
2017 年 1 月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2017年 1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。 

 

茗荷谷キリスト教会 

兒島冨士男税理士事務所 

和東産業（株） 

礼拝会 

林田行政書士事務所 

隆崇院 

幼きイエス会 

有限会社ネクサストレード 

友野会計事務所 

弥彦村社会福祉協議会 

野口オート 

野岩鉄道（株） 

鳴友学園同窓会事務所ゆきわ会 

明商（株） 

明治安田生命保険相互会社 

明治安田生命保険相互会社 

名古屋友の会 

名古屋通信工業(株) 

末日聖徒イエスキリスト教会 

毎日興業（株） 

本牧めぐみ幼稚園 

北海道富士電機（株） 

北海道ガソン（株） 

豊通グレーンホールディングス（株） 



福島赤十字病院 

福生教会 

福生バプテストキリスト教会小羊会 

部落解放同盟中央本部 

武生国高郵便局 

富士鋼材センター（株） 

富士フィルムイメージングシステムズ（株） 

富山医療福祉専門学校 

品川商工（株） 

品川べテル教会 

尾西郵便局 

尾花社会保険労務士事務所 

飯能信用金庫 

飯島鉄筋工業（株） 

飯島税理士事務所 

抜海郵便局 

八木満タオル（株） 

八戸小中野幼稚園 

函館東ライオンズクラブ 

白石公認会計士事務所 

白糠町女性ボランティアクラブ 

入吉吉田工業（株） 

日立超エル・エス・アイ・システムズ労働組合 

日立建機日本（株）相模営業所 

日本郵便（株）函館宝来郵便局 

日本郵便（株）室蘭港北郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本郵便（株） 旭川春光郵便局 

日本郵政グループ労働組合宮城連絡協議会 



日本福音ルーテル函館教会 

日本道路興運（株）東京支店 

日本電設工業（株）北海道支店 

日本赤十字社 三重県支部 

日本石油販売（株） 

日本基督教団土浦教会 

日本基督教団田園江田教会 

日本基督教団大井町教会 

日本基督教団 成瀬が丘教会 

日本基督教団 西荻教会 

日本基督教団 広尾教会 

日本ルーテル教団 札幌中央ルーテル教会 

日本マリン（株） 

日本ボーイスカウト東京連盟世田谷第 25団 

日本ハム惣菜（株）北海道工場 

日本バプテスト連盟 諫早キリスト教会 

日本バプテスト相模中央キリスト教会 

日本ステリ（株） 

日本キリスト教団翠ヶ丘教会 

日本キリスト教団浄風教会婦人会 

日本キリスト教団上大岡教会 

日本キリスト教団琴似中央通教会切手係 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団改革派大垣教会 

日本キリスト教団ひの木教会 

日本キリスト教団 辻堂教会 

日本キリスト教団 鷹取教会 

日本キリスト教団 千歳栄光教会 

日本キリスト教団 小松川教会 



日本キリスト教団 原市教会 

日本キリスト教団 茅ケ崎平和教会 

日本キリスト教団 下ノ橋教会 

日本キリスト教団 洗足教会 

日本キリスト教会上田教会 

日本キリスト教会 仙台黒松教会 

日本キリスト改革派仙台教会 

日本キリスト改革派いずみ教会 

日本ｷﾘｽﾄ改革派 仙台栄光教会 

日本キリスト改革派 春日井教会 

日本キリスト改革派 坂戸教会 

日西物流（株）仙台営業所 

日清医療食品（株） 

日産化学工業(株) 

二戸自動車整備協業組合 

南相木村役場 

南西医療機器（株） 

南真化学工業（株） 

南魚沼市社会福祉協議会 

苫小牧キリスト者合同奉仕会タビタの会 

独立行政法人 東京山手メデイカルセンター 

特別養護老人ホーム多賀城苑 

東和耐火工業（株） 

東林聖書キリスト教会 

東邦産業（株） 

東邦シートフレーム（株） 

東方乃光 岡山 

東日本コベルコ建機（株） 

東那須野地区婦人会 



東駿河郵便局長夫人会 

東芝自動機器システムサービス（株） 

東芝ＩＴサービス（株） 

東京日野自動車（株）足立支店 

東京日野自動車（株） 新狭山支店 

東京第一ホテル 岩沼リゾート 

東京諸聖徒教会 

東京産機工業（株） 

東京羽田キリスト教会 

東京トラフィック開発（株） 

東京トヨペット（株） 

東京カベナント教会 

東京ガス工事企業年金基金 

嶋田法律事務所 

天泉こども園 

津市教育委員会 

長瀬産業（株）名古屋支店 

長岡市社会福祉協議会 

町田市 

朝日幼稚園 

朝日新聞社名古屋本社 

朝日新聞社事業本部メセナ・スポーツ部 

中野町内会 

中平司法総合事務所 

中部日化サービス（株）三重支店 

中部ホームサービス（株） 浜松営業所 

中部エコテック（株）東北事業所 

中日本高速技術マーケティング 

中央工業（株） 



中央会計事務所 

中栄信用金庫 伊勢原南口支店 

瀧口木材（株） 

第一生命保険（株）千葉総合支社 

大和田税理士事務所 

大林道路（株）本店 

大分福音キリスト教会チャペル・ノア 

大日本図書 

大日精化工業（株）東日本支社 

大東京グループ 

大倉屋 

大成興業（株） 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大光電機（株） 

大井電気（株） 

太輝建設（株） 

村上社会保険労務士事務所 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

増会計事務所 

綜合警備保障（株）渋谷支社 

全国女性シェルターネット 

前田税務会計事務所 

船津歯科・矯正歯科クリック 

泉北ニュータウンバプテスト教会 

川﨑田園都市病院 

川辺恒雄事務所 

川崎港郵便局 

千葉土建千葉支部 



積水ハウス（株）九州営業本部 

石狩ユネスコ協会 

税理士法人東京第一会計 

税理士法人依田会計 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

税理士法人 中央総合会計事務所 

税理士法人 連合会計事務所 

税理士法人 連合会計事務所 

静岡友の会友愛部 

静岡市立静岡病院 

青山学院大学   

西谷印刷（株） 

西正則税理士事務所 

聖隷健康診断センター 

聖救主教会 

生振教会 

清流出版（株） 

清泉小学校児童会ボランテイア委員会 

世界福音伝道団石山キリスト教会 

杉の子幼稚園 

水沢ライオンズクラブ 

神奈川県建設連合国民健康保険組合 

神鋼商事（株） 

神戸保護観察所 

新川町婦人部 

新生紙パルプ商事（株） 

新小林建機産業(有) 

新座志木教会 

新潟特殊企業（株） 



新潟市医師会 

上毛中学校 

湘南白百合学園小学校 

湘南ふじさわシニアネット 

松田電気工事三（株） 

松戸聖パウロ教会 

昭和リース（株） 

小林オフィス 

小田急商事（株） 

小沼医院 

小山市民活動センター 

小学館スクウェア 

十勝池田郵便局 

住友林業情報システム（株） 

住友林業（株）東北支店 

住友不動産建物サービス（株） 

住友不動産シスコン㈱ 

住友生命  

住電商事（株）東京支社 

住商ビルマネージメント（株） 

住商インシュアランス（株） 

若葉台診療所 

社団法人千葉県農業協会 

社会福祉法人正恵会本部 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会 

社会福祉法人愛児福祉会 

社会福祉法人エンゼル福祉会越谷なごみの郷 

社会福祉法人 公友会 横須賀グリーンヒル 

鹿児島県商工労働水産部漁港漁場課 



汐入東小にこにこすくーる 

滋賀銀行彦根支店 

児童発達支援センターうみのほし学園 

四日市友の会幼児生活団 

司法書士法人 武田事務所 

山梨県立富士北稜高等学校 

三菱重工冷熱（株）北関東支店 

三井物産スチール（株） 

三井物産アグロビジネス（株） 

三井生命保険（株） 

三井住友ファイナンス&リース（株）東京本社 

札幌第二友の会 

札幌聖書集会 

札幌聖ミカエル教会日曜学校 

札幌市立清田南小学校 

札幌市役所 

札幌佐々木畜産（株） 

札幌ライラックライオンズクラブ 

在日本大韓民国民団中央本部 

佐野市立葛生小学校 

佐野国際特許事務所 

佐土原キリスト教会 

根本自動車整備工場 

高山ライオンズクラブ 

高崎市役所 

荒針産業（株） 

甲賀設備工業（株） 

港北出版印刷(株) 

港北ファミールハイツ管理組合 



江夏本店 

公益社団法人 日本産業退職者協会 

公益財団法人横浜市建築保全公社 

光用・持田パートナー会計 

戸塚めぐみキリスト教会 

古和釜幼稚園 

原町聖愛こども園 

県立中川商業高等学校 

釧路めぐみ幼稚園 

串間ライオンズクラブ 

隅田化学（株） 

金秀建設（株） 

狭山キリスト教会 

共和工業（株） 

京葉ガス（株） 

京王八王子クリニック 

鋸南町社会福祉協議会 

宮内認定こども園 

吉田淳一法律事務所 

吉田社会保険労務士事務所 

菊池シオンキリスト教会 

岩野物産（株） 

岩手県立盛岡となん支援学校 

岩手県県南広域振興局 

丸和基礎工業（株） 

丸杉建設（株） 

丸山機工（株） 

丸源飲料工業（株） 

館林ロータリークラブ 



館山建設（株） 

関東物産（株） 

関西学院大学 東京丸の内キャンパス 

㈱ホンダベルノ市川 桜木店 

笠井隆司公認会計士税理士行政書士事務所 

学校法人就実学園高等学校 

学校法人栄光学園認定こども園くるみの木 

学校法人 向上学園 

学びすと春日 

蟹江町立新蟹江小学校 

沖縄ライオンズクラブ 

王子木材緑化（株） 

横浜保護観察所 

横浜国際プール 

横浜海岸教会 

横浜英和幼稚園 

永代供養墓普及会 

永崎機工(株) 

浦和明の星幼稚園 PTAマリアの会 

宇美バプテスト教会 ご一同 

茨城県立鹿島産業技術専門学院 

一般社団法人 日本建設業連合会 

一般社団法人 全日本合唱連盟 

磯田丈弘法律事務所 

医療法人大平会嶺井第一病院 

医療法人社団 功仁会 釧路皮膚科クリニック 

医療法人社団 松英会 

医療法人一灯の会 沖縄中央病院 

安洋水産（株） 



安部・有地法律事務所 

旭川友の会 

旭川春光六郵便局 

旭川教会日曜学校 

わたのはクリニック 

脇ライオンズクラブ 

若松浜ノ町教会 

ローソン浦和大久保店 

レモン画翠 

リッツカールトン京都 

りそな銀行 

ランデス株式会社 

洛西上里チャペル 

四日市市指定上下水道工事業者協同組合 

吉野和昭法律事務所 

横河東亜工業株式会社 

ゆりかご園 

有限会社松尾熔接所 

有限会社中原機工 

有限会社真柄木工所 

有限会社コーシン 

有限会社おくむら 

有限会社イマジン 

ゆうあいの郷・扇 

山西鑿泉工業株式会社 

大和窯業株式会社 

山﨑内装工業株式会社 

安田女子大学 

野洲市社会福祉協議会 



メルコヒューマンポート（株） 

向栄運輸株式会社 

宮内簡易郵便局 

みみ動物病院 

三菱商事プラスチック株式会社 

三菱商事パッケージング株式会社 

岬地区コミュニティ運営協議会 

三國製薬工業株式会社 

三重液化ガス株式会社 

マリヤ運輸有限会社 

松山バプテスト教会 

松下ラゲッジ株式会社 

マツオカ建機（株） 

毎日新聞 

ボランティアすずめ座 

ボランティアグループ婦人会 

ホテル南風荘 

北海道漁業協同組合連合会 

ホクレン農業協同組合連合会苫小牧支所 

ポートエンタープライズ株式会社 

ベーテルフォト印刷（株） 

平安教会 

プレステージカントリークラブ 

フルハシ EPO（株） 

フリー工業株式会社 

ブライト標識工業株式会社 

フクダ電子（株）本郷事業所 

福岡バイブルチャーチ 

福岡天神リバティライオンズクラブ 



ファンタスティックデザイン一級建築士事務所 

ファーマパック株式会社 

広島南ロータリークラブ 

広島安佐ロータリークラブ 

ひばりが丘教会 

東向日キリスト教会 

東正寺 

林化成株式会社 

バプテスト東福岡教会 

母の家ベテル 

八栗シオンキリスト教会 

函館柏木郵便局 

登茂不動産株式会社 

希ファミリークリニック 

ねこのて 

人形劇団クラルテ 

日本ワグナー・スプレーテック株式会社 

日本フリーメソジスト神楽町教会 

日本複写産業協同組合連合会 

日本被服株式会社 

日本バプテスト病院 

日本特殊陶業株式会社 

日本赤十字社 

日本ゼオン株式会社 

日本聖公会守口復活教会 

日本コヴィディエン株式会社 

日本毛織株式会社 

日本キリスト住吉教会 

日本キリスト教団大和郡山教会 



日本キリスト教団南大阪教会 

日本キリスト教団春日東教会 

日本キリスト教団鳳教会 

日本キリスト教団阿倍野教会 

日本キリスト教会西都教会 

ニチエス（株）東京支店 

西村医院 

西日本電気システム株式会社 

西須磨福音ルーテル教会 

西神看護専門学校 

新潟交通 

南海バス株式会社 

ナチュール 

名古屋エアケータリング株式会社 

ナカヤ建設（株） 

中村・平位・田邉法律事務所 

中津ライオンズクラブ 

長崎教会 

ナイス（株） 

内外エンジニアリング株式会社 

どんくりっこ保育園 

トライコー（株） 

トヨタカローラ山口株式会社 

とみい眼科 

鳥取保護観察所 

特別養護老人ホームほほえみの園 

特別養護老人ホーム井高野園 

徳島中央ライオンズクラブ 

徳島市徳島中学校 



時津町教育委員会 

トーヨーテクノ（株） 

トーアメック（株）本社 

東部開発有限会社 

東芝テックソリューションサービス株式会社 

デンヨー株式会社 

電友会 

デロンギ・ジャパン（株） 

テルモ・ピーエスエヌ（株） 

ツリークライミングジャパン事務局 

中央管理センター 

地球っ子くらぶ・善隣館 

丹羽トラスト株式会社 

田丸弥本店 

タスカンパニーリミテッド 

たえ法律事務所 

タイ大使館 

大和リース株式会社 

タイロン株式会社 

ダイヤネット（株） 

大宝石油株式会社 

大宝工業株式会社 

ダイハツ工業株式会社 

大邦テクノプラント株式会社 

ソルベイジャパン（株） 

ソルベイジャパン（株） 

ソリッド・ステート・ロジック・ジャパン（株） 

ソニー損害保険（株） 

ソニービジネスソリューション(株) 東日本営業部  



専門学校ビーマックス 

千寿製薬株式会社 

センクシア（株） 

セピア商事株式会社 

ゼネラリ保険会社 

セールス・オンデマンド（株） 

住友林業株式会社 

住友生命 

スーパー・コート豊中緑地公園 

新和工業株式会社 

新大阪ワシントンホテルプラザ 

市立豊中病院 

市立大村市民病院 

昭和パックス株式会社 

宗教法人霊鷲山大法輪寺別府別院 

市民生活協同組合ならコープ 

ジブラルタ生命保険（株）埼玉支社 

四国鉄道機械株式会社 

シグマロジスティクス（株） 

シグマ・システム・エンジニアリング（株） 

シガフードプロダクツ 

三村教育楽器株式会社 

燦ホールディングス株式会社 

三協立山株式会社 

三協工材株式会社 

サンエス護謨工業株式会社 

サヌキ印刷（株）大阪営業所 

サクラビア成城 

さが家庭・少年友の会 



坂下工務店 

境港市立第二中学校 

坂出ライオンズクラブ 

サークルあおば 

コマツレンタル（株）庄原店 

コニシ技研株式会社 

国際ソロプチミスト大阪 

コープ神陵台 

コーケツ自動車 

公務員試験セミナー 

神戸商工会議所産業部 

高知県中部地区郵便局長夫人会 

高知県高知土木事務所 

公益社団法人佐世保法人会 

公益財団法人聖バルナバ病院 

公益財団法人滋賀県文化振興事業団 

公益財団法人交通事故紛争処理センター 

公益財団法人 三重県国際交流財団 

ケンシ森川販売 

ケミ・コム・ジャパン（株） 

劇団風の子関西 

グローブシップ株式会社 

グループ『ぽけっと』 

クラリオン（株） 

クラブツーリズム（株） 

きんでん企業年金基金 

近畿大学 

きらら保険サービス（株） 

極東開発工業株式会社 



京都市役所 

行政書士法人 Office KOBE Management 

キャットシッター キャットン 

キシダ化学（株）東京支店  

企業サービス 

汽灌部品製造株式会社 

汽灌部品製造株式会社 

カンタス航空 

関西学院  

カワセ産業株式会社 

川口製菓株式会社 

カルピス（株） 

株式会社麗光 

株式会社ヤギ 

株式会社村井工業所 

株式会社ミルックス 

株式会社ミルックス 

株式会社ミューズ 

株式会社前川製作所 

株式会社プレスネット 

株式会社福岡ソフトリサーチパーク 

株式会社ピカコーポレイション 

株式会社ピーエス三菱 

株式会社農協観光 

株式会社日本ロジックス 

株式会社ニッセイシーエスティー 

株式会社西原商会 

株式会社中澤 

株式会社虎屋 



株式会社常盤建設 

株式会社トーア紡コーポレーション 

株式会社ティーケーピー 

株式会社宝塚クリエイティブアーツ 

株式会社総合保険代理店 

株式会社セランド 

株式会社スタッフ 

株式会社昭和商会 

株式会社シジシー 

株式会社四国新聞社 

株式会社沢下栄文堂 

株式会社ザ・アール 

株式会社コラボレ 

株式会社クロダハウス 

株式会社旭光製作所 

株式会社久環 

株式会社キャリアサービス 

株式会社カワタキコーポレーション 

株式会社河北鉄工 

株式会社桂通商 

株式会社桂木屋 

株式会社片山製薬所 

株式会社小川電設 

株式会社オーアイエス 

株式会社オー・イー・シー 

株式会社エヌコーポレーション 

株式会社エックス都市研究所 

株式会社エス・ティー・ワールド和歌山業務センター 

株式会社エクセディ精密 



株式会社エクス 

株式会社ウサミ 

株式会社ウォータイト 

株式会社一門会 

株式会社泉屋商店 

株式会社池田工業 

株式会社アルファーグリーン 

株式会社アストラカンアドバタイジング 

株式会社 TAKキャピタルサービス 

株式会社 TAKキャピタルサービス 

株式会社 R-JAPAN 

株式会社 ofa 

株式会社 NIPPO 

株式会社 HINTO 

株式会社 DNPテクノパック 

カトリック戸塚教会 

カトリック四日市教会 

葛城キリスト教会 

カットサロンるーと 

カシオ情報機器株式会社 

介護老人保健施設ロイヤルフェニックス 

小野博郷法律事務所 

岡山保護観察所 

岡山東郵便局 

岡山市役所介護保険課 

岡山市中区福祉事務所 

岡山県退職公務員連盟岡山中央支部 

岡南教会 

大前塗装 



大阪大和川ライオンズクラブ 

大阪南ライオンズクラブ 

大阪府貨物運送健康保険組合 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪内装材料協同組合 

大阪すみのえライオンズクラブ 

大阪市立清水丘小学校 

大阪昭和教会 

大阪さくらライオンズクラブ 

大阪建築防災センター 

オー・ジー長瀬カラーケミカル株式会社 

エプロンみどり 

エクレ（株） 

エクシオインフラ（株） 

エール貿易株式会社 

エール貿易株式会社 

エース株式会社 

エイコー（株） 

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン（株） 

ウム･ヴェルト（株） 

うたづライオンズクラブ 

ヴォーリズ学園 

インマヌエル那覇キリスト教会 

インマヌエル中目黒教会 

岩本武士税理士事務所 

岩出ライオンズクラブ 

色川法律事務所 

井原氏社会福祉協議会 

イハラケミカル工業（株） 



茨木ボランティア友の会 

いの町立吾北中学校 

井上誠耕園 

伊藤ハム労働組合 

一般社団法人京都府保育協会 

一般社団法人鹿児島県環境保全協会 

一条工務店 

市川大洲郵便局 

いすゞ自動車販売（株） 

石鎚神社 

イクスース・アゴラ 

イエス福音教団東京教会 

イーデザイン損害保険（株） 

アライヴプラスチック株式会社 

あやめ保育園 

天城町役場商工水産観光課 

旭画廊 

あけぼの幼稚園 

青山幼稚園 

アウディさいたまサービス 

アイリス綜合行政書士事務所 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

あい・ネパールの会 

アーキヤマデ（株）横浜営業所 

UD トラックス株式会社 

UCC上島珈琲株式会社 

TPRエンプラ（株） 

TKUテレビ熊本 

TENOR TRADING CO.,Ltd. 



ＴＢＳテレビサンデーモーニング 

TBK販売（株） 

Takeda Works株式会社 

SMFLキャピタル（株） 

SMFLキャピタル（株） 

PREX トレーディング株式会社 

PL本庁総合事務所 

NPO法人まほうのつえ 

NHK出版 

LSDdesign（株） 

ＬＧ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｊａｐａｎ（株） 

JKホールディングス（株） 

ＪＡ三井リース建物（株） 

ＪＡ三井リース（株） 

ＥＣＣジュニア古市場教室 

DAITSU INC. 

Csi Global Alliance株式会社 

ＣＬ名護チャペル 

ＡＩＵ保険会社 

Abe Enterprises、Inc. 

（有）不二越総合保険事務所 

（有）坪井冷機サービス 

（有）谷自動車産業 

（有）草加ネジ 

（有）生井テント 

（有）晴美舎 

（有）仁川印刷所 

（有）新紘産業 

（有）上栄興業 



（有）香川電話センター 

（有）ヤマグチパイピング 

（有）メイヨー 

（有）ノーウェア 

（有）セントラル商会 

（有）サングリーンサービス 

（有）アミティ 

（有）KaiKai KiKi 

（社）福島県タクシー協会 

（社）東京都トラック協会 

（社）埼玉県バス協会 

（社）加美町社会福祉協議会 

（財）北海道老人クラブ連合会 

（財）日本コアコンディショニング協会 

（財）材料科学技術振興財団東京本部 

（財）ヤクルト同仁会 

（公社）全日本不動産協会 

（公社）鹿児島県栄養士会 

（公）東京都保険医療公社 多摩北部医療センター 

（株）錢高組 

（株）溪 

（株）廣洋 

（株）陽報 

（株）与野フードセンター 

（株）北信事業 

（株）平井 

（株）八千代銀行登戸支店 

（株）白樺工芸 

（株）博洋通信企画 



（株）日税ビジネスサービス 

（株）東邦管財 

（株）東武保険サービス 

（株）東京富士 

（株）東京アドデザイナース 

（株）東急コミュニティー東京北支店 

（株）東亜利根ボーリング 

（株）東亜オイル興業所 

（株）長谷川建設 

（株）中部総合鑑定 

（株）中日本ハイウェイ・リテール名古屋（株） 

（株）中央ハウジング 

（株）池商 

（株）辰巳組 

（株）大島測量事務所 

（株）大西工業所 

（株）増岡組東京支店 

（株）総合保障制度事務所 

（株）前川製作所 

（株）仙台ナーセリー 

（株）石黒鋳物製作所 

（株）青山鈴木硝子 世田谷店 

（株）新東京ＡＤ 

（株）情報システム工学 

（株）小田急ハウジング 

（株）勝田容器製作所 

（株）住理工メテックス 

（株）住まいのデパート 

（株）守谷商会神戸営業所 



（株）守谷商会 

（株）七和 

（株）七星科学研究所 

（株）山形刃物製作所 

（株）三田村印刷所 

（株）三栄製作所茨城工場 

（株）三井開発 

（株）栗原医療器械店 

（株）極洋 

（株）興亜商事 

（株）吉田産業仙台支店 

（株）環境技研 

（株）学陽書房編集部 

（株）下関機械鋸加工所 

（株）沖航燃 

（株）栄製作所 

（株）一松工業 

（株）安川電機 

（株）旭広告社 

（株）ワック 

（株）ワールドブレインズ 

（株）レイシャス 

（株）リッチェル 

（株）ユーパーツ 

（株）ゆうちょ銀行 東京エリア本部 

（株）ヤナイ 

（株）メック 

（株）ムサシリフォーム 

（株）ミツウロコ 西東京営業所 



（株）マナカ商事 

（株）ポモドーロ 

（株）ヘルパー 

（株）ベルーナ 

（株）プルータス 

（株）プランニングプラネット 

（株）ビィ・エス・ティ 

（株）ハセベつくば工場 

（株）ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｻｰﾋﾞｽ 

（株）パートナーズ・プロフェショナル・サービス 

（株）ナカバリコート 

（株）トレンディ茨城 

（株）トーヨー施工サービス 

（株）テンダーラビングケアサービス 

（株）ティエフケー 

（株）ティーエルシー 

（株）ティーエスケー 

（株）ダブリュー・ビィ・ジャパン 

（株）すばる 

（株）スタッフサービス さいたまオフィス 

（株）スケット 

（株）スカイプラン 

（株）ジョイント・システムズ・サービス 

（株）ジャパックス 

（株）シェリロゼ 

（株）シービーエス 

（株）サンコミュニケーションズ 

（株）サクライ 

（株）コネクト 



（株）コーシンホーム 

（株）ケイ・テｲ･テｲ 

（株）クワハラ 

（株）グランタウン 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 

（株）ガモウ東京営業本部 

（株）カタログハウス 

（株）オフィス華林 

（株）オノマシン大森支店 

（株）オーテック 

（株）オーディーシー 

（株）オオスミ 

（株）エルモ社 

（株）エムエムアイ 

（株）エム・ビー・エス 

（株）エフ・コムテック 東所沢工事事務所 

（株）エステーホーム 

（株）エコ・プラス 

（株）エーピーアイ コーポレーション 

（株）エージーピー 

（株）エー・アイ横浜 

（株）イノメディックス 

（株）アルファプランニング 

（株）アリシア 

（株）アヅマ 

（株）あすなろ函館支社 

（株）アイ・ビー・シー 

（株）アート技研 



（株）ＴＬＣ 

（株）ＮＳロジ東日本 

（株）JIN（ジェイアイエヌ） 

（株）JIN（ジェイアイエヌ） 

（株）ＪＡＬ－ＤＦＳ 

（株）ＩＳＩＤフェアネス 

（株）IHI 

（学）阪急学園本部事務局 


