学院 

ＭＢ教団石橋教会福祉係 

ＭＢ枚方キリスト教会 

ＭＣＳ税理士法人 

MICS化学（株） 

Ｎ・Ｔ総合事務所 

ＮＰＯ法人 東北青少年音楽コンクール 

ＰＬ杉並教会 

ＰＯＯＬＥ社会ボランティアの会 

ＳＡＤＯ（伝統文化と環境福祉の専門学校） 

ＳＡＳ三洋航空サービス 

ＳＭＣ（株）東京営業所 

アールプラスホーム 

相生ロータリークラブ 

アイダエンジニアリング（株）小山営業所 

赤磐市国際交流協会 

あきやま眼科 

アクトレップ（株） 

旭精密（株） 

アザヤカコンサルティング 

芦屋市立潮見中学校 

芦屋野球協会 

芦屋野球協会 



アダマンド（株） 

アパマンショップ 

アボットジャパン（株） 

アライヴ プラスチック（株） 九州営業所 

アン・コーポレーション 

安全砥石（株） 

生川倉庫（株） 

石原アメニテック（株） 

一般社団法人 伊賀法人会 

いぶきの Preschool 

医療福祉センター聖ヨゼフ園 

医療法人千徳会 

医療法人福生会多田羅内科クリニック 

イルコン工業（株） 

岩田幼稚園 

インターナショナル SOSジャパン（株） 

インマヌエル山形キリスト教会 

インマヌエル那覇キリスト教会 

ウェスレアン・ホーリネス教団札幌新生教会 

上野電気（株） 

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン（株） 

栄和建物管理（株） 大阪支店 

エクレ（株） 

エネクスフリート（株） 

愛媛南予地方郵便局長夫人会 

延周草の実会 

大分県福祉保健部 

大阪銀橋ライオンズクラブ 

大阪すみのえライオンズクラブ 



大阪聖三一教会 

大阪誠和食品（株） 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪府退職女性教職員の会 

大阪府守口保健所 

大阪ボランティア協会 

大崎上島大崎ライオンズクラブ 

オカダアイヨン（株）東京本店 

岡山県退職公務員連盟 真庭支部 

岡山市北区中央福祉事務局 

岡山市北区中央福祉事務所 

岡山市中区福祉事務所 

岡山保護観察所 

オムロンファイナンス（株） 

香川少年友の会 

鹿児島県環境保全協会 

カシオビジネスサービス（株） 

学校法人ＲＷＦグループ 四国中央医療福祉総合学院 

カトリック社会活動神戸センター 

カトリック仁豊野教会 

カトリック柳井教会 

カトリック荒尾教会 

カトリック北仙台教会 

かながわゾンタクラブ 

兼松トレーディング（株） 

川西市医師会 

カンバーランド長老キリスト教会 めぐみ教会 

汽罐部品製造株式会社 



キシダ化学（株）東京支店  

キャットシッター キャットン 

共栄フード（株） 

京都アメリカ大学コンソーシアム 

京都府 

京都府共同募金会 

京都府庁前郵便局 

金城学院中学校ＹＷＣＡ 

クラブツーリズム（株） 

クラブツーリズム（株） 

クラブツーリズム（株）・エコースタッフ 

クラリオン（株）本社・技術センター 

グループ大きな木ショップ木かげ 

グローアップ社会保険労務士法人 

グローバルアドバンストメタルジャパン（株）会津工場 

ケイエスケイ・システム（株） 

京阪カインド（株） 

ケイビーエス（株） 

建設連合 熊本県建設組合 建設連合国民健康保険組合 

高知県西部地区郵便局長婦人会 

神戸学生青年センター 

コープ園田店ボランティアサークル 

コープ夙川 ゆりの会 

コーヨー日軸（株） 

国際航業（株） 関西管理グループ 

国際交流基金関西センター図書館 

国際地雷処理・地域復興支援の会 

国際地雷処理・地域復興支援の会 

コスモ建物管理（株） 



小西・中村特許事務所 

コニシ技研（株） 

コニシ技研（株） 

こひつじ保育園 

コミュニケーション・リンク（株） 

金剛バプテスト・キリスト教会 

ザ リッツカールトン京都 

佐井司法書士法人 

堺市女性団体協議会 

桜ケ丘幼稚園 

サンアイ化学工業株式会社 

サンガテク（株） 

三京化成（株） 

三共化成（株） 

三協工材（株） 

サントリービバレッジサービス（株）東北営業本部仙台南支店 

三宝（株） 

三和電子サーキット（株） 

シー・エイ・ビー（株） 

四国電力総連 

シマダヤ（株） 

ジャパンパイル（株） 

頌栄同窓会 

昭和貿易（株） 

城山大こども園 

新明産業（株） 

スタークレーン 

スターバックスコーヒージャパン（株） 

スミセイビジネスサービス（株） 



住友化学労働組合 大阪支部 

税理士法人ひまわり 

ゼット（株） 

瀬戸産業（株） 

セルリアンタワー東急ホテル 

センクシア（株） 

センクシア㈱ 東北営業所 

セントヨゼフ女子学園 

セントラム（株） 

千如寺大悲王院 

ソニービジネスオペレーションズ（株） 

ソニー損害保険（株） 

ソフィア幼稚園 

損保ジャパン日本興亜（株） 長崎支店内ＪＳＡ中核会長崎支部 

第一産業（株） 

第一生命労働組合 大阪東営業職支部 

大成建設（株） 

大成建設（株） 東北支店事務センター 

大同生命保険（株） 

ダイトーケミックス（株） 

大宝石油（株） 

大丸鋼材（株） 

大和窯業（株） 

高潮会 

竹中幼稚園 

竹中幼稚園 

谷左官店 

玉里善き牧者幼稚園 

竹林会 



中国銀行 大阪支店 

中国人センター 

中部日化サービス㈱ 三重支店北勢営業所 

ちよがまる動物病院 

賃貸・売買のクラスモ 東梅田店 

敦賀市社会福祉協議会 

鶴見栄光教会 

テルウェル東日本（株）神奈川支店 

デルソル（株） 

テルモビジネスサポート（株） 富士宮営業所 

デンヨー（株） 大阪支店 

東京海上日動火災保険（株） 

東京海上日動火災保険（株） 岐阜支店 

東京海上日動火災保険（株） 神戸支店損害２課 

東西化学産業（株） 大阪支店 

東洋クロス（株） 

東リ（株）  金沢営業所 

トーヨーテクノ（株） 

特別養護老人ホーム夢の里 

徳山東ロータリークラブ 

鳥取県社会福祉協議会 

鳥取保護観察所 

とどろき運輸（株） 

豊益海漕（株） 

トヨタカローラ山口（株） 

トヨタ自動車東日本 安全・環境協力会 

ナガセケミカル（株） 

ナガセケミカル（株） 

中津ライオンズクラブ 



中丹東保健所 

長与町社会福祉協議会 

名古屋エアケータリング（株） 

奈良市和楽園養護老人ホーム 

南越法人会 

仁川学院高校 

西宮聖ペテロ教会 

西村医院 

西技工業（株） 宮崎営業所 

ニチバン（株）仙台オフィス 

日昌グラシス（株） 福岡営業所 

ニチレキ（株） 長崎営業所 

日教組和歌山 

日産大阪販売（株） 

日成綜合管理（株） 

日精バイリス（株） 

日通宇部運輸（株） 

ニッポー（株） 

日本アライアンス教団府中キリスト教会 

日本イエスキリスト教団押部谷教会 

日本キリスト改革派南与力町教会 

日本キリスト教会奈良伝道所 

日本キリスト教会吉田教会 

日本キリスト教団 神戸聖愛教会 

日本キリスト教団石橋教会 

日本キリスト教団鳥取教会 

日本基督教団奈良教会 

日本キリスト教団半田教会 

日本キリスト教団松山番町教会 



日本キリスト教団大和郡山教会 

日本キリスト教団洛陽教会 

日本キリスト住吉教会 

日本コヴィディエン（株） 

日本信号（株） 大阪支社業務部 

日本福音ルーテル室園教会女性会 

日本労働組合総連合会 岩手県連合会 

日本ワグナー・スプレーテック（株） 

ニューアロイ（株） 

丹羽トラスト（株） 

パソコン整備士協会 

初田工業（株） 

パナソニックコネクティッドソリューションズ労働組合 

パナソニック松愛会 東京都支部 

母の家ベテル 

林化成（株） 

ひかり心身クリニック 

兵庫県軟式野球連盟 

ヒルトン名古屋 

広島東ロータリークラブ 

ファイターズ応援団「元気会」 

フードバンク関西 

フォーリーフ 

フクエイ（株） 

福岡ソフトバンクホークス（株） 

福岡ソフトバンクホークス（株） 

福島工業（株） 岡山支店 

福和商事（株） 

福和商事（株） 



福和商事（株） 

不二印刷（株） 

富士包装紙器（株） 

フランス屋 金剛駅前店 

ブリヂストン化成品（株） 

ブルックサージャパン行政書士事務所 

ブロニュー洋菓子店 

弁護士法人あさひ法律事務所 

ホザナ幼稚園 

細田工業（株） 

ホテルグランヴィア岡山 

ボランティア平野綿の会 

ボランティア平野綿の会 

マイクロゼロ（株） 

毎日放送 

松浦社会保険労務士事務所 

松本ビル管理（株） 

マハロ（株）横浜営業所 

マリヤ運輸㈲ 

丸一（株） 

マルハ（株） 

ミード永会館 

三重県国際交流財団 

三国金属工業（株） 

ミサワホーム（株） 

三菱商事（株） 関西支社 

ミナミ総合開発（株） 

都農聖愛幼稚園 

宮崎県中小企業団体中央会 



宮崎国際交流協会 

三和住宅サービス（株） 

恵生会病院 

めぐみ幼稚園 

モンデリーズ・ジャパン（株） 

八幡市ボランティアふきよせグループ 

八幡市ボランティアふきよせグループ 

山口信愛教会 

大和郡山市社会福祉協議会 

ヤマトパッキングサービス（株）第 3工場東京工場 

ヤマトヤ（株） 

山本公認会計士事務所 

ヤンマーエネルギーシステム株式会社 東京支社 

ヤンマーシンビオシス（株） 

横河東亜工業（株） 

讀賣テレビ放送（株） 

ラブリークィーン（株） 

立正佼成会 大阪普門館 

立命館大学 

ルベル／タカラベルモント(株) 

ロイヤルフェニックス 

ロワール商会（株） 

ワールドキリスト教会 

ワイ・エフ・エージェンシー（株） 

ワタナベフーマック（株）関東事業部 

ワタベ産業（株） 大阪営業所 

わち福祉会 

旭化成ホームズ（株）東京中央支店 

旭有機材（株） 



旭幼稚園 

安形秀次税理士事務所 

衣笠病院 

医療法人 増田整形外科 

医療法人社団永生会永生病院 

一宮市社会福祉協議会 

一般財団法人 函館 YWCA 

茨城労働保険管理協会 

宇治田原町社会福祉協議会 

浦和キリスト集会 

荏原実業（株）計測器・医療本部 

栄町社会福祉協議会 

沿岸技術研究センター 

遠野聖光こども園 

奥沢幼稚園 

横浜 BayCity ライオンズクラブ 

横浜栄光教会 

横浜港南台ライオンズクラブ 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

横浜雙葉小学校 

岡山市立幡多小学校 

岡庭建設（株） 

岡田司法書士事務所 

沖縄ルーテル教会 

沖縄県市町村職員共済組合 

下落合みどり幼稚園 

我孫子福音キリスト教会 

介護老人保健施設 M・T奈多ケア院 



介護老人保健施設泉崎南東北リハビリテーション・ケアセンター 

解脱会青年部 

学校法人 清水学園付属幼稚園 

㈱ ケアンズ・コーポレーション 

㈱ ジャパンソーラー 

寒川キリスト教会 

関口工業（株） 

岩下亮税理士事務所 

岩手県県南広域振興局 

岩手県県南広域振興局 

岩手鋳機工業（株） 

岩田地崎建設（株）名古屋支店 

岐阜県立多治見病院 

菊池ライオンズクラブ 

吉永塾 

久慈ライオンズクラブ 

宮内認定こども園 

牛浜ペットクリニック 

京王電鉄（株） 

京橋紙業（株） 

協同油脂株式会社 中部支店 

桐陰同窓会事務局 

金城学院幼稚園 

熊本サンライズライオンズクラブ 

栗田工業（株）千葉営業所 

月島食品工業（株） 

五所川原ライオンズクラブ 

五洋建設（株） 

御船ライオンズ事務局 



光明理化学工業（株） 

公益財団法人高知市文化振興事業檀 

広島メノナイトキリスト教会 

江戸鉄(株) 

江別ユネスコ協会事務局 

港北肛門クリニック 

高井戸教会 

高岡市立高岡西部中学校 

高知大学教育学部附属特別支援学校 

国際ソロプチミスト安芸 

国際石油開発帝石（株） 

国税同友会連合会事務局 

国土交通労働組合 

今村電気化学（株） 

佐世保商工会議所 

佐藤製型（株） 

細谷病院 

在日大韓民団 

埼玉県中小企業共済協同組合 

埼玉土建一般労働組合 三郷支部 

三井住友ファイナンス&リース（株）東京本社 

三井住友海上プライマリー生命 

三井住友海上火災保険（株） 

三井生命保険（株）稲毛営業部 

三井造船環境エンジニアリング（株） 

三井物産アグロビジネス（株） 

三機工業（株）プラント設備事業本部業務管理部 

三協フロンティア（株） 

三興コントロール（株） 



三重ライオンズクラブ 

三菱・日本ヒューム管共同企業体 

三菱重工エンジンシステム（株） 

三菱重工冷熱（株） 

三菱電機（株）コミュニケーション・ネットワーク製作所 

三菱電機株式会社 名古屋製作所 

山とスキーの会五千尺クラブ 

山形県県土整備部管理課 

山形城西キリスト教会 

山形六日町教会婦人会 

山根海運（株） 

山梨英和中・高同窓会東京支部 

糸魚川市社会福祉協議会 

自由学園初等部 

鹿児島市建設局道路部道路建設課郡山建設事務所 

社会福祉法人共に生きる会川和保育園 

社会福祉法人手をつなぐ福祉会 

社会福祉法人聖愛保育園 

社会保険労務士法人ジャパン・パーソネル・サポート 

社団法人「小さな親切」運動本部 

酒井会計事務所 

収集グループ あさがお会 

宗教法人日本聖公会四日市聖アンデレ教会 

住商ビルマネージメント（株） 

住電商事（株） 

住友生命八重洲営業部 

住友不動産建物サービス（株） 

住友不動産販売（株）浦安営業センター 

住友林業ホームテック（株）新潟支店 



春日法律事務所 

小田倉正典事務所 

昭和マテリアル（株） 

昭和リース（株） 

上板塑性（株） 

浄土宗蟻光山寳國寺 

浄土宗慈恩寺 

新興プランテック（株） 

新小林建機産業(有) 

逗子カトリック教会 

水戸ロータリークラブ 

杉田エース（株） 

清州市社会福祉協議会 

清水工業(株) 

清水日本平ライオンズクラブ 

清泉小学校児童会ボランテイア委員会 

清里聖アンデレ教会 

清流出版（株） 

生振教会 

生命保険協会 新潟県協会 

聖隷健康診断センター 

聖路加国際病院附属ｸﾘﾆｯｸ・予防医療ｾﾝﾀｰ 

青山学院校友会 横浜支部 

青山学院高等部同窓会 

税理士法人 古田土会計 

税理士法人 連合会計事務所 

税理士法人 連合会計事務所 

税理士法人ブラウ 

積水ハウス（株）埼玉南支店 



積水ハウス（株）神奈川カスタマーズセンター 

仙川教会子どもの家 

千葉英和高校 

千葉友の会 

前橋保護観察所 

全国農業協同組合連合会福岡県本部 

創和工業（株） 

捜真小学校 

早稲田大学エクステンションセンター 

早川眼科医院 

早川法律事務所 

相模原福音キリスト教会 

増幸産業（株） 

損害保険ジャパン日本興亜（株）富山支店 

多摩ニュータウン永山教会 

太田国際介護アカデミー（株） 

太陽生命保険（株）東京支社 

大垣ライオンズクラブ 

大垣水都ライオンズクラブ 

大宮白百合幼稚園 

大新東（株）名古屋支店 

大倉工業（株）東京支店 

大島秀行社会保険労務士事務所 

大日本図書 

大平洋金属健康保険組合 

大豊建設（株） 

大陽日酸エンジニアリング（株） 

大和ハウス工業（株）横浜支社 

地域活動支援センターかざぐるま 



池田興業（株）岐阜支店 

中央会計事務所 

中村土建（株） 

中平司法総合事務所 

中野町内会 

朝日農林 有限会社 

朝日幼稚園 

町田ＪＯＣＳ 

長尾ライオンズクラブ 

津ユネスコ協会 

天使の聖母トラピスチヌ修道院 

天城山荘 

田園調布雙葉小学校附属幼稚園 

都島区老人福祉センター ボランティアグループ 

東テク（株）静岡営業所 

東レ エンタープライズ（株） 

東亜建設工業（株）東北支店 

東海理化販売（株） 

東京エレクトロン山梨（株）山梨事業所 

東京シマダヤ（株） 

東京チャペル 

東京ボランテｲア・市民活動センター 

東京羽田キリスト教会 

東京海上日動火災保険（株） 

東京管財（株） 

東京管財（株） 

東京渋谷法律事務所 

東京洋品協同組合 

東郷ファインアート 



東光高岳労働組合小山支部 

東芝インフラシステムズ（株） 

東芝三菱電機産業システム（株） 

東芝自動機器システムサービス（株） 

東芝労働組合本社支部 

東電用地（株）神奈川支社 

東都熱工業（株） 

東日本コベルコ建機（株）長野営業所 

東北高等学校 

東洋工業（株）三重工場 

藤川貿易（株）東京オフィス 

藤沢聖マルコ教会 

同盟福音天白キリスト教会 

特殊電装（株） 

独協医科大学医学部免疫学講座  

読売不動産（株） 

栃木県県北健康福祉センター 

那覇家庭裁判所 少年調査官室 

二幸産業（株） 

日産プリンス東京谷原店 

日神不動産（株） 

日進市民会館 

日清食品ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｽ（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日本アクティブコミュニティー協会 

日本アルコン（株） 

日本キリスト改革派いずみ教会 

日本キリスト改革派東京恩寵教会 

日本キリスト改革派豊明教会 



日本キリスト教会 帯広教会 

日本キリスト教会 徳島教会 

日本キリスト教会古河伝導所 

日本キリスト教会広島長束教会 

日本キリスト教団 首里教会 

日本キリスト教団 首里教会 

日本キリスト教団 大牟田正山町教会 

日本キリスト教団 下ノ橋教会 

日本キリスト教団 幸町教会 

日本キリスト教団旭川豊岡教会 

日本キリスト教団遠州教会婦人会 

日本キリスト教団奥沢教会 

日本キリスト教団横浜港南台教会 

日本キリスト教団新発田教会 

日本キリスト教団西新井教会 

日本キリスト教団青森教会 

日本キリスト教団福島教会内地区教会婦人会 

日本キリスト教団頌栄教会 

日本スペノ（株） 

日本メノナイト白石キリスト教会 

日本絵手紙協会 

日本基督教団 横浜大岡教会 

日本基督教団 成瀬が丘教会 

日本基督教団砧教会 

日本基督教団三鷹教会 

日本基督教団石神井教会 

日本基督教団白河教会 

日本基督教団富士見町教会 

日本経済新聞東京都連合日経会 



日本女子大学教職員組合 

日本情報システム（株） 

日本石油販売（株） 

日本赤十字岩手県支部北上市地区 

日本赤十字社宮城県支部石巻市地区 

日本電設工業（株）北海道支店 

日本道路興運（株）東京支店 

日本福音ルーテル東京池袋教会 

日本福音ルーテル函館教会 

日本郵便（株） 新潟県庁内郵便局 

日本郵便（株）安佐南郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本燐酸（株） 

日立メディカルコンピュータ（株） 

認定こども園福野青葉幼稚園 

能代市立第四小学校 

馬橋キリスト教会 

俳句結社森の座発行所 

柏木教会 

函館聖ヨハネ教会 

八丈町社会福祉協議会 

八幡金属（株）国分工場 

飯能信用金庫 

彦建設（株） 

菱重コールドチェーン（株）札幌サービスセンター 

婦人国際平和自由連盟 日本支部 

富士ネットシステムズ（株） 

富士見市社会福祉協議会 

武石板金 



福井市明道中学校 

福田交易（株） 

福島赤十字病院 

米沢松川ライオンズクラブ 

弁護士法人青葉法律事務所 

豊北木材工業（株） 

北浦和マンション管理組合 

北海道新聞社 本社 

北海道新聞社富良野支局 

北海道中央労災病院 

北星学園大学附属高等学校 

北川ヒューテック（株）建築事業部 

北斗精機（株） 

麻生裕之税理士事務所 

毎日新聞社 

枕崎ライオンズクラブ 

末吉ライオンズクラブ 

名古屋友の会 

名古屋友の会 

名糖運輸（株）東海物流センター 

明るい社会をつくる会岩手県支部 

明治安田生命保相互会社沼津支社 

野付漁業協同組合 

㈲アシスト・リーブ 

㈲駅前駐車場 

㈲米三塗料店 

㈲中原機工 

㈲松尾熔接所 神辺工場 

㈲ユー・ギルド 



㈲リフォームミヤガワ 

郵便局長会中越北なでしこの会 西浦南支部 

雄武郵便局 

隆崇院 

林田行政書士事務所 

労働保険事務組合あおば労務管理協会 

諫早市社会福祉協議会 


