
2019年12月　使用済み切手のご協力団体一覧

2019年12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。
ご協力に感謝申し上げます。

（医）三永会
（医）尚生会　湊川病院
（有）アサンテ
（有）辻空調
（有）友野電気
（有）西常商店
（有）森口製作所
（一財）首都高速道路技術センター 企画部企画課
（学）廣池学園麗澤大学
（株）　エージェント 春日部支店
（株）　ソネット
（株）　ディックソリューションエンジニアリング
（株）　マルティーポンプコンサルタント
（株）　新星工業社 出島工場
（株）235クリエイティブ
（株）CSP
（株）ＪＣＣ 事務センター
（株）JSOL OFS
（株）ＮＨＶコーポレーション
（株）ＮＩＰＰＯ　 弘前出張所
（株）NIPPO盛岡出張所
（株）ＮＴＴビジネスアソシエ 西日本四国支店
（株）ＯＧＡＴＥ
（株）OSKプランニング
（株）Ｒ－ＪＡＰＡＮ
（株）Ｓｏｃｉａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ
（株）ＵＭＯＧＡ
（株）ＷＥＳＴ　inx
（株）アイ・ビー・シー
（株）アイユー
（株）アキラス
（株）アクーズ会津
（株）アシハラ
（株）アステム
（株）アスリード 仙台事務所
（株）アルス
（株）アルビス



（株）アンドクリエイト
（株）イーズ
（株）ウルズ
（株）エイアンドピープル
（株）エスアール
（株）エスアンドシー
（株）エステーホーム
（株）エビス・ポジティブ・アドバンテッジ
（株）エムアイティーオフィス
（株）おおさわ
（株）オガワ産業
（株）カイタックホールディングス
（株）カナイワ
（株）カンディハウス
（株）きらぼし銀行登戸支店
（株）くらし計画
（株）ぐらんざ
（株）グリム
（株）グローバルコミュニティ
（株）クワハラ
（株）興栄ケミカル
（株）コウケントー
（株）コムテックス
（株）サイト　FUKUOKA　HEAD　OFFICE
（株）さくま電設
（株）サダ・マーチャンダイジングリブリゼンタティブ
（株）サット
（株）サニクリーン
（株）三栄金属製作所
（株）ジーエス・ユアサバッテリー　 関西支店
（株）ジェムコ日本経営
（株）ジュエル
（株）ジョイカルジャパン
（株）ショウエイ
（株）シンコークリーン　
（株）新生機械
（株）新拓テクノス
（株）新都心エージェンシー
（株）スズカキャリーサービス本社
（株）セイワ地研
（株）ゼテックス
（株）セランド



（株）ゼンショーエコロジー
（株）ダイセーエクスプレスシステム
（株）大電社
（株）ダイブ大阪支店
（株）ダンロップゴルフスクール 大阪本社
（株）ティーディエス
（株）ティエフケー
（株）ティスプランニング
（株）デザインアーク
（株）デザインアーク　北関東支店
（株）テスコム
（株）テレビ朝日
（株）トーエイ
（株）トーエル　本社
（株）トータルサプライ
（株）ドコモCS 大阪端末センター
（株）トップエステート
（株）トラベルマート
（株）トランスウェブ
（株）ナカノス建設工業
（株）ニッカトー東京支社
（株）ネイビーズ・クリエイション
（株）ネオブラッド
（株）ネリキ
（株）パートナー
（株）パームコートインターナショナル
（株）バイタルエリア
（株）はこねフローリスト 管理部
（株）ハセベつくば工場
（株）ビビッド
（株）浩電社
（株）フィルム　フェイス
（株）深江鎔断
（株）フカヤ
（株）フジワークス
（株）プルータス前橋支店
（株）プレンティ
（株）ブロンズ新社
（株）ベストホーム 西バイパス店
（株）ほけんライフ
（株）ホスピタリティーツアーズ
（株）舞鶴クレーン



（株）マツイ 特機営業部
（株）マッシュ
（株）マナ
（株）マナカ商事
（株）メイク
（株）メタルワン鉄鋼製品販売　 大阪本社
（株）メッセ
（株）山洋
（株）ユーコウパーツ
（株）洋光
（株）ヨロズ愛知
（株）ライフク
（株）ラピスネット
（株）ワーコム
（株）ワシダ　 戸畑構内給油所
（株）安成工務店
（株）伊藤商店
（株）伊予銀行本店　広報CSR室内 「小さな親切」運動愛媛県本部
（株）雨宮
（株）下山保険事務所
（株）河村産業所 建設部
（株）海成工業
（株）梶谷建設
（株）丸山組
（株）吉川
（株）吉野家ホールディングス 東京工場
（株）宮本ビル
（株）京電子工房
（株）共栄互助会
（株）熊谷木工所
（株）栗本鐡工所
（株）原田製作所
（株）公益社 人事部
（株）荒井商店
（株）三菱電機ビジネスシステム　関西支社
（株）山の上の仲間たち
（株）山庄
（株）山田屋
（株）山脇刃物製作所
（株）篠崎設備
（株）小山建設 総務部
（株）小川製作所



（株）小林技工
（株）新製作所
（株）新堀新聞店
（株）迅技術経営
（株）正井商店
（株）清水メガネ・オフィス
（株）生田工芸
（株）西建設計
（株）西北社
（株）誠和運輸
（株）青山鈴木硝子 世田谷店
（株）石黒鋳物製作所
（株）石川
（株）千葉製作所
（株）双葉建設コンサルタント
（株）相互
（株）村井工業所
（株）村上建設
（株）村尾地研
（株）大阪中央会計事務所
（株）大和ホーム
（株）谷田工務店
（株）竹内電機製作所
（株）中窪自動車
（株）中和ホールディングス
（株）中澤
（株）仲臺事務センター
（株）長谷川建設
（株）鎮西商会
（株）田原スポーツ工業
（株）田中衡機工業所東京支店
（株）電波
（株）東栄住宅 東京施工３課
（株）東海汽缶
（株）東海日動まごころパートナーズ北摂支店
（株）東京デリカ 総務部
（株）東京富士
（株）東芝　東関東支店 総務担当
（株）東神
（株）東与賀建設
（株）藤井養蜂場
（株）藤倉組



（株）徳屋
（株）内田洋行ビジネスエキスパート
（株）日水コン 総務部総務課
（株）日税ビジネスサービス 業務部
（株）日貿出版社 営業部
（株）日本国際放送
（株）日本道路切断
（株）日陸 ＣＳＲ推進室
（株）美粧ケミカル
（株）福田電機製作所
（株）文進堂
（株）北島土建材
（株）北陸銀行　札幌支店
（株）明建工業
（株）両備システムズ
（株）和光
（株）圓奈
（株）髙山不動産
（公財）　全日本空手道連盟
（公財）いわき市国際交流協会
（公社）「小さな親切」運動本部
（公社）熊本県トラック協会
（公社）全日本不動産協会 神奈川県本部湘南支部
（公社）全日本不動産協会 湘南支部
（公社）日本農芸化学会
（財）共愛会芳野病院
（財）経済広報センター
（財）広南会　広南病院
（財）北海道難病連
（社）恵泉会法人本部
（社）山形県薬剤師会
（社）東京都トラック協会 環境部
（社）日本医療福祉建築協会
（社）日本補償コンサルタント協会　関東支部 埼玉県部会
（有）アニバーサリー
（有）エクステリア企画
（有）ジョーセツ
（有）ジル 小原孝音楽事務所
（有）セイコー自動車
（有）久喜運輸
（有）佐藤工務店
（有）新紘産業



（有）晴美舎
（有）品川組
（有）宝来館
（有）龍塗工業
AGK建築音響（株）
ＡＩＧ損害保険（株）関信越サービスセンター 第二課
ＡＳＡ伏見
Associated　Press
CLCブックス京都店
ＤＯＡの会
EDGE　inc.
ＥＨ（株）
Ｇ＆Ｍ　Ｄｅａｕｘ
HOYA福祉共済センター　共催事務局
ＪＡ三井リースアセット（株） リユース事業部　リマーケティング室
JA西日本くみあい飼料（株） 物流課
JA全厚連
JFEエンジニアリング（株）
JFE東日本ジーエス（株） セキュリティ事業部
JP労組 名古屋貯金支部
ＪＲ九州ＦＧリース（株）
JSA中核会新潟支部
JSA中核会長岡支部 事務局
KOJIMA LABEL
MSD（株） コントリビューショングループ
ＮＡＲＰ関東
ＮＨＫ京都放送局放送部ニュース
ＮＰＯ法人　大阪ユネスコ協会
ＮＰＯ世田谷桜丘まちづくり
ＮＰＯ法人　日本心臓血管外科学会
ＮＰＯ法人今井館教友会
NPO法人善隣館
NTCコンサルタンツ（株）東京支社
OS共栄ビル管理（株）
ＰＬ杉並教会
ＰＬ総合事務所 社会福祉プロジェクト
Ｓｍｉｔｈｓ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ／Ｓｕｍｉｔｈｓ　Ｈｅｉｍａｎｎ　ＧｍｂＨ
TPRエンプラ（株） 品質保証部
ＹＴＴインターナショナル（株）
ＺＡ／ＺＡ　ＯＦＦＩＣＥ
アークアウトソーシング（株）
あいケア　あい訪問看護ステーション



アイビーシー（株）
アピア貴金属（株）
アビリティ（株） ＴＳ課
尼崎重機（株）
アライヴ（株）
アルファビリティ（株）
アルペン労働組合
維新政党・新風
医療法人　藤井会　香芝生喜病院
イングメディカル（株）
インターファーム（株）東北事業所
インマニエル那覇教会
ウェスティンホテル淡路
ウォーマー（株）
エイシン産業（株） 管理課
エイム電子（株）
えびの興産（株）
エフワイ土木（株）
エム・アール・アイ　ビジネス（株）
おいでな
大阪空港交通（株）
大阪市北区社会福祉協議会
大阪市こども青少年局保育試作部保育企画課
大阪東淀ライオンズクラブ
オーシャン貿易（株）
オカダアイヨン（株）東京本店
ガールスカウト新潟第10団
鹿児島県環境保全協会
柏原ライオンズクラブ
勝浦バプテスト教会
カトリック　柳井教会
カトリック高野教会
カトリック志村教会
カトリック逗子教会 婦人会
カトリック東広島教会 JOCS切手部係
カルピス（株）本店 企画部
川崎医科大学附属病院
カンバーランド長老　東小金井教会
カンバーランド長老キリスト教会 めぐみ教会
キヤノンマーケティングジャパン（株） 大分営業所
キャノンメディカルシステムズ（株） 管理
キリスト教ブライダル宣教団



クボタパイプ南日本（株）
クラブツーリズム（株） ＣＳＲ推進部
クラブツーリズム（株）・エコースタッフ
グループ『ぽけっと』
くるくるひろば
ケアハウスあいおい
ケイミューホームテック（株）宇都宮営業所
小厚化成（株）
ことうげ農園
コネクレーンズ（株）
こひつじ保育園
コベルコ建機日本（株） 長野営業所
コンフォール東山田自治会
さいとう税理士法人さいとう経営センター（株）
サヌキ印刷（株）
サヌキ印刷（株）大阪営業所
三協工材（株）
シオノギ製薬
シグマロジスティクス（株）
しげいi病院
シティパークホテル八戸
シブヤ精機（株）
社会福祉法人イエス団神戸イエス団本部事務所
ジャパニーズゴスペルチャーチ
ジャパンマリン（株） 工事部
新明産業（株）
末広産業（株）
スパランド・ホテル内藤
スバル東愛知販売（株）本社
スバル用品（株）
スミセイビジネスサービス（株）
積水アクアシステム（株）
セントヨゼフ女子学園 ＹＭＧ部
ソフィア幼稚園
ソルベイジャパン（株） 総務部
ダイダン（株） 大阪本社
ダイトーケミックス（株） 技術開発センター
タイヨウ（株）帯広営業所
ダイワボウノイ（株） リビング機能製品課
タカラスタンダード（株）首都圏公務センター
タク・マテリアル（株）
タジマ国際貿易（株）



直傳靈氣研究会事務局
千代田交易（株） 大阪支店
ツリークライミングジャパン事務局
ティーシートレーディング（株） 北関東支店
テルウェル東日本（株）神奈川支店
デルソル（株）
トーアメック（株）本社
トピー実業（株） 総務部
トヨタ紡織（株） 総務部　防災・社会貢献推進室
トライス（株）
ナカヤ建設（株）
なでしこ女性診療所
日油（株） 大阪支社
ニチレキ（株） 長崎営業所
日本キリスト改革派　伊丹教会
日本キリスト教会　住吉教会
日本キリスト教会　神戸湊西教会
日本基督教団　岡本教会
日本キリスト教団　長崎教会
日本キリスト教団　松山教会
日本基督教団　神戸聖愛教会
日本キリスト教団　神和教会
日本キリスト教団　西条栄光教会
日本キリスト教団　若松浜ノ町教会
日本空調サービス（株） 奈良営業所
認定こども園　都農聖愛幼稚園
パナソニック（株）ライフソリューションズ社
パナソニックコネクティッドソリューションズ労働組合
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 総務部　総務・施設課
パナソニック産機システムズ（株） 経理部　債権管理課
パナソニック松愛会 東京都支部
ひがし鍼灸治療院
ひかり心身クリニック
ひぐち鍼灸院
ファーストウッド（株）
ファイターズ応援団「元気会」
福和商事（株）
ブライト標識工業（株） 山崎工場
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） 臨床開発部一同
フルハシEPO（株） 営業本部



ポートエンタープライズ（株）
ほしの内科・胃腸科クリニック
ボバース記念病院
ボランティアグループ婦人会
マースジャパン（株）SPR仙台営業所
毎日放送
松尾電機（株）
丸善精工（株）
水谷建設（株）
みずほ銀行あざみ野支店
ミドリ安全（株）　 高槻支店
三好土地改良区
武藤建設（株）
メイワプランニング（株）
メカノス（株） 港営業所
モンテ物産（株）
郵政退職者共助会奈良支部
ユーロフィン分析化学研究所　（株） 人事・総務グループ
ユニオン昭和（株）
ユニセフハムクラブ
ライブラリ淵野辺
ララメディア（株）
リ・バレット（株）
リンテック（株） 事業統括管理室
レオイ（株）
ロジスネスクト近畿（株） 堺支店
わらべ保育園
愛知県私立保育連盟
旭ビルウォール（株） 経営管理部
旭化成ホームズ（株）オーナーサービス推進本部ヘーベリア
ンセンター
旭市役所 健康管理課
旭川東郵便局 総務部
旭川脳神経外科循環器内科病院
安平町社会福祉協議会
伊藤医院
伊方ライオンズクラブ
医）五色会　かじまやークリニック
医療法人　増田整形外科
医療法人ミズナラ会　どんぐりの森クリニック
医療法人社団こじま内科
医療法人早明会林内科医院



医療法人鉄蕉会亀田ＭＴＧクリニック
医療法人天龍堂 藤巻医院
一宮市社会福祉協議会木曽川支部
一般社団法人全国船舶無線協会
一般社団法人倫理研究所 法人局
一木こどもクリニック
茨城労働保険管理協会
宇都宮電子（株）
宇都宮保護観察所
宇部三菱セメント（株）東京支店 営業グループ
宇部三菱セメント（株）名古屋支店 技術グループ
荏原実業（株）計測器・医療本部 品質保証室
栄区中野町内会
横山建設（株）
横手電設（有）
横須賀中央ライオンズクラブ
横浜ふじライオンズクラブ
横浜英和幼稚園 年長組
横浜港南台ライオンズクラブ
横浜市立みなと赤十字病院 臨床教育センター総務課
横浜市立永田小学校
横浜保護観察所
横浜雙葉小学校
岡山刑務所有志一同
岡山県退職公務員連盟真庭支部女性部
岡山市中区福祉事務所
岡山市中区福祉事務所
岡山朝日高等学校2年Ｃ組
岡谷鋼機（株）東京本店 人事総務部
沖縄ルーテル教会
沖縄県市町村職員共済組合 年金課
下関市立勝山中学校
下呂ライオンズクラブ
化成品商事（株）名古屋支店
加藤理研工業（株）
花巻市清掃（株）
花見川キリスト伝道所
我孫子福音キリスト教会
介護老人保健施設あさがお
解脱会青年部
外井法律事務所
学びすと春日 団体連絡室



学校法人　和泉短期大学 宗教部
学校法人福山暁の星学院
葛飾こどもの園幼稚園
株式会社ビックワン
㈱ コンピューターシステム研究所
関西遊技機商業協同組合
関東港運（株）本社
関本法律事務所
丸魚水産（株）
丸星工業（株）
丸星工業（株）　 京都営業所
丸日産業株式会社
岸田会計事務所
岩代ライオンズクラブ
吉本産業（株）
宮園輸入車販売（株）メルセデス・ベンツ中野サーティファイド
カーセンター
宮崎県レディース中央会
宮内認定こども園
京阪カインド（株）　 京都営業所
京都難病連
協同組合　大矢野ショッピングプラザ
協同組合ネットワークなにわ
近畿生コンクリート圧送共同組合
金子秀人損害生命保険事務所
金子総合会計事務所
金城学院中学校　ＹＷＣＡ
金沢市スポーツ事業団
熊本ライオンズクラブ
熊本菊南ライオンズクラブ事務局
熊本中央ライオンズクラブ
熊本友の会 中高年グループ
群馬県西部森林環境森林事務所
群馬県町村会
郡山地区ハイヤータクシー協同組合
兼松トレーディング（株）
原町ライオンズクラブ
五所川原中央ライオンズクラブ
光和精鉱（株）
公益財団法人相模原市産業振興財団
江戸川区立ニ之江第三小学校
江崎器械（株）



港北肛門クリニック
甲南病院　ひだまり
皇法健康所
航空科学博物館
高知県国際交流協会
高知大学教育学部附属特別支援学校 生徒会
国光エクセル（株）
国際ゾンタ　京都Ⅰゾンタクラブ
国税同友会連合会事務局
佐藤裕也眼科医院
佐野国際特許事務所
在日本大韓民国民団中央本部
崎浦ボランティアの会
桜ｹ丘幼稚園
札幌ライラックライオンズクラブ
札幌市役所 保険医療部／保険企画課／医療助成係
札幌聖心女子学院 社会福祉委員会
札幌第二友の会
札幌独立キリスト教会 いずみ会
三井住友海上火災保険（株） 中国損サ２スタッフ
三井住友海上火災保険（株） 東北損サ・青森SC
三井物産アグロビジネス（株） 人事総務室
三井物産ケミカル（株）
三井物産スチール（株） 人事総務部総務課
三井物産プラスチック（株） 業務・総務ユニット
三笠工業（株）
三光教会 社会委員会
三幸製菓（株） システム推進課
三国金属工業（株）
三種町役場 総務課
三菱重工冷熱（株）北関東支店 上信越営業所高崎出張所
三菱商事建材（株）
三木秀夫法律事務所
三葉化工（株）
三和炉材（株）
三國製薬工業（株）
山とスキーの会五千尺クラブ
山形城西キリスト教会
山口観光コンベンション協会
山根動物医院
山吹町地域交流館
司法書士法人青葉法務office



市川大洲郵便局
自由学園　最高学部 クリスマス献金の係
実践家政科会
芝浦工業大学附属中学高等学校 ボランティア同好会顧問　広報室長
社会福祉法人　松楓会
社会福祉法人県央福祉会アイネットきたざと
社会福祉法人守谷市社会福祉協議会
社会福祉法人長泉町社会福祉協議会
社会保険労務士法人　村松事務所
社会保険労務士法人Ｎｉｃｅ－Ｏｎｅ
社会保険労務士法人あおば関口事務所
手稲富丘郵便局
収集グループ　あさがお会
秋山ゴム（株）
住建工業（株）
住商ビルマネージメント（株）晴海事業所
住友化学（株） 化成品事業部
住友不動産建物サービス（株） マンション会計センター
住友不動産販売（株）浦安営業センター
住友林業（株）池袋支店
住友林業ホームテック（株）
出光興産（株） 製造技術部
初見税務会計事務所
女子学院同窓会
匠舞
小沼医院
小堀材木店
小里機材（株） 管理部
昭和コンピューター（株）
昭和リース（株）
昭和貿易（株）
松戸聖パウロ教会 こひつじ会
松阪市ボランティアセンター
松山（株）
松本ビル管理（株）
沼津香陵ライオンズクラブ
沼田キリスト聖書館
湘南ふじさわシニアネット ボランティアグループ
上板塑性（株）
浄土宗蟻光山寳國寺
新しらおか病院
新ひだか町社会福祉協議会



新茨木ボランティア友の会
新潟市医師会
新居浜市社会福祉協議会
新興機械貿易（株）
新三商事（株） 事業統括部　総務Ｇ
新小林建機産業（有）
新生紙パルプ商事（株）
森村商事（株） 樹脂事業部樹脂１部第２グループ
森田産商（株）
森特許事務所
神戸モールド（株）
神奈川建設工業（株）県央営業所
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
水戸ロータリークラブ
水野健洋　税務会計事務所
杉の子幼稚園
清水建設（株）九州支店 設備部
清水工業（株）
清水税理士事務所
清泉小学校児童会ボランテイア委員会
清和設備エンジニアリング（株）
生命保険協会　新潟県協会
盛岡ヘアメイク専門学校
聖カタリナ大学
聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂
西華産業（株）四国支店
西部ガスエネルギー（株）佐世保支店 リビング販売グループ
青山学院女子短期大学同窓会 ボランティア事業部
静岡ガールスカウト88団
税理士法人　はるか
税理士法人ＴＯＫＩ
税理士法人Ｙ．Ｋ．Ｃ．
税理士法人おおがき会計
石井皮フ科クリニック
石原産業（株）東京総務部
石川県立看護大学
積水ハウス（株）　不動産部
切手整理ボランティア　コレクトV
雪田ひろみ税理士事務所
仙川教会子どもの家
仙台演劇鑑賞会



仙台中央青果卸売（株）
仙台東部訪問看護ステーション
千代田商事（株）　管理部
千葉県保険医協会
千葉復活教会
川崎医療生活協同組合「ルーム三色すみれ」
川崎汽船株式会社 バルクキャリアグループ
川重冷熱工業（株） 静岡支店
川上建設（株）西方本社
川和保育園
川﨑バプテスト教会 女性会
前次精機（株）
全国福祉保育労働組合 東京地方本部
全農　麦類農産部　麦類課
曽野木郵便局
倉敷しげい訪問看護ステーション
蒼馬（あおば）税理士法人東京事務所
増幸産業（株） 営業部
足と歩きの研究所
損害保険ジャパン日本興亜（株） 海外事業企画部管理グループ
損害保険ジャパン日本興亜（株）中国業務部
損害保険ジャパン日本興亜（株）東京保険金サービス部 東京車輌保険金サービス課
損保ジャパン日本興亜（株） 営業企画部　事業推進グループ　ＤＣチーム
多摩ニュータウン永山教会 オリーブの会
太平電業（株） 経理部
太陽生命保険（株）東京支社
大建コンクリート（株）
大原不動産（株）
大阪大和川ライオンズクラブ
大阪電設工業（株）
大阪内装材料協同組合
大阪府退職女性教職員の会
大樹ライオンズクラブ
大樹生命保険　労働組合 大阪支部
大樹生命保険（株） 南大阪支社
大成建設（株） 東北支店
大泉郵便局
大倉山ハイム
大津友の会
大田福音ルーテル教会
大都魚類（株）
大道エンジニアリング（株）熊本営業所



大日精化工業（株）本社 営業管理課
大宝石油（株）
大豊化学工業（株）
大本出雲本苑 事務局
大雄山最乗寺
大陸貿易（株）
大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 総務・安全・施設管理課
大和リビング（株）埼玉支店
大和窯業（株）
第一協同法律事務所
第一生命情報システム（株） 経営企画部　ＤＳＲ経営推進グループ
第一生命労働組合 大阪東営業職支部
滝川市立西小学校
谷左官店
谷川由紀子司法書士事務所
丹羽トラスト（株）
地球っ子くらぶ・善隣館
地人会
池新田ディサービスセンター
池田五月山教会幼稚園
竹中幼稚園
竹澤ビル（株）
中央化成品（株）
中北薬品（株）本社事務所 渉外広報国際医療情報室
中野運輸（株）
朝日農林 有限会社
潮見中学校　図書委員会
長尾ライオンズクラブ
津ユネスコ協会 奉仕部
辻堂キリスト教会
天城山荘
田方地区木材協同組合連合会
電源開発（株）　東日本支店
東亜グラウト工業（株） 改良グループ
東奥義塾高等学校
東海理化販売（株）
東京Ⅱゾンタクラブ
東京エゾンタクラブ
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ（株） 人事総務部
東京セキスイハイム（株）東京支店 経営管理Ｇ
東京トヨペット（株）
東京ミッドタウンマネジメント（株）



東京海上　みづたま会　 関西支部
東京海上日動火災保険（株）　 九州損害サービス第一部
東京海上日動調査サービス（株） 総務Ｇ
東京管財（株）
東京多摩霊園管理事務所
東京都｣住宅供給公社町田窓口センター・多摩窓口センター
東京都立西高等学校 PTA
東京福祉保育専門学校
東戸塚小学校市民図書室
東芝インフラシステムズ（株） 電機サービスセンター／新宿事務所／総務部
東芝テックソリューションサービス（株） 北関東支社
東芝労働組合本社支部
東伸電機（株）
東鉄工業（株）
東電（株）
東那須野地区婦人会
東洋紡STC（株）
東和ライオンズクラブ
藤川貿易（株）東京オフィス
藤沢聖マルコ教会
藤田商事（株） 保険統括部
同和興業（株） 渉外部
道央車輌（株）
徳山東ロータリークラブ
特別養護老人ホーム　つなぎの里
独協医科大学医学部免疫学講座
栃木住友電工（株）
奈良友の会　友情係
南越法人会女性部会
二本榎幼稚園
日興システック（株） 総務･経理部
日研トータルソーシング（株）福山事業所
日神不動産（株）横浜支店
日進アシスト（株）
日西物流（株）仙台営業所
日赤宮城県支部石巻市地区
日創プロニティ（株）
日通宇部運輸（株）
日鉄物産メタルズ（株） 大阪支店
日本ＦＥＢＣ
日本ＦＥＢＣ
日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団　橿原キリスト教会



日本アムウェイ　合同会社
日本アライアンス教団　府中キリスト教会
日本キリスト改革派　東京恩寵教会 古切手係
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教会 古切手係
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　大森教会 婦人会
日本キリスト教会札幌白石教会
日本キリスト教会湘南教会婦人会
日本キリスト教団  大牟田正山町教会 婦人会
日本キリスト教団 下ノ橋教会
日本キリスト教団 下ノ橋教会
日本キリスト教団　高輪教会 社会委員会
日本キリスト教団　赤間教会
日本キリスト教団　千葉教会
日本キリスト教団　前橋教会
日本キリスト教団 福岡玉川教会
日本キリスト教団　福島教会 福島地区教会婦人会
日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会
日本キリスト教団御殿場教会
日本キリスト教団新発田教会
日本キリスト教団千城台教会教会学校
日本キリスト教団川越教会
日本キリスト教団富士見丘教会
日本基督住吉教会
日本クレア（株） 総務部
日本コヴィディエン（株）
日本コークス工業（株） 化工機事業部
日本ステリ（株） 総務
日本ブロードビジョン（株）
日本ボーイスカウト東京連盟世田谷第25団
日本メノナイト白石キリスト教会
日本ユニシス（株）豊田営業所
日本ルーテル教団　関東地区女性の会
日本基督改革派　灘教会
日本基督教団　大阪教会
日本基督教団　宝塚教会
日本基督教団　翠ヶ丘教会
日本基督教団　東村山教会
日本基督教団まぶね教会
日本基督教団山形六日町教会



日本基督教団美竹教会 会計
日本経済新聞東京都連合日経会
日本聖公会  福井聖三一教会
日本聖公会　長崎聖三一教会
日本聖公会インマニエル新生教会
日本聖公会市川聖マリア教会
日本聖公会川越キリスト教会
日本赤十字社愛知県支部 青少年赤十字課
日本赤十字社岩手県支部北上市地区
日本曹達（株） 機能材料課
日本曹達（株） 総務グループ
日本総合住生活（株）東京支社 工事部設備課
日本地下石油備蓄（株）菊間事業所 総務部
日本道路（株）東北支店 事務部
日本福音キリスト教会連合　八栗シオンキリスト教会
日本福音ルーテル函館教会 野の花の会
日本郵便（株）旭川二条郵便局
日本郵便（株）岩国西郵便局 窓口営業部
日本郵便（株）亀田郵便局
日本郵便（株）札幌北三条郵便局
日本郵便（株）山鼻東屯田通郵便局
日本郵便（株）内野町郵便局
日本郵便株式会社青葉郵便局
日野キリスト教会
日野興業（株）埼玉支店
認定こども園　城之橋幼稚園
農産食品（株）
農林中央金庫健康保険組合
巴パルプ（株）
播磨薬品（株）
俳句結社 森の座発行所
粕谷町婦人会
函館聖ヨハネ教会 婦人会
函館友の会 奉仕係
八戸モラロジー事務所
八幡金属（株）国分工場
八幡市ボランティアグループふきよせサロン
八幡浜幼稚園
備後漬物（株）
美和電気工業（株）北海道支社
菱道ホールディングス（株）
不二製油（株）東京支社 営業部門営業第二部第一課



富国工業（株）
富士ネットシステムズ（株）
富士電機（株）　 関西支社
富陽金属（株）
武野産商（株）
風間利昭税理士事務所
福井市明道中学校
福音幼稚園
福光青葉幼稚園
福山ロータリークラブ
福島工業（株） 岡山支店
福島赤十字病院 看護部
福糧運輸（株）
福和商事（株）
文化シャッター（株）ＣＳＲ統括部
兵機海運（株）
別府市倫理法人会
母の家ベテル
蜂谷工業株式会社
訪問看護ステーション　ゆめライフ
豊前市地域包括支援センター
北海道新聞社 経営管理局総務調達グループ
北斗精機（株）
北陸銀行　中村支店
本別地方食品衛生協会
枚方キリスト教会　シャロン会
末重建設（株）
名古屋つばさ司法書士事務所
名古屋福音伝導教会
明治安田生命　岡崎中央営業所
明治安田生命　公法人第四部
明治安田生命保険相互会社 平塚第一営業所
明智ゴルフ場
野口興産（株）
野崎建設（株）
野村大理石（株）
野中製作所（株）
野里電気工業（株）東京事業本部
矢崎エナジーシステム（株）
有限会社　プロテック
郵政退職者共助会但馬支部事務局
郵便局（株）札幌二十四軒南郵便局



郵便局（株）新潟中郵便局 窓口営業部
郵便局（株）函館本通郵便局
郵便局長会中越北なでしこの会 西浦南支部
葉山グリーンヒル
立生佼成会　 京都教会
蓮成寺
和歌山トヨタ自動車（株）
和光エンジニアリング（株）
和泉二島予防歯科クリニック
脇ライオンズクラブ
檜山地区郵便局長夫人会
髙畠ライオンズクラブ


