
2016年 12月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2016年 12月 1日～28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）日本薬局協励会 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）DTS 

（株）ＪＲ東日本リテールネット 

（株）ＮＩＰＰＯ松田合材工場 

（株）OA推進センター 

（株）アイ・ピー・イー 

（株）アイ・ライティング・システム 

（株）アクセライズ 

（株）アクティオ 解体八王子営業所 

（株）アルス 

（株）アルファリンクス 

（株）ウエーブロックインテリア 

（株）ウチムラ 

（株）エーティーシー 

（株）エス･ピーパック 

（株）エスエーピー 

（株）エビス・ポジティブ・アドバンテッジ 

（株）エルモ社 

（株）オガワ産業 

（株）オリエント 

（株）カドリールインターナショナル セモアブライダル事業部 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 



（株）カワノ 

（株）クリニコ 

（株）グローバルコミュニティ 

（株）コスモメーツ 

（株）コマック 

（株）サニコン 

（株）サンユー保険事務所 

（株）ジョイント・システムズ・サービス 

（株）シンフォニー 

（株）ソラリス 

（株）ダイケンビルサービス 

（株）テス コーポレーション 

（株）テレテック総務部  

（株）テンダーラビングケアサービス 

（株）ドール 

（株）とだか建設 

（株）ナリング・クリエイティブ 

（株）ノーリーズ 

（株）ハウスガード 

（株）ハヤブサ 

（株）ピー・エム・シー 

（株）ヒヤマフォトスタジオ 

（株）ファインシンター 春日井工場 

（株）フィギュアネット 

（株）フジ･メディア・テクノロジー 

（株）プルータス 

（株）プルータス 

（株）ベビーロック 

（株）ベビーロック 



（株）ヘルパー 

（株）ベルパーク 

（株）ホリスティックケアジャパン 

（株）マキテック 

（株）マキナエンジニアリング 

（株）マツイ 

（株）マナ 

（株）ヤマタネ 

（株）ライフアシスト 

（株）リンレイ 

（株）ルイスメンテナンス 

（株）伊藤解体工業 

（株）伊予銀行 広報 CSR室 

（株）医学通信社 

（株）医療福祉運営機構 

（株）永井商会 

（株）王子製作所 

（株）恩田組 

（株）河村産業所 

（株）環境技研 

（株）吉村 西日本営業所 

（株）久保製作所 

（株）宮本工業所 

（株）空気清浄機サービス 

（株）熊野屋 

（株）江口屋 

（株）山田屋 

（株）自由企画社 

（株）若月工務店 



（株）小栗 

（株）小野良組 

（株）新製作所 

（株）新和 

（株）森本保険事務所 

（株）水処理サービス 

（株）千葉製作所 

（株）総合安心サービス企画 

（株）猪狩工務店 

（株）東海汽缶 

（株）東芝 北陸支社 

（株）東北永愛友商事岩手 

（株）日新東京航空部 

（株）日東物産商事 

（株）日本政策投資銀行 

（株）日本著作権輸出センター 

（株）浜崎ペイント 

（株）不動産工房 

（株）富士通マーケティング 岩手支店 

（株）北原防災 

（株）野毛印刷 

（株）郵貯銀行東京エリア本部 

（公）東京都保険医療公社 多摩北部医療センター 

（公財）いわき市国際交流協会 

（公社）ボイラー・クレーン安全協会 

（公社）大分県トラック協会 

（公社）日本プロゴルフ協会 

（財）高知市文化振興事業団 

（財）切手の博物館 



（財）全国 LPガス保安共済事業団 

（社）山形県老人クラブ連合会 

（社）全国消費生活相談員協会 

（社）全国信用金庫協会 

（社)東京都宅地建物取引業協会 

（社）日本共済協会 

（社）日本埋立浚渫協会 

（社福）豊田市社会福祉協議会 

（社福）豊田市社会福祉協議会 

（福）村上市社会福祉協議会 山北支所 

（有）アーバン建築確認検査機関 

（有）オグチ建設工業 

（有）オフィス トゥー・ワン 

（有）むさしの保険事務所 

（有）幾三音楽出版 

（有）三河工業 

（有）新栄塗装工業 

（有）森商会 

（有）晴美舎 

（有）平塚事務機 

（有）和知工務店 

Ａ・サービス運輸 

AGC ファブリテック株式会社 

AGK建築音響(株) 

ＡＬＰＨＡ ＭＡＧＩＣ 

ART NOW 

casse pied 

EMCジャパン（株） 

ＨＯＹＡサービス（株） 



INDONESIAN CHRISTIAN ASSOCIATION FOR HEALTH SERVIC 

ＪＡ三井リース（株） 

ＪＡ全農たまご（株） 

JFEエンジニアリング(株) 鶴見製作所 

JR九州鉄道営業株式会社 

JR東日本メカトロニクス株式会社 大宮支店 

ＪＲ東日本東北総合サービス（株）盛岡支店 

JXエネルギー労働組合 

J ファクトリー 

KOJIMA LABEL 

MICS化学（株） 

NALC奈良 

NBC情報システム株式会社 

NPOあったかい手 

NPO法人 NALCわくわく和歌山 

ＰＬ杉並教会 

PL本庁総合事務所 

RNA Inc. 

SMFLキャピタル（株） 

SMFLキャピタル（株） 

Ｔ．Ｍ．Ｃ．ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ ＬＩＭＩＴＥＤ 

UD トラックス株式会社 

アーキヤマデ(株)東京支店 

あいの里リハビリ苑 

赤禿税理士事務所 

明道中学校 PTA 

あきやま眼科 

明智ゴルフ倶楽部 

朝日企業株式会社 



朝日新聞 

旭精密株式会社 

芦屋市立潮見中学校 

アダマンド工業（株） 

穴吹リハビリテーションカレッジ 

アビリティーズ･ケアネット（株） 

あまい医院 

アルインコ株式会社 

アン・コーポレーション 

イーデザイン損害保険(株) 

イエスのカリタス友の会 

生駒市役所 

石井産業株式会社 

維新政党新風本部事務局 

一般財団法人伊丹市医師会 

一般社団法人 POOLE 

イルコン工業（株） 

ウイング（株） 

ウェスレアン・ホーリネス教団 二俣川キリスト教会 

上野電気株式会社 

ウム･ヴェルト（株） 

エージー（株） 

エクレ（株） 

エスオーシー株式会社 

近江金田教会 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪ガスグループ 小さな灯運動 

大阪さくらライオンズクラブ 

大阪市阿倍野区老人クラブ連合会 



大阪住吉ライオンズクラブ 

大阪聖三一教会 

大阪中小企業投資育成株式会社 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大崎ライオンズクラブ 

オープン工業株式会社 

岡山県退職公務員連盟真庭支部 

岡山県立岡山朝日高等学校２年 C組 

岡山市中区福祉事務所 

岡山東郵便局 

置塩中学校 

押部谷教会 

オリーブの会 

オリブ山病院 

科研製薬株式会社 

カシオビジネスサービス（株） 

片山ナルコ株式会社 

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 

カトリック麹町教会海外医療援助切手グループ 

カトリック三軒茶屋教会 

カトリック逗子教会 

かね嘉金網工業株式会社 

兼松トレーディング株式会社 

カネリョウ海藻(株)仙台営業所 

株式会社 NIPPO 

株式会社 REDU インターフェイス 

株式会社 UMOGA 



株式会社アウトヴェーク 

株式会社アビステ 

株式会社イーエスプランニング 

株式会社壱番屋ボランティア委員会 

株式会社イトーキ 

株式会社岩田工務店 

株式会社上田建築工務店 

株式会社ウルズ 

株式会社江口電機 

株式会社扇商会 

株式会社オーバーシーズジャパン 

株式会社岡田神具装束店 

株式会社カシワバラコーポレーション 

株式会社カンディハウス 

株式会社キッツ エスシーティー 

株式会社キャリアリンク 

株式会社グリム 

株式会社コムテックス 

株式会社サガワ 

株式会社サプラ 

株式会社下山保険事務所 

株式会社シンコークリーン 

株式会社創美工芸 

株式会社第一マネージメント 

株式会社タカプラ 

株式会社ダンロップホームプロダクツ 

株式会社傳馬 

株式会社電通 

株式会社トリコインダストリーズ 



株式会社トンボ 

株式会社原田製作所 

株式会社ビケンテクノ 

株式会社ヒューマニック 

株式会社フィニティ 

株式会社藤井養蜂場 

株式会社プレステージ 

株式会社マッシュ 

株式会社丸三 

株式会社村井工業所 

株式会社メディカル・プリンシプル社 

株式会社ヤナセライティング 

株式会社大和 

株式会社ユニオンプランニング 

株式会社洋光 

株式会社ワーコム 

株式会社ワインウェイヴ 

川崎医科大学 

川西市医師会 

関西化工株式会社 

カンバーランド長老キリスト教会 めぐみ教会 

かんまち調剤薬局 

汽罐部品製造株式会社 

キシダ化学（株）東京支店  

きせがわ病院 

京都アメリカ大学コンソーシアム 

京都国際社会福祉センター 

京都建物管理株式会社 

京都御幸町教会 



清原株式会社 

国華電機株式会社 

熊本放射線外科 

クラフト（株）管理センター 

クラリオン（株） 

グリーンエンジニアリング(株) 

グループ おおきな木 

京阪神道路サービス株式会社 

コイノニア幼稚園 

公益財団法人 兵庫県青少年本部 

公益財団法人神戸学生青年センター 

公益社団法人南越法人会女性部会 

神戸商工会議所 

神戸みなとサービス株式会社 

コカ・コーラ ウエスト（株） 

小太郎漢方製薬株式会社 

コニシ技研株式会社 

小西酒造株式会社 

コネクト ジャパン株式会社 

こひつじ保育園 

サーモフィッシャーサイエンティフィック（株） 

さいたま家庭裁判所熊谷支部 

堺ロータリークラブ 

桜ケ丘幼稚園 

サンコー商事（株） 

サンジルシ醸造株式会社 

サンプラウド（株） 

ジェイアール西日本商事株式会社 

ジェコス株式会社 



塩屋キリスト教会 

四国愛媛南予地方郵便局長夫人会 

四條畷学園短期大学 

シナネン（株）首都圏東支店 

島根県大阪事務所 

島根県立女性総合センターあすてらす 

社会福祉法人大阪ボランティア協会 

ジャパンマリンユナイテッド株式会社 

宗教法人円蔵院太陽の会 

住空間設計 Labo West 

障害者支援施設ぽれぽれ 

昭和貿易株式会社 

書道教室 抱山舎 

白井病院 

白井幸夫事務所 

信愛保育園 

新明産業株式会社 

スギモトシスターズ 

ステラケミファ株式会社 

スミセイビジネスサービス（株） 

住友林業ホームテック株式会社 

セイコークロック（株） 

ゼット株式会社 

セントラル防災（株） 

千如寺大悲王院 

ソニー損害保険（株） 

ソフィア幼稚園 

そらまめスタジオ 

ソルベイジャパン（株） 



第一産業株式会社 

第一生命労働組合大阪東営業職支部 

大吉 岡山表町店 

大正運輸興業株式会社 

大成機工株式会社 

ダイドードリンコ株式会社 

大日本除虫菊株式会社 

高松友の会 

竹中幼稚園 

多田羅内科クリニック 

立花神姫タクシー株式会社 

田中紙管株式会社 

玉島ロータリークラブ 

チアキデンタルクリニック 

地球っ子くらぶ・善隣館 

中部電力株式会社 

築地製作所 

ティー・エス・ケー（株） 

テック航空サービス（株） 

土井特殊鍍金工業株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

東西化学産業株式会社 

同志社大学 

東芝キャリア株式会社 

東横イン大分駅前 

愛媛県東予地区郵便局長夫人会 

トーカロ（株）東京工場 

トークシステム株式会社 



徳島インマヌエル教会 

特別養護老人ホーム故郷の家・神戸 

特別養護老人ホーム長老苑 

徳山東ロータリークラブ 

豊中友の会 

長崎医療センター 

名護公共職業安定所 

名古屋エアケータリンク株式会社 

名古屋学院大学 

名古屋キワニスクラブ 

生川倉庫株式会社 

奈良県大和郡山市役所市民課 

南海ビルサービス株式会社 

にしき自動車興業株式会社 

ニチバン（株）仙台オフィス 

ニチレキ株式会社 

ニッケン(株) 

日鉄住金保険サービス株式会社 

日本キリスト改革派 恵泉教会 

日本キリスト改革派 恵泉教会 

日本キリスト教会神戸布引教会 

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 

日本国土開発株式会社 

日本聖公会京都教区 

日本トランスシティー株式会社 

日本バプテスト病院 

日本メノナイトブレザレン教団 

日本ワグナー・スプレーテック株式会社 



ニ和印刷（株） 

のぞみ総合法律事務所 

野田金属工業株式会社 

延岡草の実会 

ハイウェイ･トール･システム（株）関東テクノセンター南つくばテクノショップ 

ハウジングプラザ 

服部豊法律事務所 

パナソニック AVCネットワークス労働組合 

パナソニック産機システムズ（株） 

播磨町国際交流協会 

ひがし鍼灸治療院 

菱星システム株式会社 

備前木谷郵便局 

兵庫県婦人共励会 

広島伊丹電機株式会社 

広島ロータリークラブ 

ファイターズ応援団「元気会」 

ファミリー歯科 

福良キリスト教会 

ぶどうのえだ歯科医院 

プルックサージャパン行政書士事務所 

べジタイムズ（株） 

ベスト電器労働組合 

ボーイスカウト埼玉県連盟 国際委員会 

ホテルクライトン江坂 

ボランティアグループ婦人会 

ボランティアセンターさんごじゅの会 

前次精機株式会社 

マツオカ建機（株） 



松田メリヤス株式会社 

松本ビル管理株式会社 

松山番町教会 

マリアの宣教者フランシスコ修道会瀬田修道院 

マルナカ産業有限会社 

みかさこども園 

三国金属工業株式会社 

三井ガーデンホテル熊本 

三井生命保険株式会社 

三菱商事建材株式会社 

南公認会計士事務所 

みやざと内科クリニック 

見山製紙工業株式会社 

村田金箔株式会社 

恵生会病院 

メモリアル・キルト・ジャパン 

もりの聖愛保育園 

守山市国際交流協会 

藪謙一郎税理士事務所 

山口観光コンベンション協会 

やまだクリニック 

ヤマトヤ(株) 

有限会社秋田カーゴ 

有限会社足立農園 

有限会社コーシン 

有限会社ニーズ 

有限会社西村運送 

ユカワ化工油（株） 

ゆずりは園 



ユニカ（株） 

ユラボジャパン（株） 

横河東亜工業株式会社 

吉岡株式会社  

読売テレビ放送株式会社 

ライオンズクブ 4Ｒ福岡合同事務局 

ルーテル津教会 

ルーテル日田教会 

連合岩手 

わかばパソコン教室 

旭川市立北光小学校 

旭川青果卸売市場（株） 

旭川友の会 

旭洋紙パルプ（株）東京本社 

安形秀次税理士事務所 

一般社団法人社会的包摂サポートセンター 

一般社団法人日本絹人繊織物工業組合連合会 

一般社団法人倫理研究所 

一般社団法人倫理研究所 

茨城労働保険管理協会 

宇都宮教会 

宇都宮教会 

浦和中三菱自動車販売（株）さいたま中央店 

永代供養墓普及会 

横須賀友の会 

横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 

横浜市立みなと赤十字病院 

横浜聖クリストファー教会 

荻窪北教会 



下関ロータリークラブ 

河辺・家の教会 

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 

解脱会青年部 

外井法律事務所 

外井法律事務所 

角藤事務所  

関東化学(株) 

関東物産（株） 

岩田地崎建設（株）名古屋支店 

岐阜県下呂市立金山小学校 

菊池ライオンズクラブ 

吉川商事（株） 

吉野運送（株） 

京都聖三一教会 

協立物産（株） 

金沢医科大学皮膚科学講座 

九州大学大学院医学研究院 

九州大学大学院医学研究院 

熊本東ライオンズクラブ 

軽急便（株）事務センター 

見附市役所まちづくり課 

原町聖愛保育園 

古田土会計事務所 

公孫会 西浦・燕支部 

厚木聖ヨハネ教会 

広島メノナイトキリスト教会 

江州技研（株） 



港北肛門クリニック 

溝の口キリスト教会 

甲陽物流（株） 

行橋クリニック 

高砂珈琲（株） 

高島チャペル 

高齢者福祉施設 ごしきの家 

合同ビルサービス（株） 

国光エクセル（株） 

国税同友会連合会事務局 

国土交通省中部地方整備局 

在日大韓民団 

財団法人日本経営史研究所 

埼玉医科大学小児科学教室小児科医局 

埼玉県商工会連合会 

札幌北一条教会 

三井住友ファイナンス＆リース（株） 

三井住友海上火災保険（株）東北本部 

三井製糖（株） 

三井物産アグロビジネス（株） 

三井物産プラスチック（株） 

三浦税理士事務所 

三笠郵便局 

三興コントロール（株） 

三番通福音キリスト教会 

三菱・足立共同企業体 

三菱重工エンジンシステム（株） 

三菱電機労働組合 

三輪医院 



山ニ物産（株） 

山下・遠山法律特許事務所 

山形城西キリスト教会 

山口胃腸科 

山梨県立上野原高等学校 

四国民話の会 

姉ヶ崎キリスト教会 

市川友の会 

児童養護施設すまいる 

自由学園初等部 

社会福祉法人 旭浦会 特別養護老人ホーム 慈恵園 

社会福祉法人 聖愛保育園 

社会福祉法人共に生きる会川和保育園 

社会福祉法人今金町社会福祉協議会 

社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会 

社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会ボランティアセンター 

社団法人「小さな親切」運動本部 

寿福寺学園寿福第一幼稚園 

収集ボランティアすたんぷ 

宗像市河東中学校 

習志野ライオンズクラブ 

住宅金融支援機構健康保険組合 

住電商事（株）東京支社 

住友生命保険相互会社 東京事業部 

住友精密工業（株） 

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（株） 



住友林業（株）住宅事業本部名古屋支店 

出雲今市教会 

出光興産（株） 

小樽みなとライオンズクラブ 

昭和リース（株） 

上越市教育委員会 

常磐興産（株） 

常陽銀行本店 

信栄工業（株） 

新栄商事（株） 

新生紙パルプ商事（株） 

新日本コンピュータマネジメント（株） 

神谷コーポレーション（株）湘南オフィス 

水戸市総合教育研究所 

瑞岩寺 

杉並ユネスコ協会 

杉並区立杉森中学校 

清里聖アンデレ教会 

盛岡聖公会附属仁王幼稚園 

精英堂印刷（株） 

聖セシリア女子短期大学 

聖火産業（株） 

聖路加国際大学 

聖路加国際大学 

聖路加国際病院 

西蓮寺 

青山学院初等部 

青山学院大学   

青少年ペンフレンドクラブ事務局 



青木油脂興業（株） 

税理士法人 吉田土会計 仙台支店 

税理士法人ブラウ 

税理士法人連合会計事務所 

石井耳鼻咽喉科医院 

積水ハウス（株）神奈川カスタマーズセンター 

積和不動産(株)東京事業部 

仙川教会子どもの家 

川崎医療生協 

船員災害防止協会 

船橋市保健所 

前橋保護観察所 

全農林労働組合中央本部 

双日建材（株） 

早川法律事務所 

相日防災（株）厚木支店 

相模原福音キリスト教会 

損害保険ジャパン日本興亜（株）北東京支店 

太三機工（株） 

帯広友の会 奉仕グループ会 

代々木メディカル進学舎 

大井バプテスト教会 

大垣ライオンズクラブ 

大宮見沼ケアセンターそよ風 

大宮白百合幼稚園 

大阪東住吉平野ライオンズクラブ 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大阪府退職女性教職員の会 

大樹ライオンズクラブ 



大日本土木（株） 

大分友の会 

大涌谷くろたまご館 

大和ハウス工業（株）つくば支社 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

第二建設（株）本社 

瀧口木材（株） 

池袋聖公会 

池田忠彦税理士事務所 

池田保育園 

中越北なでしこの会 

中部瓦光（株）集中管理センター 

中部労働保険協会 

朝顔教会 

町田法律事務所 

長尾ライオンズクラブ 

天城山荘 

渡辺アイ･エス（株） 

登米市社会福祉協議会 登米支所 

東テク（株）静岡営業所 

東映（株） 

東映ビデオ（株） 

東京エレクトロン山梨（株）山梨事業所 

東京海上日動調査サービス（株） 

東京管財（株） 

東京鋼材商事（株） 

東京女学館大学 

東京電子交易（株） 

東京都医学総合研究所 



東京都高圧ガス溶材協同組合 

東京都高圧ガス溶材協同組合 

東京都立墨田特別支援学校 

東京臨海病院 

東郷医院 

東芝自動機器システムサービス（株） 

東芝電機サービス（株） 

東芝労働組合本社支部 

東小金井さくらクリニック 

同志社同窓会茨城支部 

道央車輌（株） 

特定医療法人 新生病院 

特定医療法人札幌悠心の郷 

特定非営利活動法人さぽさん 

独協医科大学医学部免疫学講座  

独立行政法人 日本学術振興会 

苫小牧キリスト者合同奉仕会タビタの会 

二本榎幼稚園 

日興システック（株） 

日経ＢＰコンサルティング 

日新火災海上保険（株）八戸支店 

日神不動産（株） 

日進アシスト（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日赤山形市地区 

日本ＢＡＣ（株） 

日本イエス・キリスト教団 伊那福音教会 

日本キリスト改革派江古田教会 

日本キリスト改革派船橋髙根教会 



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 札幌琴似教会 

日本キリスト教会 大森教会 

日本キリスト教会浦和教会 

日本キリスト教会釧路教会 

日本キリスト教会古河伝導所 

日本キリスト教団 志村栄光教会 

日本キリスト教団 所沢武蔵野教会 

日本キリスト教団 浅草北部教会 

日本キリスト教団 東中野教会 

日本キリスト教団奥沢教会附属奥沢幼稚園 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団厚別教会こひつじ会 

日本キリスト教団首里教会 

日本キリスト教団沼津大岡教会婦人部 

日本キリスト教団浄風教会婦人会 

日本キリスト教団新発田教会 

日本キリスト教団真駒内教会 

日本キリスト教団青森戸山教会 

日本キリスト教団石神井教会 

日本キリスト教団赤坂教会 

日本キリスト教団大牟田正山町教会 

日本キリスト教団福岡玉川教会 

日本キリスト教団福山延広教会 

日本コークス工業（株） 

日本コンセントリクス(株) 

日本フードパッカー（株）青森工場 

日本ルーテル教団札幌中央ルーテル教会みのりの会 



日本医療美容研究協会 

日本基督教団 四日市教会 

日本基督教団 聖徒教会 

日本基督教団 大和榛原教会 

日本基督教団高輪教会 

日本基督教団高輪教会 

日本基督教団千葉本町教会 

日本基督教団八幡西教会 

日本基督教団富士見町教会 

日本光電工業（株） 

日本水工設計（株） 

日本聖公会 福井聖三一教会 

日本聖公会市川聖マリア教会 

日本赤十字社岩手県支部北上市地区 

日本赤十字社山梨県支部 

日本曹達（株） 

日本総合住生活（株）東京支社 

日本福音ルーテル小鹿教会 

日本郵便（株）愛子郵便局 

日本郵便（株）亀田郵便局 

日本郵便（株）室蘭港北郵便局 

日本郵便（株）万富郵便局 

日本鐵板（株）本社 

日野興業（株）埼玉支店 

函館友の会 

八戸モラロジー事務所 

八洲興業販売（株） 

八幡金属（株）国分工場 

富士フイルムメディカル IT ソリューションズ（株） 



富士金網工業（株） 

富士山運輸（株） 

風神会計事務所別院 

福音伝道教団本庄キリスト教会 

福山バプテスト教会 

福祉グループぺんぺん草 

福神商事（株） 

福島教会 

米沢松川ライオンズクラブ 

峰岸（株） 

豊橋善意銀行 

豊世運輸（株） 

防府バプテスト教会 

北海道済生会 西小樽病院 

北海道上川総合振興局 

北海道新聞社 

北斗精機（株） 

北名古屋市立師勝西小学校 

麻生裕之税理士事務所 

名古屋友の会 

名鉄コミュニティライフ（株） 

木村研磨工業（株） 

幼児活動研究会（株） 

立正佼成会 前橋教会 

林田行政書士事務所 

労働保険事務組合ティグレ東京 

亘理カトリック保育園 

檜山地区郵便局長夫人会 

濱田広道法律事務所 


