
2017年 3月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2017年 3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。 

 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）Ａ＆Ａ 

（株）IHI トレーディング 

（株）JTB コーポレートセールス 

（株）Ｌｉｂｅｒｏ 

（株）アイセン 

（株）アクティエンターテイメント 

（株）アルカディア・プロジェクト 

（株）イーエッチ倶楽部 

（株）イシダテクノ 

（株）イズケン 

（株）エルモ社 

（株）オオスミ 

（株）オープンセサミ・テクノロジー 

（株）オリエントホーム 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 

（株）カンガルー堂 

（株）クマヒラ高松営業所 

（株）クレアホーム 

（株）サラド 

（株）シービーエス 

（株）ソーキ 

（株）ディーブレス 



（株）テラスカンパニー 

（株）テリロジー 

（株）テンダーラビングケアサービス 

（株）トミーズアーティストカンパニー 

（株）ネクステージ東北 

（株）ばんしょう東京支店 

（株）ビューテックス 

（株）プルータス 

（株）ベクト 

(株)ベルパーク 本社 

（株）ほくつう 

（株）マキナエンジニアリング 

（株）マルコ 

（株）メタルワン 

（株）メモリード総合本部 

（株）メンテナンス 

（株）ユニフローズ 

（株）リベロ 

（株）レイシャス 

（株）ワークプレイスソリューションズ 

（株）伊藤商店 

（株）伊予銀行広報 CSR室 

（株）永井商会 

（株）魚久 

（株）共立 

（株）計装電子 

（株）甲信マツダバイパス小瀬店 

（株）佐浦計器製作所 

（株）佐藤設備工業 



（株）細田工務店 

(株)山庄 

（株）証券保管振替機構 

（株）信和 

（株）新建新聞社 

（株）正文舎 

（株）西原ネオ 

（株）石井興業  

（株）石澤研究所 

（株）相模屋美術店 

（株）大谷 

（株）大地コーポレーション 

（株）中外 

（株）東海理化総務部総括室ボランティアセンター 

（株）東京デリカ 

（株）東京富士 

（株）東工業 

（株）東日本銀行 池袋支店 

(株)藤田商店 

（株）日本政策投資銀行 

（株）日本郵便 旭川七条郵便局 

（株）日旅九州エンタプライズ 

（株）不来方やすらぎの丘 

（株）富士通マーケティング 

（株）富士通マーケティング 

（株）富士通マーケティング 東関東支社 

（株）福田電機製作所 

（株）平安閣 

（株）北海道サニタリー･メンテナンス 



（株）北陸銀行東京支店 

（株）北陸銀行平野支店 

（株）立川紙業 

（公）東京都保険医療公社 多摩北部医療センター 

（公財）あいち男女共同参画財団 

（公社）沼津法人会女性部会 

(公社)仙台北法人会 

（公社）被害者支援都民センター 

（財）化学及血清療法研究所 

（財）経済広報センター 

（財）日本障害者リハビリテーション協会 

（社）相模原青色申告会 

（社）日本薬局協励会 

(社）八代看護学校 

（社福）石川県社会福祉協議会 

(有)アズーロ 

（有）エイ・オーケイ 

(有)オートチャンプ 

(有)コートーインテリア 

(有)ジパング・プロジェクト 

(有)ジパング・プロジェクト 

(有)愛知環境センター 

（有）松本会計社 

(有)大関硝子店 

（有）大木組 

（有）不二越総合保険事務所 

(有)福祉サービス栄 

(有)北見保険管理事務所 

ＡＤＥＫＡｸﾘｰﾝエイド（株） 



ASHLEY FURNITURE HOMESTORE KOBE 

CM-EX九州 

G＆Uシステムサービス株式会社 

JDC出版 

JR九州鉄道営業株式会社 

JTB コーポレートセールス 

ＪＸエネルギー（株）東京支店 

ＪＸエンジニアリング（株） 

LOPS（株） 

ＮＢＣ長崎放送（株） 

ＮＰＯ法人でんでん宮城いきいきネットワーク 

NPO法人善隣館 

NSSBマテリアル株式会社 

PL本庁総合事務所 

SMFLキャピタル（株） 

ＶＡＩＣコミュニティケア研究所 

青木校区まちづくり振興会 

旭精密株式会社 

アライアンス静岡教会 

イーデザイン損害保険(株) 

泉大津市夫人協議会 

一木こどもクリニック 

市隆建設株式会社 

一般社団法人 POOLE 社会ボランティアの会 

一般社団法人高石市エイフボランタリーネットワーク 

磐上教会 

インマヌエル聖宣神学院キリスト教会 

上野製薬株式会社 

エア･ウォーター･マテリアル（株）西九州支店 



瑛商産業株式会社 

永和信用金庫 

エクシオ物流サービス（株） 

エクレ（株） 

愛媛県中予地区夫人会 

愛媛県東予地方局建設部ボランティア推進グループ 

エルゼビア・ジャパン（株） 

オアフクラブ若葉台 

大阪医科大学附属病院 

大阪すみのえライオンズクラブ 

大阪聖三一教会 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪府貨物運送健康保険組合 

オービス・インベストメンツ（株） 

岡山県退職公務員連盟 岡山南支部 

岡山東郵便局 

小倉歯科医師会 

オムロン㈱綾部事務所（GHR） 

香川県退職公務員連盟 

香川県東部地区郵便局長夫人会 

かすみがうら市立志筑小学校 

交野ベタニア教会 

カトリックウ宇和島教会 

カトリック岸和田教会 社会活動委員会 

カトリック豊中教会 

カトリック岬教会 

カトリック元町教会 

カトリック志村教会 



カトリック水島教会 

カトリック北浦和教会 

カトリック北町教会 

かねくら株式会社 

カネシメ冷蔵（株） 

株式会社 ADSムラカミ 

株式会社神島組 

株式会社キャロット 

株式会社極東陸送 

株式会社コムテックス 

株式会社ササイ 

株式会社清水鐡工所 

株式会社昭和化学機械工作所 

株式会社スタジオ・ビーアンドエム 

株式会社タツミマシン 

株式会社駐輪サービス 

株式会社パソナ OGXA 

株式会社ファンクショナル・フルイッド 

株式会社フジックス 

株式会社マールガ 

株式会社水本機械製作所 

株式会社ライズ広告社 

株式会社ロイヤルホテル 

神河町立神河中学校 

カルビー(株)各務原工場 

かわクリニック 

川島司法書士事務所 

関西ジョイフルチャーチ 

関電友交会 



祇園カトリック教会 

キシダ化学（株）東京支店  

北興化工業株式会社 

キャセイパシフィック航空会社 

ギャラリーべね 

京都 YMCA 

京都保護観察所 

キリスト品川教会奉仕部 

近畿大学経営学部教養・基礎教育部門 

金生第一小学校 

草津カトリック幼稚園 

倉敷南 LC 

グラムハウス（株） 

クラリオン（株） 

クリナップ株式会社 

グローアップ社会保険労務士法人 

ケイエスケイ・システム株式会社 

京阪カインド株式会社 

京阪神道路サービス株式会社 

公益財団法人京都市国際交流協会 

公益社団法人 戸部眞紀財団 

高知県国際交流協会 

高知友の会明日の友グループ 

神戸市看護大学 

神戸聖ミカエル教会 

神戸中央郵便局 

神戸友の会 幼児生活団 

神戸みなとサービス株式会社 

コープ園田店ボランティアサークル わかくさ会 



コープ西明石 福祉サークル 

古賀カトリック教会 

古賀市市民活動支援センター つながりひろば 

国際交流ラウンジ 

国土交通労働組合 

五色町商工会女性部 

コスモエレベーター（株） 

コネクシオ（株） 

佐伯市社会福祉協議会 

さいたま家庭裁判所 

さいたま市立西浦和小学校 

さいとう税理士法人さいとう経営センター（株） 

さが家庭・少年友の会 

さくま動物病院 

サトープレス工業（株） 

三協工材株式会社 

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 

シーシーアイ（株） 

ジェイピーエヌ（株）なかよししんぶん 

四国地方郵便局長夫人会 

シナネン（株）首都圏東支店 

シニアゆとり会 

市民生活協同組合ならコープ 

社会福祉法人愛和会 

ジャパン・パーソネル・サポート 

ジャパンウェルネス（株） 

シャローム保育園 

小厚化成株式会社 

城東区老人クラブ連合会 



昭和コンピュータ株式会社 

白山公民館 

新成建設株式会社 

宿毛ロータリークラブ 

スミセイビジネスサービス（株） 

住友生命大阪すみれい事業部 

住友生命保険相互会社 

住友林業緑化株式会社 

住吉教会 

洲本教会 

瀬戸産業株式会社 

千如寺 大悲王院 

ソニー損害保険（株） 

ソルベイジャパン（株） 

ダイダン（株）横浜支店 

ダイダン（株）名古屋支社 

ダイダン株式会社  

大同生命保険株式会社 

ダイドードリンコ株式会社 

大丸鋼材株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

大和ハウス工業㈱姫路支店 

高砂社会福祉協議会 

高松市立川岡幼稚園 

宝泉院 

タキイ種苗株式会社 

竹内淳税理士事務所 

ツツミ産業（株） 

津山友の会 明日の友 G 



テルモ(株)横浜支店 

東京海上日動火災保険株式会社  

東洋カーマックス株式会社 

ときわ工業（株） 

富陽金属株式会社 

中田人事労務事務所 

長浜ユネスコ協会 

名古屋エアケータリング株式会社 

名古屋東ロータリークラブ 

なごや希望教会 

なごや希望教会 

ナシモト工業（株） 

ナス物産（株）四国営業所 

新居浜市社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センター 

新居浜市立金子小学校 

西日本高速道路株式会社 

西日本高速道路ファシリティーズ株式会社 

日新火災海上保険株式会社 

日教組和歌山 

日鉄住金物流株式会社 

ニッポー株式会社 

日本キリスト教団 河内松原教会 

日本キリスト教団 塚口教会教会学校 

日本キリスト教団 淀川教会 

日本キリスト教団石橋教会 

日本キリスト教団伊丹教会社会部 

日本キリスト教団大阪淡路教会 

日本キリスト教団大阪淡路教会 

日本キリスト教団久留米東町教会 



日本キリスト教団東郷教会 

日本キリスト教団鳥取教会 

日本キリスト教団長岡京教会 

日本キリスト教団 屋島教会 

日本コヴィディエン株式会社 

日本赤十字社 鹿児島県支部 JRC 

日本ダンススポーツ連盟 

日本バプテスト病院 

日本バプテスト連盟奈良キリスト教会 

日本福音ルーテル広島教会女性会 

日本プランニング株式会社 

日本フルハップ 

ネッツトヨタ愛媛株式会社 

のぞみ会希望病院 

梅花女子大学 

パナホーム不動産（株）神奈川営業所 

林化成株式会社 

ハロースタンプ 

播州地区 JOCS 

東栄工業株式会社 

光急便株式会社 

兵庫県退公連加西支部 

広島東ロータリークラブ 

福島工業株式会社 

フクダ電子（株）本郷事業所 

福津市地域婦人会 

福山暁の星小学校 

ふじい薬局 

富士ゼロックスシステムサービス株式会社 



藤本タイル株式会社 

夫人会ボランティアグループ 

太良町社会福祉協議会 

ブレス（株） 

フロント工事（株） 

べジタイムズ（株） 

ベスト電器労働組合 

細山田中学校 生徒会 

北海道漁業協同組合連合会 

北極星産業株式会社 

ボランティアグループ「六好会」 

ボランティアサークルすみれ会 

松浦木材株式会社 

松江北堀教会 

松本ビルサービス管理株式会社 

松山古町教会 C.S. 

マリア幼稚園 

丸善精工株式会社 

丸茂電機株式会社 

マルワ工業（株）本社・工場 

マンダリン オリエンタル 東京 

まんとみ幼稚園かもめ会 

三井生命保険㈱ 

三菱商事株式会社 

三菱商事建材株式会社 

南日本ソフトウェア株式会社 

村井工業所 

明治安田生命 労働組合 

メインステージひらつか 



桃山キリスト教会 すみれ会 

守口保健所 

柳井友の会 

山口信愛教会 

山﨑内装工業株式会社 

大和郡山市社会福祉協議会 

大和ハウス工業㈱ 

大和ランテック株式会社 

有限会社ケンホクプリント 

有限会社ニーズ 

郵政退職者近畿共助会 

有賀税理士事務所 

ゆたかケアプランセンター 

よこすかボランティアセンター 

芳栄工業株式会社 

吉村会計事務所 

ランスタッド（株）仙台オフィス 

霊鷲山大法輪寺別府別院 

和歌山信愛中学校 

愛知県農業協同組合中央会 

愛媛県四国中央市立妻鳥小学校 

旭川日産自動車（株）豊岡店 

旭洋紙パルプ（株）東京本社 

安形秀次税理士事務所 

伊東ロータリークラブ 

伊那友の会奉仕係 

医療法人紀泉会 家田医院 

医療法人社団永生会永生病院 

一宮市社会福祉協議会木曽川支部 



宇和島友の会 

浦和福音自由教会 

浦和友の会公共係 

益子町女性団体連絡協議会 

遠軽商工会議所 

横山建設（株） 

横手市立平鹿中学校 

横浜市中山地域ケアプラザ 

横浜指路教会執事会 

横浜聖書教会 

岡崎友の会友愛部 

岡山 JOCS 

下妻市社会福祉協議会 

加美町立中新田小学校 

河崎運輸機工（株） 

蟹江町立新蟹江小学校 

外食産業ジェフ厚生年金基金 

角谷眼科医院 

学校法人 札幌ルター学園 めばえ幼稚園 

学校法人さつき幼稚園 

学校法人愛国学園高等学校 

学校法人高橋学園 市ヶ尾幼稚園 

葛飾区文化施設指定管理者 

㈱エス・ティー・ワールド 和歌山教務センター 

㈱扇商会 

㈱唐津プレシジョン 

㈱かんぽ生命保険近畿エリア本部総務部 

㈱久我 

㈱熊谷組北陸支店 



㈱サガワ 

㈱ツガワ 

㈱名古屋エコール 

㈱菱田盛栄堂 

㈱フジ医療器 

㈱ブラザーエンタープライズ 

㈱ホンダベルノ市川 桜木店 

㈱マイウェイ ファミリークラブ 

㈱マップトラスト 

㈱ミドリ建設 

㈱大和真空 

鎌倉新書 

鎌倉投信（株） 

丸岡栄光学園緑幼稚園 

丸藤シートパイル（株） 

丸日産業（株） 

岩国ユネスコ協会 

岩手県 県南広域振興局 

岩手県県南広域振興局 

岩手県県南広域振興局 

岐阜市立七郷小学校 

宮城県退職者会勾当台クラブ 

牛久市国際交流協会 

牛浜ペットクリニック 

魚沼市社会福祉協議会 

京友商亊（株） 

協同乳業（株） 

隅田化学（株） 

熊本ライオンズクラブ 



熊本県グループ補助金 

熊本大津ライオンズクラブ 

熊本中央ライオンズクラブ 

群馬県高等歯科衛生士学院 

郡山バプテスト教会 

経堂北教会 

向井化工機（株） 

幸手市子ども会育成連絡協議会 

広島大学工学部 

弘前学院聖愛中学高等学校 

弘前津軽ライオンズクラブ 

高井戸第四小学校ＰＴＡ 

高岡市立高岡西部中学校 

高杉保育園 

高石法律事務所 

高田馬場診療所 

国際ソロプチミスト能代 

国際ソロプチミスト邑久 

国土交通省中部地方整備局 

黒石福音キリスト教会 

今金日赤奉仕団 

佐伯更生保護女性会 

坂出シニアライオンズクラブ 

埼玉医科大学 

埼玉県中小企業共済協同組合 

埼玉県立越谷北高等学校 

埼玉和光教会社会部 

札幌ライラックライオンズクラブ 

札幌聖心女子学院 



札幌第三友の会 

三井住友海上火災保険（株） 

三井住友海上火災保険（株）北陸本部 

三井生命保険（株）伊勢営業部 

三井物産アグロビジネス（株） 

三桜電気工業（株） 

三重県伊勢市立倉田山中学校 

三重県鈴鹿警察署 

三春町老人クラブ 

三条南ロータリークラブ 

三菱ガス化学（株） 

山家コミュニティセンター切手ボランティア会  

山形家庭裁判所 

山形家庭裁判所 

山形家庭裁判所米沢支部 

鹿児島船舶（株） 

室蘭北斗ライオンズクラブ 

室蘭友の会 

社会福祉協議会 

社会福祉法人 遠賀町社会福祉協議会 

社会福祉法人 白馬村社会福祉協議会 

社会福祉法人 白馬村社会福祉協議会 

社会福祉法人 豊富町社会福祉協議会 

社会福祉法人門真市社会福祉協議会 

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 

守谷市社会福祉協議会 

収集グループ あさがお会 

収集ボランティア コレクト V  



住電商事（株）東京本社 

住友生命 

住友不動産建物サービス（株） 

住友林業（株）池袋支店 

渋谷同胞幼稚園 

淑徳高等学校 

出光興産（株） 

小坂聖書研究会 

小松島小学校児童会 

小千谷市社会福祉協議会 

小樽ライオンズクラブ 

昭和リース（株） 

松阪市ボランティアセンター 

松田聖契キリスト教会 

松本友の会  

沼津少年友の会 

沼津友の会 

焼津ライオンズクラブ 

上市町善意銀行 

上田市立川辺小学校 

新潟県庁内郵便局 

新潟特殊企業（株） 

新居浜友の会 

新国立劇場演劇研修所 

新宿区社会福祉協議会 新宿ボランティア・市民活動センター 

新庄ライオンズクラブ 

新成外興（株） 

新生紙パルプ商事（株） 

森定興商（株） 



真岡市立西田井小学校 

神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団 

逗子友の会白須祥子 

水戸市総合教育研究所 

世田谷区立上北沢小学校 

盛岡ヘアメイク専門学校 

西南学院バプテスト教会小羊会 

青森オフセット印刷（株） 

青木孝法律事務所 

青木油脂工業（株） 

静岡市立静岡病院 

静岡若葉幼稚園 

静岡若葉幼稚園 

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 連合会計事務所 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

税理士法人アズール 

税理士法人山田＆パートナーズ 

石川県商工労働部産業政策課 

石川県南加賀土木総合事務所 

積水ハウス（株）九州北カスタマーズセンター大分オフィス 

積水ハウス（株）名古屋西支店 

積水フーラー（株）浜松工場 

雪田ひろみ税理士事務所 

仙台家庭裁判所少年調査官室 

千間台キリスト教会 

川崎市立有馬中学校 

泉バプテスト教会 



泉聖書バプテスト教会 

全国共済農業協同組合連合会 全国本部 

全日本大学準硬式野球連盟 

捜真小学校 

相馬地区保護司会 

相模みのり幼稚園 

増幸産業（株） 

損害保険ジャパン日本興亜(株)静岡支店 

損害保険ジャパン日本興亜（株）長岡支店 

村田事務所 

太洋物流（株）  

太陽生命グッドウィルサークル友の会 

台東区立忍岡中学校 

台湾貿易（株） 

大垣水都ライオンズクラブ 

大月キリストの教会 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大阪府立花園高等学校 

大樹町社会福祉協議会大樹町老人クラブ連合会女性部 

大樹町立大樹小学校 

大成観光 

大成機工（株） 

大船渡ユネスコ協会 

大津鉄工（株） 

大日本図書 

大分メノナイト、キリスト教会 

大分友の会 

大平洋金属健康保険組合 

大網キリスト教会 



大和ハウス工業（株） 

大和ハウス工業（株）新潟支店 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

第一高等学院高等学校 

第一生命労働組合横浜総合営業職支部 

瀧口木材（株） 

筑波キリスト教会 

中川村社会福祉協議会 

中部日化サービス（株）三重支店 

中野ライオンズクラブ 

朝日新聞東京本社 

長崎振興局 

長住バプテスト教会 

長野みすずライオンズクラブ 

長野県電機商業組合 

鳥羽ライオンズクラブ 

鳥取県西部町村会 

津市教育委員会 

鶴川教会 

天使の集い 

天草本渡ライオンズクラブ 

田島ルーフィング（株） 

渡辺建設（株） 

唐沢建設(有) 

東亜興行（株） 

東亜道路工業（株）木更津営業所 

東京Ⅱゾンタクラブ 

東京シマダヤ（株） 

東京ソックス（株） 



東京トヨペット（株） 

東京ロータリークラブ 

東京ワシントンウィメンズクラブ 

東京化セン（株）東京リビング（株） 

東京家庭学校 上水保育園 

東京海上日動火災保険（株） 

東京紙パルプ交易（株）大阪支店 

東京慈恵会医科大学 寿恵会 

東京諸聖徒教会 

東京都立墨田特別支援学校 

東京文理学院高等部 

東京文理学院高等部 

東星学園小学校 

東川口福音自由教会 

東通保険パートナーズ（株） 

東邦シートフレーム（株） 

東北学院幼稚園 

東洋建設(株)東北支店 

藤沢ＹＭＣＡ 

道央法律事務所 

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

独立行政法人 日本学術振興会 

栃木県立足利清風高等学校 

那覇家庭裁判所 

那覇家庭裁判所 

南山幼稚園 

日経ＢＰ社 

日建学院蒲田校 

日新火災海上保険（株） 



日西物流（株）仙台営業所 

日赤宮城県支部石巻市地区 

日本イエス・キリスト教団 

日本イエス・キリスト教団函館中央教会 

日本きもの指導協会 

日本キリスト改革派教会新所沢教会 

日本キリスト改革派東京恩寵教会 

日本キリスト教会 札幌琴似教会 

日本キリスト教団 亀戸教会 

日本キリスト教団 鹿島教会 

日本キリスト教団 豊沢教会 

日本キリスト教団 利別教会 

日本キリスト教団 うふざと伝道所 

日本キリスト教団 遠州教会婦人会 

日本キリスト教団 下ノ橋教会 

日本キリスト教団 勝田台教会 

日本キリスト教団 昭島教会 

日本キリスト教団 新得教会 

日本キリスト教団 水戸教会使用済み切手係 

日本キリスト教団 大阪聖和教会 

日本キリスト教団 福岡玉川教会 

日本キリスト教団安中教会 

日本キリスト教団横浜上倉田教会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団甲南教会 

日本キリスト教団室蘭知利別教会 

日本キリスト教団新松戸幸谷教会 

日本キリスト教団生田教会 

日本キリスト教団青森教会 



日本キリスト教団白銀教会 

日本キリスト教団尾道久保教会 

日本ゼオン（株）川崎工場 

日本バブテスト船橋教会小羊会 

日本プラパレット（株） 

日本圧着端子製造（株）宇都宮営業所 

日本基督教団 熊谷教会 

日本基督教団 鹿沼教会 

日本基督教団 松本東教会 

日本基督教団 成瀬が丘教会 

日本基督教団 聖徒教会 

日本基督教団 聖徒教会 

日本基督教団 青山教会 

日本基督教団 東大和教会 

日本基督教団宇都宮上町教会 

日本基督教団華陽教会 

日本基督教団茅ヶ崎教会 

日本基督教団岩本教会 

日本基督教団郡山細沼教会 

日本基督教団郡山細沼教会 

日本基督教団成松伝道所 

日本基督教団土浦教会 

日本基督教団柏教会 

日本基督教団武蔵野教会 

日本建材工事（株） 

日本工業出版（株） 

日本女子大学教育文化振興桜楓会 

日本生命福島営業部 

日本赤十字社 宮城県支部 



日本赤十字社 宮城県支部 

日本赤十字社本社 

日本同盟基督教団 愛のキリスト教会 

日本道路（株）宇都宮営業所 

日本福音ルーテル 新札幌教会 

日本郵便（株） 東予郵便局 

日本郵便（株） 日高郵便局 

日本郵便（株） 函館深堀郵便局 

日本郵便（株）旭川中央郵便局 

日本郵便（株）安佐南郵便局 

日本郵便（株）横浜大棚郵便局 

日本郵便（株）亀田郵便局 

日本郵便（株）金沢中央郵便局 

日本郵便（株）湖東東郵便局 

日本郵便（株）湖東東郵便局 

日本郵便（株）五稜郭駅前郵便局 

日本郵便（株）秋田中央郵便局 

日野キリスト教会 

農林会館理容室 

馬橋キリスト教会 

白石カルシウム（株） 

函館家庭少年友の会 

八雲町立熊石第一中学校 

八戸学院光星高等学校 

八洲工機（株）伊勢崎営業所 

飯塚市福祉協議会ともしび 

飯田ライオンズクラブ 

飯島町社会福祉協議会 

美濃加茂あじさいライオンズクラブ 



浜松バプテスト教会 

富国工業（株） 

富山医療福祉専門学校 

富士ネットシステムズ（株） 

福岡雙葉小学校附属幼稚園 

福田印刷工業（株） 

福島赤十字病院 

沸谷町社会福祉協議会 

文化シャッター（株） 

平塚富士見町教会 

平塚友の会 

平和総合コンサルタント（株） 

米沢市役所 

豊橋市立幸小学校 

北海道エア･ウォーター（株） 

北海道キリスト教学園光の国幼稚園 

北海道岩内町 

北海道上川総合振興局 

北海道労働金庫 労働組合 

北日本ビル管理（株） 

本間内科医院 

本田総合法律事務所 

末広産業株式会社 

明協建設（株） 

明治安田生命労働組合盛岡支部 

明治学院教会 

明治生命労働組合郡山支社 

野村證券（株） 

野田村役場 



郵雪会南後志支部 

郵便局（株）新潟牡丹山郵便局 

余市ライオンズクラブ 

立川段ボール工業（株） 

流通ネットワーク協同組合 

旅行業公正取引協議会 

鈴豊精鋼（株） 

六本松キリスト福音教会 

和寒町社会福祉協議会 

和光エンジニアリング（株） 

萬緑発行所 

頌栄同窓会奉仕部 


