
2019年 1月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2019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。 

 

（公社）日本ダンススポーツ連盟  

（医）大道会 ボバース記念病院  

（一財）大阪府技術協会  

（株）オートシステム  

（株）ケアライフ  

（株）タツミマシン  

（株）トップエステート  

（株）ニーズ  

（株）興栄ケミカル工業所  

（株）山星屋  

（株）植田製作所  

（公財）松伯美術館  

（公財）聖バルナバ病院 総務課  

（財）宮崎県国際交流協会  

（有）福若  

（有）松尾電化センター  

（有）山本電機商会  

（有）西常商店  

（医）一麦会渡邊医院  

（医）喜水会 乳腺外科 仁尾クリニック  

（一財）切手の博物館  

（学）｣かえで学園 かえで幼稚園  

（株）亜希プロ  

（株）丸浩重機  



（株）佐渡島  

（株）235 クリエイティブ  

（株）ASA新堀新聞社  

（株）ＣＦＮ  

（株）ＤＴＳ  

（株）ＥＲＩアカデミー  

（株）ＩＤＤ 静岡支店  

（株）ＩＳＩＤフェアネス  

（株）ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ  

（株）JTB国内旅行企画  

（株）Klar  

（株）ＮＡＩＴＯ  

（株）ＮＴＴビジネスアソシエ西日本 四国支店  

（株）R-body project  

（株）TT トレーディング  

（株）Y`s Auto Company  

（株）アーバン不動産情報センター  

（株）アールアンドアール本社  

（株）アクセル  

（株）あぐれっくす  

（株）アサヒテックコーポレーション  

（株）アスリード  

（株）ウィル  

（株）エクス  

（株）エステーホーム  

（株）エニー  

（株）エミーブレイン  

（株）オー・イー・シー  

（株）オーク製作所 諏訪工場  



（株）オガワ産業  

（株）オノマシン大森支店  

（株）オンリーワンパートナーズ  

（株）カワムラ  

（株）川本  

（株）九州メカニクス  

（株）近代プラント  

（株）きんでん企業年金基金  

（株）クボタ枚方製造所 労働組合  

（株）グレースコーポレーション・ジャパン  

（株）コア  

（株）コーケン・メディケア  

（株）コーシンホーム  

（株）コンステックホールディングス  

（株）サクセスオート  

（株）ジィ・エム  

（株）ジェイ・トップ  

（株）シェリロゼ  

（株）シシド住設  

（株）システムハウスアールアンドシー 大阪支店  

（株）ジッツォ インターナショナル  

（株）ジュエル  

（株）スケット  

（株）ステンレスワン本社  

（株）ゼンリン 名古屋営業所  

（株）タカプラ  

（株）ダルハン貿易商会  

（株）ダン・タクマ  

（株）ティーエスケー  



（株）ティエフケー  

（株）ディムコ  

（株）ドコモ CSロジスティクス事業部  

（株）トライシル  

（株）トリオワークス  

（株）ニザワ  

（株）ニッセツ  

（株）ネオライフインターナショナル  

（株）パーカーコーポレーション名古屋支店  

（株）ピーティー・アイ  

（株）ビート  

（株）ビオネスト  

（株）ビックカメラ  

（株）ヒットソース  

（株）プルータス本社  

（株）ベガホールディングス  

（株）ベストホーム  

（株）ベストリザーブ  

（株）ベルーナ  

（株）ベルパーク   

（株）マキナエンジニアリング  

（株）マグナックス  

（株）マルエイ ガスロン岐阜関工場  

（株）ミカミ  

（株）ムラコシ工機  

（株）メガ  

（株）メディア・ワン  

（株）メディカル・プロテオスコープ  

（株）ヤマタネ  



（株）ユーコウパーツ  

（株）ユーシン  

（株）ユーリン・ホーム  

（株）ライフサービス  

（株）ラジオ関西  

（株）ラムダシステムズ  

（株）リゾーム  

（株）リッチェル  

（株）旭光製作所  

（株）伊那貿易商会  

（株）伊予銀行  

（株）伊予銀行本店 広報 CSR室  

（株）伊予銀行本店 広報 CSR室  

（株）岡村制作所  

（株）河村産業所  

（株）吉平物産 熊本営業所  

（株）久保井六郎会計事務所  

（株）協立  

（株）橋梁メンテナンス  

（株）興商  

（株）極洋  

（株）近鉄コスモス 大阪キャリアスタッフセンター  

（株）古川電機製作所春日井工場  

（株）宏和商会  

（株）江口屋  

（株）今村組  

（株）三栄金属製作所  

（株）三晃シャーリング支部協会女性の会  

（株）山口シネマ  



（株）山田鉄工所  

（株）山洋  

（株）山脇刃物製作所  

（株）守谷商会  

（株）守谷商会神戸営業所  

（株）住軽日軽エンジニアリング  

（株）小山カントリー倶楽部  

（株）松堀不動産あるゾウリフォーム館  

（株）象彦  

（株）新開トランスポートシステムズ  

（株）新和  

（株）正井商店  

（株）西華  

（株）西日本ジェネリック  

（株）川上キカイ  

（株）川村インターナショナル  

（株）前川製作所  

（株）総合｣税経センター  

（株）草間ガス圧接工業  

（株）村井工業所  

（株）村岡工務店  

（株）太陽巧芸社  

（株）大西工業所  

（株）大電社  

（株）中央ハウジング  

（株）中四国丸和ロジスティクス  

（株）中澤  

（株）田原スポーツ工業  

（株）東海汽缶  



（株）東海造成  

（株）東京富士  

（株）藤倉組  

（株）徳屋  

（株）日本プロテック  

（株）日本政策投資銀行  

（株）日陸  

（株）美容マリールイズ  

（株）筆匠洲崎  

（株）富商  

（株）舞鶴クレーン  

（株）福しん  

（株）福田電機製作所  

（株）平野工業  

（株）北陽  

（株）未来創想  

（株）立川紙業  

（株）錢高組東京支社  

（公財） 日本スポーツ協会  

（公社）全日本不動産協会  

（社）山形県老人クラブ連合会 きららクラブ山形  

（社）神奈川県危険物安全協会連合会  

（社）日本薬局協励会  

（社）日本薬局協励会  

（福）虹福祉会 瀬戸こども園  

（有）Ｉ．Ｒ．Ｄコーポレーション  

（有）エコクリーンサービス  

（有）ジパング・プロジェクト  

（有）トータルライフケア  



（有）幾三音楽出版  

（有）松本会計社  

（有）大興資源  

（有）品川組  

（有）不二越総合保険事務所  

（有）宝来館  

（有）和知工務店  

AGK建築音響（株）  

Amicus Therapeutics（株）  

ＡＲＧＥＮＴＩＮＥ ＥＭＢＡＳＳＹ  

CSi Global Alliance（株）  

ＧＦ（株）  

ＨＯＹＡサービス（株）アイケアカンパニー  

IUK IHI運欄機械（株）  

JAIFA 長谷川 文代  

ＪＡ信州うえだ  

ＪＡ信州うえだ 畜産センター  

ＪＡ西日本くみあい飼料（株）  

ＪＡ全農たまご（株）  

ＪＡ大分市  

JTB コーポレートセールス  

ＪＸＴＧエネルギー労働組合中部支部  

ＫＭバイオロジクス  

LOPS（株）  

MS岩手（株）  

ＮＢＣ情報システム（株）  

Ｎcnetwork  

ＰＬ本庁 総合事務所  

ＰＲＥＸトレーディング（株）  



Ｔ．Ｍ．Ｃ．ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ ＬＩＭＩＴＥＤ  

THK（株） 西日本 OFC  

TPR商事（株）仙台営業所  

アーキヤマデ（株）横浜営業所  

アートサポート相模原  

青木校区まちづくり振興会  

アサヒ建設（株）  

アジア協会 アジア友の会  

アダマンド並木精密宝石（株）  

アデコ（株）I＆R東京支社  

アピタ双葉店  

あべウイメンズクリニック  

アルバック九州（株）  

アンビック（株）  

イーデザイン損害保険（株）  

一麦保育園  

イノウエ保険事務所  

いのこの里  

イワセ産興（株）  

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 二俣川キリスト教会  

エグゼクティブツアー（株）  

エクレ（株）  

エルゼビア・ジャパン（株）  

オーウエル（株）  

オーク・フレンドリーサービス（株） 新潟事業所  

オークウッドレジデンス青山  

大阪ＹＷＣＡ千里センター  

大阪市立清水丘小学校  



大阪中華基督教長老会  

オーシャン貿易（株）  

大杉製薬（株）  

岡山県退職公務員連盟真庭支部女性部  

奥田会計事務所  

おひさまこどもクリニック  

ガールスカウト静岡 88団  

ガールスカウト福井県第 28団  

カシオビジネスサービス（株）  

カトリック 四日市教会  

カトリック 長崎滑石教会  

カトリック豊中教会   

カトリック岸和田教会  

カトリック桂教会  

カトリック元町教会  

カトリック荒尾教会  

カトリック西舞鶴教会  

カトリック大磯教会  

関西学院大学 宗教センター  

キャットシッター キャットン  

キリンマーケティング（株）首都圏・関信越統括本部    

クボタ枚方製造所 労働組合  

熊本放射線外科  

クラリオン（株）本社技術センター  

ケアハウスフレスコ  

ケアプランセンター宝塚あいわ苑  

ケアプランセンター元気  

ケイエスケイ・システム（株）  

コープデイズ芦屋福祉サークル  



コーワ総合会計事務所  

コカ・コーラ ボトラーズジャパン（株）  

越すも警備保障（株）  

コマツカスタマーサポート（株）中国カンパニー庄原支店  

ザ・リッツ・カールトン 京都  

サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）横浜アナリティカルセンター  

サイオスセキュリティ（株）  

さかきばら動物病院  

サラヤ（株）  

サンワ（株）  

ジーザスフェローシップ広島 ハンナ会  

ジブラルタ生命保険（株）埼玉支社  

夙川司法書士事務所  

新阿武山クリニック  

新明産業（株）  

スーパーコート豊中緑地公園  

聖贖主教会  

セーフテクノ（株）  

セラテックジャパン（株）  

ソフィア幼稚園  

そよかぜクラブ  

大同生命保険（株）  

ダイドードリンコ（株）東北第一営業部  

ダイネン（株）鞍手営業所  

ダイヤネット（株）  

タカヤ商事（株）  

たまプラーザキリスト教会  

地球っ子くらぶ・善隣館  

チャネルオリジナル（株）  



ティーシーエスジャパン（株）  

テクノ工業（株）  

デンマーク INN小田原  

トヨタカローラ山口（株）  

トラピスチヌ修道院  

中日本カプセル（株）  

ナカ通信（株）  

奈良ＹＭＣＡ  

にいがた盲導犬ハーネスの会  

日本アライ・アンス教団 府中キリスト教会  

日本キリスト教団 神戸教会  

日本基督教団 奈良教会  

認定こども園 めぐみ幼稚園  

のぞみ幼稚園  

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）本社  

ハヤカワ電線工業（株）  

ハロースタンプ  

フェニックス・アール・イー（株）  

フクダ電子（株）本郷事業所  

ふちゅう介護相談センター  

扶洋産業（株）  

ブライト標識工業（株）  

ブリヂストン化工品ジャパン（株）  

プルックサージャパン行政書士事務所  

ホールハート・ジュエリークラフト  

ホテル南風荘  

ボランティアグループ まどか  

マイクロゼロ（株）  

マツオカ建機（株）  



マナ愛児園  

マルヤマエクセル（株）  

マルワ工業（株）本社・工場  

みのや製菓（株）  

宮崎大学  

メロンＤＥメロン久喜店  

もなみ  

モリ工業（株）  

モンデリーズ・ジャパン（株）  

ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター  

ユーラシアペーパー マーケティング（株）  

ユカワ化工油（株）  

ゆめハウス  

ライズ訪問診療クリニック  

ルーテル津教会 女性会  

レデンプトリスチン修道院  

レモン画翠  

ロザリオ幼稚園  

ロジネクスト東京（株） 大宮支店  

愛知県立尾西高等学校  

旭コンテナ工業（株）  

旭ビルウォール（株）  

旭画廊  

旭精密（株）  

旭精密（株）  

旭幼稚園  

旭洋（株）東京本社  

芦屋野球協会  

伊藤忠システック（株）大阪本社  



移動無線サービス（株）  

医療法人 増田整形外科  

医療法人一灯の会 沖縄中央病院  

医療法人宮本眼科医院  

医療法人慧眞会事務局  

医療法人財団緑と愛の会・介護老人保健施設よみうりランドケアセンター  

医療法人社団 功仁会 釧路皮膚科クリニック  

医療法人社団アンフルール 介護老人保健施設あさがお  

医療法人社団恵成会 豊田えいせい病院  

一般財団法人 光線研究所  

一般社団法人倫理研究所  

宇都宮保護観察所  

浦添ライオンズクラブ  

栄運輸工業（株）  

円覚寺塔頭 雲頂菴  

遠野聖光こども園  

奥沢幼稚園  

横河東亜工業（株）  

横浜医療福祉センター 港南  

横浜保護観察所  

横浜保護観察所小田原駐在官事務所  

岡山県退職公務員連盟西大寺 上道支部  

岡山市北区中央福祉事務所介護サービス係  

岡山市役所 東区福祉事務所  

岡谷鋼機（株）東京本店人事総務部新宿管理室  

岡谷市社会福祉協議会  

荻窪北教会  

河崎運輸機工（株）  

花王（株）  



会津坂下ライオンズクラブ  

解脱会青年部  

学校法人 香蘭女学校  

学校法人栄光学園認定こども園 オリーブの木  

掛川敏夫税理士事務所  

株式会社ジーズ  

株式会社ソァーイング  

㈱ フソウ  

㈱ 荒谷土建  

㈱ 農心ジャパン  

鎌倉友の会  

茅ヶ崎市立梅田中学校  

間瀬物産  

関町特別養護老人ホーム  

丸茂電機（株） 大阪営業所  

岩田地崎建設（株）東北支店  

岩陽産業（有）広島営業所  

岩﨑電気工事株式会社  

汽罐部品製造（株）  

吉岡建設（株）  

吉田社会保険労務士事務所  

吉備中央町協働推進課 吉備中央町国際化推進教会事務局  

吉澤孝明税理士事務所  

久が原教会婦人の会  

久米会計事務所  

宮城学院女子大学 Y.W.C.A  

宮城県立延岡青朋高等学校  

宮入内科診療所  

京都ウォーキング協会  



京都市中京保健福祉センター  

京友商事（株）  

共愛学園中学校  

共和食品（株）  

玉出教会  

玉田工業（株）  

玉野聖約キリスト教会  

桐陰同窓会事務局  

群馬棟高郵便局  

月桂冠（株） お客様相談室  

健康友の会あいかわ  

健康友の会あいかわ  

県営深堀団地第一自治会  

原町聖愛こども園  

古河物流（株）  

五洋建設（株）  

公益財団法人 全日本空手道連盟  

公益財団法人兵庫県青少年本部ひょうご子ども若者応援団  

幸海音楽事務所  

広陽電業（株）  

江戸鉄（株）  

江東ＹＭＣＡ  

甲賀設備工業（株）  

行政書士濱坂和子事務所  

高砂香料工業（株）  

高千穂工業（株）  

高知桜ライオンズクラブ  

高知北ライオンズクラブ  

合資会社松屋  



国際交流基金 関西国際センター  

今治ライオンズクラブ  

今泉アイクリニック   

佐賀県理容生活衛生同業組合  

佐世保法人会  

佐竹工業（株）  

佐土原キリスト教会  

佐藤製型（株）  

財団法人日本経営史研究所  

坂出ライオンズクラブ  

阪田産業（株）  

榊原志づか税理士事務所  

埼玉ダイハツ販売（株）  

札幌ライラックライオンズクラブ  

三井住友海上火災保険（株）  

三井物産アグロビジネス（株）  

三京化成（株）  

三協工材（株）  

三菱ＵＦＧ銀行 大宮支店  

三菱ＵＦＪ不動産販売（株） 吉祥寺センター  

三菱鉛筆株式会社  

三菱重工空調システム（株）高崎営業所  

三菱商事（株）関西支社   

三菱商事テクノス（株） 大阪支社  

三菱電機労働組合  

三和鉄構建設（株）  

参議院議員こやり隆史事務所 滋賀事務所  

山形県県土整備部管理課  

山根海運（株）  



司法書士・行政書士 和田正敏  

司法書士法人 ぐんま市民司法書士事務所  

四国民舞輪の会  

四電エンジニアリング（株）東京支社  

四日市友の会  

志村バプテスト教会  

実践家政科会  

芝浦工業大学附属中学高等学校  

社会福祉法人 みんなの輪 つなぎっこ  

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会  

社会福祉法人幸会 幸園  

社会福祉法人手をつなぐ福祉会  

社会福祉法人正恵会本部  

社会福祉法人多摩同胞会  

社会福祉法人杜の会本部  

社会保険労務士法人 村松事務所  

若松浜ノ町教会  

寿康美（株）  

寿福寺学園寿福第一幼稚園  

住電商事（株）  

住友商事（株）  

住友精密工業（株）  

十勝池田郵便局  

出光興産（株）化学事業部  

出光興産（株）化学事業部  

純商ビルマネージメント（株） 晴海事務所  

女子学院同窓会  

女性共同法律事務所  

勝又和彦税理士事務所  



小学館スクウェア  

小金井聖公会  

小松水産（株）本社事務所  

小松編織株式会社  

小川工業（株）  

小田急商事（株）  

昭和コンピュータ（株）  

昭和メタル（株）  

昭和リース（株）  

松下ラゲッジ（株）  

松戸いずみ幼稚園  

松山（株）  

松山バプテスト教会  

松田電気工事三（株）  

松本ビル管理  

沼田キリスト聖書館  

焼津ライオンズクラブ  

上板塑性（株）  

城北食品（株）  

常陽銀行本店  

情報ベンチャー協同組合 東京事務所  

色川法律事務所  

新ひだか町社会福祉協議会  

新生紙パルプ商事（株）  

新村印刷（株）  

新日本化学工業（株）  

森山環境科学研究所  

森村学園幼稚園  

神戸保護観察所姫路駐在官事務所  



神石高原町  

水沢ライオンズクラブ  

清原（株）  

清水建設（株）九州支店  

清水工業（株）  

清川 （株） 東京支店  

生振教会  

生長の家静岡道場  

西技工業（株）宮崎営業所  

西条・新居浜地区食品衛生協会  

西日本イワタニガス（株）  

西日本電気システム（株） 京阪神支店  

青山学院校友会横浜支部  

青少年ペンフレンドクラブ  

静香産業（株）  

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ＮＫＣ（株）日本経営開発センター  

税理士法人いさやま会計  

税理士法人ブラウ  

税理士法人中央総合会計事務所  

石原アメニテック（株）  

積水ハウス（株）  

積水ハウス（株）三重カスタマーズセンター  

積水ハウス（株）東京マンション事業部  

積水ハウスリフォーム東日本（株）東京営業所  

赤松電気  

仙建工業（株）  

川口製菓（株）  



川口町社会福祉協議会  

川崎汽船（株）  

川西市医師会  

船津歯科・矯正歯科クリック  

全日本大学準硬式野球連盟  

曽田香料（株）  

相栄繊維工業（株）  

草津カトリック幼稚園  

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旭川ビル  

太陽生命グッドウィルサークル友の会  

太陽生命保険（株）東京支社  

退公連岡山 岡南支部  

退職公務員連盟高松支部  

大垣ライオンズクラブ  

大宮愛仕幼稚園  

大阪コスモスライオンズクラブ  

大阪阿倍野ライオンズクラブ  

大阪国際ユースホステル  

大阪商工企業協同組合  

大阪誠和食品（株）  

大阪大和川ライオンズクラブ  

大阪東淀ライオンズクラブ  

大阪府退職女性教職員の会  

大成温調（株）  

大成建設（株）東北支店  

大地ホーム（株）  

大津鉄工（株）  

大通（株）  



大同建設工業（株）  

大同自動車工業（株）  

大日鋼業（株）  

大分県トラック協会  

大宝工業（株） 九州カンパニー  

大宝石油（株）  

大野総合法律事務所  

大野郵便局  

大和ハウス工業（株）  

大和ハウス工業（株）埼玉支社  

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場  

大和リース（株）仙台支社  

大和空調（株）  

大鰐伝道所  

第一食糧（株）  

瀧口木材（株）  

瀧口木材（株）  

辰巳開発株式会社  

知立市ボランティア市民活動センター  

竹田印刷（株）  

中井エンジニアリング（株）  

中央ジーエス電池（ｊ株）  

中央会計事務所  

中央区立月島第二小学校   

中央工機産業（株） 日立営業所  

中津ライオンズクラブ  

中部日化サービス（株）三重支店  

中部日化サービス（株）三重支店  

中部復建（株）  



長崎市ジョブサポートセンター  

長野東ロータリークラブ  

津止合金工業（株）  

帝国データバンク史料館  

天泉こども園  

田村ライオンズクラブ  

田中ナオミアトリエ一級建築士事務所  

土井特殊鍍金工業（株）  

島本海運（株）  

嶋田法律事務所  

東ソー・ニッケミ（株） 東ソー・クォーツ（株）  

東映（株）  

東映ビデオ（株）  

東海ビバレッジサービス（株）」  

東海不動産 ミニミニＦＣ松阪店  

東京家庭学校 上水保育園  

東京海上日動火災保険（株）  

東京海上日動火災保険（株）  

東京海上日動火災保険（株）  

東京海上日動調査サービス（株）  

東京諸聖徒教会  

東京地方バプテスト教会連合 社会委員会  

東向日キリスト教会  

東正寺  

東日本食肉（株）  

東洋ガラス機械  

東和ライオンズクラブ  

藤井養蜂場  

藤永製薬（株）  



藤田商事（株）保険統括部  

藤田螺子工業（株）  

同盟福音天白キリスト教会  

同和興業（株）BMセンター  

徳島県西部地区郵便局長夫人会  

特定非営利活動法人 たすけあいあさひ  

特別養護老人ホーム多賀城苑  

読売人材開発（株）  

栃木県県北健康福祉センター  

奈良県退職女教師の会  

内外施設工業（株） 福岡営業所  

灘教会  

鍋林（株）長野営業所  

南真化学工業（株）  

南相木村役場  

楠税理士事務所  

二本榎幼稚園  

日機装（株） 大阪支社  

日経ＢＰ社  

日経ＢＰ社  

日向学院中学校・高等学校  

日西物流（株）仙台営業所  

日鉄住金物産（株）  

日豊興産（株）  

日本アッセンブリーズオブゴッド教団アッセンブリ-平塚キリスト教会  

日本アルコン株式会社  

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 押部谷教会  

日本イエスキリスト教団 幌向小羊教会  



日本キリスト改革派教会 南与力町教会  

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 仙台黒松教会  

日本キリスト教会 旭川教会 日曜学校  

日本キリスト教会 西都教会  

日本キリスト教会 奈良伝道所  

日本キリスト教会古河伝導所  

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  東中野教会  

日本キリスト教団 茅ヶ崎恵泉教会  

日本キリスト教団 幸町教会  

日本キリスト教団 小阪教会  

日本キリスト教団 福岡玉川教会  

日本キリスト教団ひの木教会  

日本キリスト教団井草教会  

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会  

日本キリスト教団須賀川教会  

日本キリスト教団翠ヶ丘教会  

日本キリスト教団静岡草深教会  

日本キリスト教団石神井教会  

日本キリスト教団白銀教会  

日本クレア（株）  

日本コークス工業（株）  

日本ステリ（株）  

日本スピードショア（株）  

日本ナザレン教団 青葉台教会  

日本バプテスト連盟 諫早キリスト教会  



日本ブロードビジョン（株）  

日本マリン（株）  

日本ロジテム（株）  

日本ワグナー・スプレーテック（株）  

日本基キリスト教団八丈島教会  

日本基督教団 秋田飯島教会  

日本基督教団 西荻教会  

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 知立伝道所  

日本基督教団 長崎教会  

日本基督教団羽咋教会  

日本基督教団相模原教会 附属相模白ゆり幼稚園  

日本基督教団大和榛原教会  

日本基督教団平塚教会  

日本経済新聞東京都連合日経会  

日本建設（株）  

日本証券業協会  

日本聖公会大森聖アグネス教会  

日本赤十字社関東甲信越臍帯血バンク  

日本赤十字社徳島県支部  

日本赤十字北海道看護大学経理課  

日本曹達（株）  

日本同盟基督教団 京都めぐみ教会  

日本二輪車普及安全協会  

日本被服（株）  

日本福音ルーテル札幌協会札幌北礼拝堂  



日本防菌防黴学会  

日本郵便（株）京都府庁前郵便局  

日本郵便（株）広島中央郵便局  

日本郵便（株）今治郵便局  

日本郵便（株）山鼻東屯田通郵便局  

日本郵便（株）市川大洲郵便局  

日本郵便（株）秋田中央郵便局  

日本郵便：（株）  

日野キリスト教会  

日立メディカルコンピュータ（株）  

日立超エル・エス・アイ・システムズ労働組合  

認定こども園福野青葉幼稚園  

播州地区ＪＯＣＳ事務所  

萩原工業（株）東京支店  

柏髙島屋  

八洲工機（株）伊勢崎営業所  

八幡金属（株）国分工場  

飯塚市社会福祉センター ともしび  

飯田入舟教会  

尾道瑠璃ライオンズクラブ  

浜松ホストライオンズクラブ  

富陽金属（株）  

富士吉田中央ライオンズクラブ  

富士興産（株）大阪支店  

富田林商工会  

敷島汽船（株）  

部落解放同盟中央本部  

伏見教会こどもの教会  

福井市明道中学校  



福岡天神リバティライオンズクラブ  

福岡雙葉小学校附属幼稚園  

福重会計事務所＆社会保険労務士事務所  

福智町社会福祉協議会  

福良キリスト教会 ヨルダン会  

文化シャッター（株）ＣＳＲ統括部  

兵庫県立農林水産技術総合センター  

平成筑豊鉄道（株）  

米倉医院  

片山ナルコ（株）  

朋愛病院  

豊北木材工業（株）  

防府バプテスト教会  

北海道漁業協同組合連合会 大阪支店  

北海道鹿部町  

北海道新聞社 本社  

北海道日高支庁  

北興化学工業（株） 岡山工場  

北沢産業（株）  

北斗精機（株）  

北祐会神経内科病院  

北陸銀行 羽昨支店  

本間建具  

本牧めぐみ幼稚園  

麻生裕之税理士事務所  

毎日興業（株）  

名古屋エアケータリング（株）  

名古屋エアケータリング（株）  

名古屋友の会  



明治安田生命保健相互会社  

明電システムソリューション労働組合  

鳴友学園同窓会事務所ゆきわ会  

門真市社会福祉協議会  

野村大理石（株）  

野中診療所  

野方ウェスレアンメソジスト教会  

野里電気工業（株）東京事業本部  

矢崎化工（株）  

郵便局（株）八雲郵便局  

淀川キリスト教病院  

洛西上里チャペル  

理研精工（株）  

理論社  

立山黒部貫光（株）  

立正佼成会  

林化成（株）  

鈴蘭幼稚園  

六角橋教会 日曜学校  

和光建設（株）  

濱田広道法律事務所 


