
2018年 1月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2018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。 

 

（医)宏礼会 塚原デンタルクリニック 

（株） DAY BY  DAY 

（株） TIホールディングス 

（株） 宏昇製作所 

（株） 高島テクノロジーセンター 

（株）ＡＣトレーディング 

（株）HINTO 

（株）ＨＯＸＴ 

（株）JA メモリアルセンター 

（株）ＪＴＢ首都圏 戸塚店 

（株）KKS 

（株）LIXIL シニアライフカンパニーフェリオ天神 

（株）ＮＩＰＰＯ 城東復旧出張所 

（株）ＮＩＰＰＯ東北支店 

（株）NIPPO兵庫統括事務所 

（株）OA推進センター 

（株）SL化学研究所 

（株）UACJ トレーディング 

（株）アイ・アンド・ピー 

（株）アイディーエヌ 

（株）アサヒペン大阪本社 

（株）アヅマ 

（株）アトコ 

（株）アトラス神戸 



（株）アベコー 品川営業所 

（株）イーズ 

（株）イネツ仙台 

（株）インターフェイス 

（株）ウメソー 

（株）ウモガ 

（株）エイト 

（株）エキスパート仙台 

（株）エクセディ精密 

（株）エスシープランニング 

（株）エステーホーム 

（株）エムエムアイ 

（株）オー・イー・シー 

（株）オオスミ 

（株）オーテック 

（株）オービーシープロジェクト 

（株）オールコーポレーション 

（株）オノマシン大森支店 

（株）オレンジハウス 

（株）カインドオル 

（株）カレッヂ 

（株）かんき出版 

（株）キッツ エスシーティー大阪営業所 

（株）キャリアデザイン・コム 

（株）キャロット 

（株）クオーレ 

（株）クラコ 

（株）グランタウン 

（株）クリハラント堺港作業所 



（株）クレアホーム 

（株）ケーイーシー 

（株）コーユウ 

（株）コスミック クリエイト 

（株）ザ・アール名古屋支店 

（株）サニコン 

（株）サングリーン横浜支店 

（株）サンネット 

（株）サンビルダー 

（株）サンリバー 

（株）シード・プランニング 

（株）シービーエス 

（株）ジェイアール東海ウェル 

（株）ジェイアイエヌ 

（株）シガフードプロダクツ 

（株）ジャベックス 

（株）スーパー・コートスーパーコートケアプランセンター 

（株）ステンレスワン本社 

（株）セレクトプラス 

（株）ソディック 

（株）タクティー 

（株）ダブリュー・ビィ・ジャパン 

（株）ダンロップゴルフスクール 

（株）ダンロップゴルフスクール大阪本社 

（株）ティ・アイ・ディ 

（株）ディムコ 

（株）テクネット 

（株）テレビ熊本 

（株）テレビ神奈川 



（株）テンダーラビングケアサービス 東京本社 

（株）トーエル 

（株）トータス技実 

（株）ドミックスコーポレーション 

（株）ナカジマコーポレーション 

（株）ニッセイシーエスティー 

（株）パーカーコーポレーション名古屋支店 

（株）ハイマックスみなとみらい事業所 

（株）ハツタテクノ九州支店 

（株）バルコム 

（株）ピーアンドエフ東京本部 

（株）ピーシーオーワークス 

（株）ビューテックス 

（株）ブームアップ 

（株）フォエバー 

（株）フジサニーフーズ 

（株）プリパ 

（株）プルータス 

（株)ベルパーク  

（株）ほけんの１１０番 

（株）ホリスティックケアジャパン 

（株）ホロンシステム 

（株）マナ 

（株）マナカ商事 

（株）まるぜん住宅設備 

（株）ヤギ 

（株）ヤクルト本社湘南化粧品工場 

（株）ヤナイ 

（株）ヤマタネ 



（株）ラインライフ藤井寺支店 

（株）レザーアート 

（株）ワークアシスト 

（株）ワイズ・ヒューマン・パートナーズ 

（株）一松工業 

（株）一心堂 

（株）恩田組 

（株）環境技研 

（株）丸三 

（株）吉村産業 

（株）久我 

（株）経済界 

（株）江口屋 

（株）高橋運動具店 

（株）佐浦計器製作所 

（株）三興社 

（株）三好機械製作所 

（株）三田村印刷所 

（株）山一商店 

（株）山一商店 

（株)山庄 

（株）山忠 

（株）山本設計 

（株）守谷商会 

（株）小山家具本店 

（株）小野良組 

（株）昭和電工社 

（株）森谷商会 

（株）神戸商工貿易センター神戸ファッションマート 



（株）神奈川フェンス土木 

（株）水処理サービス 

（株）星光社 府中工場 

（株）青森カイハツセメント 

（株）石井興業  

（株）積水化成品九州 熊本工場 

（株）積水化成品九州 豊前工場 

（株）前川製作所 

（株）総合保障制度事務所 

（株）村井工業所 

（株）太田胃酸 

（株）大西工業所 

（株）大和建商 

（株）第一マネージメント 

（株）沢下栄文堂 

（株）筑後旅行センター 

（株）長谷川コーポレーション 

（株）椎谷建設 

（株）東京エイドセンター 

（株）東流社  

（株）東和エンジニアリング 

（株）徳屋 

（株）日進製作所大阪営業所 

（株）日本プロテック 

（株）美化 

（株）美濃製作所 

（株）美容マリールイズ 

（株）舞鶴クレーン 

（株）保険税理士事務所 そなえ 



（株）北陸銀行高岡広小路支店 

（株）隆勢 

（株）錢高組東京支社 

（公）東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 

（公財）横浜市体育協会 横浜市金沢スポーツセンター 

（公財）福岡ＹＷＣＡ 

（公社）鹿児島県栄養士会 

（公社）全日本不動産協会 神奈川県本部湘南支部 

（公社）大分県トラック協会 

（公社）日本プロゴルフ協会 

（財）ちば国際コンベンションビューロー国際交流センター 

（財）経済広報センター 

（財）国際文化会館 

（社）山形県老人クラブ連合会 きららクラブ山形 

（社）信託協会 

（社）全国信用金庫協会 

（有） アルファーエイト 

（有）エイ・オーケイ 

（有）くすりの貝塚 

（有）さぬき総合保険 

（有）サンワ 

（有)ジパング・プロジェクト 

（有)安野測量事務所 

（有）英Ｅ＆Ｃ 

（有)幾三音楽出版 

（有）興和機材 

（有）三河工業 

（有）坪井冷機サービス 

（有）不二越総合保険事務所 



（有)福家商店 

（有)友田保険事務所 

ＡＧＣファブリテック（株） 

AIT トラベル 

ＡＩＵ保険会社 

Ｂｒａｓｔ（株） 

Ｆｕｌｌｏｎ（株） 

GF（株） 

HOYAサービス（株）HOYA福祉共済センター 

JA全農ぐんま 

JA全農青果センター（株）大阪センター 

JP労組姫路南支部 

ＪＴＢスーベニアアンドフォトセンター 

JX金属商事（株）アクア堂島東館 

ＫＲＣ佐世保 

K-two BEAUTY SCHOOL 

NBC情報システム（株） 

NIPPON PNEUMATIC MFG. CO., LTD. 

ＮＰＯ法人 シンプルライフ 

PORT ENTERPRISE CO., LTD. 

PREX トレーディング（株） 

SMFLキャピタル（株） 

SOMPOケアメッセージ（株）中四国オフィス 

STAR JEWELRY CO. 

Ｔ．Ｍ．Ｃ．ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ ＬＩＭＩＴＥＤ 

TBK販売（株） 

TPRエンプラ（株） 

ＷＥＬＬ・ＬＩＦＥ編集室 

WINCKLER＆CO.,LTD 



アート産業（株） 

アーバンホール 

アール電子（株） 

あいおいニッセイ同和損害保険（株）近畿損害サービス第二部 大阪企業サービスセンター 

あいおいニッセイ同和損害保険（株）和歌山支店 

あいおいニッセイ同和損害保険会社 

アイネットエージェンシー（株） 

あいゆう税理士法人 8部（株）Ｋ・Ｍ・Ｊ 

アグロフレッシュ・ジャパン合同会社 

アジアキリスト教教育基金 

アズマックス（株） 

アトリエ鄙 タカハシ・ユミコ 

あやめ保育園 

アライ電機産業（株） 

アルペン労働組合 

アロマサロン ル・ミルフルール 

アンビック（株） 

イーデザイン損害保険（株)第 2サービスセンター 

イーデザイン損害保険（株）第３サービスセンター 

いしい特許事務所 

いすゞ自動車販売店協会 

インソール・ランド・アイティーエス（株） 

ウーウェル（株） 

ウェスレアン・ホーリネス教団 二俣川キリスト教会 

うたう心はひとつ企画 

ウム･ヴェルト（株） 

ウム合同会社 

エィチ・シーサービス（株） 生活問題研究所 

エームサービス（株) 



エール貿易（株） 

エクレ（株） 

エバークリーン（株） 

エルゼビア・ジャパン（株） 

エンバイオ（株） 

オアフクラブ若葉台 

オープン工業（株）営業部・大阪店 

オムニテック（有） 

ガールスカウト新潟第 10団 

カイタックグループ 

かじまやークリニック 

カトリック岸和田教会 

カトリック四日市教会 

カトリック豊中教会レジオ・マリエ 

かねこみそ（株） 

カルピス（株） 

カンタス航空 

キャノン電子（株）赤城事業所 

キャル（株）東京本部 

キリスト兄弟団宇都宮教会 

キリンマーケティング（株）首都圏・関信越統括本部   

きんでん厚生年金基金 

グラナダスィート 

クラリオン（株）本社・技術センター 

グローアップ社会保険労務士法人 

こころあい海老江 

コトブキ建設 

こどもプラザ 

こひつじ学園・仁王幼稚園 



サークルたんぽぽ 

さが家庭・少年友の会 

さくま動物病院 

サングループ 

サンコロナ小田（株） 

サンネット物流（株）本社総務部 

サンリード中部（株） 

サンワテクノス（株）東北営業所 

シーズメン切手部 

シグマロジスティクス（株） 

シティパークホテル八戸 

シティハウス牧志緑ヶ丘公園管理組合 

ジブラルタ生命保険（株）埼玉支社 三郷営業 

スミセイビジネスサービス（株） 

スリック（株） 

セイコークロック（株） 

ソニー損害保険（株） 

ソルベイジャパン（株） 

ダイキンＨＶＡＣソリューション東北（株） 

ダイヤネット（株） 

ダウ・アグロサイエンス日本（株）仙台支店 

つばき薬局 

つばさ薬局 ガス橋通り店 

トーカロ（株）東京工場 

トヨタカローラ山口（株） 

トラットリア：ピノーロ 

ドリトル動物病院 

とわの森三愛高等学校 

ニチユ物流（株） 



ニチレキ（株）長崎営業所 

のぞみ幼稚園 

パーフェクト リバティー教団 総合事務所 

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 

ハウスビジネスパートナーズ（株） 

パナソニックリビング首都圏・関東（株） 

パワーエステート（株） 

ブース記念老人保健施設グレイス 

プライムフーズ（株） 

フリー工業（株）大阪支店 

ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株） 

ブリヂストン化工品ジャパン（株） 

ブルーアース（株） 

プレステージカントリークラブ 

ブロニュー洋菓子店 

ヘアーマルティウス 

ヘライ建設（株） 

ホープチャーチ名古屋 

ホテルオークラＪＲハウステンボス 

ホテル東日本 

ホテル南風荘 

ぽぷりサポート事務局 

ホリ水産 

マクリン幼稚園 

マツオカ建機（株） 

まんのう公園管理センター 

ミサワホーム九州（株）長崎支店 

メノナイトベテル教会 

モーリスコーポレーション（株) 



ユカワ化工油（株） 

よこすかボランティアセンター 

ラビベル（株） 

ルーテル桔梗が丘教会 

レキオゴーレス 

レデンプトリスチン修道院 

ワタナベフーマック（株）関東事業部 

愛知県テニス協会 

愛媛県東予地区郵便局長夫人会 

愛友プラン奥沢 

旭化成ホームズ（株）埼玉・北関東ヘーベリアンセンター 

旭洋（株）東京本社 

安心院ライオンズクラブ 

安田女子大学 

伊賀市上野図書館 

伊藤ハム労働組合 

伊藤千織デザイン事務所 

伊藤忠システック（株） 

医療法人 社団誠弘会 池袋病院 

医療法人あけぼの会 

医療法人一灯の会 沖縄中央病院 

医療法人紀泉会 家田医院 

医療法人財団 老蘇会 

医療法人財団愛泉会老人保健施設愛泉館 

医療法人社団 功仁会 釧路皮膚科クリニック 

医療法人社団こじま内科 

医療法人大平会 嶺井第一病院 

一般社団法人 全日本合唱連盟 

一木こどもクリニック 



茨城県水戸生涯学習センター 

宇佐市役所 

宇陀市立中央図書館 

宇都宮保護観察所 

宇和島中町教会・鶴城幼稚園 

曳舟教会 

遠州栄光教会  

塩屋土地（株） 

奥田会計事務所 

横浜パイロット組合 

横浜岡村教会 

横浜海岸教会 

横浜国際プール 

横浜山手聖公会婦人会 

横浜市福祉サービス協会ヘルパーステーション瀬谷 

横浜市立南台小学校 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

岡垣町役場地域づくり課岡垣町ボランティアセンター 

岡山県退公連岡山中央支部 

岡山市中区福祉事務所 

岡谷鋼機（株）東京本店 

加古川北畑郵便局 

加藤理研工業（株） 

花巻民主商工会 

学びすと春日 

学校法人栄光学園認定こども園オリーブの木 

学校法人峡南幼稚園 峡南幼稚園 

学校法人就実学園高等学校 

学校法人植竹幼稚園 



学校法人東京衛生学園専門学校 

掛川敏夫税理士事務所 

鎌倉友の会 

茅ヶ崎同盟教会 

関東新聞販売（株） 

丸日産業（株） 

岩手県立宮古恵風支援学校 

岩田地崎建設（株）東北支店 

岩本武士税理士事務所 

希望キリスト教会 

汽罐部品製造（株） 

吉田社会保険労務士事務所 

吉冨智子税理士事務所 

吉野和昭 

久保建（株） 糸島支店 

久留米反の会 

宮城学院女子大学 Y.W.C.A 

牛深ライオンズクラブ 

京都府保育協会 

京都府立医大アイバンク 

共伸ランバー（株） 

協働不動産（株） 

協同組合 大矢野ショッピングプラザ 

近畿ドキュメントサービス協同組合 

金森こども診療所 

九岐の海会 

九州 SSK（株）福岡東営業所 

九州ひぜん信用金庫 

釧路ハーベストチャーチ 



桑園幼稚園 

健康づくり友の会ふわっと 

建設塗装工業（株） 

県立中川商業高等学校 

古河物流（株） 

戸塚共立メディカルサテライトクリニック 

五明睦デザイン事務所 

御嶽教神仰教会 

交野ベタニヤ教会 

光塩幼稚園 

光急便（株） 

(公財）横浜市体育協会 横浜市西スポーツセンター 

広島ロータリークラブ 

広島安芸ロータリークラブ 

広島伊丹電機（株） 

広友レンティア（株） 

江東区亀戸児童館 

江東区立中学校西部共同事務室  

甲賀設備工業（株） 

甲子園聖書パブテスト教会 

航空科学博物館 

荒木行政書士事務所 

行政書士事務所大阪総務部 

高岡バイブルバプテスト教会 

高砂市立荒井小学校 

高崎中央病院 

高松丸亀町商店街振興組合 

高石法律事務所 

高知県国際交流協会 



高知北ライオンズクラブ 

高田馬場診療所 

国際基督教大学高等学校帰国生徒教育センター 

黒部市立高志野中学校 

今泉アイクリニック  

佐藤（株） 

細谷有子税理士事務所 

財団法人横浜市体育教会 横浜市都筑スポーツセンター 

財団法人日本経営史研究所 

笹丘カトリック幼稚園 

札幌ライラックライオンズクラブ 

札幌聖ミカエル教会 

札幌北一条教会 

三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス（株） 

三井住友海上火災保険（株） 

三井住友海上火災保険（株）湘南支社 

三井生命保険（株） 

三井生命保険（株） 

三井物産アグロビジネス（株） 

三井物産メタルズ（株）軽金属原料部 

三浦測量・登記事務所 

三協木材販売（株） 

三晶（株）東京支店 

三多摩ハイムセンター 

三田農林（株） 

三菱マテリアルテクノ（株）さいたまオフィス 

三菱重工冷熱（株）北関東支店 上信越営業所高崎出張所 

三菱商事プラスチック（株） 

三菱商事建材（株）関西支店 



三菱電機労働組合 

三和タジマ（株） 

三國製薬工業（株） 

山王健診センター 

山形県県土整備部管理課 

山口信愛教会 

山西鑿泉工業（株） 

山本電業（株） 

使徒の信仰川崎教会 

四日市友の会 

市川大洲郵便局 

市民生活協同組合ならコープ 

斜里町社協ボランティアセンター 

社会福祉法人 公友会 横須賀グリーンヒル 

社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会 

社会福祉法人愛児福祉会 

社会福祉法人関市社会福祉協議会 

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会 

社会福祉法人正恵会本部 

社会福祉法人萌健会ケアハウスレインボー 

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 

社会保険労務士松村事務所 

守谷市社会福祉協議会 

住宅情報館（株）川口店 

住電商事（株） 

住友重機械搬送システム（株） 

住友生命 

住友生命神戸支社 

住友精密工業（株） 



住友林業（株）住宅事業本部名古屋支店 

住友林業（株）東北支店 

住友林業情報システム（株） NACSSサポートセンター  

十字堂薬店 

十勝池田郵便局 

渋沢耳鼻咽喉科医院 

小学館スクウェア 

小沼医院 

小太郎漢方製薬（株） 

小田急商事（株） 

小林歯科医院 

尚栄運輸（株） 

昭和リース（株） 

昭和電工ガスプロダクツ（株）名古屋販売所 

松下ラゲッジ（株） 

松原商事（株） 

松江福音ルーテル教会 

松阪キリスト福音教会 

松山 （株） 

松山バプテスト教会 

松山ベテル後援会 

沼津香陵ライオンズクラブ 

湘南ふじさわシニアネット 

上石津地区社会福祉協議会しらゆり会 

乗馬クラブクレイン 

色川法律事務所 

新潟特殊企業（株） 

新城市役所行政管理課 

新生紙パルプ商事（株） 



新大阪ワシントンホテルプラザ 

神戸保護観察所 

神鋼商事（株） 

神谷コーポレーション（株）湘南オフィス 

神奈川県建設連合国民健康保険組合 

神奈川土建座間海老名支部 

水産研究･教育機構 開発調査センター 

水沢ライオンズクラブ 

瀬南郵便局 

清水建設（株）九州支店設備部 

聖セシリア女子短期大学 

聖母のさゆり保育園 

西華産業（株）岡山支店 

西近江カナンチャペル 

西南女学院キリスト教センター 

西日本イワタニガス（株）山口営業所 

青木校区まちづくり振興会 

静岡市立静岡病院 

静岡友の会 

税理士法人 ルベール 

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 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

税理士法人日本税務総研 名古屋事務所 

石橋キリスト教会 

石村歯科クリニック 

摂南大学外国語学部 

仙建工業（株）仙台支店 



仙台演劇鑑賞会 

千葉家庭裁判所 

千葉綜合法律事務所 

川越町ボランティア連絡協議会 

川口製菓（株） 

川崎医科大学 

川崎汽船（株） 

川崎中原ライオンズクラブ 

川西市婦人共励会 

川西町立図書館・遅筆堂文庫 

川南ライオンズ 

泉（株） 

船津歯科・矯正歯科クリック 

前次精機（株） 

前田税務会計事務所 

全国金物連合商業協同組合 

全農物流（株）東北支社 

倉敷商工会議所「小さな親切」運動岡山県倉敷支部 

早稲田ライオンズクラブ 

相浦光キリスト教会 

相田みつを美術館 

相日防災（株）厚木支店 

相馬地区保護司会 

綜合警備保障（株）横浜支社 

増会計事務所 

足立愛の教会 

損害保険ジャパン日本興亜（株）横浜中央支店 

村上社会保険労務士事務所 

村田会計事務所 



帯広友の会 

大阪市こども青少年局 

大阪市立清水丘小学校 

大阪淡路ライオンズクラブ 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大阪府貨物運送健康保険組合 

大崎上島大崎ライオンズクラブ 

大成有楽不動産（株）名古屋支店 

大誠警備保障（株） 

大船協会 

大日精化工業（株）本社 

大分友の会 

大平洋金属健康保険組合 

大野郵便局 

大和ハウス工業（株）宇都宮支社 

大和ハウス工業（株）金沢支社 

大和ハウス工業（株）埼玉東支社 

大和ハウス工業（株）東京本店 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

大和市立南林間中学校 

瀧口木材（株） 

地球っ子くらぶ善隣館 

築上町役場 

中井エンジニアリング（株） 

中央ビルメンテナンス（株） 

中央会計事務所 

中央区立久松幼稚園 

中央三洋設備（株） 

中央社会保障推進協議会 



中部日化サービス（株） 三重支店北営業所 

中部日化サービス（株）三重支店 

仲谷会計事務所 

朝日エティック（株） 

長崎市ジョブサポートセンター 

長崎北ロータリークラブ 

長野県退職公務員連盟長野支部 

長野県乳業協会・全国飲用牛乳公正取引協議会長野支部 

津ユネスコ協会 

帝塚山学院大学 

天間特殊製紙（株） 

土井特殊鍍金工業（株） 

嶋田法律事務所 

東テク北海道（株） 

東亜建設工業（株）東北支店 

東映（株） 

東海ビバレッジサービス（株）」 

東京アーバンチャーチ 

東京コミュニティミッドワイフ活動推進協議会助産所ねりじょはうす Luna 

東京海上日動火災保険（株）姫路支店業務グループ 

東京海上日動火災保険（株）本店損害サービス１部 

東京新宿北ライオンズクラブ 

東京湾水先区水先人会 

東正寺 

東鉄工業（株）東北支店 

東特塗料（株） 

東日向キリスト教会 

東日本環境（株） 

東邦電気工事（株）本社 



東北学院榴ケ岡高等学校 

東洋ビルメンテナンス（株） 

東洋建設（株） 

東洋鍼灸専門学校 

同和興業（株）BMセンター 

道央車輌（株） 

特許業務法人しんめいセンチュリー 

特定非営利活動法人たすけあいあさひ 

特定非営利活動法人横浜市視覚障害者福祉協会 

独立行政法人国立病院機構あきた病院 

奈良県老人クラブ連合会 

那須高原リサイクルパーク（株） 

内外施設工業（株）福岡営業所 

南海印刷（株） 

南陽ライオンズクラブ 

二本榎幼稚園 

日新火災海上保険（株）札幌第 1支店 函館支社 

日新火災海上保険（株）北大阪サービス支店 

日清医療食品（株）横浜支店 

日西物流（株）仙台営業所 

日鋪建設（株）豊田出張所 

日本ＦＥＢＣ 

日本 MB教団石橋教会 

日本 MB教団石橋教会 

日本イエス・キリスト教団 伊那福音教会 

日本イエスキリスト教団 幌向小羊教会 

日本キャタピラー合同会社 

日本キリスト改革派 春日井教会 

日本ｷﾘｽﾄ改革派 仙台栄光教会 



日本キリスト改革派教会新所沢教会 

日本キリスト改革派新座志木教会 

日本キリスト改革派船橋高根教会 

日本キリスト教会 仙台黒松教会 

日本キリスト教会 旭川教会 

日本キリスト教会 加西伝道所 

日本キリスト教会 釧路教会 

日本キリスト教会 西部教会青年会 

日本キリスト教団 三軒茶屋教会 

日本キリスト教団 鹿島教会 

日本キリスト教団 首里教会 

日本キリスト教団 大船教会 

日本キリスト教団 下ノ橋教会 

日本キリスト教団 茅ヶ崎恵泉教会 

日本キリスト教団 高幡教会 

日本キリスト教団 小阪教会 

日本キリスト教団 小松川教会 

日本キリスト教団 聖ヶ丘教会 

日本キリスト教団 千葉教会 

日本キリスト教団 浅草北部教会 

日本キリスト教団 ひの木教会 

日本キリスト教団 宇治教会 

日本キリスト教団 鎌倉恩寵教会 

日本キリスト教団 鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団 玉出教会べたにや会 

日本キリスト教団 更生教会 

日本キリスト教団 室町教会 

日本キリスト教団 神和教会 

日本キリスト教団 翠ヶ丘教会 



日本キリスト教団 赤坂教会 

日本キリスト教団曽根教会子供の園 保育園 

日本キリスト教団 白銀教会 

日本キリスト教団 福岡玉川教会 

日本キリスト合同教会 御宿教会 

日本クレア（株） 

日本コヴィディエン（株） 

日本コークス工業（株） 

日本コミュニティ（株） 

日本ステージ（株） 

日本ステリ（株） 

日本バプテスト病院 

日本バプテスト連盟 諫早キリスト教会 

日本フリーメソジスト神楽町教会 

日本フローセル（株）さいたま営業所 

日本マリン（株） 

日本海運（株） 

日本基督教団 秋田飯島教会 

日本基督教団 海老名教会 

日本基督教団 松本東教会 

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 まぶね教会 

日本基督教団 荻窪教会 

日本基督教団 戸山教会 

日本基督教団 千葉本町教会 

日本基督教団 代々木上原教会 

日本基督教団 大井町教会 

日本基督教団 鶴川北教会 



日本建設（株）東京本社 

日本書学館 

日本聖公会 福井聖三一教会 

日本赤十字社愛知県支部 青少年赤十字課 

日本曹達（株） 

日本総合サービス（株）埼玉支店 

日本電設工業（株）鉄道統括本部 長野支社 

日本同盟基督教団愛のキリスト教会 

日本毛織（株） 

日本郵船健康保険組合 

日本郵便（株）口田郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本郵便（株）甲田郵便局 

日本郵便（株）札幌新琴似郵便局 

日本郵便（株）山鼻東屯田通郵便局 

日本郵便（株）室蘭港北郵便局 

日本郵便（株）秋田中央郵便局 

日本郵便（株）小郡新町郵便局 

日本郵便（株）新潟南浜通郵便局 

日本郵便（株）万富郵便局 

日本鐵板（株）大阪支社 

能美防災（株）成田事務所 

梅花女子大学 

柏戸病院 

白糠町女性ボランティアクラブ 

八栗シオンキリスト教会 

八戸小中野幼稚園 

八幡浜ライオンズクラブ 

飯島税理士事務所 



樋口歯科医院 

尾道瑠璃ライオンズクラブ 

彦根郵便局 

不二鋼材（株）東京支店 

富士ゼロックス大阪（株） 

富士フイルムメディカル IT ソリューションズ（株） 

富士見高原教会 

富沢建材（株） 

富陽金属（株） 

敷島汽船（株） 

武生国高郵便局 

武田学園ビーマックス 

部落解放同盟中央本部 

風神会計事務所 

福岡女学院同窓会関東支部ぶどうの会 

福岡天神リバティライオンズクラブ 

福山バプテスト教会 

福生バプテストキリスト教会小羊会 

福島県飯坂ホーム 

福島西ライオンズクラブ 

福良キリスト教会 

平安町社会福祉協議会 

米沢ライオンズクラブ 

米沢中央ライオンズクラブ 

保土ヶ谷スポーツセンター 

防府バプテスト教会 

北海道上川総合振興局 

北海道新聞社 本社 

北興化学工業（株）岡山工場 



北沢産業（株）旭川営業所 

北斗精機（株） 

本宮ライオンズクラブ 

本成寺 

麻生眞一郎事務所 

幕別町国際交流協会 

末長こぐま保育園 

末日聖徒イエス・キリスト教会 

名海運輸作業（株） 

名古屋エアケータリング（株） 

名古屋のびのび子育てサポート 昭和支部 

名護公共職業安定所 

明治記念館 フラワーデザインセンター 

明智ゴルフ場 

鳴友学園同窓会事務所ゆきわ会 

茂呂塾保育園 

木曽友の会 

野田金属工業（株） 

野方ウェスレアンメソヂスト教会 

野毛印刷 

有光工業（株）九州営業所 

㈲TMY山本会計事務所 

㈲ひとがしゅ 

郵便局（株）新潟中郵便局 

洛西上里チャペル 

理論社 

立川福音自由教会 

立木歯科医院 

鈴木歯科医院 



六角橋教会 日曜学校 

和光エンジニアリング（株） 

和東産業（株） 

亘理カトリック保育園 

濱田広道法律事務所 

髙橋厚税理士事務所 


