
1本10円の社会貢献

設置方法

あなたも
日本財団チャリティー自販機を
設置しませんか？

子どもサポートプロジェクト

子どもの貧困対策支援

子どもサポートプロジェクト

難病の子どもと家族の支援

子どもサポートプロジェクト

児童養護施設出身者等の
進学支援

いざ、という時のために

災害復興支援

2008年よりスタートした日本財団の社会貢献自販機“夢の貯金箱”。これま
でに6,600台以上が日本全国で設置され、累計10億円を超えるご寄付をいた
だきました。みなさまのあたたかなご寄付・ご支援、誠にありがとうございます。

2018年4月からは、よりわかりやすく、すばやいサポートを届けるため、
日本財団が実施する5つのプロジェクトから寄付先を選んでいただく仕組み
に変更させていただくことになりました。自販機の名称も「夢の貯金箱」から

「日本財団チャリティー自販機」とさせていただきます。
子どもたちが未来への希望を持てるように、いつ起こるか分からない
災害に負けないように、今後とも引き続き「日本財団チャリティー自販機」を通
じたご寄付のご協力をお願いいたします。

70cm×70cmという省スペースから設
置可能です。

お気軽にお電話ください。
設置のご相談やご希望のメー
カーなどをお聞きします。

飲料メーカーが売上代金を回収します。

設置者様と日本財団へ振り込まれます。

1本につき10円の社会貢献が
気軽にできます。

看板にもなるオリジナルデザイン
を無料で作成します。

CSR活動に、スタッフ全員が
直接参加できます。

省エネ機を採用。電気代とCO2
が削減できます。

災害救援型の自販機の設置も
可能です。
※設置先によっては、ご要望に添えない
場合がございます。

税制優遇（損益算入）を受ける
ことができます。

飲料メーカーからお客様に
ご連絡後、現地に伺います。

飲料メーカーと契約成立。
※飲料メーカーと条件が合わな
い場合、日本財団より別の飲料
メーカーをご紹介いたします。

設置完了！

新規設置1

設置までの流れ

お金の流れ日本財団チャリティー自販機設置メリット

その一本で社会貢献
日本財団 寄付

日本財団  チャリティー自販機設置パートナー募集

0120-892-139

今ある自動販売機を、他社のメーカーに
置き換えて設置することが可能です。

置き換え2
今ある自動販売機を、そのままチャリティー
自販機に変更することができます。
※対応できない場合もございます。

仕組み変更3

2017年度　夢の貯金箱基金  活動報告書

発行：日本財団  〒167-0034  東京都港区赤坂1-2-2

「夢の貯金箱」が変わりました！
社 会 貢 献 型 自 販 機

日本財団チャリティー自販機へ

アスリートと共に行う
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学校から帰ってきても家には誰もいない、習い事に行くことも出来ない。夕食はコンビニで買ったおにぎり１つ。
テレビで寂しさを紛らわし、親に会うことなく、１人で寝る。これは私達が住む日本で実際に起きていることです。
今、日本の７人に１人の子どもが貧困状態にあると言われています。経済的困窮を背景に、教育や体験の機会に
乏しく、地域や社会から孤立した状況に置かれています。「貧困は親の責任」「努力不足」と言った自己責任論も
根強くありますが、子どもには何も罪はありません。
日本財団では自治体・教育委員会・学校と支援団体や地域のハブとなり、学習サポートや食事の提供、基本的な
生活習慣作りなど、将来の自立に必要な力を育む家でも学校でもない「第三の居場所」を全国に設置し、子ども
の貧困対策を推進しています。

「どうせお金がかかるから僕（私）にはできない」
家庭環境を背景に、様々な体験を経験できない子ども達がいます。その為、何か
に挑戦しようという意欲そのものを失いがちです。
当拠点では「豊富な体験」の提供に注力しています。授業中、集中できない子でも、
拠点に来ると夢中になって何時間もキーボードの練習をする子どももいます。
子ども達は、夢中になれるものを見つければ、黙々と物事にチャレンジします。
私たちは、子ども達に寄り添いながら、子どもの好奇心の芽をそっと育んで
参ります。

1

子どもたちに温かい家庭のような
「第三の居場所」を

幅広い体験から、生きる力を

貧困状態にあっても、子どもたちが地域の人 の々支えを受け、将来の自立に必要な力を育む

子どもサポートプロジェクト 子どもの貧困対策支援

A拠点

ここに来ている子どもの中には、事情があって親の帰りが遅く、丸一日親子で会
話をしない子どももいます。
想像してみてください。
　周囲に悩みを聞いてくれる大人がいなかったら
　日が暮れた後の寂しさを、一人で我慢しなければならなかったとしたら
私たちは親の代わりになることは出来ませんが、一緒に食卓を囲んで学校生活
の話を聞いたり、暗い表情にいち早く気付いてあげたり、親身になって子どもに
寄り添うことなら出来ます。「第三の拠点」を通して一人でも多くの子どもに寄り
添いたいと思います。

親身になって寄り添うことで

B拠点

難病の子どもは、全国で25万人以上。そして、その小さな命を守るため毎日ギリギリの状態で
頑張っている家族。日本財団は、難病の子どもを安心して預けられる支援施設の建設や、家族
と離れて入院生活を送る子どもたちに笑顔を届ける活動のほか、呼吸器や車いすなどの制限
があっても家族みんなで安心して旅行やキャンプを楽しめる支援などを行っています。
日本財団がハブとなり、人と人を繋ぎ、団体と団体を繋ぎ、仲間を増やすことで、日々病気と
闘う子どもとその家族が、今日を楽しく、明日も笑顔で迎えられるよう応援しています。

今までは、私が頑張らなければと気負っていましたが、“うりずん”を利用するよ
うになってゆっくり使える時間ができて、子育てや家族との生活を楽しむ余裕
ができました。私と尊にとって、“うりずん”は夢のような場所。たくさんの方が子
どもの成長を見守り、育ててくださることに感謝しています。（千寿さん）

病気と闘う子どもたちに
「夢や希望」を

子育てや家族との
生活を楽しむ余裕ができた

難病の子どもと家族が孤立しない、みんながみんなを支える地域づくりを目指して

久しぶりに嬉しくて泣きました。大げさかもしれないけれど、人々の笑顔とあた
たかさに触れて、生きていて良かったと思いました。（お父さん）
旅行から戻っても、ふとした時にあの時の感動をよく思い出します。家事に看護に
仕事に、毎日本当に大変ですが、思い出すたびに自分を励ましています。（お母さん）

嬉しくっても、涙って出るんだ

2 子どもサポートプロジェクト 難病の子どもと家族の支援

現場の
声

現場の
声

家族の
声

家族の
声

寄付金により建設された医療ケアが必要な子どもを日中に預かる施
設「うりずん」の利用者、瓦井尊君と、お母さんの千寿さん
尊君は、出生時低酸素性虚血性脳症により、人工呼吸器をつけて生
活している。

たける
北海道に住む宮田さん一家。ディズニーランドと浅草を周る
2泊3日の旅に参加。
長男の延蔵君はSTXBP1遺伝子異常による難治性てんかん
の難病を持つ。

えんぞう
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3

未来を諦めない、
その強い意思に応えるために
「あったらいいな」を形にした、社会的養護出身の若者を対象とした給付型奨学金制度

子どもサポートプロジェクト 児童養護施設出身者等の進学支援 いざ、という時のために 災害復興支援

災害に、最速で、最適に動く
災害発生時、速やかに被災地に入り

行政、NPO、ボランティアをつなぎ必要な支援を必要な所へ。

4

何らかの事情により親元で暮らすことができない社会的養護の子どもは、原則として18歳を迎えると、児童養護施設
や里親家庭など、それまで暮らしていた場所から出て行くことが求められます。こうした若者は全国で毎年1,800人ほ
どいて、その多くが住居費や生活費を捻出するための就労を余儀なくされています。
日本財団では、社会的養護の子どもの自立と進学を応援するため、バイト漬けにならず、勉学やサークル活動といった
学生としての経験をできるだけ多く積むことができるよう、入学金・授業料の全額と、定額の生活費と住居費を提供す
る給付型の「夢の奨学金」制度を始めました。
また、社会的養護出身の子どもは精神的に追い詰められる傾向にある、という現場の声から、全ての奨学生に夢の奨学
金ソーシャルワーカーが寄り添い、精神的ケアも含めて就職までサポートする制度にしています。

夢を照らした希望の光
～日本財団夢の奨学金～

NPO法人
九州ラーメン党

濱田 龍郎さん

災害NGO 結 ～Yui～

前原 土武さん

災害復興支援のスキーム

寄付金の流れ

夢を“持てる”ということ

地震、大雨、台風・・・自然災害大国と言われる日本ではいつ、どこで災害が起きるか分かりません。
大規模災害が発生した際、インフラの復旧など行政による支援と共に、NPOやボランティアなど民間の視点による「被災者に
寄り添ったきめ細かい支援活動」も欠かせません。
日本財団は発災直後に先遣隊がいち早く被災地に入り現地の被害状況を確認。行政、NPO、ボランティア、医療機関、企業な
どから情報を集めます。そして、その時々に必要とされる支援を、必要な場所へ届けます。

ラーメン屋を営んでいたこともあり、東日本大震災などの被災地に赴き、これまで
650ヶ所で10万食を提供してきました。私も今回の地震で被災しましたが、
本震に襲われた4月16日から炊き出しを始めました。
ボランティアは我が身を削ってまず自分が始めるというのが信念ですが、どこか
で限界がきます。1人では何もできないんですね。そんな中で、頑張っている姿
を見ていて下さっている方がいて、寄付を通して応援して下さる方がいるという
ことを痛感し、大きな支えになりました。深く感謝しています。

＜熊本地震支援＞
被災しても、あたたかなラーメンで元気に

今回の豪雨災害では、発災日の夕方に被災地入りしました。
毎日バイクで被災地の状況を確認し支援が行き届かない空白地帯に、NPOや
ボランティアなどをつなぐ活動をしています。被災地では継続的な支援が
必要です。皆さんからのご寄付により、継続して活動出来ることに、とても
感謝しています。
皆さんの「被災地を支援したい」という思いを現場に届ける毛細血管の役割と
して、しっかり発揮していきます。

＜九州北部豪雨災害支援＞
毛細血管の役割となって支援を届ける

奨学生の

声
奨学生の

声
現場の

声
現場の

声

私は教師になるという夢をずっと抱いていました。しかし、社会的養護出身であ
る自分は、教師になるという夢を叶えるどころか、大学へ進学することさえも叶
わないことだと考えていました。そんな自分に、希望の光が差し込んだのは高校
三年生の時です。日本財団夢の奨学金一期生に選ばれ、ありがたいことに大学
へ進学できたのです。
もし夢の奨学金がなかったら、ということを考える時があります。きっと自分は
バイト漬けになり、まともな大学生活は送れず、学習環境も整わなかったことだ
と思います。しかし、今は夢の奨学金が給付されるおかげで、成績上位で三年生
まで進学することができ、日々の勉強も順調に進んでいます。
教員採用試験まであと約一年を切りました。これからも学校ボランティア活動
などで経験値を高めながら、夢を叶えるための努力をし続けたいと思います。

中京大学法学部法律学科3年 

長谷川 俊介さん
芸術大学 3年 

近藤 萌さん

施設にいた時は大学に行くことは考えることができませんでした。さまざまな理
由が私の「進学」への選択肢を静かに消していったんだと思います。今大学に通
えることは私にとって奇跡に近いことで、大学進学後は学びたかった芸術の勉
強ができています。
奨学金を受ける前は生きることに精一杯で、夢なんてとんでもない。所詮夢は
夢、と思っていました。しかし、以前ではありえなかった自分の時間を持つことが
でき、制作に励むことができたことで、いつか自分の店を出したいという「夢」を
持つことができました。この「夢」を叶えるのは現実的には難しいことですが、で
も以前の自分なら夢を持つことすらなかった。それがこの奨学金を受けた後の
大きな変化です。

100％被災地支援に活用されます。

日本財団夢の奨学金3期生16名（1名欠席）と、日本財団会長笹川陽平（写真上段中央）

ニーズ調査
支援金

ニーズ調査
支援

協力体制 行政活動

支援

4
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5 アスリートと共に行う

民族や宗教の違いなどから90年代に死者20万人以上という内戦が起きたボ
スニア・ヘルツェゴビナ。現在も残る民族間の社会的分断を融和しようと、民
族・宗教の隔てなくスポーツを楽しむことを目指したスポーツアカデミー「マリ
モスト」を激戦地モスタル市にを設立。安定した運営を目指し奮闘中。

■ 2017年度に支援した主な活動 ■
元サッカー日本代表

宮本恒靖さん

野球教室を開こうと訪れたフィリピンで、劣悪な環境で生活のために働く裸足
の子どもを見て衝撃を受けた。野球道具の前に靴を贈ろうと決意。使い終わっ
た靴を寄付してもらい、現在までに18,000 足以上をフィリピン、カンボジア
などの厳しい環境にいる子どもたちへ自ら手渡しをしている。発信力のあるア
スリートならではのプロジェクトである。

プロ野球選手

鳥谷 敬さん

自身の兄が障害者である経験から、障害がある子どもたちへのサーフィンスクール
を開催。自然を相手に行うサーフィンへの挑戦が子どもたちに「自信と自立」を
与え、参加する多くのボランティアの心のバリアを取り除く。誰もが暮らしやすい
社会を作ることにチャレンジしている。

プロサーファー

アンジェラ・磨紀・バーノンさん

児童養護施設出身者である自らの生い立ちを踏まえ、厳しい現状を抱える施設
の子どもたちと向き合い、ボクシングを通して「こころのケア」を実施。児童養護施
設の子どもたちが自分たちの将来への道を切り開いてもらうきっかけづくりを行
う。年間約50の児童養護施設を飛び回り活躍中。

元プロボクサー

坂本博之さん

SPORTSMANSHIP 
IS 

NOT ONLY IN A STADIUM

（一社）ラ・バルカグループと協働し、ショコラの製造・販売を通じた障
害者就労支援プロジェクトを実施。店舗や工場の連携候補となりそう
な福祉施設の発掘、チョコレート製造のための技術研修の実施等を
行いました。

各 事 業 活 動 報 告
障害者をショコラティエに！

～ショコラを活用した障害者就労変革プロジェクト～

原則100万円以上をご寄付いただいた場合、現在実施している事業の
中から寄付先の指定や、オリジナル基金の設立を行うことができます。
2017年度に実施した、夢のプロジェクトの一つをご紹介します。

あなたが創る 夢のプロジェクト

東日本大震災や熊本地震の支援で得た知見と課題をもとに、ハード・ソ
フトの両面で求められる避難所のあり方の具体的なモデルを用いた避
難所運営管理者及び被災地エリアマネージャーの育成カリキュラムを
作成。2016年度3か所、2017年度5か所で研修・訓練を実施しました。

被災者支援拠点運営人材育成事業

熊本地震の仮設住宅でのコミュニティの形成支援や復興まちづくり
における住民の合意形成支援のため、被災地の状況調査、支援候補
先団体の選定の補助、事前調査及びフォローアップを、熊本市・益城
町・南阿蘇村他で行いました。

熊本地震コミュニティ復興支援事業

突出した能力はあるが、現状の教育環境に馴染めず不登校傾向にある小・中学
生を選抜し、継続的な学習保障及び生活のサポートを提供するプロジェクト。
匿名の女性の方より10,000,000円のご寄付を頂きました。科学技術や芸術、
スポーツ界など様々な分野で活動するトップランナーによる講義や、ディスカッ
ション、実践型の教育プログラム等を提供し、一人ひとりの興味にあった指導を
行うことができました。

異才発掘プロジェクト

マリモスト（小さな橋）
～スポーツでつながる世界を創る～

プロジェクト名 プロジェクト名

RED BIRD Project
～世界中の子どもたちの笑顔を目指して～

プロジェクト名

こころの青空基金
プロジェクト名

Ocean's Love
～海から陸へ
　　ノーマライゼーションの社会づくり～

2017年度

「日本財団夢の奨学金」は、学費全額に加えて生活費や住居費もカバー
する奨学金で、すべての奨学生にソーシャルワーカーが寄り添い、卒業か
ら就職までサポートする体制をとっています。第一期奨学生11名、第二
期奨学生15名、第三期奨学生17名への奨学金の給付を行いました。ま
た、奨学生同士の交流を目的とした交流会・活動報告会を実施しました。

日本財団　夢の奨学金

HEROs FOUND

誰かのため、社会のため、未来のために。
アスリートが中心となり進める社会貢献「HEROs」を応援しよう！

「HEROs」はアスリートが中心となってチャレンジしているソーシャルイノベーション（社会変革）です。特に子どもたちの未来のため
の活動に力を入れています。
さまざまな理由で孤立している子どもたち。子どもたちは、憧れのアスリートと共にスポーツを通して、学び、育ち、成長していきます。
またアスリートによる活動は、多くのファンを巻き込みながら、社会を変えていく大きなメッセージを発信するパワーも持っています。
アスリートたちと、孤立し苦しんでいる子どもたちに「ひとりじゃないよ」というメッセージを発信していきましょう！
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た、奨学生同士の交流を目的とした交流会・活動報告会を実施しました。

日本財団　夢の奨学金

HEROs FOUND

誰かのため、社会のため、未来のために。
アスリートが中心となり進める社会貢献「HEROs」を応援しよう！

「HEROs」はアスリートが中心となってチャレンジしているソーシャルイノベーション（社会変革）です。特に子どもたちの未来のため
の活動に力を入れています。
さまざまな理由で孤立している子どもたち。子どもたちは、憧れのアスリートと共にスポーツを通して、学び、育ち、成長していきます。
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①収入の部 （内訳） 単位（円） 備考

寄付金収入
自販機による寄付 245,370,075 寄付型自動販売機の設置983台

（稼動台数累計6,518台）
一般寄付 57,757,569 振込・クレジットカードによる寄付409件
あなたが創る夢のプロジェクト 15,770,000 

当期収入（A） 320,597,157 
前年度繰越額 434,522,655 
収入の部　合計（B） 755,119,812 

②支出の部 単位（円） 備考／パートナー

事業費支出

新規施設へのファシリティドッグの導入準備及び派遣 3,000,000 （特）シャイン・オン・キッズ
障害者をショコラティエに！
～ショコラを活用した障害者就労の変革プロジェクト～ 48,840,000 （一社）ラ・バルカグループ

インドハンセン病コロニーの第二世代を対象にした職業訓練の提供 1,000,000 笹川インドハンセン病財団
スカラーの興味・関心を伸ばすための基金設置（異才発掘プロジェクト） 10,000,000 東京大学　先端科学技術研究センター
被災者支援拠点運営人材の育成事業 25,459,500 日本財団自主事業
犯罪被害者等に対する緊急支援金の給付 4,000,000 （公社）全国被害者支援ネットワーク

「日本財団夢の奨学金」事業 (2017年度決定） 4,212,320 日本財団自主事業
「日本財団夢の奨学金」事業（2016年度決定) 67,339,734 日本財団自主事業
熊本地震コミュニティ復興支援事業(2016年度決定) 7,096,000 日本財団自主事業
被災者支援拠点運営人材育成事業(2016年度決定) 1,616,000 日本財団自主事業

事業費支出　　 小  計 172,563,554 
管理費支出 クレジットカード手数料 205,297 
管理費支出　　 小  計 205,297 
当期支出合計      （C） 172,768,851 
当期収支差額 （A）－（C） 147,828,306 
次期繰越額    （B）－（C） 582,350,961 

2017年度夢の貯金箱基金に係る収支報告 （至2017年4月1日～2018年3月31日）会計報告
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NPO法人遠野まごころネット
NPO法人前沢いきいきスポーツクラブ
NPO法人里・つむぎ八幡平
チャレンジドセンター久慈
ヤマダイ山崎
一般財団法人岩手県青少年会館
一般社団法人はるかぜ
一般社団法人やさいサラダ
一般社団法人奥州市観光物産協会
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社いわい
株式会社サンパワー
株式会社ティエフシー
株式会社レーベル’ホールディングス
株式会社互洋大船渡マリーナ
株式会社航和
株式会社小鯖船舶工業
株式会社川秀
株式会社川石水産
釜石湾漁業協同組合
岩手日産自動車株式会社
宮古漁業協同組合
鍬ヶ崎番屋
公益財団法人岩手県予防医学協会
山田漁業協同組合連合会
山田町健康増進センター
山田町役場豊間根支所
山田八幡宮（佐藤宮司）
社会福祉法人いつつ星会

社会福祉法人カシオペア障連
社会福祉法人つくし会
社会福祉法人つつじ会
社会福祉法人とおの松寿会
社会福祉法人みちのく協会
社会福祉法人みちのく大寿会
社会福祉法人やまどり福祉会
社会福祉法人やまゆり会
社会福祉法人わらび会
社会福祉法人愛育会
社会福祉法人安代会
社会福祉法人衣川会
社会福祉法人河北会
社会福祉法人花巻ふれあいの里福祉会
社会福祉法人花巻市社会福祉協議会
社会福祉法人花泉さくら会
社会福祉法人岩手ひだまり会
社会福祉法人岩手愛児会
社会福祉法人岩手県社会福祉事業団
社会福祉法人岩手和敬会
社会福祉法人宮古市社会福祉協議会
社会福祉法人共生会
社会福祉法人協同光陽会
社会福祉法人金ヶ崎町社会福祉協議会
社会福祉法人九戸村社会福祉協議会
社会福祉法人桂泉会
社会福祉法人光寿会
社会福祉法人江刺寿生会
社会福祉法人山栄会

社会福祉法人燦 会々
社会福祉法人志和大樹会
社会福祉法人自立更生会
社会福祉法人自立更生会とばせ園
社会福祉法人自立更生会北上アビリティーセンター
社会福祉法人室蓬会
社会福祉法人若竹会サンホームみやこ
社会福祉法人若竹会はあとふるセンターみやこ
社会福祉法人若竹会わかたけ学園
社会福祉法人寿憩会
社会福祉法人寿生会
社会福祉法人修倫会
社会福祉法人常心福祉会
社会福祉法人新里紫桐会
社会福祉法人成仁会
社会福祉法人清風会
社会福祉法人聖愛育成会
社会福祉法人西根会
社会福祉法人誠心会
社会福祉法人青松会
社会福祉法人石鳥谷会
社会福祉法人川井心生会
社会福祉法人大谷会
社会福祉法人大洋会
社会福祉法人胆沢コスモス会
社会福祉法人胆沢やまゆり会
社会福祉法人堤福祉会
社会福祉法人典人会
社会福祉法人天神会

社会福祉法人田老和心会
社会福祉法人藤美会
社会福祉法人博愛会
社会福祉法人柏寿会
社会福祉法人美楽会
社会福祉法人普代福祉会
社会福祉法人平成会
社会福祉法人宝寿会
社会福祉法人方光会
社会福祉法人睦喜会
社会福祉法人鳴瀬会
社会福祉法人立正会
社会福祉法人麗沢会
社会福祉法人和江会
社会福祉法人翔友
社団医療法人久仁会
社団医療法人康生会
種市南漁業協同組合
重茂漁業協同組合
小袖定置網組合
新おおつち漁業協同組合
船越湾漁業協同組合
大船渡湾冷凍水産加工業協同組合
地方公共団体一戸町地域包括支援センター
田老町漁業協働組合
東北汽船港運株式会社
特定非営利活動法人（きらぼし）
特定非営利活動法人あおば会
特定非営利活動法人いわてパノラマ福祉館

特定非営利活動法人ケアセンターいこい
特定非営利活動法人サポートセンターNPOえさし
特定非営利活動法人さんりく・こすもす
特定非営利活動法人そよかぜの家
特定非営利活動法人つくし会
特定非営利活動法人なんぶ
特定非営利活動法人ハートピュア盛岡
特定非営利活動法人ハックの家
特定非営利活動法人ひまわり
特定非営利活動法人みたけ弥勒クラブ
特定非営利活動法人釜石市身体障害者協議会
特定非営利活動法人三の丸ひまわり
特定非営利活動法人浄法寺サポートセンター
特定非営利活動法人清流
特定非営利活動法人石峠宅老所
特定非営利活動法人第二のわが家
日本武道具製造株式会社
普代村教育委員会
北日本造船株式会社
有限会社あくあぷらんつ
有限会社かさい農産
有限会社はまなす産業
有限会社やまだ不動産
有限会社伊藤石材工業
有限会社釜石造船所
有限会社三陸とれたて市場
有限会社大船渡ドック

JFみやぎ石巻市東部支所
NPO法人あいの実
NPO法人にこにこケアサービス
アサヒプリテック株式会社仙台営業所
アライオートオークション仙台株式会社
ヒノケン株式会社
阿部純孝
医療法人金上仁友会
医療法人財団本多友愛会
医療法人仁泉会
一般社団法人まなびの森
一般社団法人日本海員掖済会
一般社団法人悠優会
牡鹿漁業協同組合
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アオイ技研
株式会社アシハラ
株式会社エイブル保険事務所
株式会社サンパワー

株式会社セブンエンタープライズ
株式会社ダイリツプランニング
株式会社マルイチ
株式会社みらい造船木戸浦工場
株式会社ヤマニシ
株式会社建築工房零
株式会社三亥塩釜支店
株式会社小鯖造船鉄工所
株式会社小野寺鐵工所
株式会社新和エンジンサービス
株式会社聖人堀鐡工所
株式会社鈴木造船所
及川電機株式会社
宮城ヤンマー株式会社
宮城県漁業協同組合
宮城県漁業組合
宮城県剣道道場連盟臥牛館道場
宮城県蔵王町
宮城県大郷町教育委員会

五洋建設株式会社
公益財団法人宮城県対がん協会
佐 栄々文盛堂
佐藤造船所
笹谷温泉湯元一乃湯
社会福祉法人はらから福祉会
社会福祉法人ふれあいの里
社会福祉法人みやぎ会
社会福祉法人わらしべ舎
社会福祉法人旭壽会
社会福祉法人一視同仁会
社会福祉法人永楽会
社会福祉法人家庭福祉会
社会福祉法人臥牛三敬会
社会福祉法人宮城厚生福祉会
社会福祉法人恵泉会
社会福祉法人慶和会
社会福祉法人敬長福祉会
社会福祉法人幸生会

社会福祉法人康陽会特別養護老人ホームJ&B
社会福祉法人七日会
社会福祉法人聖心会
社会福祉法人石巻祥心会
社会福祉法人仙台市手をつなぐ育成会
社会福祉法人仙萩の杜ぴぁ
社会福祉法人千代福祉会
社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
社会福祉法人洗心会
社会福祉法人大崎誠心会
社会福祉法人杜の村
社会福祉法人南郷福祉会
社会福祉法人日就会
社会福祉法人日就会特別養護老人ホーム第二日就苑
社会福祉法人白石陽光園
社会福祉法人八木山福祉会
社団医療法人啓愛会
女川魚市場買受人協同組合
松本産業株式会社

石巻水産加工業協同組合
石川電装株式会社
大衡村役場
大崎八幡宮
東邦エンジニアリング株式会社
東北パイプターン工業株式会社
特定非営利活動法人グループゆう
特定非営利活動法人ライフカンパニー新富
特定非営利活動法人ライフサポートこもれび
特定非営利活動法人桑の木
二輪工房PON-TA
認定NPO法人さわおとの森
豊里コミュニティ推進協議会
有限会社カナガミサプライズ
有限会社三揚鉄工所
有限会社竹鶏ファーム
有限会社藤神地所
廣心館道場

岩  手

一 般 寄 付  〈企業・団体名、個人名一覧〉　（敬称略・順不同、匿名希望を除く）

パートナー企業・団体名 〈設置先一覧〉　（敬称略・順不同）

宮  城

NPO法人さっぽろAMスポーツクラブ
スポーツクラブJOYフィット苫小牧
ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
ハートランドフェリー株式会社
メープル歯科
愛別ブロック工業株式会社
旭川少年鑑別所
医療法人社団豊生会
一般財団法人滝川市体育協会
一般財団法人名寄市体育協会名寄スポーツセンター
一般社団法人はるか
一般社団法人パレット
一般社団法人日本海員掖済会
飲料水販売ヴェンド奈良
芽室町教育委員会
介護付有料老人ホームふれあいの里いわみざわ華心
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アイティ・コミュニケーションズ
株式会社グロウス
株式会社プロット
株式会社ライクアブリッジ
株式会社海鮮問屋
株式会社釧路内燃機製作所
株式会社上川機械リース
株式会社船田無線電機商会
株式会社第一内燃機製作所
共同生活援助事業所こころ
空知アールシーヘリ
釧路重工業株式会社
剣淵町教育委員会
古平町
五洋建設株式会社札幌支店
合同会社癸方苑
根室造船株式会社
砂川市体育協会
札幌矯正管区第一部
札幌佐 木々畜産株式会社
斜里町役場
社会福祉法人HOP
社会福祉法人NIKORI
社会福祉法人あけぼの福祉会
社会福祉法人あぶた福祉会
社会福祉法人アンビシャス
社会福祉法人えぽっく
社会福祉法人クピド・フェア
社会福祉法人ないえ福祉会
社会福祉法人ねむのき会
社会福祉法人はばたき
社会福祉法人はるにれの里

社会福祉法人ビバランド
社会福祉法人べつかい柏の実会
社会福祉法人ホープ
社会福祉法人ほくろう福祉協会
社会福祉法人旭川旭親会
社会福祉法人旭川共生会
社会福祉法人旭川春光会
社会福祉法人旭川富好会
社会福祉法人旭川盲人福祉センター
社会福祉法人楽生会
社会福祉法人釧路創生会
社会福祉法人釧路町富喜会
社会福祉法人栗山ゆりの会
社会福祉法人恵庭光風会
社会福祉法人慧誠会
社会福祉法人敬生会
社会福祉法人古平福祉会
社会福祉法人光の森学園
社会福祉法人厚生協会
社会福祉法人厚生協会養護老人ホームひまわり荘
社会福祉法人厚生協会養護老人ホーム新得やすらぎ荘
社会福祉法人宏栄社
社会福祉法人更葉園
社会福祉法人黒松内つくし園
社会福祉法人札親会
社会福祉法人札幌協働福祉会
社会福祉法人札幌報恩会
社会福祉法人枝幸福祉会
社会福祉法人室蘭福祉事業協会
社会福祉法人小樽育成院
社会福祉法人上士幌福寿協会
社会福祉法人新冠ほくと園
社会福祉法人真宗協会
社会福祉法人水の会
社会福祉法人清水旭山学園
社会福祉法人雪の聖母園
社会福祉法人千歳いずみ学園
社会福祉法人藻岩この実会
社会福祉法人大悲会特別養護老人ホームあそか苑
社会福祉法人滝川ほほえみ会
社会福祉法人朝日福祉会
社会福祉法人長沼陽風会
社会福祉法人当麻かたるべの森
社会福祉法人苫小牧慈光会
社会福祉法人南幌苑
社会福祉法人博愛会
社会福祉法人柏の里めむろ
社会福祉法人麦の子会
社会福祉法人函館鴻寿会

社会福祉法人函館緑風会希望ヶ丘学園
社会福祉法人美 川々福祉会
社会福祉法人北ひろしま福祉会
社会福祉法人北海長正会
社会福祉法人北海道光生会
社会福祉法人北海道厚真福祉会
社会福祉法人北海道宏栄社
社会福祉法人北海道社会福祉事業団
社会福祉法人北海道療育園
社会福祉法人揺籃会
社会福祉法人楡の会
税理士法人中野会計事務所札幌事務所
積丹郡積丹町
帯広刑務所
帯広少年院
鷹栖町教育委員会
滝川市教育委員会教育部社会教育課
津軽海峡フェリー株式会社
当麻町教育委員会
特定非営利活動法人アシストセンターちえりす
特定非営利活動法人エスペランサ
特定非営利活動法人サポートシステムゆうあい
特定非営利活動法人さらら壮瞥
特定非営利活動法人てぃんくる
特定非営利活動法人とむての森
特定非営利活動法人ひなた
特定非営利活動法人ふれあいインさろま
特定非営利活動法人ふれあい広場タンポポのはら
特定非営利活動法人ホップ障害者地域生活支援センター
特定非営利活動法人わーかーびぃー
特定非営利活動法人恵生会
特定非営利活動法人工房・虹と夢
特定非営利活動法人札幌障害者活動支援センターライフ
特定非営利活動法人自立支援センター歩歩路
特定非営利活動法人蒼空
特定非営利活動法人福祉旭川共有会
特定非営利活動法人福祉事業団ひかりの家
函館どつく株式会社室蘭製作所
函東工業株式会社
敷島機器株式会社
法務省札幌矯正管区
北海道イーグル株式会社
北洋無線株式会社
有限会社藤電機システム
有限会社函館厚生商事
有限会社畑クリーニング商会

NPO法人アシスト
エムエス工業株式会社
シルバーリハビリテーション協会
みちのく製氷株式会社
ユニバーサルネット
一般財団法人日 木々の森
一般社団法人アイループ
学職開発株式会社
株式会社サンパワー
株式会社よこまち
株式会社リバース
株式会社高橋
株式会社小笠原新聞店
株式会社田名部組
公益財団法人弘前市体育協会
社会医療法人松平病院
社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会
社会福祉法人オリーブ会
社会福祉法人サポートセンター虹
社会福祉法人つがる三和会
社会福祉法人つがる市社会福祉協議会
社会福祉法人のぞみ会
社会福祉法人ひかり会
社会福祉法人ぶさん会
社会福祉法人みちのく福祉会
社会福祉法人みやぎ会
社会福祉法人ユートピアの会
社会福祉法人ゆきわり会
社会福祉法人印光会
社会福祉法人快適福祉協会
社会福祉法人楽晴会
社会福祉法人叶福祉会
社会福祉法人喜倖会
社会福祉法人義栄会
社会福祉法人義乃会
社会福祉法人吉幸会
社会福祉法人共生会
社会福祉法人桐栄会
社会福祉法人恵徳会
社会福祉法人五戸町社会福祉協議会
社会福祉法人光仁会
社会福祉法人宏仁会
社会福祉法人弘前豊徳会
社会福祉法人弘友会
社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
社会福祉法人七峰会
社会福祉法人寿栄会
社会福祉法人秋葉会
社会福祉法人昭壽会

社会福祉法人親泉会
社会福祉法人清慈会
社会福祉法人清友会
社会福祉法人生活・文化研究所
社会福祉法人誠友会
社会福祉法人青森県コロニー協会
社会福祉法人青森県すこやか福祉事業団
社会福祉法人青森社会福祉振興団
社会福祉法人青森民友厚生振興団
社会福祉法人拓心会
社会福祉法人長老会
社会福祉法人田茂木野福祉会
社会福祉法人東北赤松福祉会
社会福祉法人同伸会
社会福祉法人徳望会
社会福祉法人南部町社会福祉協議会
社会福祉法人柏友会
社会福祉法人白生会
社会福祉法人八甲田会
社会福祉法人八千代会
社会福祉法人美土里会
社会福祉法人平舘福祉会
社会福祉法人報徳会
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人北光会
社会福祉法人明和会
社会福祉法人友の会
社会福祉法人養生会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和幸園
十和田市役所
青森トヨペット株式会社
青森県庁生協外販課
中里石油株式会社
特定非営利活動法人team.Stepbystep
特定非営利活動法人ドリーム
特定非営利活動法人ふれ愛プラザあおば
特定非営利活動法人ワーカーズコープ
特定非営利活動法人双松福祉会
特定非営利活動法人農楽郷ここ・カラダ
特定非営利法人三本の木
特別養護老人ホーム森の里
南部町教育委員会名川B&G海洋センター
南部電機株式会社
北日本造船株式会社
有限会社幡龍

北海道 青  森

NPOご縁福祉会
オンラインリサイクルショップNAF
バセガワ
ミミコ
芦屋町モーターボート競走事業
伊藤高生
浦田和幸
加藤博紀
株式会社オーテックジャパン
株式会社サンエイ
吉澤光治

宮武悟
高畠輝男
黒岡久美子
佐 木々高志
佐藤優至
山中由紀
社会福祉法人欣寿会
住之江一郎
小井土実香
小野幸秀
松本直子

西座理恵
青山知広
青木覚
石井伸和
大輪明浩
中元伊知郎
中村英章
中澤香
長谷川隆治
津山泰子
田中寿広

田中昭彦
島勉
藤田秀昭
南沢基金
白樫浩之
豊福康之
末守哲也
柳澤智敬
有限会社エムアールナカオ
鈴木賢一
鈴木静江
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NPO法人チャレンジド・コミュ二ティ
U-TEC株式会社
エームサービス株式会社
トゥルーライフ株式会社
ユーミーコーポレーション株式会社
医療法人社団星野会
一般財団法人栃木県青年会館
株式会社ELBA
株式会社エヌゼットケイ
株式会社ミンナのミカタ
株式会社丘里
株式会社三協
株式会社小堀建設
株式会社渡辺工業
江連商店
社会福祉法人あゆみ園
社会福祉法人イースターヴィレッジ
社会福祉法人こぶしの会
社会福祉法人すぎなみき会
社会福祉法人すぎの芽会
社会福祉法人せせらぎ会
社会福祉法人たかはら学園
社会福祉法人つるたの里
社会福祉法人とちのみ会
社会福祉法人とちのみ会フロム浅沼
社会福祉法人なすびの里
社会福祉法人はくつる会
社会福祉法人パステル
社会福祉法人ふれあいコープ
社会福祉法人みゆきの杜

社会福祉法人みようぎ会
社会福祉法人るりこう会
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人益子のぞみの里福祉会
社会福祉法人希望の家
社会福祉法人京福会
社会福祉法人共生会
社会福祉法人恵友会
社会福祉法人敬愛会
社会福祉法人敬和会
社会福祉法人佐野福祉会
社会福祉法人三光会
社会福祉法人鹿島会
社会福祉法人小山清風会
社会福祉法人松徳会
社会福祉法人章佑会
社会福祉法人城山三友会
社会福祉法人常盤福祉会
社会福祉法人信徳会
社会福祉法人真寿会
社会福祉法人真善会
社会福祉法人正恵会
社会福祉法人清幸会
社会福祉法人西仁会
社会福祉法人洗心会
社会福祉法人創和会
社会福祉法人足利むつみ会
社会福祉法人大恵会
社会福祉法人朝日会
社会福祉法人長寿栄光会

社会福祉法人渡良瀬会
社会福祉法人東京愛燐会
社会福祉法人東晴会
社会福祉法人東徳会
社会福祉法人飛山の里福祉会
社会福祉法人報徳会
社会福祉法人宝生会
社会福祉法人蓬愛会
社会福祉法人房香会
社会福祉法人夢の森福祉会
社会福祉法人明徳舎
社会福祉法人優心会
社会福祉法人両崖福祉会
社会福祉法人緑風会
大日電機工業株式会社
東京計器株式会社矢板工場
東日本ビバレッジ株式会社
特定非営利活動法人はばたき
特定非営利活動法人もてぎ介護サービス
特定非営利活動法人より道
特定非営利活動法人鹿沼さつき会
特定非営利活動法人虹の架け橋
特定非営利法人ハートフルふきあげ
栃木刑務所
那須烏山市役所教育委員会
日産プリンス栃木販売株式会社
八千代工業株式会社栃木研究所
芳賀町B&G海洋センター
堀江泰寛
有限会社はが介護サービス

ラーメン味角
株式会社サンパワー
株式会社丸徳ふるせ
株式会社未来創造館
株式会社有賀組
社会福祉法人いずみノ杜
社会福祉法人みのり福祉会
社会福祉法人愛泉会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部山形県済生会

社会福祉法人河北福祉会
社会福祉法人輝きの会
社会福祉法人共生
社会福祉法人恵泉会
社会福祉法人山形県コロニー協会
社会福祉法人山形県社会福祉事業団
社会福祉法人舟和会
社会福祉法人親和会
社会福祉法人千宏会

社会福祉法人朝日町福祉会
社会福祉法人東根福祉会
社会福祉法人米沢仏教興道会
社会福祉法人悠 会々
舟形町B＆G海洋センター
鶴岡地区医師会
特定非営利活動法人くれよんはうす
有限会社家岸造船所

ECCジュニア藤塚教室
NPO法人ぬくもり福祉会たんぽぽ
NPO法人ラベンダー障害者福祉サービス事業所ライトハウス
アサヒプリテック株式会社
リコーテクノシステムズ株式会社
医療法人豊仁会三井病院
井上えいじ事務所
一般社団法人あるかでぃあ
加島屋酒店
株式会社あすなろ
株式会社エクセノヤマミズ
株式会社サイサン
株式会社とだか建設
株式会社ポプラ
株式会社ユーディケー
株式会社岡部コントリビューションパーク
株式会社倉本産業
株式会社中山商事
株式会社日立ニコトランスミッション
興亜化工株式会社埼玉工場
栗橋B&G海洋センター
幸手市教育委員会
三伸機材株式会社
社会福祉法人いずみ会
社会福祉法人けやきの郷
社会福祉法人さくら草
社会福祉法人ささの会
社会福祉法人はぐくむ会
社会福祉法人ハッピーネット

社会福祉法人ひふみ会
社会福祉法人愛抱会
社会福祉法人育心会
社会福祉法人滑川珠美園
社会福祉法人狭山福祉会
社会福祉法人熊谷東雲会
社会福祉法人熊谷福祉の里
社会福祉法人五霞愛隣会
社会福祉法人宏仁会
社会福祉法人幸寿会
社会福祉法人江南会
社会福祉法人埼葛福祉会
社会福祉法人埼玉のぞみの園
社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団
社会福祉法人四季の会特別養護老人ホームここしあ
社会福祉法人織舩会
社会福祉法人瑞泉
社会福祉法人清心会
社会福祉法人清澄会
社会福祉法人聖徳会
社会福祉法人青い鳥福祉会
社会福祉法人大幸会
社会福祉法人大里ふくしむら
社会福祉法人端午会
社会福祉法人入間川福祉会
社会福祉法人柏樹会
社会福祉法人美鈴会
社会福祉法人武蔵会
社会福祉法人福都二十一

社会福祉法人平野の里
社会福祉法人明正会
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人雄厚会
社会福祉法人昴
松伏町教育委員会
森林霊園管理事務所
深谷市役所
真心絶品C・ネット関東店
神川町教育委員会
代田橋自動車有限会社
特定非営利活動法人CILひこうせん
特定非営利活動法人jogo
特定非営利活動法人Kファミリー
特定非営利活動法人あおい糸
特定非営利活動法人ケアサポートすずらん
特定非営利活動法人つばさの会
特定非営利活動法人トゥッティフォルテ
特定非営利活動法人ヒールアップハウス
特定非営利活動法人ふれあい福祉会
特定非営利活動法人介護ネット
特定非営利活動法人大地の郷
日本モーターボート選手会埼玉支部
八千代工業株式会社
野崎印刷紙業株式会社
有限会社ケアブレーン
嵐山町

NPO法人愛・LOVE・みらい
かすみがうら市千代田B＆G海洋センター
ナカノカイロプラクティックオフィス
医療法人幸樹会
茨城中央園芸農業協同組合
学校法人益水学園
株式会社アサヒヤ
株式会社ヴィオーラ
株式会社カシワテック
株式会社サンライズ
株式会社ダイゾー
株式会社ナガツカ
株式会社フルヤ金属つくば工場
株式会社フルヤ金属土浦工場
株式会社ラクスマリーナ
株式会社丘里
株式会社湘南工作所
株式会社日京クリエイト勝田営業所
株式会社彦八
金井信彦
結城尚武館
社会福祉法人ナザレ園
社会福祉法人パステル
社会福祉法人ふたば会
社会福祉法人みどり会
社会福祉法人やまびこの里福祉会

社会福祉法人ゆっこら
社会福祉法人愛の会
社会福祉法人愛信会
社会福祉法人愛正会
社会福祉法人愛和会
社会福祉法人栄寿会
社会福祉法人下総プリンスクラブ
社会福祉法人共生社
社会福祉法人慶育会
社会福祉法人健仁会千の風・河内
社会福祉法人五霞愛隣会
社会福祉法人克仁会
社会福祉法人実誠会
社会福祉法人尚恵学園
社会福祉法人尚生会
社会福祉法人身障者ポニーの会
社会福祉法人征峯会
社会福祉法人青洲会
社会福祉法人筑水会
社会福祉法人筑峯学園
社会福祉法人博友会
社会福祉法人斑山会
社会福祉法人百音の会
社会福祉法人武仁会
社会福祉法人朋友会
社会福祉法人芳香会

社会福祉法人豊里園
社会福祉法人勇成会
伸栄工業株式会社
倉持建設工業株式会社
大洗シーサイドホテル
大沢文男
潮騒ジョブトレーニングセンター
長岡商事
藤本安博
特定非営利活動法人エイエスピー
特定非営利活動法人メロディハウス
特定非営利活動法人らぽーる朋
特定非営利活動法人虹
特定非営利法人セラヴィ
特定非営利法人ひだまり
日本メクトロン株式会社
尾花仁一
品川重工株式会社
不二造園土木株式会社
北茨城市役所
堀江自動車工業株式会社
油鉄印刷株式会社
有限会社結束自動車工場
有限会社森ファーム

LOOP
NPO法人アグリファームジャパン
NPO法人なのはな園
NPO法人わたらせライフサービス
オグラ塗装株式会社
ヤマト発動機株式会社
医療法人菊池内科クリニック
医療法人社団美心会
一般財団法人榛名荘
一般財団法人日本モーターボート競走会桐生支部
一般社団法人群馬県防犯設備協会
学校法人共愛学園
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社ケアアンジュ
株式会社タイヨウ
株式会社トーエー商会
株式会社ネセサリー
株式会社ヒューマンリレーションサポート
株式会社榛名厚生会
株式会社針塚農産
株式会社日本水泳振興会
公益社団法人前橋積善会
社会福祉法人あかぎの響
社会福祉法人あんなか福祉会
社会福祉法人ことぶき
社会福祉法人プライム
社会福祉法人もくせい会
社会福祉法人ゆずりは会
社会福祉法人永光会
社会福祉法人館林つつじ会
社会福祉法人希望の家
社会福祉法人希望館
社会福祉法人玉風会
社会福祉法人光の里
社会福祉法人光生会
社会福祉法人宏志会
社会福祉法人幸養の会

社会福祉法人広済会
社会福祉法人三国塩原会
社会福祉法人至誠会
社会福祉法人児童養護施設フランシスコの町
社会福祉法人上川会
社会福祉法人上毛愛隣社
社会福祉法人植竹会
社会福祉法人新生会
社会福祉法人榛桐会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人赤城の家
社会福祉法人千代の会
社会福祉法人前橋あそか会
社会福祉法人東毛会
社会福祉法人同仁会
社会福祉法人梅田福祉会
社会福祉法人白洞社
社会福祉法人平成会
社会福祉法人悠仁会
社会福祉法人龍峰会
社会福祉法人圓会
大洋電機株式会社
大和ハウス工業株式会社
特定非営利活動法人あんだんて
特定非営利活動法人かてて
特定非営利活動法人カラフル
特定非営利活動法人ぐんま障害者地域生活支援システム研究所
特定非営利活動法人ビューティフルデイズ
特定非営利活動法人ゆきの会
特定非営利活動法人星の里
特定非営利活動法人麦わら屋
特定非営利法人妙義会
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
髪床もてぎ
有限会社ツインズクラブ
有限会社大丸

NPO法人ウッドピアはなわ
ムサシノ機器株式会社
医療法人社団メンタルクリニックなごみ
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アイザック
株式会社ヴィオーラ
株式会社エヌジェイアイ
株式会社サンパワー
株式会社興洋
社会福祉法人いわき福音協会
社会福祉法人くわの福祉会
社会福祉法人しんち福祉会
社会福祉法人にしあいづ福祉会
社会福祉法人ハートフルなこそ
社会福祉法人ほっと福祉記念会
社会福祉法人ライフ・タイム・福島
社会福祉法人育成会いわき希望の園
社会福祉法人玉川村社会福祉協議会
社会福祉法人慈仁会
社会福祉法人心愛会
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人誠心会
社会福祉法人千桜会
社会福祉法人千桜会特別養護老人ホーム宮川荘
社会福祉法人川内村社会福祉協議会
社会福祉法人相馬福祉会
社会福祉法人鶴翔会
社会福祉法人天栄村社会福祉協議会
社会福祉法人田村福祉会

社会福祉法人東洋育成園
社会福祉法人篤心会
社会福祉法人篤仁会
社会福祉法人南会津会
社会福祉法人南相馬福祉会
社会福祉法人南東北福祉事業団
社会福祉法人博文会
社会福祉法人白河市社会福祉協議会
社会福祉法人福島県福祉事業協会
社会福祉法人福島福祉会
社会福祉法人優樹福祉会
社会福祉法人友愛会ワークセンターさくら
社会福祉法人陽光会
社会福祉法人養生会
社会福祉法人蘭山会
小名浜造船株式会社
石川町役場新庁舎
川内村役場
泉崎村会計管理社
相浦造船鉄工所
東石材店
特定非営利活動法人オハナ・おうえんじゃー
特定非営利活動法人コースター
特定非営利活動法人こんぺいとうの会
特定非営利活動法人わいわい作業所
塙町教育委員会
有限会社及川造船所
和喜輸送株式会社東北支店

NPO法人能代市体育協会
潟上市教育委員会
株式会社アキタネット
株式会社サンパワー
株式会社マルカ金澤商店
株式会社西目町卸流通センター
合同会社たなか屋
社会医療法人秋田福祉協会
社会福祉法人あけぼの会なごみのさと
社会福祉法人グリーンローズ
社会福祉法人つるまい福祉会水林新生園
社会福祉法人ひらか福祉会
社会福祉法人ファミリーケアサービス
社会福祉法人横手福祉会
社会福祉法人河辺ふくし会
社会福祉法人久盛会
社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人県北報公会
社会福祉法人五城目やまゆり会
社会福祉法人交楽会
社会福祉法人慈泉会
社会福祉法人秋田県社会福祉事業団
社会福祉法人秋田県民生協会
社会福祉法人秋田虹の会

社会福祉法人上小阿仁村社会福祉協議会
社会福祉法人水交会
社会福祉法人成光会介護老人保健施設かみの里
社会福祉法人成寿会
社会福祉法人相和会
社会福祉法人大館圏域ふくし会
社会福祉法人中央会ケアハウススマートライフ中通
社会福祉法人中央会デイサービスセンターマイ！ともだち
社会福祉法人中央会指定介護老人介護施設花ごよみ
社会福祉法人中央会指定介護老人福祉施設ふるさと学び舎
社会福祉法人南秋福祉会
社会福祉法人北秋田市社会福祉協議会
社会福祉法人本荘久寿会
社会福祉法人六郷仙南福祉会
秋田キャッスルホテル
障害者支援施設おまたの里
特定非営利活動法人ドリームホープなかよし
特定非営利活動法人はまなす会ゆうゆう
富士レックス株式会社
有限会社羽後大一興業
有限会社成田
有限会社鈴木太鼓店
由利本荘市教育委員会

HMTビジネスシステム有限会社
NPO法人シニアライフセラピー研究所
NPO法人相武館スポーツクラブ
NPO法人宝島
アイトス株式会社海老名ファクトリー
アサヒプリテック株式会社横浜営業所
イトーデンタルクリニック
かもめプロペラ株式会社
コムテック株式会社
サガミクラフト
ソフトホーム株式会社
テクノス株式会社
ランディング株式会社
医療法人社団恵泉会昭和医院
一般財団法人ライフ・プランニング・センター
一般財団法人育生会
一般財団法人海上災害防止センター
一般社団法人日本海員掖済会
一般社団法人日本自動販売機利活用社会貢献事業機構
学校法人日本体育大学
株式会社MIC
株式会社NECライベックス
株式会社アクト
株式会社アルプス商事
株式会社シネヴィス
株式会社モーターボートヨコハマ
株式会社ユー・シー・エス
株式会社宇津木計器
株式会社横浜華コミュ二ティセンター
株式会社金剛コルメット製作所
株式会社石川組
株式会社相澤興産
株式会社日産クリエイティブサービス

株式会社服部商店
関水貴浩
桂化学株式会社
五栄土木株式会社
公益財団法人鎌倉能舞台
荒山訓夫
三上船舶工業株式会社
社会福祉法人SOWET
社会福祉法人あさひ
社会福祉法人かながわ黎明会
社会福祉法人きしろ社会事業会
社会福祉法人くすのき
社会福祉法人こうよう会
社会福祉法人さくら会
社会福祉法人すみなす会
社会福祉法人たすけあいゆい
社会福祉法人たちばな会
社会福祉法人たつき会
社会福祉法人なごみ福祉会
社会福祉法人ビーハッピー
社会福祉法人ひかり
社会福祉法人ひばり
社会福祉法人みどり共生会
社会福祉法人みどり福祉会
社会福祉法人ユーアイ二十一
社会福祉法人らぽおるの樹
社会福祉法人愛光会
社会福祉法人愛川舜寿会
社会福祉法人磯子コスモス福祉会
社会福祉法人一乗会
社会福祉法人横浜向陽会
社会福祉法人鎌倉静養館
社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団

社会福祉法人喜楽会
社会福祉法人吉祥会
社会福祉法人恵和
社会福祉法人慶優会
社会福祉法人憩
社会福祉法人敬和会
社会福祉法人兼愛会
社会福祉法人県央福祉会
社会福祉法人光友会
社会福祉法人孝楽会
社会福祉法人幸会
社会福祉法人三篠会
社会福祉法人山根会
社会福祉法人慈母会
社会福祉法人若竹大寿会
社会福祉法人寿考会
社会福祉法人寿徳会
社会福祉法人小田原福祉会
社会福祉法人小百合会
社会福祉法人松緑会
社会福祉法人湘南の凪
社会福祉法人湘南福祉センター
社会福祉法人湘南福祉協会
社会福祉法人上村鵠生会
社会福祉法人常成福祉会
社会福祉法人浄泉会やまばとハウス
社会福祉法人神奈川やすらぎ会
社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団
社会福祉法人親善福祉協会
社会福祉法人星谷会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人清正会
社会福祉法人聖テレジア会小さき花の園

社会福祉法人聖音会
社会福祉法人聖母会
社会福祉法人聖隷福祉事業団
社会福祉法人西湘福祉会
社会福祉法人誠幸会
社会福祉法人青い鳥
社会福祉法人川崎市社会福祉事業団川崎市かじがや障害者デイサービスセンター
社会福祉法人川崎市社会福祉事業団川崎市れいんぼう川崎
社会福祉法人川崎福祉事業団KFJ多摩はなもも
社会福祉法人創生会
社会福祉法人相模福祉村
社会福祉法人則信会
社会福祉法人足柄緑の会
社会福祉法人地域サポート虹
社会福祉法人竹生会
社会福祉法人杜の会
社会福祉法人藤沢育成会湘南セシリア
社会福祉法人藤嶺会
社会福祉法人同愛会
社会福祉法人徳寿会
社会福祉法人日本キリスト教奉仕団
社会福祉法人馬島福祉会
社会福祉法人白根学園
社会福祉法人福慶会
社会福祉法人兵庫福祉会
社会福祉法人報徳会
社会福祉法人宝珠会
社会福祉法人朋光会
社会福祉法人蓬莱の会
社会福祉法人訪問の家
社会福祉法人豊笑会
社会福祉法人明星会
社会福祉法人湧翠会UNO工房

社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑成会
社会福祉法人緑峰会
社会福祉法人鈴保福祉会
神奈川機器工業株式会社
神奈川日産自動車株式会社
青木孝行（NPO法人そよ風）
太洋テクニカ株式会社
朝日電気株式会社
東希望が丘親睦会
特定非営利活動法人グループピコ
特定非営利活動法人シンフォニー
特定非営利活動法人ちゃれんじ倶楽部
特定非営利活動法人でっかいそら
特定非営利活動法人ともにあゆむ
特定非営利活動法人メンタルサポートあおば
特定非営利活動法人よろずやたきの会
特定非営利活動法人音楽カレッジみゅう
特定非営利活動法人厚木あすなろの会
特定非営利活動法人湘南クリエイティブサービス
特定非営利活動法人障碍者支援センター
特定非営利活動法人津久井福祉会
特定非営利活動法人歩
特定非営利活動法人豊邑会
特別養護老人ホームハピネス都筑
日絹倉庫株式会社
日鍛バルブ株式会社
日本舶用エレクトロニクス株式会社
富士貿易株式会社
宝蔵院会館

栃  木

山  形

埼  玉

茨  城

神奈川

群  馬

福  島

秋  田
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JSC株式会社
JXインシュアランス株式会社
LonestaPrimulaBank株式会社
NPO法人かなえ
NPO法人トータルケアサービスエオラ八王子
NPO法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会横浜支部
NPO法人藍の会
エームサービス株式会社
キンコーズ・ジャパン株式会社
ゴーウェル株式会社
コムテック株式会社
ジェイエスシー株式会社
シップヘルスケアフード株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
シリコンテクノロジー株式会社
スズキ株式会社直納グループ
スバル興業株式会社
ターボシステムズユナイテッド株式会社
ダイハツディーゼル株式会社東京支社
ダイハツ東京販売株式会社
テクタイト株式会社
ナガタ工業株式会社
ナブコシステム株式会社
ハンディキャップサポートウーノの会
ペンタビルダーズ株式会社
ホクシン設備株式会社
みたかスペースあい運営協議会
ムサシノ機器株式会社
ヤンマー株式会社東京支社
リソウル株式会社
愛光女子学園
伊藤忠マシンテクノス株式会社
医療法人財団青溪会
医療法人社団神州
一般財団法人運輸総合研究所
一般財団法人全日本剣道道場連盟
一般財団法人日本モーターボート競走会関東支局
一般財団法人日本文化興隆財団
一般社団法人くるみの会
一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育振興機構
一般社団法人ぱざぱ
榎本義浩
学校法人日本社会事業大学生活協同組合
学校法人日本体育大学

株式会社JTBコーポレートセールス
株式会社NECライベックス
株式会社TBSプロネックス
株式会社アイエスエフネット
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アイテム
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイフェス
株式会社エクセノヤマミズ
株式会社エリアスタ
株式会社カワサキライフコーポレーション
株式会社コミュニティネット
株式会社コミュ二ケーションオフィス57
株式会社サクション瓦斯機関製作所
株式会社セディナ
株式会社ダイハツビジネスサポートセンター
株式会社ダックス
株式会社ツムラCC室環境社会活動グループ
株式会社ディンプル
株式会社テクノコア
株式会社フジタ
株式会社フロンティア
株式会社ベドリントン
株式会社マツイ
株式会社みやこ食品
株式会社ワイズ・インフィニティ
株式会社関電工
株式会社笹川記念会館
株式会社社会起業家パートナーズ
株式会社小川建設
株式会社聖路加コーポレーション
株式会社石川組
株式会社東京サービス社
株式会社東京ビー・エム・シー
株式会社東和電機商会
株式会社日本海事新聞社
株式会社福田組
株式会社鮒忠
株式会社北澤電機製作所東京
株式会社漫画家学会
関東興業株式会社
京急開発株式会社
五洋建設株式会社
公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
公益財団法人修養団
公益財団法人十四世六平太記念財団
公益財団法人日本海事科学振興財団
公益財団法人日本海事広報協会
公益財団法人日本棋院
公益社団法人日本観光振興協会
今治造船株式会社
三根株式会社
三信船舶電具株式会社
三鷹市民協働ネットワーク
社会福祉法人あかつきコロニー
社会福祉法人あすはの会
社会福祉法人いずみ
社会福祉法人ウエルス東京
社会福祉法人かがやけ福祉会
社会福祉法人けやきの杜
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人サン
社会福祉法人ドリームヴィ
社会福祉法人にんじんの会
社会福祉法人ふるさと福祉会
社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会
社会福祉法人まちだ育成会
社会福祉法人みずき福祉会
社会福祉法人みどり福祉会
社会福祉法人みなみ
社会福祉法人やまゆり福祉会
社会福祉法人一誠会
社会福祉法人一石会
社会福祉法人稲城市社会福祉協議会
社会福祉法人永寿会
社会福祉法人共助会
社会福祉法人啓光福祉会
社会福祉法人原町成年寮
社会福祉法人恒陽会
社会福祉法人江戸川豊生会
社会福祉法人合掌苑
社会福祉法人賛育会
社会福祉法人四葉会
社会福祉法人至誠学舎立川
社会福祉法人七日会
社会福祉法人秋川あすなろ会
社会福祉法人小茂根の郷

社会福祉法人章佑会
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人聖明福祉協会
社会福祉法人青梅白寿会
社会福祉法人青梅福祉協会
社会福祉法人全国スモンの会
社会福祉法人創和会
社会福祉法人村山福祉会
社会福祉法人多摩大和園
社会福祉法人滝乃川学園
社会福祉法人町田真弘会
社会福祉法人天寿園会
社会福祉法人天心会
社会福祉法人東京コロニー
社会福祉法人東京リハビリ協会
社会福祉法人東京援護協会
社会福祉法人東京武尊会
社会福祉法人同愛会
社会福祉法人南風会
社会福祉法人日本心身障害児協会
社会福祉法人博愛会
社会福祉法人白十字会
社会福祉法人白百合会
社会福祉法人白百合会恩方ホーム
社会福祉法人白峰福祉会
社会福祉法人美山聖母の苑
社会福祉法人品川総合福祉センター
社会福祉法人府中西和会
社会福祉法人蕗の会
社会福祉法人兵庫福祉会
社会福祉法人芳洋会
社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
社会福祉法人未来こどもランド
社会福祉法人緑愛会
社会福祉法人緑樹会ラぺ日野
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人倭林会
宗教法人明治神宮内明治文化館
秋元康寛
小林弘英
新潟原動機株式会社
清水建設株式会社
相田化学工業株式会社
多摩少年院

多摩川衛生組合職員互助会
多摩川開発株式会社
大成建設株式会社
大成建設新国立競技場整備事業作業所
大日本土木株式会社東京支店
大洋電機株式会社
炭火焼鳥だいすけ
筑邦銀行東京支店
中国塗料株式会社
中嶋竜生
渡辺公義
東海汽船株式会社
東京スガキ印刷株式会社
東京計器テクノポート株式会社
東京拘置所
東邦重機開発株式会社
東洋熱工業株式会社
特定非営利活動法人こぴあクラブ
特定非営利活動法人ふみ月の会
特定非営利活動法人むさしむらやま子ども劇場
特定非営利活動法人桜実会
特定非営利活動法人自立生活センター東大和
特定非営利活動法人多摩草むらの会
特定非営利活動法人東京ソテリア
特定非営利活動法人東京自立支援センター
読売新聞荒川センター
内海晴和企画株式会社
日産自動車販売株式会社
日本建設株式会社
日本紙通商株式会社
認定NPO法人語らいの家
八王子少年鑑別所
富永物産株式会社
富士オフィス＆ライフサービス株式会社
米持建設株式会社
墨田川造船株式会社
有限会社レオン・インターナショナル
有限会社錦部製作所
有限会社劇団俳優座
郵船商事株式会社

NPO法人ケアサポートいぶき
NPO法人ピア・ハウス春日井
NPO法人愛知自立支援センター
NPO法人四ツ葉の会
エーエムサービス株式会社
カントリーモーニング
ファミリーホームわが家
旭精機株式会社
医療法人葵鐘会
一般財団法人愛知医科大学愛恵会
一般財団法人日本モータボート競走会
一般社団法人OneLife
一般社団法人ReSmile
一般社団法人オーケーサポート
一般社団法人黒衣
一般社団法人日本会員掖済会
一般社団法人日本福祉協議機構
一般社団法人本郷福祉会
株式会社NMCワークス
株式会社アイエスエフネット
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アドニスライフ
株式会社いちょうの樹
株式会社カルペディエム
株式会社ジェティ

株式会社ドリーム
株式会社マルサン
株式会社ラグナマリーナ
株式会社丸上製作所
株式会社師崎ヤンマー商会
株式会社新東通信
株式会社足立ライト工業所
株式会社丹陽商会
株式会社田邊空気機械製作所
株式会社雄
貴城精工株式会社
公益社団法人日本モーターボート選手会常設訓練所
桜井株式会社
三河プロペラ株式会社
社会福祉法人あいち清光会
社会福祉法人あぐりす実の会
社会福祉法人あさみどりの会わらび福祉団
社会福祉法人アパティア福祉会シンシア豊川
社会福祉法人カリヨン福祉会
社会福祉法人きそがわ福祉会
社会福祉法人くすの木福祉事業会
社会福祉法人くるみの里福祉会
社会福祉法人コスモス福祉会
社会福祉法人さつき福祉会たんぽぽ
社会福祉法人すこやか会

社会福祉法人たつき福祉会
社会福祉法人ふそう福祉会
社会福祉法人ふたば福祉会
社会福祉法人ほっとはむ
社会福祉法人ポテト福祉会
社会福祉法人ポレポレ
社会福祉法人みどりフレンドリー福祉会
社会福祉法人よつ葉の会
社会福祉法人阿吽会
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人愛燦会
社会福祉法人愛知育児院
社会福祉法人愛知県厚生事業団
社会福祉法人愛知慈恵会
社会福祉法人一期一会福祉会
社会福祉法人永美福祉会
社会福祉法人岡崎市福祉事業団
社会福祉法人恩賜財団愛知県同胞援護会
社会福祉法人嘉祥福祉会
社会福祉法人共愛会
社会福祉法人憩の郷
社会福祉法人紘寿福祉会
社会福祉法人高久会
社会福祉法人慈雲福祉会
社会福祉法人若竹荘

社会福祉法人春生会
社会福祉法人昭徳会泰山寮
社会福祉法人常滑市社会福祉協議会
社会福祉法人親愛の里
社会福祉法人大府福祉会
社会福祉法人知立福祉会
社会福祉法人勅使会
社会福祉法人博寿会
社会福祉法人麦
社会福祉法人百陽会
社会福祉法人富士会
社会福祉法人福寿園
社会福祉法人豊橋市福祉事業会
社会福祉法人無門福祉会
社会福祉法人名古屋キリスト教社会館
社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会
社会福祉法人明知会
社会福祉法人養楽福祉会
社会福祉法人養楽福祉会さいおワークス
新城福祉会西部福祉会館
杉浦忠
石関俊昭
東栄病院
特定非営利活動法人NPOかわせみ
特定非営利活動法人VIF

特定非営利活動法人あたたかい心
特定非営利活動法人あゆみの会友
特定非営利活動法人エッグウェル
特定非営利活動法人こすもす畑
特定非営利活動法人どりーむハウス
特定非営利活動法人どんぐりの会
特定非営利活動法人なかよし
特定非営利活動法人ひだまり
特定非営利活動法人ふれあいサロンさん・さんガーデン
特定非営利活動法人プレママクラブ
特定非営利活動法人ポパイ
特定非営利活動法人ぽんぽこネットワーク
特定非営利活動法人ゆめじろう
特定非営利活動法人一宮まごころ
特定非営利活動法人全国福祉理美容師養成協会
特定非営利活動法人東海市在宅介護・家事援助の会ふれ愛
特定非営利活動法人東海福祉移動研究協議会
特定非営利活動法人任
風の子スクエア
法務省笠松刑務所
名古屋トヨペット株式会社
名古屋厚生会館クリーニングセンター
名鉄海上観光船株式会社
有限会社エッグ
有限会社黒田トラック

東  京

愛  知

ISオートサービス
NPO法人福寿草の郷
カネマツ鋼材株式会社
ケアパーク金沢株式会社
ジェイ・バス株式会社
シオンマネージメント株式会社
ワタル電設株式会社
一般財団法人穴水町文化・スポーツ振興事業団
株式会社イノセンス
株式会社ミモト
株式会社清水産業
株式会社浅野太鼓楽器店
株式会社島製作所
株式会社北上製作所
共栄機工店
穴水町
公立穴水総合病院
志賀町
志賀町シルバー人材センター
社会福祉法人アカシヤの里
社会福祉法人うちなだの里
社会福祉法人うめの木学園
社会福祉法人ジェイエイ小松福祉会
社会福祉法人つくしの会
社会福祉法人やちぐさ会
社会福祉法人やまびこ
社会福祉法人花友会
社会福祉法人喜峰会

社会福祉法人共友会
社会福祉法人自生園
社会福祉法人自生園ひらんて
社会福祉法人鹿南福祉会
社会福祉法人鹿北福祉会
社会福祉法人手取会
社会福祉法人松の実福祉会
社会福祉法人松原愛育会
社会福祉法人清祥会
社会福祉法人清風会
社会福祉法人千木福祉会
社会福祉法人中央会
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人鶴寿会
社会福祉法人徳充会
社会福祉法人徳充会石川県精育園
社会福祉法人篤豊会
社会福祉法人能輝人
社会福祉法人福志会松任
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人朋友会
社会福祉法人北伸福祉会
社会福祉法人明峰会
社会福祉法人佛子園
小松市農業協同組合
大阪有機化学工業株式会社

石  川
NPO法人Village
NPO法人スポーツアカデミー
NPO法人秋桜
スバル興業株式会社
トヨタ部品千葉共販株式会社
ライズリユース
医療法人社団泉中央病院
一般社団法人あいのて
一般社団法人こころ
横芝光町教育委員会
株式会社アイ・エス・ビー
株式会社サンリツ
株式会社スミレ調剤薬局
株式会社セキグチ
株式会社タガワ
株式会社テックエステート
株式会社ほがらか
株式会社吉川自動車
株式会社駆庫
株式会社柴田工業
株式会社習志野自動車興業
株式会社沼南中央自動車
五洋建設株式会社
五洋建設株式会社東京土木支店
公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
社会福祉法人あかぎ万葉
社会福祉法人かずさ萬燈会
社会福祉法人さつき会
社会福祉法人なゆた
社会福祉法人まごころ
社会福祉法人まつど育成会

社会福祉法人みづき会
社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会
社会福祉法人愛光
社会福祉法人愛生会
社会福祉法人旭福祉会
社会福祉法人安房広域福祉会
社会福祉法人印旛福祉会
社会福祉法人穏寿会
社会福祉法人開拓
社会福祉法人鴨川市社会福祉協議会
社会福祉法人九十九里ホーム
社会福祉法人兼愛会
社会福祉法人柴崎すずしろ会
社会福祉法人淑徳福祉会
社会福祉法人松の実会
社会福祉法人翠会
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清郷会
社会福祉法人生活クラブ
社会福祉法人聖隷福祉事業団
社会福祉法人斉信会
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会
社会福祉法人創成会
社会福祉法人太陽会
社会福祉法人大成会
社会福祉法人薄光会
社会福祉法人芙蓉会
社会福祉法人豊珠会
社会福祉法人佑啓会
社会福祉法人佑啓会ふる里学舎和田浦
社会福祉法人陽光会

社会福祉法人和光会
社会福祉法人佰和会
社会福祉法人槇の実会
新日鐵住金株式会社君津製鐵所
成田市ナスパ・スタジアム
成田市大栄B&G海洋センター
西尾レントオール株式会社
千葉少年鑑別所
村田教行
大成建設株式会社
大和ハウス工業株式会社
中島硝子工業株式会社
特定非営利活動法人i&i
特定非営利活動法人ケアネット成田
特定非営利活動法人コミュニティワークス
特定非営利活動法人シェーネ・ルフト
特定非営利活動法人ふくろう
特定非営利活動法人ふく笑らい
特定非営利活動法人ぶんにむ
特定非営利活動法人みのり福祉会
特定非営利活動法人ラフト
特定非営利活動法人虹の会
柏市宿連寺町会
富永物産株式会社
法務省市原学園
有限会社メカニック銚洋
有限会社鴨川自動車整備工場
有限会社丸原自動車
有限会社誠石材工業

千  葉

株式会社フィッツ
株式会社マルアイ
幸芳耳鼻咽喉科医院
甲州市役所
甲斐市役所
社会福祉法人あそびじゅく
社会福祉法人アドバンス

社会福祉法人ありんこ
社会福祉法人ぎんが福祉会
社会福祉法人ひとふさの葡萄
社会福祉法人ムーブ
社会福祉法人園樹会
社会福祉法人興邦会
社会福祉法人欣寿会

社会福祉法人光風会
社会福祉法人三井福祉会
社会福祉法人三富福祉会
社会福祉法人山梨県社会福祉事業団きぼうの家
社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会
社会福祉法人上野原若鮎会
社会福祉法人新友会

社会福祉法人深敬園
社会福祉法人日新会
社会福祉法人不二の里森福祉会
社会福祉法人友伸福祉会
社会福祉法人友和会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑水会

渡辺整形外科
特定非営利活動法人かしのみ
特定非営利活動法人わたげの会
特定非営利活動法人憩山会
特定非営利活動法人南風会
飯富病院

株式会社スリーティ運輸ヘルスケア事業部
株式会社金閣自動車商会
株式会社創和開発
宮崎建設株式会社
社会福祉法人たかおか万葉福祉会

社会福祉法人たびだちの会
社会福祉法人ひみ福祉会
社会福祉法人フレンドリー会
社会福祉法人めひの野園
社会福祉法人宇奈月福祉会

社会福祉法人渓明会
社会福祉法人戸出福祉会
社会福祉法人光風会
社会福祉法人高岡市身体障害者福祉会
社会福祉法人射水福祉会

社会福祉法人庄川福祉会
社会福祉法人砺波福祉会
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人立山福祉会
社会福祉法人緑寿会

上市町役場
富山刑務所
富山新聞社
凌雲館村雲道場

NPO法人魚沼伝習館
アサヒプリテック株式会社
イーグルブルグマンジャパン株式会社
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社ウェーブ21
株式会社カトー
株式会社さいかい産業
株式会社サンパワー
株式会社フープクリエイト
株式会社やひこドリーム
株式会社ユーワ
株式会社生活サポーターふるまい
株式会社北辰計画
桐生工業株式会社

社会福祉法人いなほの郷福祉会
社会福祉法人けやき福祉園
社会福祉法人さかえ福祉会
社会福祉法人さんわ福祉会
社会福祉法人しろね福祉会
社会福祉法人つなん福祉会
社会福祉法人にいがた寿会
社会福祉法人まき福祉会
社会福祉法人みんなでいきる
社会福祉法人愛宕福祉会
社会福祉法人燕・西蒲原福祉会
社会福祉法人刈谷田福祉会
社会福祉法人亀田郷芦沼会
社会福祉法人吉田福祉会

社会福祉法人魚沼更生福祉会
社会福祉法人県央福祉会
社会福祉法人更生慈仁会
社会福祉法人佐渡国仲福祉会
社会福祉法人佐渡寿福祉会
社会福祉法人佐渡前浜福祉会
社会福祉法人糸魚川市社会福祉協議会
社会福祉法人紫雲寺加治川福祉会
社会福祉法人秋葉福祉会
社会福祉法人十日町福祉会
社会福祉法人小越会
社会福祉法人小佐渡福祉会特別養護老人ホームはもちの里
社会福祉法人松波福祉会特別養護老人ホームよねやまの里
社会福祉法人上越福祉会

社会福祉法人常陽会
社会福祉法人新潟みずほ福祉会
社会福祉法人新潟太陽福祉会
社会福祉法人新潟南福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会
社会福祉法人村上市社会福祉協議会
社会福祉法人大佐渡福祉会
社会福祉法人中越福祉会
社会福祉法人中蒲原福祉会
社会福祉法人中東福祉会
社会福祉法人長岡三古老人福祉会
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人奴奈川福祉会
社会福祉法人東蒲原福祉会

社会福祉法人南魚沼福祉会
社会福祉法人二王子会
社会福祉法人能生名立福祉会
社会福祉法人博愛仁志会
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人豊潤舎
社会福祉法人泚山会
新潟少年学院
新潟少年鑑別所
特定非営利活動法人あおぞら
特定非営利活動法人青りんごの会
有限会社CIRCLE.SEVEN
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一般社団法人みたけスポーツ・文化倶楽部
羽島電機株式会社
株式会社関ヶ原製作所
株式会社秀商
岐阜日産自動車株式会社
合同会社インディアンビレッジ
社会福祉法人たんぽぽ福祉会
社会福祉法人みらい
社会福祉法人井ノ口会さくら苑
社会福祉法人芽生会
社会福祉法人岐阜老人ホーム
社会福祉法人恵那市社会福祉協議会
社会福祉法人祥雲会
社会福祉法人神東会
社会福祉法人杉和会
社会福祉法人杉和会（優・悠・邑和合）
社会福祉法人清徳会

社会福祉法人千代田会
社会福祉法人土岐市社会福祉協議会
社会福祉法人同朋会
社会福祉法人白寿会
社会福祉法人美谷会
社会福祉法人美徳会
社会福祉法人万灯会
大洋電機株式会社
中津川付知B＆G海洋センター
特定非営利活動法人ウエルネットぎふ
特定非営利活動法人ぎふ村
特定非営利活動法人ワンハート
特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会東海浜松本部
独立行政法人水資源機構
八百津町教育委員会
富加町

ミテネインターネット株式会社
一般財団法人日本モーターボート競走会三国支部
一般社団法人保健共同企画ふくい
越前三国競艇企業団
越前松島水族館
越前町織田文化歴史館
越前二の宮劔神社
塩田食品株式会社
株式会社アイ・エヌ・ジー競艇ニュース
株式会社フクタカ
株式会社浪速ポンプ製作所
社会福祉法人かすみが丘学園
社会福祉法人コミュニティーネットワークふくい
社会福祉法人サンホーム
社会福祉法人つみきハウス
社会福祉法人ほのぼの苑
社会福祉法人安居福祉会
社会福祉法人育友福祉会
社会福祉法人越前町社会福祉協議会
社会福祉法人九頭竜厚生事業団
社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人健楽会こしの渚苑
社会福祉法人光道園
社会福祉法人光明寺福祉会
社会福祉法人慈生会
社会福祉法人慈豊会

社会福祉法人勝山福祉会
社会福祉法人松寿会
社会福祉法人祥穂会
社会福祉法人足羽福祉会
社会福祉法人大日園
社会福祉法人長寿幸元会
社会福祉法人藤島会
社会福祉法人白女林
社会福祉法人美山友愛会
社会福祉法人福授園
社会福祉法人福泉会
社会福祉法人福聚会
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人陽光会
社会福祉法人緑進会
社会福祉法人六条厚生会
勝山市教育委員会
勝山市教育委員会スポーツ局スポーツ課
小浜市視覚障害者福祉協会
総社大神宮
大野市B&G海洋センター
大野市エキサイト広場総合体育施設
第一防災株式会社
特定非営利活動法人スマイルネットワークさかい
特定非営利活動法人ピアファーム
福井ケーブルテレビ株式会社

ニュージャパンマリン株式会社
はなや
一般財団法人伊勢神宮崇敬会
一般財団法人伊勢湾海洋スポーツセンター
一般財団法人日本モーターボート競走会
一般社団法人あさひファーム
介護センターオリーブ
学校法人伊勢学園
株式会社宏信
株式会社松井鉄工所
株式会社帝国機械製作所
株式会社名張総合研究所
菰野町B&G海洋センター
公益財団法人東海水産科学協会
三信船舶電具株式会社伊勢工場
志摩市教育委員会
志摩市志摩B&G海洋センター
社会福祉法人いいたか
社会福祉法人はまゆう会
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人伊勢湾福祉会
社会福祉法人維雅幸育会
社会福祉法人永甲会
社会福祉法人敬愛会

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会
社会福祉法人三重高齢者福祉会
社会福祉法人三重福祉会
社会福祉法人三鈴会
社会福祉法人三和福祉会
社会福祉法人四季の里
社会福祉法人秀嶺福祉会
社会福祉法人清和会
社会福祉法人青山福祉会
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人百楽の会
社会福祉法人富田浜福祉会
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人名張厚生協会
社会福祉法人鈴の音会
社会福祉法人鈴風会
特定非営利活動法人すずか希望の里
特定非営利活動法人てとて
特定非営利活動法人なちゅらん
特定非営利活動法人介護支援ネットワーク
特定非営利活動法人夢のやかた
特定非営利活動法人夢工房
八千代工業株式会社四日市製作所
有限会社だいち

エコファーム絆
一般社団法人見好障害者就労支援センター
株式会社信濃路
株式会社恋野マッシュルーム
社会福祉法人あおい会
社会福祉法人きのかわ福祉会
社会福祉法人すさみ町社会福祉協議会
社会福祉法人つばさ福祉会
社会福祉法人つわぶき会
社会福祉法人ふたば福祉会
社会福祉法人やおき福祉会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人わかうら会

社会福祉法人安原福祉会
社会福祉法人皆楽園
社会福祉法人紀伊松風苑
社会福祉法人橋本福祉会
社会福祉法人光栄会特別養護老人ホーム白水園
社会福祉法人光誠会
社会福祉法人浩和会
社会福祉法人山水会
社会福祉法人太陽福祉会
社会福祉法人和歌山県社会福祉事業団
特定非営利活動法人はまゆう作業所
特定非営利活動法人歩の会
特定非営利活動法人和歌山自立支援センター

NPO法人えん
NPO法人サンフラワー
NPO法人ライフケア王寺
よしむらファミリー歯科
株式会社ターン
株式会社トランスワード
株式会社崎山組
社会福祉法人こだまの会
社会福祉法人だるま会
社会福祉法人ならやま会
社会福祉法人やすらぎ会
社会福祉法人わたぼうしの会
社会福祉法人以和貴会
社会福祉法人佳祐会
社会福祉法人橿原園
社会福祉法人橿原市手をつなぐ育成会
社会福祉法人甘樫会
社会福祉法人敬生会
社会福祉法人五條市あすなろ福祉会
社会福祉法人功有会
社会福祉法人佐保会
社会福祉法人在友会
社会福祉法人三寿福祉会
社会福祉法人室生会
社会福祉法人祥水園
社会福祉法人信和会

社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人仁南会
社会福祉法人仁風会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖寿会
社会福祉法人青垣園
社会福祉法人青葉仁会
社会福祉法人綜合施設美吉野園
社会福祉法人大倭安宿苑
社会福祉法人大和会
社会福祉法人大和桜井園
社会福祉法人徳眞会
社会福祉法人奈良県手をつなぐ育成会
社会福祉法人奈良市和楽園
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人平沼寮
社会福祉法人宝山寺福祉事業団
社会福祉法人萌
社会福祉法人豊生会
社会福祉法人明徳会
社会福祉法人明日香楽園
水野ストレーナー工業株式会社
大阪高級鋳造株式会社
特定非営利活動法人きららの木
法相宗大本山薬師寺
壺阪寺収益事業部

アサヒプリテック株式会社長野事業所
いっぷく食堂
おしゃれの館ヤマグチ
みすず精工株式会社
下條村
株式会社北澤電機製作所
社会医療法人抱生会丸の内病院
社会福祉法人アンサンブル会
社会福祉法人からしの種の会
社会福祉法人くりのみ園
社会福祉法人こまくさ福祉会
社会福祉法人サン・ビジョン
社会福祉法人ながのコロニー
社会福祉法人まるこ福祉会
社会福祉法人みまき福祉会
社会福祉法人りんどう信濃会
社会福祉法人愛知慈恵会
社会福祉法人伊南福祉会
社会福祉法人依田窪福祉会
社会福祉法人育護会
社会福祉法人稲田会

社会福祉法人横浜社会福祉協会
社会福祉法人下伊那社会福祉会
社会福祉法人花工房福祉会
社会福祉法人希望の虹
社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会
社会福祉法人恵清会
社会福祉法人幸充
社会福祉法人高水福祉会のぞみの郷高社
社会福祉法人山栄会
社会福祉法人小諸青葉福祉会
社会福祉法人上伊那福祉協会
社会福祉法人上松町社会福祉協議会
社会福祉法人上田しいのみ会
社会福祉法人信濃友愛会
社会福祉法人親愛の里
社会福祉法人清明会
社会福祉法人誠心会
社会福祉法人大桑村社会福祉協議会
社会福祉法人大志会
社会福祉法人中信社会福祉協会
社会福祉法人長野県社会福祉事業団

社会福祉法人飯島町社会福祉協議会
社会福祉法人豊智福祉会
社会福祉法人睦会
社会福祉法人夢工房福祉会
社会福祉法人木曽社会福祉事業協会
社会福祉法人有明会
社会福祉法人廣望会
社会福祉法人樅の木福祉会
松本少年刑務所
上松町教育委員会
長野精工株式会社
特定非営利活動法人こころ
特定非営利活動法人なかまと
特定非営利活動法人レスパイトケアはちもり
特定非営利活動法人わっこ自立福祉会
特定非営利活動法人結いの街
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟禅道会
飯綱町役場
北信広域連合特別養護老人ホーム菜の花苑

ディーエス商事株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社甲賀事業部
稲垣自動車工業有限会社
株式会社エノモト
株式会社オーケーエム
株式会社スポーツプラザ報徳
株式会社ヤンマービジネスサービス滋賀事業部
株式会社川村鉄工
株式会社創美
株式会社東山堂
丸滋製陶株式会社
公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団
公益社団法人地域医療振興協会
高橋金属株式会社

資生園株式会社
社会福祉法人しがらき会
社会福祉法人しが夢翔会
社会福祉法人たかしま会
社会福祉法人にぎやか会
社会福祉法人ひかり福祉会
社会福祉法人まんてん
社会福祉法人めぶき福祉会
社会福祉法人やまなみ会
社会福祉法人ゆたか会
社会福祉法人ゆたか会清湖園
社会福祉法人わたむきの里福祉会
社会福祉法人共生シンフォニー
社会福祉法人慈惠会

社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会
社会福祉法人湘南学園
社会福祉法人信楽福祉会
社会福祉法人虹の会
社会福祉法人美輪湖の家大津
社会福祉法人野洲慈恵会
図司自動車工業株式会社
中国塗料株式会社
特定非営利活動法人ホームスイートホーム
特定非営利活動法人陽だまり
認定特定非営利活動法人NPOぽぽハウス
敷島住宅株式会社
福井化成株式会社

NPO法人三和福祉会
ヒエン電工株式会社
マルトシ珈琲株式会社
ワタキューセイモア株式会社近畿支店
株式会社スリーエス
株式会社ハート急便
株式会社小林造園
株式会社大阪マリン
株式会社大澤商会
株式会社舞鶴計器
京丹商事株式会社
京都日産自動車株式会社
三恵観光株式会社
山口商店
社会福祉法人アイリス福祉会
社会福祉法人あしぎぬ福祉会
社会福祉法人あじろぎ会
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人ふくちやま福祉会
社会福祉法人みずなぎ学園
社会福祉法人みつみ福祉会

社会福祉法人みねやま福祉会
社会福祉法人やすらぎ福祉会
社会福祉法人愛育会
社会福祉法人希望の丘福祉会
社会福祉法人空心福祉会
社会福祉法人五十鈴会
社会福祉法人向陵会
社会福祉法人香東園
社会福祉法人三福福祉会
社会福祉法人秀孝会
社会福祉法人松寿苑
社会福祉法人真愛の家
社会福祉法人成光苑
社会福祉法人成相山青嵐荘
社会福祉法人清和会みわ
社会福祉法人青谷福祉会
社会福祉法人仙人福祉事業会
社会福祉法人川福会
社会福祉法人大樹会
社会福祉法人丹和会
社会福祉法人端山園

社会福祉法人長生園
社会福祉法人同胞会
社会福祉法人伏見にちりん福祉会
社会福祉法人倣襄会
社会福祉法人芳梅会
社会福祉法人北星会
社会福祉法人北丹後福祉会
社会福祉法人木津川市社会福祉協議会
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人悠仁福祉会
社会福祉法人利生会
信和商事株式会社
新庄鉄筋工業株式会社
正木酒店
総本山仁和寺
特定非営利活動法人ソーシャルアクション・パートナーシップ
南丹市教育委員会
敷島住宅株式会社
珈琲専門店MARCHBROWN

NPO法人かがやきステップあっぷ西江井島
アサヒプリテック株式会社
イーグル工業株式会社
エームサービス株式会社
さくらケアサービス株式会社
へああんじぇ
ボルカノ株式会社
ヤンマー株式会社塚口工場
ヤンマー株式会社特機エンジン
一般財団法人サニーピア医療保健協会
一般社団法人日本モーターボート選手会
一般社団法人日本海員掖済会
園田機工株式会社
加古川刑務所
株式会社JMUアムテック
株式会社ウッズ
株式会社エクシス
株式会社カワムラサイクル
株式会社さくら工業所
株式会社ジャパンエンジンコーポレーション
株式会社ターン
株式会社ディーゼルユナイテッド
株式会社テクニカ
株式会社ビエント
株式会社ヤンマービジネスサービス
株式会社学研アイズ
株式会社佐藤鉄工所
株式会社上野商事
株式会社神崎高級工機製作所
株式会社大阪アサヒメタル工場
株式会社平原精機工業
関西鉄工株式会社
金川造船株式会社
金澤鐵工株式会社
古野電気株式会社
公益財団法人修武館
阪神内燃機工業株式会社
山根クリニック

市川町
社会福祉法人あそう
社会福祉法人かるべの郷福祉会
社会福祉法人くすのき会たまも園
社会福祉法人グッド・サマリタン
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人ささゆり会
社会福祉法人とよおか福祉会
社会福祉法人はなさきむら
社会福祉法人まほろば
社会福祉法人みかり会
社会福祉法人みつみ福祉会
社会福祉法人みどり福祉会
社会福祉法人やながせ福祉会
社会福祉法人愛心福祉会
社会福祉法人円融会
社会福祉法人関寿会
社会福祉法人希望の家
社会福祉法人吉川福祉会
社会福祉法人救護施設南光園
社会福祉法人健仁会
社会福祉法人五輪会
社会福祉法人光耀会
社会福祉法人光輪福祉会
社会福祉法人甲山福祉センター
社会福祉法人香寿会
社会福祉法人洲本たちばな会
社会福祉法人昌風会
社会福祉法人上野丘さつき会
社会福祉法人神戸光有会
社会福祉法人聖隷福祉事業団
社会福祉法人西宮市社会福祉事業団
社会福祉法人西谷会
社会福祉法人千鳥会
社会福祉法人太子福祉会
社会福祉法人太鷲会
社会福祉法人朝日の会
社会福祉法人田能老人福祉会

社会福祉法人尼崎あすなろ福祉会
社会福祉法人日野の郷
社会福祉法人白百合学園
社会福祉法人姫路尚歯会
社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団
社会福祉法人兵庫福祉会
社会福祉法人本覚寺苑
社会福祉法人陽気会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人樅の木福祉会
新西宮ヨットハーバー株式会社
神戸ペイント株式会社
西村興産株式会社
大成ロテック株式会社
大西ひでき
中川歯科医院
猪名川町役場
東洋カーマックス株式会社
特定非営利活動法人えびす
特定非営利活動法人でかけ隊
特定非営利活動法人ひなた
特定非営利活動法人みちくさ
特定非営利活動法人りんず
特定非営利活動法人愛ランド
特定非営利活動法人宅老所ろまん
日産大阪販売株式会社
播磨社会復帰促進センター
八鹿鉄工株式会社
姫路社会福祉事業協会
不二印刷株式会社
富永物産株式会社
富士レックス株式会社
富士貿易株式会社
兵庫県立兎和野高原野外教育センター
北神食糧株式会社

HIS御殿場サポートセンター
NPO法人裾野市手をつなぐ育成会
アサヒプリテック株式会社静岡営業所
カメヤ食品株式会社
コーケン工業株式会社
テイ・エステック株式会社
バリュー・トーカイ株式会社
ヤンマーエンジニアリング株式会社
伊豆漁業協同組合
一般財団法人日本モーターボート競走会浜名湖支部
一般社団法人とおとうみ
一般社団法人マンパワー
一般社団法人御前崎スマイルプロジェクト
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社カナサシ重工
株式会社ヤマナカ
株式会社高田ビル
株式会社山田組
株式会社榛葉鉄工所
株式会社静岡朝日テレビ
株式会社赤阪鐵工所
株式会社双洸舎
株式会社村上開明堂
株式会社長谷川鐵工所
御殿場区コミュニティーセンター
社会福祉法人あしたか太陽の丘
社会福祉法人ウェルネスケア
社会福祉法人ひかりの園
社会福祉法人みだらけ福祉会
社会福祉法人梓友会
社会福祉法人育清会
社会福祉法人栄幸会

社会福祉法人奥山老人ホーム
社会福祉法人花園会
社会福祉法人掛川社会福祉事業会
社会福祉法人鑑石園
社会福祉法人共済福祉会
社会福祉法人恵心会
社会福祉法人桂
社会福祉法人恒仁会
社会福祉法人三幸会
社会福祉法人慈照会
社会福祉法人慈悲庵
社会福祉法人慈惠会
社会福祉法人寿康会
社会福祉法人寿康会平成の杜
社会福祉法人春風会
社会福祉法人駿府葵会
社会福祉法人小羊学園
社会福祉法人庄栄会
社会福祉法人城ヶ崎
社会福祉法人信義福祉会
社会福祉法人正生会
社会福祉法人清水あすなろ福祉会
社会福祉法人清水福祉会
社会福祉法人聖家族の園
社会福祉法人聖隷福祉事業団
社会福祉法人誠信会
社会福祉法人草笛の会
社会福祉法人大乗会
社会福祉法人大東福祉会
社会福祉法人長岡寮湯の家
社会福祉法人長生会
社会福祉法人天竜厚生会

社会福祉法人島田福祉の杜
社会福祉法人南伊豆厚生会
社会福祉法人南寿会
社会福祉法人博友会
社会福祉法人富岳会
社会福祉法人富士宮福祉会
社会福祉法人富士厚生会
社会福祉法人炉暖会
社会福祉法人和光会
社会福祉法人昴会
社会福祉法人茗荷会
松崎町教育委員会
石原水産株式会社
川根本町役場
大清工業株式会社
第一工業株式会社
東海造船運輸株式会社
特定非営利活動法人みんなの家
特定非営利活動法人掛川市体育協会
特定非営利活動法人活き生きネットワーク
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会東海浜松本部
日新興業株式会社中部支店
浜名湖競艇企業団
浜名部品工業株式会社
富士レックス株式会社
平野建設株式会社
明陽電機株式会社
有限会社いなぎや本店
有限会社クラフト
有限会社関組

岐  阜

福  井

三  重

和歌山

奈  良

長  野

滋  賀

京  都

兵  庫

静  岡

NPO法人就労支援センター和貴の郷
つばめタクシー株式会社
ヤンマー舶用システム株式会社
皆生タクシー株式会社
株式会社トランスワード
株式会社石橋造船鉄工所
公益社団法人鳥取県西部医師会
社会医療法人仁厚会
社会福祉法人あしーど
社会福祉法人あすなろ会
社会福祉法人いずみの苑
社会福祉法人ウイズユー
社会福祉法人きんかい幸朋苑
社会福祉法人こうほうえん
社会福祉法人トマトの会
社会福祉法人まつぼっくり
社会福祉法人もみの木福祉会
社会福祉法人やず
社会福祉法人希望の家
社会福祉法人琴浦町社会福祉協議会

社会福祉法人慶愛会
社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人敬仁会マグノリア
社会福祉法人祥和会
社会福祉法人親誠会
社会福祉法人鳥取県厚生事業団
社会福祉法人日南福祉会
社会福祉法人遊歩
社会福祉法人和
鳥取日産自動車販売株式会社
渡辺病院
特定非営利活動法人あかり広場
特定非営利活動法人サポートイルカ
特定非営利活動法人フリーダム
日産プリンス鳥取販売株式会社
日本交通株式会社
鋪倉剛
有限会社ドアーズ
有限会社旭鉄工所
由良タクシー

鳥  取
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NPO瀬戸内
TPRアルテック株式会社
アサヒプリテック株式会社岡山営業所
イーグル工業株式会社岡山事業所
カーツ株式会社
コーワン株式会社
シーサイドリビンググループ
タイメック株式会社
ナカシマプロペラ株式会社
モリマシナリー株式会社
ヤンマーエネルギーシステム株式会社
ヤンマー農機製造岡山地区生活協同組合
医療法人青木内科小児科医院
医療法人渡辺医院
医療法人徳寿会池田医院
一般財団法人日本モーターボート競走会中四国支局
一般社団法人ウェル
岡山ロイヤルホテル株式会社
岡山済生会ライフケアセンター
株式会社HUGHUG
株式会社エイコースポーツ
株式会社エクセディ精密
株式会社グリーンベルト
株式会社ショウワコーポレーション

株式会社スチールハブ
株式会社ハンズ
株式会社フューチャー
株式会社ムラカミ
株式会社ラインズオカヤマ
株式会社栄工プラント
株式会社真栄住研
株式会社瀬戸内クルージング
株式会社倉敷アイビースクエア
株式会社藤原工務店
株式会社凪物流
株式会社富士テック
玉島テレビ放送株式会社
公益社団法人岡山県看護協会
桜田工業株式会社
三洋汽船株式会社
四国急行フェリー株式会社
社会医療法人清風会
社会福祉法人あすなろ福祉会
社会福祉法人きょうどう福祉会
社会福祉法人クムレ
社会福祉法人くるみ
社会福祉法人ことぶき会
社会福祉法人ひまわりの会

社会福祉法人まこと会
社会福祉法人めやす箱
社会福祉法人ももぞの学園
社会福祉法人愛和会
社会福祉法人旭川荘
社会福祉法人郁青会
社会福祉法人王慈福祉会
社会福祉法人岡山博愛会
社会福祉法人加茂光陽会
社会福祉法人閑谷福祉会
社会福祉法人吉備の里
社会福祉法人恭和会
社会福祉法人金曜会
社会福祉法人慶光会
社会福祉法人敬業会
社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人幸輝会
社会福祉法人広虫荘和気広虫荘
社会福祉法人弘徳学園
社会福祉法人浩志会
社会福祉法人高梁市社会福祉協議会
社会福祉法人鴻仁福祉会
社会福祉法人四ツ葉会
社会福祉法人自然の森

社会福祉法人寿恵会
社会福祉法人寿光会
社会福祉法人出雲南福祉会薫風の丘
社会福祉法人純晴会
社会福祉法人勝明福祉会
社会福祉法人翠明会
社会福祉法人瀬戸内福祉事業会
社会福祉法人正和会
社会福祉法人清楼会
社会福祉法人雪舟福祉会
社会福祉法人千寿福祉会
社会福祉法人泉学園
社会福祉法人幸輝会さつき園
社会福祉法人幸輝会みまさか園
社会福祉法人津山みのり学園
社会福祉法人津山社会福祉事業会
社会福祉法人同仁会
社会福祉法人日輪会
社会福祉法人美土里会
社会福祉法人優風会
社会福祉法人夕凪会
社会福祉法人鷲山会
社会福祉法人檜山荘
社会福祉法人翔洋会

社会福祉法人鶯園
真庭市役所北房振興局
総社花萬株式会社
総社市役所
中島硝子工業株式会社
帝人ナカシマメデイカル株式会社
天壽
土井建設株式会社
特定非営利活動法人アウラ
特定非営利活動法人あおぞら会
特定非営利活動法人ドリーム・プラネット
特定非営利活動法人ネオクリエイション
特定非営利活動法人ホープ就労・生活支援センター
特定非営利活動法人やまさくら
特定非営利活動法人ワークサポート
特定非営利活動法人岡山自立支援センター
特定非営利活動法人土田の里
特定非営利活動法人美作自立支援センター
奈義町役場
日本ケミカル機器株式会社
武田鋳造株式会社
有限会社吉備高原ファーム
有限会社宝洋

L物流株式会社
NPO法人さくらんぼのお家
NPO法人益田自立支援センター
ヤンマーキャステクノ株式会社
株式会社SKSS
株式会社内村電機工務店
公益社団法人益田市医師会立益田地域医療センター医師会病院
社会福祉法人E・G・F
社会福祉法人JAいずも福祉会
社会福祉法人いわみ福祉会
社会福祉法人ウェルエヌシー

社会福祉法人おおつか福祉会
社会福祉法人かしま福祉会
社会福祉法人きづき会
社会福祉法人壽光会
社会福祉法人しらゆり会
社会福祉法人ひまわり福祉会
社会福祉法人みずうみ
社会福祉法人やすぎ福祉会
社会福祉法人やまゆり
社会福祉法人よこた福祉会
社会福祉法人よしだ福祉会

社会福祉法人隠岐共生学園
社会福祉法人雲南ひまわり福祉会
社会福祉法人喜和会
社会福祉法人亀の子
社会福祉法人恵寿会
社会福祉法人恵心会
社会福祉法人湖北ふれあい
社会福祉法人吾郷会
社会福祉法人高田会
社会福祉法人山陰家庭学院
社会福祉法人四ッ葉福祉会

社会福祉法人慈光会
社会福祉法人若草福祉会
社会福祉法人出雲南福祉会
社会福祉法人親和会
社会福祉法人仁摩福祉会
社会福祉法人静和会
社会福祉法人千鳥福祉会
社会福祉法人草雲会
社会福祉法人島根ライトハウス
社会福祉法人梅寿会
社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

社会福祉法人放泉会
社会福祉法人邑智福祉振興会
特定非営利活動法人ふれんど
特定非営利活動法人地域活動支援センターよしかの里
有限会社マルサワ
有限会社金村商店
和幸株式会社

NPO法人さくら
NPO法人夢桜ホーム
アシストワーク株式会社
コカ・コーラウエストベンディング株式会社
ジャパンハムワージ株式会社
ダイキン福祉サービス株式会社
ダイハツディーゼル株式会社
デルソル株式会社
ふらっとイケダ／池田市立人権文化交流センター
ボルカノ株式会社
ミハマホーム株式会社
伊吹工業株式会社
伊藤忠マシンテクノス株式会社
一般財団法人高石市保健医療センター
一般財団法人日本モーターボート競走会
一般社団法人まつり
一般社団法人河内長野青年会議所
一般社団法人日本海員掖済会
渦潮電機株式会社
英和株式会社
横浜金属商事株式会社
学校法人四天王寺学園
株式会社acs
株式会社CDK
株式会社Next Investment
株式会社STEPUP
株式会社WAON
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アスク
株式会社アスニック
株式会社アドミニ
株式会社い志乃商会
株式会社エコパーツ
株式会社キッド鹿命舘
株式会社グローブ・アクト
株式会社ケーイーアイシステム
株式会社けやきサポート
株式会社ケンオウ
株式会社シロヤ
株式会社ソレイユ

株式会社ダイゾー
株式会社ヒガシ21
株式会社ヒューマンハーバー大阪
株式会社フェリーさんふらわあ
株式会社モリカワ
株式会社ヤンマービジネスサービス
株式会社ラフィン・ハーツ
株式会社ロイヤルティ
株式会社加藤フードサービス
株式会社宮田運輸
株式会社近江工業
株式会社金剛製作所
株式会社高工社
株式会社小田原製作所
株式会社信貴造船所
株式会社泉佐野総合研究所
株式会社大阪アサヒメタル工場
株式会社大阪ボイラー製作所
株式会社中北製作所
株式会社日阪製作所
株式会社日章電機工業所
株式会社浪速ポンプ製作所
近畿金属株式会社
高岡國士
寺﨑電気産業株式会社
社会医療法人蒼生会蒼生病院
社会福祉法人あおぞらの会
社会福祉法人あさひ福祉会
社会福祉法人エージングライフ福祉会
社会福祉法人かたの福祉会
社会福祉法人キリスト教ミード社会舘
社会福祉法人こごせ福祉会
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人そうそうの杜
社会福祉法人そうび会
社会福祉法人であい共生舎ひらかた・にじ福祉工場
社会福祉法人なでしこ会
社会福祉法人ネバーランド福祉会
社会福祉法人バルツァ事業会
社会福祉法人ポポロの会

社会福祉法人まんてん
社会福祉法人みささぎ会
社会福祉法人よしみ会
社会福祉法人ロータス福祉会
社会福祉法人愛生会豊生園
社会福祉法人遺徳会
社会福祉法人永寿福祉会
社会福祉法人亀望会
社会福祉法人久栄会
社会福祉法人玉美福祉会
社会福祉法人恵生会
社会福祉法人慶徳会
社会福祉法人敬英福祉会
社会福祉法人敬信福祉会
社会福祉法人健成会
社会福祉法人健輪会
社会福祉法人五常会
社会福祉法人光輝会
社会福祉法人宏和会
社会福祉法人幸和会
社会福祉法人佐太善友会
社会福祉法人堺あけぼの福祉会
社会福祉法人堺あすなろ会
社会福祉法人堺福祉会
社会福祉法人桜花会
社会福祉法人桜会
社会福祉法人産經新聞厚生文化事業団
社会福祉法人四天王寺福祉事業団
社会福祉法人自立支援協会
社会福祉法人秀幸福祉会
社会福祉法人秀美福祉会
社会福祉法人秀美福祉会アイリス
社会福祉法人秀明会
社会福祉法人上神谷福祉会
社会福祉法人寝屋川聖和福祉会
社会福祉法人心生会
社会福祉法人水平会
社会福祉法人成光苑
社会福祉法人聖ヨハネ学園
社会福祉法人青山会

社会福祉法人青山会東福六万寺
社会福祉法人摂津宥和会
社会福祉法人川福会
社会福祉法人泉ヶ丘福祉会
社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業団
社会福祉法人大協会
社会福祉法人大恵会
社会福祉法人大阪福祉事業財団
社会福祉法人地域ゆめの会
社会福祉法人池田芽ばえ福祉会
社会福祉法人帝塚山福祉会
社会福祉法人天王福祉会
社会福祉法人天寿会
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団救護施設平和寮
社会福祉法人日本ライトハウス情報文化センター
社会福祉法人博愛社
社会福祉法人博光福祉会
社会福祉法人柏樹会
社会福祉法人八尾隣保館
社会福祉法人美和会
社会福祉法人風の会
社会福祉法人福生会
社会福祉法人朋和会
社会福祉法人芳春会
社会福祉法人北摂杉の子会
社会福祉法人門真福祉会
社会福祉法人優心会
社会福祉法人友愛の里
社会福祉法人六心会
社会福祉法人和秀会
宗教法人祐照寺
住興商事株式会社
住之江興業株式会社
水鉄タクシー株式会社
西出合金工業株式会社
千房株式会社
泉佐野ウォーターフロント株式会社
双葉テック株式会社
地域福祉創造協会ウインク
島田燈器工業株式会社

特定非営利活動法人あいらぶ
特定非営利活動法人アクティブネットワーク
特定非営利活動法人いばらき
特定非営利活動法人ウェルネスいずみ
特定非営利活動法人きずな
特定非営利活動法人クオリティー・オブ・ライフ
特定非営利活動法人コミュニティー・オーガニゼーション
特定非営利活動法人サンキューネット
特定非営利活動法人そよかぜ
特定非営利活動法人だんでらいおん
特定非営利活動法人ぴよぴよ会
特定非営利活動法人フューチャー
特定非営利活動法人ふれあいぽっぽ
特定非営利活動法人ベルビー
特定非営利活動法人まつさく
特定非営利活動法人よりあい倶楽部
特定非営利活動法人関西生活文化研究会・おでかけ
特定非営利活動法人堺西自立支援センター
特定非営利活動法人泉州自立支援センター
特定非営利活動法人地域福祉創造協会
特定非営利活動法人南大阪自立支援センター
特定非営利活動法人八尾自立支援センター
特定非営利活動法人福祉住環境整備センター
特定非営利活動法人夢みらい
日産大阪販売株式会社
日新興業株式会社
日本文教出版株式会社
不二印刷株式会社
富永物産株式会社
敷島住宅株式会社
武谷宗
本城金属株式会社
有限会社トーヨー
有限会社レオン・インターナショナル
有限会社中本運送
利州株式会社

岡  山

島  根

大  阪

NPO法人優喜会
YOU介護サービス株式会社
オオシマ自工株式会社
つちや産業株式会社
ドックサービス株式会社
まどか周南
亜興産業不動産販売株式会社
旭州マリン株式会社
旭洋造船株式会社
一般財団法人日本モーターボート競走会下関支部
一般財団法人日本モーターボート競走会徳山支部
一般社団法人やまぐち保健企画
一般社団法人徳山医師会
宇部観光株式会社
下関市競艇事業局
株式会社オー．ビー．エム
株式会社おおつか
株式会社カン喜
株式会社くすの木
株式会社しのだ住研
株式会社つながり
株式会社ハーモニーケア
株式会社ムサシ機電
株式会社共立機械製作所
株式会社中国電機サービス社
株式会社中村造船鉄工所
株式会社南陽
株式会社南陽（ボートレース徳山）
株式会社博電社
菊屋産業株式会社
合同会社ひだまりねっと
山口市ボランティアグループじゃがいもの会
社会福祉法人E・G・F
社会福祉法人くだまつ平成会
社会福祉法人ピースオブマインド・はまゆう
社会福祉法人ひかり苑
社会福祉法人ひとつの会
社会福祉法人ほおの木会
社会福祉法人ライフケア高砂
社会福祉法人華世会
社会福祉法人暁会
社会福祉法人鼓ヶ浦整肢学園
社会福祉法人光栄会
社会福祉法人光寿福祉会
社会福祉法人光仁会
社会福祉法人幸洋福祉会
社会福祉法人高嶺会
社会福祉法人山口県コロニー協会

社会福祉法人山口県社会福祉事業団
社会福祉法人山口県盲人福祉協会
社会福祉法人山陽福祉会
社会福祉法人慈恵会
社会福祉法人慈光福祉会
社会福祉法人鹿野福祉会
社会福祉法人周南北部福祉会
社会福祉法人松美会
社会福祉法人新永福祉会
社会福祉法人親誠会
社会福祉法人親誠会山口秋穂園
社会福祉法人仁泉会
社会福祉法人清風会
社会福祉法人青藍会
社会福祉法人長門市社会福祉協議会
社会福祉法人鼎会
社会福祉法人田布施町社会福祉協議会
社会福祉法人同心会
社会福祉法人南風荘
社会福祉法人美祢市社会福祉協議会
社会福祉法人稗田福祉会
社会福祉法人豊浦福祉会
社会福祉法人豊北福祉会
社会福祉法人防府市社会福祉事業団
社会福祉法人夢の会
社会福祉法人明和会
社会福祉法人緑山会
周防大島町B&G海洋センター
小門造船鉄工株式会社
大晃機械工業株式会社
長府工産株式会社
藤田自販機
徳山医師会病院
徳山看護専門学校
特定非営利活動法人サポートセンターゆうゆう
特定非営利活動法人デイサービス豆たん
特定非営利活動法人むつみ会
特定非営利活動法人山口ウッドムーンネットワーク
特定非営利活動法人豆たん
特定非営利活動法人優喜会
有限会社FOMAX
有限会社セイコウ
有限会社ドリームライフ
有限会社ハシモト
有限会社末永整骨院
楊貴妃の里真言宗龍伏山二尊院

YAMAX株式会社
アサヒプリテック株式会社
アルファデンタルオフィス
イーグル工業株式会社
エーエムサービス株式会社
ジャパン・スチールス株式会社
セフトHD株式会社
ツネイシLR株式会社
ツネイシクラフト＆ファシリティーズ株式会社
ヤンマー舶用システム株式会社
旭・スチール工業株式会社
医療法人仁康会
一般財団法人日本モーターボート競走会宮島支部
一般財団法人府中市まちづくり振興公社
一般社団法人東広島自立支援センターあゆみ
一般社団法人尾道市体育協会
因島鉄工株式会社
因島鉄工業団地協同組合
渦潮電機株式会社
学校法人八正学園ハイロスハイマ幼稚園
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アイメックス
株式会社アポロ
株式会社エクシス
株式会社シンコー
株式会社セトテック
株式会社フューレック
株式会社フルサワ
株式会社マンセイ
株式会社よしみね
株式会社京泉工業
株式会社共立機械製作所
株式会社江田島造船所
株式会社三協電機
株式会社三和ドック
株式会社寺本鉄工所
株式会社新来島宇品どっく
株式会社新来島広島どっく
株式会社神田造船所
株式会社生田合金鋳造所
株式会社大晃産業
株式会社中野鉄工所
株式会社豊國
宮島競艇場施行組合
宮島弥山大本山大聖院
共和工業株式会社

協成電機株式会社
呉精器工業株式会社
公益財団法人東広島市教育文化振興事業団
向島ドック株式会社
広島県坂町
三浦工業株式会社
三工電機株式会社
山陽船舶電機株式会社
社会福祉法人「ゼノ」少年牧場
社会福祉法人IGL学園福祉会
社会福祉法人あおかげ
社会福祉法人あさ
社会福祉法人あさみなみ
社会福祉法人あと会
社会福祉法人アンダンテ
社会福祉法人かつぎ会
社会福祉法人さくら福祉会
社会福祉法人せとうち
社会福祉法人一れつ会
社会福祉法人楽友会
社会福祉法人輝き奉仕会
社会福祉法人啓喜会
社会福祉法人口和福祉会
社会福祉法人広賀会
社会福祉法人広島県同胞援護財団
社会福祉法人広島常光福祉会
社会福祉法人広島福祉会
社会福祉法人甲奴福祉会
社会福祉法人坂町社会福祉協議会
社会福祉法人三篠会
社会福祉法人三矢会
社会福祉法人山県東中部福祉会
社会福祉法人慈楽福祉会
社会福祉法人慈光会
社会福祉法人若葉
社会福祉法人寿老園老人ホーム
社会福祉法人庄原市社会福祉協議会
社会福祉法人沼隈社会福祉協会
社会福祉法人新生福祉会
社会福祉法人成城会
社会福祉法人成城会菜の華
社会福祉法人聖光みのり会
社会福祉法人静和会
社会福祉法人静和会大日学園
社会福祉法人創樹会
社会福祉法人大滝会

社会福祉法人的場会
社会福祉法人東城有栖会
社会福祉法人内海福祉会
社会福祉法人虹の会
社会福祉法人柏学園
社会福祉法人尾道さつき会
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人本永福祉会
社会福祉法人本永福祉会御園寮
社会福祉法人友和の里
社会福祉法人緑寿会
社会福祉法人倫
新広島ヤクルト販売株式会社
深江特殊鋼株式会社
川根振興協議会
多賀谷運送株式会社
多度津造船株式会社
大西電機工業株式会社
中国塗料株式会社
中谷造船株式会社
東広島市黒瀬B&G海洋センター
東洋機械株式会社
特定非営利活動法人いきいきクラブたかみや
特定非営利活動法人みんなでスクラム生活支援センター
特定非営利活動法人呉自立支援センターホープ
特定非営利活動法人広島自立支援センターともに
特定非営利活動法人江田島市スポーツ振興協議会
特定非営利活動法人高次脳機能障害サポートネットひろしま
特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会
特定非営利活動法人地域福祉活動支援協会人間大好き
特定非営利活動法人福山スポーツ元気ネットワークヘッズアップ
内海エンジニアリング株式会社
内海造船株式会社
日産プリンス広島販売株式会社
能美金属工業団地協同組合
尾道産業株式会社
尾道造船株式会社
扶桑工業株式会社
北広島町大朝B&G海洋センター
本瓦造船株式会社
有限会社常栄
鐵萬商事株式会社
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NPO法人地域福祉サポートあ・とむ
セラードCOFFEE株式会社
株式会社SKK
株式会社インフラマネジメント
株式会社カゴオ
株式会社かつお船
株式会社特殊製鋼所
株式会社濱田水道工務店

香美市教育委員会
三建設計有限会社
四万十町教育委員会
社会福祉法人かど福祉会
社会福祉法人こうち福祉会
社会福祉法人さわらび会
社会福祉法人ふるさと自然村
社会福祉法人愛成会

社会福祉法人光の村
社会福祉法人高春福祉会
社会福祉法人室戸はまゆう会
社会福祉法人正晴会特別養護老人ホームさくら
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
社会福祉法人大野見福祉会
社会福祉法人田野町社会福祉協議会
社会福祉法人土佐厚生会

社会福祉法人土佐清風会
社会福祉法人南国市社会福祉協議会
社会福祉法人北川村社会福祉協議会
社会福祉法人明成会
正晃電機株式会社
大永造船株式会社
土佐溶材有限会社
特定非営利活動法人まあるい心

特定非営利活動法人ら・ら・ら会
入交キャピタル株式会社高知
入交グループ本社株式会社
有限会社ま・っ・ぷ・す
有限会社松村鉄工所
有限会社中之島造船所

NPO法人らくえん
NPO法人地域活動支援センターあなん
オーシャントランス株式会社
ザ・グランドパレス
スマイル調剤薬局
プレジール・アオバ
レディスファイブ徳島・スポーツカルチャーセンター
阿南市役所
医療法人道志社
医療法人鈴木会
井村造船株式会社
株式会社サンマック
株式会社テレビ鳴門
株式会社フィット
株式会社新来島徳島どっく
株式会社白石設計
光洋造船株式会社

公益財団法人徳島市体育振興公社
公益社団法人北島町シルバー人材センター
斎藤商事株式会社
社会福祉法人あゆみ福祉会
社会福祉法人アンドーラ
社会福祉法人カリヨン
社会福祉法人カリヨンLIME
社会福祉法人カリヨンれもん
社会福祉法人サンシティあい
社会福祉法人しあわせの里福祉会
社会福祉法人すだち会
社会福祉法人ルミエール
社会福祉法人阿南淡島会
社会福祉法人愛育会
社会福祉法人愛心会
社会福祉法人共生会
社会福祉法人健祥会

社会福祉法人健祥会特別養護老人ホーム笑顔
社会福祉法人三美厚生団
社会福祉法人山城会
社会福祉法人十字会
社会福祉法人勝寿会
社会福祉法人小松島市手をつなぐ育成会
社会福祉法人樟風会
社会福祉法人仁栄会
社会福祉法人清寿会
社会福祉法人青香福祉会
社会福祉法人青陽会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人大麻福祉の町
社会福祉法人丹生谷会
社会福祉法人池田博愛会
社会福祉法人東紅会
社会福祉法人徳島愛光会

社会福祉法人徳島県社会福祉事業団
社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会
社会福祉法人徳島県心身障害者福祉会
社会福祉法人徳島県身体障害者連合会
社会福祉法人徳島蒼生福祉会
社会福祉法人柏涛会
社会福祉法人白寿会
社会福祉法人白鳳会
社会福祉法人蓬莱会
社会福祉法人鳴門市社会福祉協議会
社会福祉法人友情会
社会福祉法人悠林舎
社会福祉法人有誠福祉会
社会福祉法人凌雲福祉会
社会福祉法人緑樹会
神例造船株式会社
東みよし町生涯学習課

徳島県心身障害者福祉会
徳島石油株式会社
特定非営利活動法人いのちのさと
特定非営利活動法人きのこハウス
特定非営利活動法人こどもの発達研究室きりん
特定非営利活動法人フレンドハウス
特定非営利活動法人東部地域活動支援センターちゅうりっぷ
美馬市役所
鳳建設株式会社
牟岐町産業課
鳴門市企業局
鳴門市身体障碍者連合会
鳴門市母子寡婦連合会
有限会社スマイル
有限会社マルトク
有限会社石井建築アトリエ

サンコー株式会社
ヤンマー舶用システム株式会社
葵工業株式会社
葵工業株式会社四国支店
綾川町B＆G海洋センター
綾川町国民健康保険陶病院
医療法人高樹会ふじた医院
医療法人社団以和貴会
医療法人社団西山脳神経外科病院
一般財団法人日本モーターボート競走会丸亀支部
渦潮電機株式会社
学校法人やしま学園
株式会社セーフティーサポート
株式会社フィット
株式会社マキタ
株式会社マルメン製麺所
株式会社幸真
株式会社香川ダイハツモータース
株式会社三和テスコ
株式会社山真
株式会社藤田製作所

株式会社歩夢
株式会社豊中クリーン
株式会社高松セントラルスカイビルデイング
喜代美山荘花樹海
興亜産業株式会社
公益財団法人丸亀市福祉事業団
公益財団法人琴平海洋会館
公益社団法人香川県看護協会
香川ペプシコーラ販売株式会社
香川県鉄工事業協同組合
高松刑務所
高松商運株式会社
合同会社四国統合医療研究所
国際フェリー株式会社
今治造船株式会社
社会福祉法人あやうた福祉会
社会福祉法人うぶすな会丸亀さんさん荘
社会福祉法人こがも福祉会
社会福祉法人さぬき玉藻荘
社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
社会福祉法人サマリヤ

社会福祉法人サンシャイン会
社会福祉法人すみれ福祉会
社会福祉法人ルボア
社会福祉法人綾川町社会福祉協議会
社会福祉法人永世会
社会福祉法人塩屋福祉会
社会福祉法人恩賜財団済生会
社会福祉法人楽笑福祉会
社会福祉法人喜勝会
社会福祉法人吉祥
社会福祉法人琴平福祉事業団
社会福祉法人光寿会
社会福祉法人弘善会
社会福祉法人香川県社会福祉事業団
社会福祉法人香東園
社会福祉法人三豊広域福祉会
社会福祉法人三本松福祉会
社会福祉法人三野福祉会
社会福祉法人守里会
社会福祉法人松寿会
社会福祉法人真理亜福祉会

社会福祉法人瑞祥会
社会福祉法人正友会
社会福祉法人善通寺福祉会
社会福祉法人多度津福祉会
社会福祉法人朝日園
社会福祉法人長尾福祉会
社会福祉法人津田福祉会
社会福祉法人祷友会
社会福祉法人徳樹会
社会福祉法人博安会
社会福祉法人宝樹園
社会福祉法人豊中福祉会
社会福祉法人牧羊会
社会福祉法人木田福祉会
社会福祉法人祐正福祉会
社会福祉法人竜雲学園
社会福祉法人和光福祉会
社会福祉法人詫間福祉会
小豆島フェリー株式会社
小豆島町教育委員会
小豆島町教育部

昭和電装株式会社
水野貴之
清水木材株式会社
全労済香川県本部
多度津造船株式会社
大黒工業株式会社
大川広域行政組合
朝日産業株式会社
潮冷熱株式会社
特定非営利活動法人アイルコート
特定非営利活動法人あゆみ
特定非営利活動法人あんず
特定非営利活動法人ラーフやまもも
特定非営利活動法人全世界空手道連盟
日新火災海上保険株式会社
北四国運輸倉庫株式会社
有限会社にしむら
有限会社プライマリー・ハート
眞鍋造機株式会社

F・オートサービス
NPO法人ケアサポート
NPO法人さなえ
NPO法人ひだまり工房
NPO法人今治しまなみスポーツクラブ
アサヒプリテック株式会社愛媛工場
ヱスケヱ鉄工株式会社
伊豫物産株式会社
医療法人順風会
医療法人松原会
渦潮電機株式会社
株式会社アステック
株式会社アトム商事
株式会社ガルバ興業
株式会社ゆずえサービス
株式会社丸掬
株式会社栗之浦ドック
株式会社四国メッキ
株式会社新来島どっく
株式会社新来島波止浜どっく

株式会社大西運輸
株式会社白石設計
岩城造船株式会社
宮崎商店
共立工業有限会社
公益財団法人宇和島看護専門学校
公益財団法人正光会
今治ヤンマー株式会社新居浜マリンセンター
山中造船株式会社
四国溶材株式会社
社会福祉法人あおい会
社会福祉法人ことぶき会
社会福祉法人すいよう会
社会福祉法人はぴねす福祉会
社会福祉法人ふたば会
社会福祉法人まこと
社会福祉法人愛寿会
社会福祉法人愛美会
社会福祉法人宇和島市民共済会いこい
社会福祉法人宇和島福祉協会

社会福祉法人恩賜財団済生会
社会福祉法人共生福祉会
社会福祉法人吾子苑
社会福祉法人御荘福祉施設協会
社会福祉法人光と風
社会福祉法人光明会
社会福祉法人弘正会（くじらグループ）
社会福祉法人今治福祉施設協会
社会福祉法人三恵会
社会福祉法人慈光会
社会福祉法人宗友福祉会
社会福祉法人潤和会
社会福祉法人松山手をつなぐ育成会
社会福祉法人新居浜愛育会
社会福祉法人親和園
社会福祉法人聖風会
社会福祉法人西予市野城総合福祉協会
社会福祉法人西予総合福祉会
社会福祉法人双海夕なぎ会
社会福祉法人大洲幸楽園

社会福祉法人大洲市社会福祉協議会
社会福祉法人大島福祉会
社会福祉法人中山梅寿会
社会福祉法人砥部寿会
社会福祉法人同心会
社会福祉法人馴鹿
社会福祉法人白寿会
社会福祉法人福角会
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人宝集会
社会福祉法人北条福祉協会
社会福祉法人悠 会々
社会福祉法人来島会
社会福祉法人和光会
松山刑務所
新居浜市農林水産課
森実運輸株式会社
西条市障がい者団体連合会丹原支部
浅川造船株式会社
村上秀造船株式会社

村上石油株式会社
大洲市養護老人ホームさくら苑
大西シャーリング株式会社
潮冷熱株式会社
東予ブラスト工業株式会社
特定非営利活動法人アイコン
特定非営利活動法人ゆいまーる
矢野造船株式会社
有限会社ウエスト
有限会社オーバーシー
有限会社ティーエムコーポレーション
有限会社ユヤマモータース
有限会社篠原建設
有限会社勝山商店
有限会社大豊陸送
檜垣造船株式会社
眞鍋造機株式会社

NPO法人アイ愛
NPO法人ハートフル
NPO法人緩和ケア支援センターコミュニティ
NPO法人列島会
アサヒプリテック株式会社
グリーンライフ産業株式会社
こちら総務部
シャンボール大名管理組合
ダイハツディーゼル西日本株式会社
テクノシステム株式会社
ひろつおなかクリニック
ヤンマーエンジニアリング株式会社
旭エンジニアリング株式会社
芦屋町
一般財団法人九州陸運協会
一般財団法人日本モーターボート競走会
一般社団法人あまね
一般社団法人学生就職支援協会
一般社団法人大牟田観光協会
一般社団法人東建アグリ
一般社団法人日本海員掖済会
一般社団法人友愛
株式会社i・ライフソリューションズ
株式会社エクシス
株式会社エルアンドエー
株式会社エンジンドック
株式会社カンサイ
株式会社ササキコーポレーション
株式会社シティラインサービス
株式会社ディーホームズ
株式会社ナイス
株式会社なつき

株式会社のぐち
株式会社ヒューマンハーバー
株式会社みなみ
株式会社ライフサポートくらじ
株式会社九電工
株式会社弘進テック福岡支店
株式会社新栄電業社
株式会社正興電機製作所
株式会社西日本光創
株式会社西日本武道具
株式会社鷹取製作所
株式会社筑紫工業
株式会社電友社
株式会社都市計画設計事務所
株式会社島田電気商会
株式会社福岡サンレイクゴルフ倶楽部
株式会社福岡給食
株式会社北商事
株式会社毎日介護タクシー
株式会社優志
九州通信ネットワーク株式会社
九郵マリンサポート株式会社
公益財団法人九州経済調査協会
三井松島産業株式会社
三信船舶電具株式会社
社会福祉法人キリスト者奉仕会
社会福祉法人こがね園
社会福祉法人さつき会
社会福祉法人さわら福祉会マナハウス
社会福祉法人せいうん会
社会福祉法人たからばこ
社会福祉法人まつかぜ会

社会福祉法人みのり会
社会福祉法人みやこ老人ホーム
社会福祉法人やまと医正会
社会福祉法人レーヴ福岡立花園
社会福祉法人わたつみ会
社会福祉法人愛光会
社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会
社会福祉法人育心会
社会福祉法人栄光福祉会
社会福祉法人佳寿会
社会福祉法人学正会
社会福祉法人学生会
社会福祉法人希望の丘
社会福祉法人起生会
社会福祉法人久英会
社会福祉法人共生の里
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人恵光園
社会福祉法人敬愛園アットホーム諸岡
社会福祉法人敬愛会
社会福祉法人健美会
社会福祉法人原交会福祉会 
社会福祉法人幸容会
社会福祉法人広寿会
社会福祉法人黒木福祉会
社会福祉法人宰府福祉会
社会福祉法人桜園
社会福祉法人慈久福祉会
社会福祉法人自立の里
社会福祉法人実寿穂会
社会福祉法人周防学園
社会福祉法人小郡学園

社会福祉法人松寿会
社会福祉法人城南福祉会
社会福祉法人赤坂園
社会福祉法人相互福祉会
社会福祉法人筑陽会
社会福祉法人朝倉社会福祉事業協会
社会福祉法人長生会
社会福祉法人天光会
社会福祉法人天寿会
社会福祉法人東翔会
社会福祉法人南八女福祉会
社会福祉法人年輪福祉会
社会福祉法人八千代会
社会福祉法人飯盛会
社会福祉法人悲田院
社会福祉法人福岡コロニー
社会福祉法人福岡愛育福祉会
社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会
社会福祉法人豊徳会
社会福祉法人北九州フレンド社
社会福祉法人本郷福祉会
社会福祉法人明和会
社会福祉法人野の花学園
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人悠光会
社会福祉法人陽南会
社会福祉法人翼会
就労支援センターいっぽいっぽ
昭光株式会社
松尾照子
常石鉄工株式会社
新門司フェリーサービス株式会社

川崎町役場社会教育課
全国労働者共済生活協同組合連合会
相光石油株式会社
大牟田智幸
築上町教育委員会
筑邦銀行
電気興業株式会社九州支店
東光石油株式会社
特定非営利活動法人boisoon
特定非営利活動法人キャンバス
特定非営利活動法人サポートセンターささえ愛
特定非営利活動法人たんがく
特定非営利活動法人正樹
特定非営利活動法人赤とんぼ
特定非営利活動法人太陽･M
日高大腸肛門クリニック
日本棋院はかた駅囲碁広場支部
日本生命保険相互会社天神営業部
博多ふ頭旅客ターミナル組合
富永物産株式会社
福岡銀行
福岡空港ビルディング株式会社
福岡少年院
福岡造船株式会社
福岡日産自動車株式会社
野母商船株式会社福岡支社
有限会社ヴァスカ
有限会社久保山自動車
有限会社明治屋
和新工業株式会社

NPO法人あさひ
NPO法人元気っこクラブフィアト
NPO法人諫早なかよし村21このゆびとまれ
つばきマリーナ
伊藤鉄工造船株式会社
医療法人和光会恵寿病院
一般財団法人日本モーターボート競走会大村支部
一般社団法人楢の木
一般社団法人日本海員掖済会
株式会社KTNソサイティ
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社エイト
株式会社エクシス
株式会社つくもサービス
株式会社トータルビューテイ絆
株式会社ホーセイ
株式会社井筒造船所
株式会社沖新船舶工業
株式会社外港工業
株式会社九州スチールセンター
株式会社佐世保航海測器社
株式会社小山商店
株式会社西日本流体技研
株式会社早瀬鉄工所

株式会社渡辺造船所
株式会社日本冷熱
五島運輸株式会社
佐 観々光開発株式会社
佐世保ブロイラーセンター株式会社
佐世保市肢体障害者協会
時津町B&G海洋センター
社会福祉法人あしたば会
社会福祉法人アソカ仁寿会
社会福祉法人いずみ会
社会福祉法人いわこ会
社会福祉法人カリタスの園
社会福祉法人コスモス会
社会福祉法人ことの海会
社会福祉法人さゆり会
社会福祉法人しらぬい福祉会
社会福祉法人つかさ会
社会福祉法人なごみ会
社会福祉法人のぞみ会
社会福祉法人ほかにわ共和国
社会福祉法人ゆうわ会
社会福祉法人ゆめの樹
社会福祉法人愛光福祉会
社会福祉法人翁寿会

社会福祉法人共生会
社会福祉法人敬昌会
社会福祉法人吾妻福祉会
社会福祉法人光の子福祉会
社会福祉法人佐世保市手をつなぐ育成会
社会福祉法人三省会
社会福祉法人慈愛会
社会福祉法人時津会
社会福祉法人実寿穂会
社会福祉法人若竹寮
社会福祉法人寿光会
社会福祉法人秀峯会
社会福祉法人秀優会
社会福祉法人春秋会
社会福祉法人純心聖母会
社会福祉法人親愛会
社会福祉法人清真会
社会福祉法人清風園
社会福祉法人生月福祉会
社会福祉法人聖ヨハネ会
社会福祉法人聖家族会
社会福祉法人聖婢姉妹会
社会福祉法人青山会
社会福祉法人致遠会

社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会
社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会
社会福祉法人長崎友愛会
社会福祉法人長松会
社会福祉法人椿ヶ丘
社会福祉法人博仁会
社会福祉法人八幡会
社会福祉法人扶早会
社会福祉法人福島福祉会
社会福祉法人福翆会
社会福祉法人平成会
社会福祉法人遍照会
社会福祉法人民生会
社会福祉法人優輝会
社会福祉法人友誼会
社会福祉法人友星会
社会福祉法人悠久会
社会福祉法人葉山会
社会福祉法人陽光長崎
社会福祉法人蓮華園
社会福祉法人和光福祉会
振興産業株式会社
大阪鋼管株式会社佐世保本社
大村市モーターボート競走事業

大島総合サービス株式会社
長崎サンセットマリーナ株式会社
長崎マリンサービス株式会社
長崎基準寝具有限会社
長崎県金属工業協同組合
長崎杉本工業株式会社
長崎船用品株式会社
長崎造船株式会社
長崎電気株式会社
島原ドック協業組合
東部重工業株式会社
特定非営利活動法人あおぞら
特定非営利活動法人あすなろ
特定非営利活動法人そよみ
特定非営利活動法人佐世保市自立支援センターチャレンジ
特定非営利法人県央自立支援センター亜斗夢
普賢学園
福岡造船株式会社
北松通運株式会社
有限会社ツカサフーズ
有限会社吉井工業
有限会社松尾鉄工所
有限会社道津運送
郵船商事株式会社

高  知

徳  島

香  川

愛  媛

福  岡

長  崎

13

charity_jihanki_0622.indd   13 2018/06/22   23:01



NPO法人シーソーウェルフェア
NPO法人シーソーウエルフェア(延岡D）
NPO法人みやざき自立支援センターシーソーウェルフェア
ヤンマーエンジニアリング株式会社
一般社団法人STEPUP
一般社団法人きぼう
一般社団法人すまいるど
益山商工株式会社
延岡市市民環境部クリーンセンター
株式会社だいきち
株式会社まつの
株式会社ユニオンコート
株式会社響
株式会社森輪商工

宮崎カーフェリー株式会社
宮崎県日南市観光・スポーツ課
公益社団法人宮崎市観光協会
児玉憲文
社会福祉法人キャンバスの会
社会福祉法人こころ
社会福祉法人さくら苑
社会福祉法人しおみ福祉会
社会福祉法人スマイリング・パーク友愛園
社会福祉法人たらちね会
社会福祉法人ときわ会
社会福祉法人まほろば福祉会
社会福祉法人綾町社会福祉協議会
社会福祉法人観音の里

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団
社会福祉法人宮崎福祉会
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人慶明会
社会福祉法人光陽会
社会福祉法人浩和会
社会福祉法人高和会
社会福祉法人高和会はまゆう園
社会福祉法人三ッ葉会
社会福祉法人奨禮会
社会福祉法人常陽社会福祉事業団
社会福祉法人親和会
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人晴陽会

社会福祉法人清光会
社会福祉法人清樹会
社会福祉法人清和会
社会福祉法人善仁会
社会福祉法人同潤会
社会福祉法人同潤会六角堂
社会福祉法人日向更生センター
社会福祉法人日向市社会福祉協議会
社会福祉法人日南市社会福祉協議会
社会福祉法人百喜会
社会福祉法人望洋会
社会福祉法人明和会
酒谷むらおこし株式会社
深呼吸

神宮ペット
青島神社長友商店
長谷川紀子
特定非営利活動法人ふぁむ・ふぁーむ
特定非営利活動法人ふれあい
特定非営利活動法人笑福会
特定非営利活動法人心の芽
日南市役所
入交キャピタル株式会社宮崎
百姓うどん
有限会社くるま工房くろぎ
有限会社はる
有限会社富士自動販売機

NPO法人がまだすサポート
NPO法人ジョブパートナー
NPO法人ステップバイステップ
NPO法人ふくとく
NPO法人ボランティア仲間九州ラーメン党
NPO法人環境と福祉を結ぶ会グループ・エコ
NPO法人熊本南自立支援センター
NPO法人夢・さぽーと
T・Sトレーディング株式会社
あさぎり町役場
まつだ整骨院
医療法人社団昭仁会
医療法人社団仁誠会
一般財団法人杏仁会
一般財団法人熊本青年会館
一般社団法人九州福祉会
一般社団法人光輪
一般社団法人就労支援協会
株式会社アートプロセス
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社エクシス
株式会社フジ建設コンサルタント
株式会社フンドーダイ五葉
株式会社城野印刷所
株式会社太宝
玉名市
熊本ドック株式会社

熊本県球磨郡あさぎり町役場
熊本城桜の馬場リテール株式会社
自然と未来株式会社
社会福祉法人あまくさ福祉会
社会福祉法人きらきら
社会福祉法人キリスト教児童福祉会
社会福祉法人はるかぜ会
社会福祉法人ひまわり福祉会
社会福祉法人まつの木会
社会福祉法人やまなみ会
社会福祉法人ライン工房
社会福祉法人リデルライトホーム
社会福祉法人愛火の会
社会福祉法人愛光会
社会福祉法人愛隣園
社会福祉法人杏風会
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本福祉センター
社会福祉法人嘉悠会
社会福祉法人環友會
社会福祉法人菊愛会
社会福祉法人共生福祉会
社会福祉法人暁興会
社会福祉法人玉医会
社会福祉法人熊本菊陽学園
社会福祉法人熊本県コロニー協会
社会福祉法人熊本県手をつなぐ育成会
社会福祉法人熊本厚生会

社会福祉法人熊本南福祉会
社会福祉法人啓仁会
社会福祉法人啓明会
社会福祉法人啓友会
社会福祉法人恵山会
社会福祉法人恵寿会
社会福祉法人慶信会
社会福祉法人敬人会
社会福祉法人権現福祉会向春苑
社会福祉法人五色会
社会福祉法人御陽会
社会福祉法人光輪会石蕗の里
社会福祉法人晃明会
社会福祉法人耕心会
社会福祉法人荒尾市社会福祉事業団
社会福祉法人合志市社会福祉協議会
社会福祉法人三加和福祉会
社会福祉法人三気の会
社会福祉法人三峰福祉会
社会福祉法人慈愛園
社会福祉法人慈雲会
社会福祉法人慈光会
社会福祉法人寿量会
社会福祉法人勝縁会
社会福祉法人小国町社会福祉協議会
社会福祉法人昭寿会
社会福祉法人松高福祉会

社会福祉法人上ノ郷福祉会
社会福祉法人上峰町社会福祉協議会
社会福祉法人仁風会
社会福祉法人水光会
社会福祉法人清香会
社会福祉法人清志会
社会福祉法人清和会
社会福祉法人聖嬰会
社会福祉法人聖母会
社会福祉法人聖和会
社会福祉法人誠和会
社会福祉法人青山会
社会福祉法人青生会
社会福祉法人千寿会
社会福祉法人大輪会
社会福祉法人託麻会
社会福祉法人池修会
社会福祉法人竹崎記念福祉会
社会福祉法人長嶺会
社会福祉法人天恵会
社会福祉法人天龍会
社会福祉法人東泉会
社会福祉法人到知会
社会福祉法人藤崎台童園
社会福祉法人同胞友愛会
社会福祉法人南星会
社会福祉法人白寿会障害者支援センターのぞみ

社会福祉法人白川園
社会福祉法人白梅福祉会
社会福祉法人白富会
社会福祉法人八代愛育会
社会福祉法人百八会
社会福祉法人富合福祉会
社会福祉法人北斗会
社会福祉法人明照園
社会福祉法人立正福祉会
社会福祉法人龍山学苑
社会福祉法人諒和会
社会福祉法人緑新会
社会福祉法人濵友会
石原造船所
大祐電気株式会社
津奈木町役場
天草スズキ販売
東光石油株式会社
特定非営利活動法人えんぱ
特定非営利活動法人熊本南自立支援センター
南阿蘇村
白鷺電気工業株式会社
氷川町役場
有限会社高木綜合企業

NPO法人おおいた環境保全フォーラム
ノスタルジア
ブンゴエンジニアリング株式会社
ヤンマーエンジニアリング株式会社
旭産業株式会社
一般社団法人大分県歯科医師会
下ノ江造船株式会社
株式会社EC
株式会社エクシス
株式会社スピードネイル九州
株式会社らいざん堂
株式会社臼杵造船所
株式会社臼杵造船所臼杵造船労働組合
株式会社三浦造船所
株式会社北大
杵築市
共栄船渠株式会社
合同会社心和の里
佐伯重工業株式会社
社会福祉法人オレンジ福祉会

社会福祉法人カリタスの園
社会福祉法人くにさき福祉会
社会福祉法人はまゆう会
社会福祉法人ひまわり
社会福祉法人ひまわり会
社会福祉法人みずほ厚生センター
社会福祉法人みのり村
社会福祉法人ややま福祉会
社会福祉法人愛泉会
社会福祉法人安岐の郷
社会福祉法人伊呂波福祉会
社会福祉法人一燈園
社会福祉法人温寿会
社会福祉法人杵築市社会福祉協議会
社会福祉法人共生荘
社会福祉法人暁雲福祉会
社会福祉法人暁雲福祉会八風・be
社会福祉法人県南福祉会
社会福祉法人孝寿福祉会
社会福祉法人幸福会

社会福祉法人弘心園
社会福祉法人三愛会
社会福祉法人若山会
社会福祉法人若草会
社会福祉法人小百合愛児園
社会福祉法人庄内厚生館
社会福祉法人新友会
社会福祉法人真珠園
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人翠明会
社会福祉法人清恵会
社会福祉法人清風会
社会福祉法人清流会
社会福祉法人生愛会
社会福祉法人聖母の騎士会
社会福祉法人青樹会
社会福祉法人千寿会
社会福祉法人洗心会
社会福祉法人太陽の家
社会福祉法人泰生会

社会福祉法人大喜福祉会
社会福祉法人大樹会
社会福祉法人大分県社会福祉事業団
社会福祉法人中津市社会福祉協議会
社会福祉法人直心会
社会福祉法人博愛会
社会福祉法人白梅福祉会
社会福祉法人八光会
社会福祉法人百徳会
社会福祉法人別府発達医療センター
社会福祉法人別福会
社会福祉法人穂橙舎
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人豊心会
社会福祉法人豊友会
社会福祉法人明峰会
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人雄山会
社会福祉法人龍和会
社会福祉法人偕倖社

社会福祉法人翔南会
増永海運株式会社
大電工業株式会社
大和鉄工株式会社
特定非営利活動法人アース
特定非営利活動法人オーバー
特定非営利活動法人ヘルパーステーション吉田
特定非営利活動法人ゆけむり
特定非営利活動法人五蘊の風
特定非営利活動法人三保の杜作業所
特定非営利活動法人虹のかけはし
南日本造船株式会社
南日本造船協力事業協同組合
豊生商事株式会社
本田重工業株式会社
有限会社ワンエス
有限会社吉岡船舶工業
立命館生活協同組合

株式会社ケイシン
株式会社なんきゅうドック
NPO生活支援の会おれんじの家
NPO法人ファーマーズボーダー
NPO法人愛訪会
アサヒプリテック株式会社
コスモライン株式会社
スターク合同会社
マリックスライン株式会社
マルエーフェリー株式会社
ユーミーコーポレーション株式会社
医療法人新成会まつやまクリニック
医療法人徳洲会愛心園
井上稔
一般財団法人奄美市開発公社
一般社団法人はやぶさ福祉会
一般社団法人福City
永吉辰男
株式会社LINKS
株式会社エクシス
株式会社ゼネラルエンヂニアリング
株式会社叶運輸
株式会社菊川鉄工
株式会社国料建設
株式会社田頭建設

株式会社南風ベジファーム
株式会社博友
株式会社HMS
株式会社伝翔会
亀川耕介
吉原道子
協同組織むぎのめ
見里恒成
港湾食堂和以尊
国立療養所星塚敬愛園
甑島商船株式会社
三島村役場
三島村役場船舶課
志摩卓郎
鹿児島刑務所
鹿児島船用品株式会社
社会医療法人鹿児島愛郷会
社会福祉法人クオラ
社会福祉法人たんぽぽ会
社会福祉法人ひいらぎ会
社会福祉法人ゆうかり
社会福祉法人愛生会
社会福祉法人以和貴会
社会福祉法人宇検村社会福祉協議会
社会福祉法人永生会

社会福祉法人奄美市社会福祉協議会
社会福祉法人希望ヶ丘福祉会
社会福祉法人暁星会
社会福祉法人恵仁会
社会福祉法人敬天会
社会福祉法人幸伸会
社会福祉法人更生会
社会福祉法人参同会北星園
社会福祉法人山陵会
社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団
社会福祉法人出水福祉会
社会福祉法人曙福祉会
社会福祉法人松和会
社会福祉法人常盤会
社会福祉法人信成会
社会福祉法人真奉会
社会福祉法人親和会
社会福祉法人瑞穂会
社会福祉法人正栄会
社会福祉法人正和会
社会福祉法人清風会
社会福祉法人清流苑
社会福祉法人聖嬰会
社会福祉法人聖光会
社会福祉法人大川福祉会

社会福祉法人長和会
社会福祉法人天上会
社会福祉法人南恵会
社会福祉法人博楽福祉會
社会福祉法人白寿会
社会福祉法人白鳩会
社会福祉法人麦の芽福祉会
社会福祉法人富士福祉会
社会福祉法人豊生会
社会福祉法人明和会
社会福祉法人明和会みどりの里
社会福祉法人野の花会
社会福祉法人陽明会
社会福祉法人養浩会
社会福祉法人落穂会
社会福祉法人竜昇会
社会福祉法人陵幸会
社会福祉法人和生会
松元英光
西忍
川下辰郎
前田シモ
大久保猛
中川運輸株式会社
鳥居穎治

天城町B＆G海洋センター
天城町農業センター
天城町役場
天城町立図書館
東洋運輸株式会社
特定非営利活動法人トカラインターフェイス
特定非営利活動法人にじの橋
特定非営利活動法人ユーアイ自立支援の会
特定非営利活動法人ゆめみらい
特定非営利活動法人奄美少年支援センター
特定非営利活動法人薩摩川内市手をつなぐ育成会
特定非営利活動法人若あゆ作業所
特定非営利活動法人若草会
特定非営利活動法人障害者自立支援センター薊愛会
特定非営利活動法人真愛会
特定非営利活動法人夢来郷たかくま
特定非営利活動法人隣の会
菱重コールドチェーン株式会社
風の転生自然癒
平昭
牧迫澄子
有限会社エムアールナカオ
有限会社よしとく福祉
有限会社橋口製作所
有限会社川崎米穀店

NPO法人バリアフリーネットワーク会議
NPO法人名護市障がい者関係団体協議会
うるま市教育委員会
ヤンマー沖縄株式会社
伊江村B＆G海洋センター
伊江村役場
一般財団法人沖縄県青年会館
一般財団法人健康科学財団マリンピアザオキナワ
一般社団法人オリーブの家
一般社団法人かりゆし結
一般社団法人沖縄ダルク
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社がんじゅうさー
株式会社ネオテック
株式会社ミリオン
株式会社沖縄機械整備

金城里恵子
合同会社四つ竹
社会福祉法人いしなぐ福祉会
社会福祉法人おきなか福祉会
社会福祉法人そてつの会
社会福祉法人たまん福祉会
社会福祉法人トゥムヌイ福祉会
社会福祉法人ニライカナイ
社会福祉法人ふくぎ会
社会福祉法人まつみ福祉会
社会福祉法人みやこ福祉会
社会福祉法人ゆうなの会
社会福祉法人愛の園福祉会
社会福祉法人綾羽福祉会
社会福祉法人育賛会
社会福祉法人育成福祉会

社会福祉法人沖縄コロニー
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団
社会福祉法人沖縄県身体障害者福祉協会
社会福祉法人沖縄松楓会
社会福祉法人喜寿会
社会福祉法人起産石川
社会福祉法人輝翔福祉会セルフサポートセンターぴゅあ
社会福祉法人宮古島市社会福祉協議会
社会福祉法人共惠会
社会福祉法人金武あけぼの会
社会福祉法人高洋会
社会福祉法人残波かりゆし会
社会福祉法人若夏会
社会福祉法人若竹福祉会
社会福祉法人松籟会
社会福祉法人真正福祉会

社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁愛療護園
社会福祉法人中陽福祉会
社会福祉法人転生会
社会福祉法人南城市社会福祉協議会
社会福祉法人美原福祉会
社会福祉法人豊饒会
社会福祉法人名護学院
社会福祉法人与勝福祉会
社会福祉法人麗峰会
勝連漁業協同組合
新糸満造船株式会社
石垣島トータルマリン
特定非営利活動法人あごらぴあ
特定非営利活動法人うまんちゅ生活支援センターふくしの家
特定非営利活動法人てぃだ与勝

特定非営利活動法人なちゅら福祉ネット
特定非営利活動法人沖縄県自立センター・イルカ
特定非営利活動法人沖縄自立生活センターイルカ
特定非営利活動法人幸せの魔法つ会
特定非営利活動法人障がい児サポートハウスOhana
特定非営利活動法人大きな和
特定非営利活動法人大夢
特定非営利活動法人名護市障がい者関係団体協議会
北部自立生活センター希輝々
有限会社津島工業
有限会社八重山エンジニア
琉球内燃機株式会社

宮  崎

熊  本

大  分

鹿児島

沖  縄

NPO法人心善会
いまりマリーナ
エームサービス株式会社
みやき町役場
ゑびす工務店
一般財団法人佐賀県青年会館
一般財団法人地域精神保健研究財団
一般財団法人日本モーターボート競走会唐津支部
一般社団法人あまね
一般社団法人佐賀自立支援福祉協会
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社イマムラ
株式会社ウェルビジョン九州
株式会社栗山建設
株式会社坂口組

株式会社三根定住促進
株式会社新町定住促進
株式会社堤鐵工所
株式会社名村造船所
株式会社野口商会
古賀和子
公益社団法人佐賀県看護協会
社会福祉法人あさひ会
社会福祉法人あやめ会
社会福祉法人スプリングひびき
社会福祉法人たちばな会
社会福祉法人ナイスランド北方
社会福祉法人まごころ会
社会福祉法人まつら会
社会福祉法人みのり福祉会

社会福祉法人めぐみ厚生センター
社会福祉法人もやいの会
社会福祉法人ゆずり葉
社会福祉法人花心会
社会福祉法人玄海町社会福祉協議会
社会福祉法人佐賀春光園
社会福祉法人済昭園
社会福祉法人慈恵会
社会福祉法人若楠
社会福祉法人若楠会
社会福祉法人真栄会
社会福祉法人清水福祉会
社会福祉法人聖仁会
社会福祉法人西九福祉会
社会福祉法人誠和福祉会

社会福祉法人長興会
社会福祉法人椎原寿恵会
社会福祉法人天寿会
社会福祉法人唐津市社会福祉協議会
社会福祉法人唐津福祉会
社会福祉法人梅生会好日の園デイサービスセンターサンテ
社会福祉法人美光瑞園会
社会福祉法人福壽会
社会福祉法人平成会
西九州観光開発株式会社
大協コンクリート株式会社
筑邦銀行
唐津市役所
東亜工機株式会社
特定非営利活動法人ケアサポートまんねん

特定非営利活動法人のんびらぁと
特定非営利活動法人ゆたたり
特定非営利活動法人菜菜
特定非営利活動法人武闘塾
有限会社イング
有限会社伊万里スイミングクラブ
有限会社吉川造船所
有限会社西村石油
有限会社第一環境整備事業所
有限会社東西商店
祐徳建設興業株式会社
麓刑務所

佐  賀

14

charity_jihanki_0622.indd   14 2018/06/22   23:01



日本財団チャリティー自販機推進担当紹介

組織概要

名 称 公益財団法人　日本財団

会 長 笹川陽平

所 在 地 〒107-8404　東京都港区赤坂1-2-2

設 立 年月日 1962年（昭和37年）10月１日

人 員 構 成 役員11名、評議員10名、アドバイザリー会議委員5名、職員159名　　（2017年11月）

評議員名 2018年6月1日現在

下村 のぶ子 株式会社 海竜社 代表取締役社長

田久保 忠衛 杏林大学 名誉教授

千野 境子 産経新聞社 客員論説委員

波多野 茂丸 福岡県遠賀郡 芦屋町長

屋山 太郎 政治評論家

門野 泉 清泉女子大学名誉教授

椎橋 隆幸 中央大学名誉教授

鳥井 啓一 元・日本財団　参与

箭内 昇 アローコンサルティング事務所 代表

山本 一力 作家

理事会役職名 2018年6月1日現在

会 長 笹川 陽平 元・日本財団 理事長

理 事 長 尾形 武寿 元・日本財団 常務理事

専務理事 前田 晃 元・日本財団 常務理事

常務理事 海野 光行 元・日本財団 海洋グループ長

常務理事 樺沢 一朗 元・日本放送協会 報道局 国際部 副部長

常務理事 笹川 順平 株式会社ナスタ 代表取締役社長

常務理事 森 祐次 元・日本財団 ソーシャルイノベーション本部  上席チームリーダー

常務理事 吉倉 和宏 元・日本財団 総務部長

理 事 秋元 真理子 株式会社旭リサーチセンター主幹研究員

理 事 和泉 昭子 生活経済ジャーナリスト・ファイナンシャルプランナー

理 事 武内 利枝 株式会社日本計画研究所 代表取締役社長

痛みも、希望も、未来も、共に。
Share the pain. Share the hope. Share the future.

一つの地球に生きる、一つの家族として。
人の痛みや苦しみを誰もが共にし、
「みんなが、みんなを支える社会」を日本財団はめざします。

市民。企業。NPO。政府。国際機関。
世界中のあらゆるネットワークに働きかけます。
知識・経験・人材をつなぎ、ひとりひとりが自分にできることで社会を変える、
ソーシャルイノベーションの輪をひろげていきます。

活 動
理 念

いつもお世話なっております。
日頃から日本財団・社会貢献自販機へのご理解とご協力に感謝 
いたします。2017年度も皆様には日頃のお礼とご案内に多くの 
お時間をいただき誠にありがとうございました。お陰様で実稼働台
数も約6500台突破となり日本財団の大きな力となっております。 
引き継ぎよろしくお願い致します。

日頃より、日本財団社会貢献自販機の活動にお力添えありがとう
ございます。おかげさまで、10年間の活動で、設置台数が6500台、
累計寄付が10億円を超えました。
社会課題を継続して支援出来る仕組み作りとして、まずは10,000台
を目指して活動しております。今後ともご愛顧、ご支援頂けますと
幸いです。

前
まえ

田
だ

勝
かつ

也
や

［出身地］ 宮崎県
［趣味］ 単車・一眼レフ・ご朱印帳・昭和
［出没場所］ 人の温かさを伝える所
［座右の銘］ 一生懸命
［その他］ 甘党

佐
さ

藤
とう

優
ゆう

至
じ

［出身地］ 神奈川県
［趣味］ サッカー（現在負傷中）、京急線、野球観戦
［出没場所］ 全国どこへでも！
［座右の銘］ 一意専心
［その他］ 酒好き
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1本10円の社会貢献

設置方法

あなたも
日本財団チャリティー自販機を
設置しませんか？

子どもサポートプロジェクト

子どもの貧困対策支援

子どもサポートプロジェクト

難病の子どもと家族の支援

子どもサポートプロジェクト

児童養護施設出身者等の
進学支援

いざ、という時のために

災害復興支援

2008年よりスタートした日本財団の社会貢献自販機“夢の貯金箱”。これま
でに6,600台以上が日本全国で設置され、累計10億円を超えるご寄付をいた
だきました。みなさまのあたたかなご寄付・ご支援、誠にありがとうございます。

2018年4月からは、よりわかりやすく、すばやいサポートを届けるため、
日本財団が実施する5つのプロジェクトから寄付先を選んでいただく仕組み
に変更させていただくことになりました。自販機の名称も「夢の貯金箱」から

「日本財団チャリティー自販機」とさせていただきます。
子どもたちが未来への希望を持てるように、いつ起こるか分からない
災害に負けないように、今後とも引き続き「日本財団チャリティー自販機」を通
じたご寄付のご協力をお願いいたします。

70cm×70cmという省スペースから設
置可能です。

お気軽にお電話ください。
設置のご相談やご希望のメー
カーなどをお聞きします。

飲料メーカーが売上代金を回収します。

設置者様と日本財団へ振り込まれます。

1本につき10円の社会貢献が
気軽にできます。

看板にもなるオリジナルデザイン
を無料で作成します。

CSR活動に、スタッフ全員が
直接参加できます。

省エネ機を採用。電気代とCO2
が削減できます。

災害救援型の自販機の設置も
可能です。
※設置先によっては、ご要望に添えない
場合がございます。

税制優遇（損益算入）を受ける
ことができます。

飲料メーカーからお客様に
ご連絡後、現地に伺います。

飲料メーカーと契約成立。
※飲料メーカーと条件が合わな
い場合、日本財団より別の飲料
メーカーをご紹介いたします。

設置完了！

新規設置1

設置までの流れ

お金の流れ日本財団チャリティー自販機設置メリット

その一本で社会貢献
日本財団 寄付

日本財団  チャリティー自販機設置パートナー募集

0120-892-139

今ある自動販売機を、他社のメーカーに
置き換えて設置することが可能です。

置き換え2
今ある自動販売機を、そのままチャリティー
自販機に変更することができます。
※対応できない場合もございます。

仕組み変更3

2017年度　夢の貯金箱基金  活動報告書

発行：日本財団  〒167-0034  東京都港区赤坂1-2-2

「夢の貯金箱」が変わりました！
社 会 貢 献 型 自 販 機

日本財団チャリティー自販機へ

アスリートと共に行う

HEROs FOUND
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