
2020年1月　使用済み切手のご協力団体一覧

2020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。
ご協力に感謝申し上げます。

（一社）ＰＯＯＬＥ　社会ボランティアの会
（一社）川西市医師会
（一社）京都電業協会
（公社）西尾法人会
（有）アルベロ
（有）オーム電機産業
（有）山陰ネッカリッチ
（有）三共工業
（有）辻空調
（有）中原機工
（有）永仮建設
（有）ポッシュ・シゴーニュ
（有）丸島住宅設備
（有）メガブレイン
（有）山本電機商会
（医） 社団 三友会 あけぼの病院
（医）恵生会病院
（医）祥北会　祥北耳鼻咽喉科
（医）西尾脳神経外科
（一社）伊賀法人会女性部会
（一般社団法人）日本薬局協励会 事務局
（学）阪急学園本部事務局
（株）　カワムラ
（株）　サンテック 総務・営業
（株）　サンビット
（株）　ビューロジェネロ
（株）　北村美術モデル紹介所
（株）」カナモト　名古屋南営業所
（株）AK　Company
（株）ＦＡＲ　ＥＡＳＴ
（株）Grand Life
（株）ＨＩＮＴＯ
（株）Ｉ　Ｔ　Ｍ
（株）ＩＨＩ 横浜第一サービスセンター



（株）ＩＳＩＤフェアネス
（株）JHC大阪
（株）ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル
（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ 総務部
（株）NBSロジカル小郡営業所
（株）ＮＨＫプロモーション 文化企画事業本部
（株）ＮＩＰＰＯ 管理本部　人事部、人事第一グループ
（株）ＮＩＰＰＯ 関西支店　試験所
（株）ＮＩＰＰＯ　兵庫統括事業所
（株）Ｓ．Ｔ．Ｓ
（株）ＳＬ化学研究所
（株）TTトレーディング
（株）UACJトレーディング 東京本社
（株）URコミュニティー 奈良住まいセンター
（株）ＵＳＳ札幌
（株）アーク
（株）アール＆キャリア 名古屋支店
（株）あい設計 岡山支社
（株）青空興業
（株）あおば
（株）アクーズ会津
（株）アクタート
（株）旭工業所
（株）アサヒ測量
（株）アステム 総務課
（株）アズプラン
（株）アズマ 事業本部
（株）アヅマ
（株）あるふぁサポート
（株）アロマ
（株）アングローバル 人事総務課
（株）イー・ウーマン 管理本部
（株）イーエスプランニング
（株）池田工業
（株）イマイズミ
（株）ウィル
（株）植田製作所
（株）ウチムラ
（株）ウメソー



（株）エイチ・アイ・エス 本社　総務チーム
（株）エーアイテイー
（株）エーイ－ティー
（株）エーティーシー秋田事業所
（株）エービーエル
（株）エクス
（株）エムアイティ
（株）オー・イー・シー
（株）オオスミ 総務グループ
（株）オーテック
（株）オーヤラックス東京工場
（株）オグリ
（株）オノマシン大森支店
（株）オリエンタルコンサルタンツ 環境部
（株）オリエンタル保険サービス
（株）オリヂナル電設
（株）カネマン村瀬
（株）キャリアデザイン・コム
（株）キャロット
（株）クラウン無線
（株）ぐらんざ
（株）クリアス
（株）グレースコーポレーション・ジャパン
（株）コーセツコンサルタント関東支店
（株）コーチング・スタッフ
（株）コンテック
（株）コンテック 本社
（株）ささき観光
（株）サニーサイドアップ
（株）沢下栄文堂
（株）サングリーン横浜支店
（株）サンコートーア
（株）サンユー保険事務所
（株）サンライツ保険設計
（株）シアーズホーム
（株）シガフードプロダクツ
（株）システック福岡
（株）住宅債権管理回収機構 大阪支社
（株）ジョイカルジャパン



（株）シンセイコーポレーション
（株）シンワ検査
（株）スタッフサービス
（株）スペック
（株）スミカ・クリエイト
（株）セイワ運輸
（株）セキネネオン
（株）センテック
（株）ダイドーリミテッド
（株）高橋プレス工業
（株）立山高圧工業
（株）ダブリュー・ビィ・ジャパン
（株）ツカサ・エンタープライズ
（株）ディーアイエス
（株）ディムコ
（株）データ・アプリケーション
（株）トーヨー建設
（株）ドコモＣＳ 大阪端末センター
（株）ドコモCSロジスティクス事業部 東京端末センター
（株）トライアンフコーポレーション
（株）トラベルパートナー
（株）トリオワークス
（株）奈良木建
（株）ニチレイフーズ北海道支社 サポートチーム
（株）ニッセイシーエスティー
（株）ネクストプラス
（株）農協観光 沖縄支店
（株）ノマド
（株）野邑工業
（株）浜田 大阪リサイクルセンター
（株）ハヤブサ
（株）ばんしょう東京支店
（株）ハンシン建設　 千船事務所
（株）ピーシーオーワークス
（株）ピート 総務課
（株）ビケンテクノ
（株）久環
（株）ビジネスブレイン太田昭和
（株）ビックカメラ 人事部



（株）ヒットソース
（株）ヒラノＫ＆Ｅ
（株）ブイキューブ 調達G
（株）フードマン 管理部
（株）プラスギス
（株）ブラックフラッグ
（株）プルータス本社 国際部
（株）フルハウス
（株）ブレス
（株）ベリカ
（株）ベル・セード
（株）ヘルスウエイブ
（株）ヘルスマネイジメント
（株）ベルックス
（株）マイウェイ　ファミリークラブ
（株）マツイ
（株）水本機械製作所
（株）ミツバ 鬼石工場　製造技術課
（株）宮武ミシン商会
（株）未来創想
（株）ミルックス　大阪機材センター
（株）メンテナンス管理本部
（株）守谷商会 大阪支店
（株）ヤクルト本社 計算センター
（株）ヤナイ
（株）ヤマガタグラビヤ
（株）ヤマタネ 総務部
（株）ユニカルインターナショナル 管理本部
（株）ユニソン 総務部
（株）ユニバーサルマリン
（株）ヨコオ 品質保証部・品質保証課
（株）ヨシケイ
（株）ヨシワ製作所
（株）ループホール
（株）レインボー物流
（株）レザーアート
（株）レスト東京支店
（株）伊予銀行 人事部
（株）永井商会



（株）加藤電器製作所 総務推進チーム
（株）花よし植物園
（株）垣原商店
（株）関東マツダ 総務部ＣＳＲ推進グループ
（株）丸三
（株）丸正環境センター
（株）企業通信社
（株）岐本金属
（株）共伸本社
（株）協和エムザー
（株）興亜商事
（株）興栄ケミカル工業所
（株）近代プラント
（株）近鉄コスモス
（株）九州フードサプライセンター
（株）九州フードサプライセンター
（株）熊木共楽園
（株）桑山
（株）研電 総務部
（株）古川電機製作所春日井工場
（株）宏和商会
（株）幸治工務店
（株）江口屋
（株）国策測量設計本社
（株）佐浦計器製作所
（株）坂本重機建設
（株）三興社
（株）三上工務店
（株）三田村印刷所 総務部
（株）三裕
（株）山一商店
（株）山下組
（株）山響楽器店 中山店
（株）山形企業
（株）山星屋
（株）山陽計器製作所
（株）四門
（株）社会保険研究所
（株）守谷商会 機械11部第1課



（株）守谷商会大阪支店
（株）住まいるサポート
（株）小野組 東京支店
（株）象彦
（株）信貴精器
（株）新潟クボタ六日町営業所
（株）森村設計
（株）神田育種農場
（株）西華
（株）石黒保険事務所
（株）千葉建設工業
（株）千里急配
（株）扇港電機
（株）前川製作所 エネルギー部門
（株）全農ビジネスサポート 営業推進部　生活事務センター
（株）総合保障制度事務所
（株）村井工業所
（株）大興　 大阪事務所
（株）大幸 総務部
（株）大西工業所
（株）大林組　北陸支店 オークフレンドリーサービス（株）
（株）大和日建（ヤマトホーム）
（株）中央ハウジング
（株）朝日オリコミ大阪
（株）長崎ケミカル
（株）椿本マシナリー
（株）鶴見製作所 高崎営業所
（株）田崎アサヒ
（株）東安
（株）東栄住宅 東京施工３課
（株）東海トラスト
（株）東海電工社
（株）東急エージェンシー　本社 経理部
（株）東京リアルティ・インベストメント・マネジメント
（株）東証システムサービス
（株）東邦アーステック 総務本部
（株）藤倉
（株）徳商事
（株）南都水産



（株）日刊木材新聞社
（株）日新 東京航空第一部
（株）日本プロテック
（株）日本総合コンサルティング/北野会計事務所
（株）日旅九州エンタプライズ
（株）萩原工務店本社
（株）白神紙商店
（株）八木産業
（株）飯田電気商会
（株）富士通マーケティング　岩手支店 岩手支店
（株）富田邦文社
（株）冨士工 官庁営業部
（株）物流情報システム　南港支店
（株）文渓堂・図書出版部
（株）北日本冷暖
（株）味とこころ
（株）名古屋大鰹
（株）明光製作所
（株）悠友
（株）与野フードセンター 人事総務部人事課
（株）立川紙業
（株）錢高組 東京支社 安全環境部
（株）髙橋慶造商店
（公財）　全日本空手道連盟
（公財）埼玉県産業文化センター
（公財）日本数学検定協会 カスタマーサービスセンター
（公社）埼玉県弘済会
（公社）鹿児島県栄養士会 事務局
（公社）東京都看護協会
（財）国際都市おおた協会 事務局
（財）田中教育研究所
（財）日本モーターサイクルスポーツ協会
（社）サマリヤ会　三愛保育園
（社）全国信用金庫協会 広報部「信用金庫」編集担当
（社）日本ボイラ協会埼玉検査事務所
（社）日本書法院
（社）日本鉄道施設協会 保安事業部
（同）アイリスビジネスプラス
（有）　横弘建築



（有）CADOC　AMW　久山獣医科病院
（有）アドテック
（有）カミヤ
（有）クリタ石材
（有）サノ富士
（有）ジパング・プロジェクト
（有）ジョーセツ
（有）テイク・オフ
（有）ユートピア・アットホーム旭川
（有）ユゲ商会
（有）安野測量事務所
（有）伊藤鈑金工作所
（有）塩川設備
（有）丸山鐡筋工業
（有）幾三音楽出版
（有）興和機材
（有）三輪塗装
（有）志田工務所
（有）上栄興業
（有）新紘産業
（有）晴美舎
（有）西日本ノーベル
（有）坪井冷機サービス
（有）内田木工
（有）野島製作所
（有）矢野工務店
（有）林間商事
ＡＩＧ損害保険（株） 海上保険顧客サポート課
ASDIC CO.,LTD.
ＡＳＨＬＥＹ　ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ　ＨＯＭＥＳＴＯＲＥ　ＫＯＢＥ
Ａｓｔｒｏｎａｕｔｓ（株）
ＥＣＣジュニア 神戸センター
ＦＬＡＳＨ（株）
ＧＦ（株）
ＨＡＶＩサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン合同会社
Heart Country Stove
Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　山梨東　吉田店
JA三井リース（株） IT・メディア部
ＪＡ三井リース（株） 三井物産営業推進部



JA三井リース（株） 生活産業部
ＪＡ三井リース建物（株） 管理部
ＪＡ全農たまご（株） 総合課
ＪＡ仏壇館
ＪＮＣ（株）労働組合東京支部
JSA中核会浜松支部
LAGUNAVEIL　ATELIER
ＬＧ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｊａｐａｎ（株）
Ｍ＆Ｓ不動産（株）
MICS化学（株） 管理部
ＭＩＬＢＡ　ミルバ　横浜店
Ｍｕｎｉｃｈ　ＲＥ
ＮＢＣ情報システム（株）
ＮＣ　ｎｅｔｗｏｒｋ
ＮＰＯ市民活動エージレス・ネットワーク
NPU（株）
ＰＲＥＸトレーディング（株）
RCS　Advertising
ROYAL NORWEGIAN EMBASSY
Slove mouth
ＳＭＣ（株）東京営業所
Solution planning
ＳＰ　solution planning
ＳＲＥホールディングス（株） プロパティマネジメント課
アーキヤマデ（株）横浜営業所
アーバンホール
あいゆう税理士法人
あおい司法書士事務所
赤禿税理士事務所
アクトワン（株）
アグロカネショウ（株）所沢事業所
アサヒビール（株）首都圏総括本部 総務部
アサヒ飲料（株） 明石工場
芦屋野球協会
アダマンド並木精密宝石（株） フォトニクス営業本部
あべウイメンズクリニック
ありんこ会
イオンモール（株）　ＴＨＥ　ＯＵＴＬＥＴＳ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ
いきいきクリニック



生野郵便局
池田機械産業（株）
池田庄作登記測量事務所
いすゞ自動車販売店協会
医療法人筑波記念会
イワセ産興（株）
インマヌエル香川キリスト教会
ウィッティングバンケット佳田
ウェスレアン・ホーリネス教団　二俣川キリスト教会
エール貿易（株）
エヌイー・トージツ（株）　　新潟営業所
エム・アイ・エス　テクノロジー（株）
エルティーケーライゼビューロージャパン（株）
オーウエル（株） 品質保証部　品質管理グループ
大阪南ライオンズクラブ
大阪大和川ライオンズクラブ
オーシャン貿易（株）
オートメーションシステム（株）
大豊化学工業（株）
大林道路（株） 京滋営業所
加賀市文化会館
カシオビジネスサービス（株） コーポレートサポート部　総務課
学校法人　聖愛学園 聖愛幼稚園
カトリック　大阪梅田教会
カトリック　四日市教会
カトリック川越教会 福祉社会部
カトリック伏見教会
カトリック峰教会
川口製菓（株）
かわみつ農園
関西学院 高等部
岸和田ロータリークラブ
北興化学工業（株） 岡山工場
九州国立博物館
行政書士法人ｏｆｆｉｃｅ　ＫＯＢＥ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
キリンビール（株） 首都圏・関東甲信越　総務部
近畿ドキュメントサービス協同組合
きんでん健康保険組合
グラフテック（株）



クリーン・エナジー・サービス（株）
ケーイングジャパン（株）
劇団風の子関西
公益財団法人　聖バルナバ病院
広陵疋相郵便局
コンマース（株）
サカタインクス株式会社 東京本社　東京総務部
さくらんぼの会
サンエス護謨工業（株）
サンリー（株）
ジェイフル（株） 大阪営業部
しげいi病院
静岡共済協同組合
シナノ解体工業（株） 総務部
ジブラルタ生命保険（株）さいたま支社 三郷営業所
社会保険労務士法人　村松事務所
住空間設計　Ｌａｂｏ　Ｗｅｓｔ
シュグルー・マイアン外国法事務弁護士事務所
新茨木ボランティア友の会
新日本ケミカル・オーナメント工業（株）
瑞陵スチール（株）
スーパー・コート豊中緑地公園
スカイレンタカー九州（株）
スガツネ工業（株）
ストレージプラス（株）
スミセイビジネスサービス（株）
住友商事（株）
セイコークロック（株）
積水化成品工業（株）
セキュリティーサポート（株）
ソニー損害保険（株） 総務人事部 総務課
ソリューション・ラボ・横浜（株）
ダイダン（株） 中国支店　総務課
大同生命社会貢献の会
大日鋼業（株）
ダイヤネット（株）
大和リビング（株）
田村駒（株）
ダンロップタイヤ中部（株）名古屋南営業所



デイサービスひかり
デヴィコアメディカル　ジャパン（株）
テルモビジネスサポート（株） 富士宮営業所
テン・ソフトウエア（株） ソフトウエア開発　総務部
テン工業（株）
東洋工業（株）
トップ・トレーディング（株）
とどろき運輸（株）
トヨタ自動車（株） 部品技術情援部　品質室
豊前市地域包括支援センター
尚栄運輸（株）
ナカノス建設（株）
名古屋トヨペット株式会社 秘書室
ナンシン機工（株）　埼玉営業所
ニコ精密機器（株）
西日本イワタニガス（株） 山口営業所
日本イエス・キリスト教団　柏原教会
日本キリスト改革派　南与力町教会
日本キリスト教会　香里園教会
日本キリスト教団　甲子園教会
日本基督教団　奈良教会
日本キリスト教団会　西都教会
日本キリスト教団玉手教会　べたにや会
日本スピードショア（株）
日本電設工業（株） 西日本統括本部　四国支店
日本被服（株） 大阪営業所
日本プランニング（株）
日本ワグナー・スプレーテック（株）
ニューコミニティ西宮チャペル
ニューベイシブジャパン（株）
パーソルラーニング（株） スペースアルファ三宮
パソコン整備士協会
花岡茂税理事務所
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
バプテスト宣教団　東向日キリスト教会
ハンナ　インスツルメンツ・ジャパン（株）
ピーズ・サプライ・ホームズ建築設計事務所
ピース９の会
樋口スチロール（株）



ビッグラダー（株）
姫路中央病院
広島ガスプロパン（株）
ファイナンシャル・ジャパン（株）　神田支社
フィフスプランニング（株）
福良キリスト教会　ヨルダン会
富士産業（株） 九州事業部
ブラス（株）
プラント機工（株）
ブリジストンタイヤジャパン（株）　新潟カンパニー新発田営業
古川歯科医院
プルックサージャパン行政書士事務所
プレステージカントリークラブ
ベスト電器労働組合
ヘライ建設株式会社 工事事業部
ホーチキ（株）北九州営業所
ホテル南風荘 総務課
ほのぼの
ボランティアグループ婦人会
ボランティア平野綿の会
マツオカ建機（株）本社 サービス部
松下ラゲッジ（株）
マトリクス・ＳＤ（株）
マリヤ運輸（有）
マルコーホーム（株）
マルヤマエクセル（株）
マルワ工業（株）本社・工場
みかさこども園
三国金属工業（株）
ミサワホーム北海道 リフォーム事業部
ミヨシ油脂（株） 大阪支店
めぐみ子ども園
メノナイトベル教会
メルテックス（株）　 大阪営業所
野洲市社会福祉協議会
安野産業（株） 広島支店
ヤマキ電気（株） 総務課
山脇酸素（株）
ヤンマーエネルギーシステム（株）東京支社



ユーフーズ（株） 堺営業所
ユカワ化工油（株）
ユキフーズシステム株式会社 総務・経理部
ユニス（株）
ユニプレス物流（株）
横河東亜工業（株）
吉田教会”教会と社会委員会
ヨシダ倉庫（株）
ライズ訪問診療クリニック
リーガロイヤルホテル小倉
リバーウエスト
レイズネクスト（株） 関東第3ＳＳグループ
レイズネクスト（株） 総務部
レン・ファミリークリニック
連合岩手
ワールドワイド（株）
ワイ・エフ・エージェンシー（株）
ワインショップ　ゴリヨン
愛媛ボーリング機工（株）
旭精密（株）
旭幼稚園
旭洋（株）東京本社 総務部
安井聡彦税理士事務所
伊藝司法書士事務所
移動無線サービス（株）
医療法人　佐藤病院
医療法人　社団誠弘会　池袋病院 事務部
医療法人　大智会　アトレーユうおざき
医療法人（社）玄同会小畠病院
医療法人一灯の会　沖縄中央病院 総務課
医療法人社団　恵生会　三枝医院
医療法人社団　長谷川眼科医院
医療法人寿会　小林病院
医療法人清水桜が丘病院
医療法人大平会嶺井第一病院
医療法人北斗会 宇都宮東病院
医療法人緑生会 天王病院
一般財団法人北海道電気保安協会本部技術営業部
一般社団法人栃木県解体業協会事務局



一般社団法人倫理研究所 出版編集部
稲畑香料（株）関東工場
稲毛海岸教会 婦人会（ハンナの会）
宇都宮ライオンズクラブ 事務局
栄総合法律事務所
栄和リサイクル（株）
奥島建設（株）
横須賀中央ライオンズクラブ
横浜ＹＷＣＡ 古切手係
横浜つばさ会計事務所・植木会計
横浜市新杉田地域ケアプラザ
横浜市中スポーツセンター
岡山市東区福祉事務所
岡山友の会公共係
沖縄県歯科医師会
河村薬品（株）
介護老人保健施設　M・T奈多ケア院
会津坂下ライオンズクラブ
開智学院
学校法人天野学園 愛珠幼稚園
笠井隆司公認会計士税理士行政書士事務所
鎌倉友の会
関東イリゲーション（株）川口営業所
丸一土地建物（株）
丸山機工（株）
丸全関西流通（株）
岸和田聖書教会
岩手県県南広域振興局 農政部一関農村整備センター
岩手鋳機工業（株）
岩谷マテリアル（株） 大阪支店
岩田地崎建設（株）東北支店
岩﨑電気工事株式会社
汽罐部品製造（株）
技研（株）本社 経理課
久慈ライオンズクラブ
久保建（株）　糸島支店
久保総合法律事務所
久保田加工機（株）
宮崎市郡歯科医師会



宮城学院女子大学Y.W.C.A
宮城県経済商工観光部 経済商工観光部商工金融課
宮本税務会計事務所
宮澤興業（株）
求人支援センター仙台泉
京都プリント染色協同組合
京都御幸町教会
京都府庁前郵便局
京都府保育協会
京都府立大学生命環境学部属演習林
京友（株）本社
京立機材（株）
共同カイテック（株） 総務人事部
共同企業体エコプラザ八戸
共和食品（株）
協同油脂株式会社　中部支店
金子メディックス（株）　本社
金城学院幼稚園 父母の会
金沢医科大学皮膚科学講座
九州電力（株）福間配電事業所
窪田事務所
穴沢薬局
健康づくり友の会ふわっと
検査開発（株） 総務課
元浦河教会
古河物流（株）平塚支社
五洋建設（株） 総務部
光山電気工業（株） 総務部
光洋マテリカ（株）
公益財団法人福島保健衛生協会 検査課
公益社団法人  国土緑化推進機構 基金業務部
公益社団法人　日本化学会
公立大学法人福島県立医科大学 大学管理係
向洋電機土木（株） 総務部広報グループ
幸田塗装（株）
江戸川機鋼（株）本社
江東区東陽子ども家庭支援センター
江東区立中学校西部共同事務室 深川第二中学校内
江別ユネスコ協会事務局



甲賀設備工業（株）
甲武デイサービスセンター
荒木行政書士・社会保険労務士事務所
行橋ライオンズクラブ
高井戸教会
高田馬場診療所
高木公認会計士事務所
国際ソロプチミスト奈良-万葉
国際ビジネス研究センター
国際交流基金 関西国際センター
国際紙パルプ商事（株） 関西支店
国立がん研究センター図書館
国立研究開発法人森林研究・整備機構　森林整備センター
東北北海道整備局
佐賀県理容生活衛生同業組合
佐土原キリスト教会
佐藤（株） 総務部
佐藤建設（株）
細谷病院
細谷有子税理士事務所
財団法人日本経営史研究所
埼玉ダイハツ販売（株） 総務・人事G
埼玉県中小企業共済協同組合
埼玉総合法律事務所
桜ヶ丘キリスト教
札幌聖書集会
札幌二十四軒南郵便局
三井デザインテック（株） ホームインテリア事業部
三井住友ファイナンス&リース（株）東京本社 管理部
三井住友海上火災保険（株） 中部総務部・総務経理チーム
三井住友海上火災保険（株） 銚子保険金お支払いセンター
三井住友海上火災保険（株）福山保険金お支払センター
三井不動産リアルティ（株） 総務部　総務グループ
三井物産アグロビジネス（株） 人事総務室
三京化成（株）浜松支店
三共商事（株）　茨木製作所
三協興産（株）
三桜電気工業（株） 人事総務部
三枝家庭集会



三多摩ハイムセンター
三田農林（株）
三菱・足立共同企業体
三菱重工エンジンシステム（株） 総務部　総務グループ
三菱商事パッケージング（株）
三菱電機労働組合
参議院議員こやり隆史事務所
山形県健康福祉部 健康福祉企画課
山形県置賜総合支庁建設部 建設総務課経理担当
山口県立宇部商業高等学校
山西鑿泉工業（株）
山本内科医院
司法書士法人　ぐんま市民司法書士事務所
司法書士法人　日本橋総合登記事務所
四国鉄道機械（株）
四日市友の会 幼児生活団
士幌郵便局
鹿児島さつまライオンズクイラブ
鹿追ライオンズクラブ
社会医療法人　大道会
社会福祉法人 聖愛保育園
社会福祉法人　馬島福祉会 法人本部
社会福祉法人　墨友会　サンヴェール尾張旭
社会福祉法人厚生福祉会青戸もも保育園
社会福祉法人江刺保育園
社会福祉法人沼田町社会福祉協議会
社会福祉法人生活クラブ風の村　わらしこ保育園流山
社会福祉法人聖公会北海道福祉会深川あけぼの保育園
社会福祉法人東神楽町社会福祉協議会
社会福祉法人読売光と愛の事業団よみうりランド花ハウス
社会福祉法人豊根村社会福祉協議会
社会保険労務士法人あおば関口事務所
社会保険労務士法人ジャパン・パーソネル・サポート
（社）福島県タクシー協会
宗教法人 日の神教団
秋田県由利地域振興局 総務企画部総務経理課
秋田木工（株）
住化ポリカーボネート（株）東京本社 総務部
住電商事（株） 東京総務部



住友生命保険相互会社 高輪支部
住友精密工業（株）東京本社
出光興産（株）愛知製油所
小学館スクウェア
小千谷市社会福祉協議会
小川司法書士事務所
小川総合法律事務所
小倉台キリスト教会
小島設備工業（株）
小林　恒　税理士事務所
昭和リース（株）　埼玉支店
松山バプテスト教会
松田電気工事三（株）
松本ビル管理（株）
松浪硝子工業（株）東京営業所
上村鐵構建設（株）
上野御徒町司法書士事務所
上野製薬（株）　 伊丹工場
上落合地域交流館
信栄工業（株）
信州大学教育学部附属松本中学校
新ケミカル商事（株）　東京本社
新茨木ボランティア友の会
新宿区社会福祉協議会　新宿ボランティア・市民活動セン
森建設工業（株）
神戸保護観察所姫路駐在官事務所
進徳海運（株）
水戸無教会 聖書集会
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
水野石油（株）
瑞木総合法律事務所
世光保育園
世田谷粕谷郵便局
瀬南郵便局
是則運輸倉庫（株） 営業一部
政書士法人　Office KOBE Management （有）オフィスKM
清水建築設計工房一級建築士事務所
清流出版（株）



生活協同組合連合会　大学生協事業連合
生長の家　白鳩会　大阪教区連合会
生和テクノス（株）
盛岡ユネスコ協会
聖フランシスコ修道院
聖母幼稚園
聖路加国際病院附属クリニック・予防医療センター
西大寺キリスト教会
西日本電気システム（株）
西日本電気システム（株）
西武川越病院
青山学院校友会 横浜支部
青少年ペンフレンドクラブ 事務局
青木修一税理士事務所
静鉄ホームズ（株）大井川フレイミングセンター
税理士法人　日本税務総研　名古屋事務所
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
税理士法人依田会計
税理士法人中央総合会計事務所 監査第２グループ
石川子ども圓
積水フーラー（株）浜松工場 人事総務部
積善会看護専門学校
積和不動産中部（株） CSR推進室
仙台保護観察所
千葉ＹＭＣＡ
千葉北部生コンクリート協同組合
川口内燃機鋳造（株）
川崎上作延郵便局
川崎設備工業（株）
川崎白百合ライオンズクラブ 事務局
浅井産業（株）
浅野川運輸（株）
船橋市保健所 保健予防課結核感染症係
善き牧者仙台修道院
全日本海員組合本部 外航部
全農物流（株）東北支社 系統物流課
曽田香料（株） 購買部
倉敷中央病院リバーサイド



早川整骨院
相馬地区保護司会
相模屋美術店
相模原福音キリスト教会 婦人部
相模台地区ボランティアの会
総武工業（株）
綜合警備保障（株）渋谷支社
足立区役所 環境部ごみ減量推進課資源化推進係
足立区立西保木間小学校
損害保険ジャパン日本興亜（株） 企業営業第八部第四課
損害保険ジャパン日本興亜（株） 本店自動車保険金サービス
村・宮舘法律事務所
村上小町郵便局
太陽住宅販売（株）
大井バプテスト教会 福祉委員会
大垣ライオンズクラブ
大垣水都ライオンズクラブ
大館聖パウロ教会
大久保パブテスト教会
大宮倉庫（株）栃木営業所
大宮白百合幼稚園
大月キリストの教会
大原学園  大原簿記学校10号館 東京校受付課
大阪さくらライオンズクラブ
大阪東淀ライオンズクラブ
大三機工（株）　秋田営業所
大森めぐみ教会教会学校
大前塗装
大島食品工業（株）
大同自動車工業（株）
大同薬品工業（株）
大日本図書 経理部
大日本土木（株）　本社 管理本部　総務部　総務
大分福音キリスト教会
大野運送（株）
大和ハウス工業（株）
大和ハウス工業（株）つくば支店 住宅営業課
大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 総務・安全・施設管理課
滝川市立西小学校



瀧口木材（株）
拓栄建設（株）
知立市ボランティア市民活動センター 収集ボランティア
池田忠彦税理士事務所
池田保育園 青少年赤十字
築上町役場 総務課行政係
築地クリニック
中央会計事務所
中央工機（株） 水戸営業所
中央工機産業（株） 京浜営業所
中央工機産業（株） 日立営業所
中央工機産業（株）　相模原営業所
中央工機産業（株）　大分営業所
中央職業能力開発協会
中川村社会福祉協議会
中村内科胃腸科医院
中部日化サービス（株）三重支店
中野ＢＣ（株）
朝日新聞総合サービス（株） 総務サポート部
朝日新聞東京本社 編集ｻﾎﾟｰﾄ部経理課
朝日大学村上記念病院
長崎市ジョブサポートセンター
長崎西ライオンズクラブ
長崎北ロータリークラブ
長津田みなみキリスト教会
長野県退職公務員連盟長野支部女性部
直富商事（株） 環境整備部
津ユネスコ協会 奉仕部
津止合金工業（株）
鶴瀬恵みキリスト教会
鉄道建設・運輸施設整備支援機構　東京支社
天泉こども園
田中ナオミアトリエ一級建築士事務所
田島ルーフィング（株）
田島法律事務所
渡辺パイプ（株） 営業推進部
渡辺建設（株）
渡辺建設工業（株）
土浦キリストの教会



唐津市立鬼塚小学校
嶋田法律事務所
東ソー・ニッケミ（株） 合成樹脂第1部
東亜グラウト（株） 工務部
東映ビデオ（株） 営業開発部
東会計事務所
東京化セン（株）東京リビング（株）
東京海上日動調査サービス（株） 総務Ｇ
東京西東京ライオンズクラブ
東京第一友の会公共係
東京都立墨田特別支援学校 ＰＴＡ（高等部事務班）
東京府中ロータリークラブ
東京法務局城北出張所
東京友の会　世田谷幼児生活団
東光園緑化（株）
東芝プラントシステム（株）
東芝プラントシステム（株） 総合設備技術部　重工電気グループ
東商（株）
東松島市社会福祉協議会
東信運送（株）
東正寺
東西土地建物（株）
東大宮福音自由教会
東鉄工業（株）東京線路支店 総務部
東邦シートフレーム（株） 経理部資金グループ
東洋建設（株）東北支店
藤女子大学カトリックセンター
藤倉化成（株） 開発研究所
同盟福音天白キリスト教会
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グリーンヒル
特別養護老人ホーム多賀城苑
独立行政法人日本学術振興会 研究者養成課
栃木県漁連
南魚沼市社会福祉協議会 収集ボランティア・手まりの会
南丹市国際交流協会
楠税理士事務所
虹の子保育園



日教組和歌山
日経ＢＰ社 日経トップリーダー編集
日向台病院
日産プリンス福岡販売（株）
日産化学（株） 化学品事業部　事業推進部
日産車体マニュファクチュアリング（株） 管理部
日新化熱工業（株）本社工場
日西物流（株）仙台営業所
日鉄物産（株） 東京営業会計１課
日東鉱工商事（株）
日本キャタビラー合同会社 横浜営業所
日本キリスト教会　旭川教会 日曜学校
日本キリスト教会　房総君津教会
日本キリスト教会古河伝導所
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　ひの木教会
日本キリスト教団　王子北教会
日本キリスト教団　倶知安伝道所
日本キリスト教団　幸町教会
日本キリスト教団　洗足教会　オリーブの会
日本キリスト教団　富士見高原教会
日本キリスト教団旭川豊岡教会 社会委員会
日本キリスト教団横浜上倉田教会
日本キリスト教団花小金井教会
日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会
日本キリスト教団厚別教会こひつじ会
日本キリスト教団室蘭知利別教会
日本キリスト教団沼津大岡教会婦人部
日本キリスト教団長浦教会
日本キリスト教団白銀教会 婦人会
日本コヴィディエン（株） メディカル事業部
日本コンピュータ・ダイナミクス（株） ＩＴ事業推進室　ビジネスパートナー推進
日本コンピュータシステム（株） IT事業本部
日本ゼネラルフード（株） 食品流通センター
日本ナザレン教団　青葉台教会
日本ハイウエイ・サービス（株）
日本バプテスト名古屋キリスト教会
日本バプテスト連盟　諫早キリスト教会



日本バプテスト連盟女性連合
日本ボーイスカウト東京連盟世田谷第25団
日本ルーテル教団札幌中央ルーテル教会みのりの会
日本海運（株） 総務･船員部
日本基督教団  熊谷教会
日本基督教団  秋田飯島教会
日本基督教団　翠ヶ丘教会
日本基督教団 聖徒教会
日本基督教団　西が丘教会
日本基督教団　名古屋堀川伝道所
日本基督教団荻窪教会
日本基督教団三鷹教会 婦人会
日本基督教団上星川教会
日本建設（株）東京本社
日本航空電子工業（株） 営業部門
日本山村硝子（株） 総務課
日本自由メソヂスト教団 葛城キリスト教会
日本情報システム（株）
日本水工設計（株） 総務人事部
日本聖公会　聖マーガレット教会
日本聖公会　西宮聖ペテロ教会
日本赤十字社三重県支部
日本赤十字社山梨県支部
日本測地（株）
日本中部工業資材（株）
日本同盟基督教団愛宕山教会
日本郵便（株）　京都東寺郵便局
日本郵便（株）　長津田郵便局
日本郵便（株） 湯川温泉郵便局
日本郵便（株）金沢中央郵便局 窓口営業部
日本郵便（株）広島中央郵便局 郵便部
日本郵便（株）札幌北三条郵便局
日本郵便（株）三原西野町簡易郵便局
日本郵便（株）秋田中央郵便局 総務部
日本郵便（株）内野町郵便局
日本労務研究所
日野キリスト教会
日野金属産業（株）
認定こども園めぐみ　遠野聖光こども園



認定こども園福野青葉幼稚園
能代市立第四小学校 母親委員会
能美防災（株） 中部支社
農業組合法人　平根ファーム
波浮保育園
萩原工業（株）東京支店
萩生田税務会計事務所
白百合学園小学校友愛委員会
八洲工機（株）伊勢崎営業所
飯島税理士事務所
飯能キリスト教会
不動産バンク（株）
不二熱学工業（株） 名古屋支店
富士吉田中央ライオンズクラブ
富士金網工業（株）
富士通（株） 山梨支店
扶洋産業（株）
部落解放同盟中央本部
風里谷税理士事務所
服部会計共同事務所
福崎キリスト教会 婦人部
福山アライアンス教会
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
福智町社会福祉協議会
米久（株） 人事労務チーム
米沢市立第六中学校
保坂・福場税理士事務所
豊橋善意銀行
豊北木材工業（株）
防府バプテスト教会
北海道鹿部町
北海道上川総合振興局 産業振興部林務課
北海道新聞社 本社 編集局写真部
北海道大学大学院医学研究科　　　高次診断治療学専攻外
科治療学講座　　腎泌尿器外科学分野
北海道電気保安協会 営業部　お客さまサービルグループ
北沢産業（株） 総務部
本間建具



毎日興業（株）
毎日新聞西部本社事業部
味の素（株）東北支社 営業企画グループ
未来情報開発（株）
名古屋友の会 公共係
名古屋友の会　幼児生活団
明治安田ビルマネジメント（株） 丸の内センター
明治安田生命保険相互会社 運用サービス部
明治安田生命保険相互会社 熊本第二マーケット開発室
明石ベテル教会
明電システムソリューション労働組合
明電産業（株）
門倉電機（株）　前橋営業所
野口興産（株） 総務部総務課
野毛印刷 営業企画本部
弥生保育園
油糧輸出入協議会
郵便局（株）新潟中郵便局 窓口営業部
陽光ビルサービス（株）
洛西上里チャペル
立正大学付属立正中学校・高等学校
立命館大学スポーツ健康科学部　スポーツ健康科学研究科
隆崇院
緑の牧場教会大館チャペル
林化成（株）
蓮美幼稚園
六角橋教会　日曜学校
和気　司法書士　行政書士　事務所
和輝総合設計（株）
和田正敏司法書士事務所
和東産業（株）
亘理カトリック保育園
偕成社 総務部
濱田広道法律事務所


