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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
社会福祉法人恵庭光風会恵庭光と風の里
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特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘
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
社会福祉法人彩咲会
社会福祉法人朔風
社会福祉法人札親会
社会福祉法人札幌この実会
社会福祉法人札幌協働福祉会
社会福祉法人札幌肢体不自由福祉会
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
社会福祉法人手稲ロータス会特別養護老人ホーム手稲ロータス
社会福祉法人小樽育成院
社会福祉法人小樽高島福祉会
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
社会福祉法人雪の聖母園就労支援センターオプス
社会福祉法人千歳いずみ学園
社会福祉法人大悲会特別養護老人ホームあそか苑
社会福祉法人朝日福祉会
社会福祉法人長井学園
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
社会福祉法人美々川福祉会
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リハビリー
社会福祉法人北海道光生会
社会福祉法人北海道光生舎
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友愛福祉会ケアハウスゆうあい
社会福祉法人北海道友愛福祉会静苑ホーム
社会福祉法人北海道療育園
社会福祉法人北見有愛会
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
帯広刑務所
帯広少年院
鷹栖町教育委員会
秩父別町B&G海洋センター
津軽海峡フェリー株式会社
当麻町教育委員会
当麻町母子寡婦会
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さらら壮瞥
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ゆう
特定非営利活動法人恵生会
特定非営利活動法人工房・虹と夢後援会
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手と手
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
特別養護老人ホーム手稲ロータス
苫重建設株式会社
農村公園
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
北洋無線株式会社
有限会社Colors
有限会社藤電機システム
有限会社函館厚生商事
青森県
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
よこまちストア
一般財団法人日々木の森
一般社団法人アイループ
株式会社KASAKO就労移行支援事業所C-ROAD
株式会社サンパワー
株式会社リバース
株式会社高橋
株式会社小笠原新聞店
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
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
社会福祉法人義栄会障碍者支援事業所じょいん
社会福祉法人義乃会
社会福祉法人吉幸会
社会福祉法人吉幸会特別養護老人ホーム野辺地ホーム
社会福祉法人桐栄会
社会福祉法人恵徳会
社会福祉法人桂久会
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特別養護老人ホーム青山荘
社会福祉法人拓心会
社会福祉法人中央福祉会
社会福祉法人長老会
社会福祉法人田舎館村社会福祉協議会
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
社会福祉法人藤聖母園特別養護老人ホーム藤の園
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
社会福祉法人明恵会
社会福祉法人明和会
社会福祉法人友の会
社会福祉法人養正会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和幸園
心の里うぐいす
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
東北医療福祉事業協同組合
特定非営利活動法人team.Stepbystep
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双松福祉会
特定非営利活動法人陽だまりの家
特定非営利法人三本の木
特別養護老人ホーム森の里
南部町教育委員会南部町名川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
岩手県
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
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
宮古市魚市場
宮古湾漁業協同組合
鍬ヶ崎番屋
公益財団法人岩手県予防医学協会
三陸やまだ漁業協同組合
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（佐藤宮司宅）
社会福祉法人いつつ星会
社会福祉法人カナンの園ヒソプ工房

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
社会福祉法人岩手和敬会青山和敬荘
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
社会福祉法人燦々会
社会福祉法人志和大樹会
社会福祉法人紫波会
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盛岡杉生園
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
社会福祉法人新生会
社会福祉法人新里紫桐会
社会福祉法人清智会
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
社会福祉法人天神会
社会福祉法人田老和心会
社会福祉法人博愛会
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特別養護老人ホーム敬愛園
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
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
田老町漁業協同組合
東北医療福祉事業協同組合
東北汽船港運株式会社
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ックの家
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
特別養護老人ホーム麗峰苑
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
北日本造船株式会社久慈工場
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
有限会社大船渡ドック
宮城県
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
アライオートオークション仙台株式会社
エームサービス
ヒノケン株式会社
レインボー川崎
医療法人金上仁友会金上病院
一般社団法人まなびの森
一般社団法人悠優会
牡鹿漁業協同組合
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
株式会社ダイリツプランニング(ボートピア川崎)
株式会社マルイチ
株式会社みらい造船
株式会社ヤマニシ
株式会社阿部和工務店
株式会社三亥塩釜支店
株式会社小野寺鐵工所
株式会社新和エンジンサービス
株式会社聖人堀鐵工所
株式会社鈴木造船所
久我建設株式会社
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
宮城県漁業協同組合塩釜総合支所
宮城県漁業協同組合宮戸支所
宮城県漁業協同組合石巻総合支所
宮城県蔵王町
宮城県大郷町教育委員会
公益財団法人宮城県対がん協会
公益社団法人日本海員掖済会宮城利府掖済会病院
佐藤造船所
笹谷温泉湯元一乃湯
社会福祉法人おおさきさくら福祉会すずかけの里
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
社会福祉法人愛の郷
社会福祉法人愛泉会
社会福祉法人旭壽会
社会福祉法人旭壽会特別養護老人ホーム一心苑
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
社会福祉法人恵泉会パルめぐみ
社会福祉法人恵泉会特別養護老人ホーム光風園
社会福祉法人慶和会

社会福祉法人敬寿会特別養護老人ホーム仙台敬寿園
社会福祉法人敬長福祉会
社会福祉法人向陽会
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
社会福祉法人国見会
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
社会福祉法人仙萩の杜ぴぁ
社会福祉法人仙萩の杜障がい者福祉サービス事業所まどか西中田
社会福祉法人千賀の浦福祉会特別養護老人ホーム松島長松苑
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
社会福祉法人洗心会第二高松園
社会福祉法人大崎誠心会
社会福祉法人大石ヶ原会
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
社会福祉法人白石陽光園
社会福祉法人八木山福祉会
社会福祉法人和仁福祉会特別養護老人ホーム和香園
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
仙台ビーナス会
千賀の浦福祉会多賀城苑
千賀の浦福祉会第二清楽苑
大衡村役場
大崎八幡宮
東北医療福祉事業協同組合
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サポートこもれび
特定非営利活動法人桑の木
認定NPO法人さわおとの森
法務省仙台矯正管区
豊里コミュニティ推進協議会
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
亘理町教育委員会
秋田県
NPO法人能代市体育協会
ボートピア河辺
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
株式会社ホリスティックホールティングス
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
社会福祉法人あけぼの会なごみのさと
社会福祉法人ｸ ﾘ゙ｰﾝﾛｰｽﾞ
社会福祉法人つるまい福祉会水林新生園
社会福祉法人はまなす会
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
社会福祉法人みそのみそのホーム
社会福祉法人みその聖園天使園
社会福祉法人横手福祉会
社会福祉法人河辺ふくし会
社会福祉法人花輪ふくし会
社会福祉法人久盛会
社会福祉法人琴丘ふくし会
社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人敬仁会地域密着型特別養護老人ホーム聚恵苑
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
社会福祉法人交楽会障害者支援施設森幸園
社会福祉法人晃和会
社会福祉法人慈泉会
社会福祉法人秋田ふくしハートネット
社会福祉法人秋田旭川福祉会

社会福祉法人秋田育明会竹生寮
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
社会福祉法人秋田福祉協会
社会福祉法人上小阿仁村社会福祉協議会
社会福祉法人水交苑
社会福祉法人水交会
社会福祉法人成光会
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
社会福祉法人能代ふくし会指定障害福祉サービス事業所ねむの木苑
社会福祉法人比内ふくし会
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
社会福祉法人友愛の園
社会福祉法人六縁会
社会福祉法人六郷仙南福祉会
社会福祉法人六郷仙南福祉会ロートピア仙南
秋田キャッスルホテル
秋田刑務所
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
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
山形県
NPO法人置賜ひまわり会
アルファクラブ東北株式会社
オーリンク株式会社介護付有料老人ホームフォーリーフ嶋
ひまわり南陽
医療法人敬愛会
株式会社STAY
株式会社サンパワー
株式会社ユートピアライフ介護付有料老人ホームやすらぎ苑
株式会社千歳建設
株式会社蔵王サプライズ黒沢工場
株式会社未来創造館
株式会社有賀組
山形県社会福祉事業団山形県慈丘園
社会医療法人二本松会かみのやま病院
社会福祉法人いずみノ杜
社会福祉法人ふじの里
社会福祉法人みのり福祉会
社会福祉法人やまがた市民福祉会
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
社会福祉法人恵泉会恵泉会シニアサポートともえ
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬天会
社会福祉法人敬天会指定障害者支援施設水明苑
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
社会福祉法人慈敬会
社会福祉法人慈風会
社会福祉法人舟和会
社会福祉法人庄内福祉会
社会福祉法人松風会特別養護老人ホームはとみね荘
社会福祉法人親和会
社会福祉法人千宏会
社会福祉法人双葉会特別養護老人ホーム太陽の里ふたば
社会福祉法人村山光厚生会養護老人ホーム村山光ホーム
社会福祉法人朝日敬慎会
社会福祉法人朝日町福祉会
社会福祉法人東根福祉会
社会福祉法人徳良会
社会福祉法人南陽恵和会特別養護老人ホームこぶし荘
社会福祉法人白鷹福祉会
社会福祉法人尾花沢福祉会特別養護老人ホームよつば荘
社会福祉法人米沢仏教興道会

北海道
NPO法人自立支援センター歩歩路
アサヒプリテック株式会社
せたな町B&G海洋センター
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
リサイクルマート名寄店
愛別町教育委員会
旭川少年鑑別所
医療法人渓仁会
医療法人渓仁会札幌西円山病院
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院
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
一般社団法人はるか
一般社団法人パレット
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
株式会社アイティ・コミュニケーションズ
株式会社クリーンリースウェルフェア
株式会社クリエイティブ・ケイ
株式会社グロウス
株式会社コンテック
株式会社ナイネンキ
株式会社プロット
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
株式会社繁富工務店
株式会社北海道オフィスプロダクツ
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(古平町B&G海洋センター)
五洋建設株式会社札幌支店
公益社団法人日本海員掖済会小樽掖済会病院
合同会社癸方苑
根室造船株式会社
札幌矯正管区第一部
札幌刑務所
札幌佐々木畜産株式会社
斜里町
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
社会福祉法人あけぼの福祉会岩内あけぼの学園
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
社会福祉法人よいち福祉会
社会福祉法人旭川たいせつ福祉会
社会福祉法人旭川旭親会
社会福祉法人旭川育児院
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
社会福祉法人栄和会
社会福祉法人楽生会
社会福祉法人岩内厚生園
社会福祉法人空知の風

社会福祉法人福島県福祉事業協会ワークスペース・アシスト
社会福祉法人福島県福祉事業協会原町共生授産園
社会福祉法人福島県福祉事業協会障がい者多機能型事業所せきれい
社会福祉法人福島県福祉事業協会多機能型事業所田村
社会福祉法人福島福祉会
社会福祉法人柳愛会
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
社会福祉法人緑風福祉会
社会福祉法人緑風福祉会いいざか花桃館
社会福祉法人緑風福祉会桑折緑風園
小名浜造船株式会社
石川町役場新庁舎
川内村役場
相浦造船鉄工所
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クローバー福祉会
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つくしの里福祉会
特定非営利活動法人ひまわり福祉会
特定非営利活動法人ほっとアクト
特定非営利活動法人ポプラ福祉会
特定非営利活動法人わいわい作業所
塙町教育委員会
福島刑務所
放課後等デイサービスわくわく新白河
有限会社及川造船所
和喜輸送株式会社東北支店
茨城県
N&A
NPO法人愛・LOVE・みらい
いばらき少年剣友会
かんてい局つくば店
ナカノカイロプラクティックオフィス
愛和会
医療法人幸樹会
一般社団法人OHANA
茨城中央園芸農業協同組合
株式会社アサヒヤ
株式会社いばらきのケア
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
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
株式会社マタニ武道具
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
金井信彦
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
社会福祉法人マリンピア
社会福祉法人みどり会
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
社会福祉法人愛和会特別養護老人ホームあそうの郷
社会福祉法人栄寿会
社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院
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

社会福祉法人創志会ライフサポートセンターいたこ
社会福祉法人筑水会
社会福祉法人筑峰学園
社会福祉法人日照養徳園
社会福祉法人博友会
社会福祉法人白銀会
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
第一常陸野公園
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キララこそだて支援センター
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結
特定非営利活動法人虹
特定非営利法人ひだまり
独立行政法人日本原子力研究開発機構
日本メクトロン株式会社
品川重工株式会社
不二造園土木株式会社
法務省水戸少年鑑別所
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
栃木県
FLATワークス
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
みゆきの杜
ユートピアにしかた
医療法人社団星野会
医療法人社団洋精会
一般財団法人栃木県青年会館
株式会社エヌゼットケイ
株式会社トライターム
株式会社ミンナのミカタ
株式会社ワールドステイ
株式会社宇都宮ユーミー建設
株式会社三協
株式会社小堀建設
株式会社大昌電子
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
社会福祉法人エルム福祉会
社会福祉法人こころみる会
社会福祉法人こぶしの会
社会福祉法人すかい
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
社会福祉法人つむぎ
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
社会福祉法人みその聖園ヨゼフ老人ホーム
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
社会福祉法人愛和会通所介護事業所スーパーデイみらい
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
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人美明会
社会福祉法人福寿会
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
社会福祉法人豊岡福祉会
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
太陽会
大日電機工業株式会社
東京計器株式会社
東京計器株式会社矢板工場
特定非営利活動法人CCVウェルフェア
特定非営利活動法人はばたき
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デイホームさつき
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
特別養護老人ホーム而今桜
栃木刑務所
那須烏山市役所教育委員会
那須塩原市
日産プリンス栃木販売株式会社
富士精密株式会社
芳賀町B&G海洋センター
有限会社はが介護サービス
群馬県
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
NPO法人山脈
おさかな茶寮
クローバー･ジャパン株式会社
パーソルサンクス株式会社
ヤマト発動機株式会社
ライフライン・サポート株式会社
医療法人山崎会
医療法人山崎会グループホームカーサ・アルカディア
医療法人社団田口会新橋病院
医療法人社団美心会
医療法人社団平形会介護老人保健施設銀鈴
医療法人大誠会
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IHI原動機太田工場
株式会社アライ
株式会社エー･アンド･ズィー
株式会社オアシス
株式会社ケアアンジュ
株式会社シーアンド・エス

株式会社せいらん大志社
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
株式会社むさしのかんてい局前橋店
株式会社やんば
株式会社ワールドステイ
株式会社小淵
株式会社上州ミート
株式会社榛名厚生会
株式会社針塚農産
株式会社相沢商店共愛学園前橋国際大学内
玉村町B&G海洋センター
群馬県みどり市
群馬県住宅供給公社
群馬県立二葉高等特別支援学校
群馬県立二葉特別支援学校
公益社団法人前橋積善会
国立療養所栗生楽泉園
社会福祉法人あかぎの響
社会福祉法人あんなか福祉会
社会福祉法人おおぎだ
社会福祉法人おおぎだ特別養護老人ホームローズヒル
社会福祉法人ことぶき
社会福祉法人チハヤ会
社会福祉法人のぞみ
社会福祉法人はるな郷
社会福祉法人プライム
社会福祉法人ほたか会
社会福祉法人みやぎ会あゆみの里
社会福祉法人みやび会
社会福祉法人もくせい会
社会福祉法人ゆずりは会
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人愛星会
社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会
社会福祉法人永光会
社会福祉法人鎌倉会
社会福祉法人館邑会
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
社会福祉法人協栄会多機能型事業所のぞみ
社会福祉法人玉樹会
社会福祉法人玉風会
社会福祉法人薫英会
社会福祉法人薫英会障害福祉サービス事業所ワークショップくんえい
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園そめやの里
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム菱風園
社会福祉法人群馬厚生会
社会福祉法人恵済会
社会福祉法人恵風会
社会福祉法人後閑あさひ福祉会あさひ第二保育園
社会福祉法人後閑あさひ福祉会後閑あさひ保育園
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
社会福祉法人三愛荘
社会福祉法人三喜会特別養護老人ホーム吉井セピア
社会福祉法人三国塩原会
社会福祉法人山紫会特別養護老人ホーム音和の園
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
社会福祉法人潤青会
社会福祉法人昭和ゆたか会
社会福祉法人上川会
社会福祉法人上毛愛隣社
社会福祉法人上毛愛隣社めぐみ保育園
社会福祉法人植竹会
社会福祉法人新生会
社会福祉法人榛永会
社会福祉法人榛桐会
社会福祉法人仁和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人誠光会
社会福祉法人青風舎ケアハウスきょうめ
社会福祉法人青和会
社会福祉法人赤城の家

社会福祉法人千代の会
社会福祉法人大平台会
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
社会福祉法人尾瀬長寿会桜花苑
社会福祉法人美幸会
社会福祉法人平成会
社会福祉法人北毛清流会
社会福祉法人明清会
社会福祉法人悠仁会
社会福祉法人邑友会
社会福祉法人邑友会やまつつじ
社会福祉法人龍峰会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑陽会軽費老人ホームグリーンハイツ
社会福祉法人圓会
小野里工業株式会社
大洋電機株式会社
第一生命保険株式会社
藤間精錬株式会社
特定非営利活動法人エイチ・ツー・オー
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すだち
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麦わら屋
特定非営利法人妙義会
農事組合法人さんぽ道
明和町役場
有限会社ヤマモトサービス
有限会社草津リゾート
理研鍛造株式会社
埼玉県
NPO法人あおい糸
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関東事業所
アサヒプリテック株式会社埼玉工場
アサヒ建工株式会社
いながき動物病院
ジャパンウェイスト株式会社
リコージャパン株式会社
医療法人豊仁会三井病院
一般財団法人日本モーターボート競走会
一般社団法人あるかでぃあ
一般社団法人ノーマライズうらわ
一般社団法人日本モーターボート選手会埼玉支部
株式会社MIC
株式会社あすなろ
株式会社サイサン
株式会社とだか建設
株式会社ベストロジ埼玉
株式会社ポプラ
株式会社岡部コントリビューションパーク
株式会社岡部コントリビューションパーク代表取締役中島卓也
株式会社幸大ハイテック
株式会社倉本産業
株式会社倉本産業川越工場
株式会社日立ニコトランスミッション
久喜市栗橋B&G海洋センター
興亜化工株式会社
幸手市教育委員会
埼玉福興株式会社
三伸機材株式会社
三信船舶電具株式会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人ありす福祉会
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
社会福祉法人ゆうき福祉会
社会福祉法人ルロワ
社会福祉法人愛抱会
社会福祉法人育心会

社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人温和会
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
社会福祉法人熊谷福祉会
社会福祉法人敬寿会
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
社会福祉法人埼玉のぞみの園深谷たんぽぽ
社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団
社会福祉法人埼玉県身体障害者福祉協会
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
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人入間川福祉会
社会福祉法人博愛福祉会
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
社会福祉法人歩む会福祉会
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
松勘工業株式会社
松伏町
森林霊園管理事務所
神川町教育委員会
代田橋自動車有限会社
大陽工業株式会社
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わんぱくクラブ
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
北辰商事株式会社
有限会社ケアブレーン
嵐山町
千葉県
NPO法人i&i
NPO法人Village
エームサービス株式会社
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
リサイクルマート君津店
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
一般社団法人恩送り
横芝光町教育委員会
学校法人日本体育大学柏高等学校
株式会社アイ・エス・ビー
株式会社サンテック
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
株式会社ほがらか
株式会社吉川自動車
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
株式会社誠和グループ
株式会社石山
株式会社富士総業
公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団
公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
細田自動車有限会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人あかぎ万葉
社会福祉法人あすなろ会障害者支援施設どんぐりの郷
社会福祉法人うぐいす会
社会福祉法人うぐいす会からは～い
社会福祉法人かずさ萬燈会
社会福祉法人ささえ愛
社会福祉法人さつき会
社会福祉法人ジョイまつど
社会福祉法人なゆた
社会福祉法人まごころ
社会福祉法人マリンピアケアハウスマリンピア銚子
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
社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会児童養護施設望みの門かずさの里
社会福祉法人ロザリオの聖母会
社会福祉法人ロザリオの聖母会障害者支援施設聖マリア園
社会福祉法人ロザリオの聖母会聖マリア園
社会福祉法人愛光
社会福祉法人愛光障害者支援施設リホープ
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
社会福祉法人関西中央福祉会
社会福祉法人桐友学園
社会福祉法人九十九里ホーム
社会福祉法人栗の木
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人兼愛会
社会福祉法人広文会
社会福祉法人三誠会
社会福祉法人児童愛護会青松学園
社会福祉法人修央会
社会福祉法人秋桜会
社会福祉法人淑徳福祉会
社会福祉法人松の実会
社会福祉法人松里福祉会
社会福祉法人心友会
社会福祉法人新柏会
社会福祉法人神聖会
社会福祉法人翠皍会
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清郷会
社会福祉法人清郷会十倉厚生園
社会福祉法人聖隷福祉事業団松戸愛光園
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院
社会福祉法人斉信会
社会福祉法人千葉県福祉援護会
社会福祉法人千葉県福祉援護会特別養護老人
ホームローゼンヴィラはま野
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会でい・まさご
社会福祉法人泉寿会
社会福祉法人浅間の杜特別養護老人ホーム長寿園
社会福祉法人創成会
社会福祉法人創明会
社会福祉法人太陽会
社会福祉法人泰斗会
社会福祉法人鶴心会
社会福祉法人鶴心会特別養護老人ホームトータス
社会福祉法人定山会地域密着型特別養護老人ホームひばりの郷
社会福祉法人天光会特別養護老人ホーム恵光園シャイニー中央
社会福祉法人徳和会特別養護老人ホームあかいの郷
社会福祉法人薄光会
社会福祉法人薄光会あおいそら
社会福祉法人八千代美香会
社会福祉法人八千代美香会船橋市特別養護老人ホーム朋松苑
社会福祉法人父の樹会
社会福祉法人芙蓉会
社会福祉法人福祉楽団
社会福祉法人福寿会特別養護老人ホーム福寿園

社会福祉法人豊裕会六日町あいあい特別養護老人ホーム
社会福祉法人悠々会
社会福祉法人陽光会いちょうの家
舟形町B&G海洋センター
大和メディカル株式会社
鶴岡地区医師会
特定非営利活動法人くれよんはうす
南陽市役所
有限会社家岸造船所
福島県
NPO法人あさがお
NPO法人ウッドピアはなわ
NPO法人みんなのまーち
ムサシノ機器株式会社
ムサシノ機器株式会社白河工場
やしおみ荘
医療法人社団メンタルクリニックなごみ
一般社団法人ジパング
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
株式会社ヴィオーラ
株式会社ウェーブ21
株式会社エヌジェイアイ
株式会社サンパワー
株式会社ワイズ山川
株式会社共栄ブレーン
株式会社興洋
株式会社金美堂
株式会社孔輪閣
株式会社同仁社
社会福祉法人いわき福音協会
社会福祉法人いわき福音協会はまぎく荘
社会福祉法人いわき福音協会はまなす荘
社会福祉法人くわの福祉会
社会福祉法人しのぶ福祉会あづま授産所
社会福祉法人しんち福祉会
社会福祉法人スマイルワーク就労支援事業所スマイルセンター
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
社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑
社会福祉法人みどりのかぜ生活介護事業所のはら
社会福祉法人ライフ・タイム・福島
社会福祉法人愛誠会せいざん荘
社会福祉法人愛誠会介護老人保健施設佳勝園
社会福祉法人育成会
社会福祉法人育成会いわき学園
社会福祉法人育成会みなみテラス
社会福祉法人希望の杜福祉会
社会福祉法人玉川村社会福祉協議会
社会福祉法人甲子の里福祉会
社会福祉法人桜ヶ岡福祉会特別養護老人ホーム絆
社会福祉法人慈仁会
社会福祉法人昌平黌医療センター片寄診療所
社会福祉法人昌平黌介護老人保健施設二ツ箭荘
社会福祉法人心愛会
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁愛会レンガ通りデイサービスセンター
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人清峰会さざなみ学園
社会福祉法人生愛福祉事業団
社会福祉法人誠心会
社会福祉法人千桜会
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
社会福祉法人多宝会
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
社会福祉法人田村福祉会特別養護老人ホームあぶくま荘
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
社会福祉法人南陽会
社会福祉法人博愛会特別養護老人ホーム会津みどりホーム
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
社会福祉法人福島愛育園児童養護施設福島愛育園
社会福祉法人福島県福祉事業協会

介護老人福祉施設藤香苑
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IHI原動機
株式会社JTBコーポレートセールス
株式会社KEYクリエーション
株式会社MIC
株式会社TBSグロウディア
株式会社WITHケアハウスまぁむ北区豊島
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グローバル
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社エイフェス
株式会社エクセノヤマミズ
株式会社カワサキライフコーポレーション
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
株式会社サテリット
株式会社スタートライン
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
株式会社ディンプル
株式会社テクノコア
株式会社トーコロ
株式会社マツイ
株式会社みやこ食品
株式会社レオン・インターナショナル
株式会社レリアン
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
株式会社松村組東京本店
株式会社石川組
株式会社第一情報システムズ
株式会社島村工業
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
株式会社日産クリエイティブサービス
株式会社北澤電機製作所
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
公益財団法人笹川平和財団
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
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター
公益財団法人母と学生の会
公益社団法人日本観光振興協会
公益社団法人宝生会
今治造船株式会社
三根株式会社
三鷹市民協働ネットワーク
山一商事株式会社
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
社会福祉法人アゼリヤ会
社会福祉法人ウエルス東京
社会福祉法人カリタスの園
社会福祉法人グリーンウッド
社会福祉法人けやきの杜
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人さわらび会特別養護老人ホーム山河
社会福祉法人サン
社会福祉法人シルヴァーウィング
社会福祉法人セント･ジョセフ会
社会福祉法人ドリームヴィ
社会福祉法人にんじんの会
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家
社会福祉法人ほうえい会
社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会
社会福祉法人マザアス
社会福祉法人マザアス特別養護老人ホームマザアス日野
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
社会福祉法人むうぷ
社会福祉法人やまゆり福祉会
社会福祉法人愛隣会
社会福祉法人安立園
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人永寿会
社会福祉法人楽晴会世田谷希望丘ホーム
社会福祉法人共助会
社会福祉法人共生会東四つ木ほほえみの里
社会福祉法人協和会特別養護老人ホームきく
社会福祉法人暁会メディカルケアタウン東大島
社会福祉法人錦華学院
社会福祉法人啓光福祉会
社会福祉法人原町成年寮
社会福祉法人光塩会
社会福祉法人恒陽会
社会福祉法人江戸川豊生会
社会福祉法人江東園
社会福祉法人合掌苑
社会福祉法人三徳会
社会福祉法人賛育会
社会福祉法人四葉晃耀会
社会福祉法人子供の家
社会福祉法人至誠学舎立川
社会福祉法人至誠学舎立川至誠ホームオンニ
社会福祉法人七日会
社会福祉法人七日会杜の園
社会福祉法人秋川あすなろ会
社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会景丘の家
社会福祉法人春光福祉会
社会福祉法人小茂根の郷
社会福祉法人松柏児童園
社会福祉法人章佑会
社会福祉法人親の家
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁生社
社会福祉法人正吉福祉会府中市立よつや苑
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人聖救主福祉会
社会福祉法人聖明福祉協会
社会福祉法人青少年福祉センター
社会福祉法人青梅福祉協会
社会福祉法人泉陽会
社会福祉法人泉陽会新町光陽苑
社会福祉法人全国スモンの会
社会福祉法人創和会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人草むら
社会福祉法人村山苑
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
社会福祉法人鶴風会西多摩療育支援センター
社会福祉法人天寿園会
社会福祉法人田無の会たんぽぽ
社会福祉法人東京コロニー
社会福祉法人東京サレジオ学園
社会福祉法人東京リハビリ協会
社会福祉法人東京栄和会
社会福祉法人東京援護協会
社会福祉法人東京聖労院
社会福祉法人東京武尊会
社会福祉法人東京福祉会
社会福祉法人東京有隣会
社会福祉法人同愛会
社会福祉法人同愛会日の出福祉園
社会福祉法人同胞互助会
社会福祉法人道心会
社会福祉法人南風会
社会福祉法人二葉保育園
社会福祉法人日の基社会事業団日の基青老閣
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
社会福祉法人白十字会介護老人保健施設東京ばんなん白光園
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
社会福祉法人福音寮
社会福祉法人福信会麦久保園
社会福祉法人福陽会特別養護老人ホーム第２サンシャインビラ
社会福祉法人兵庫福祉会
社会福祉法人奉優会
社会福祉法人蓬莱会高齢者総合ケアセンターケアプラザ多摩
社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
社会福祉法人睦月会
社会福祉法人未来こどもランド
社会福祉法人友愛十字会特別養護老人ホーム友愛荘
社会福祉法人緑愛会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会ラぺ日野
社会福祉法人緑秀会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人練馬区社会福祉事業団田柄特別養護老人ホーム
社会福祉法人櫻継会
宗教法人明治神宮
秋元康寛
小林弘英
信金中金ビジネス株式会社
新巧塗装工業株式会社
神薬工業株式会社
川崎重工業株式会社
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
大日本土木株式会社東京支店
大陽工業株式会社
炭火焼鳥だいすけ
地域活動支援センターはるえ野
中国塗料株式会社
中嶋竜生
町田市美術工芸館
天理教豊眞分教会
渡辺公義
東海汽船株式会社
東京スガキ印刷株式会社
東京計器株式会社/東京計器テクノポート株式会社
東京拘置所
東京都済生会中央病院
東邦重機開発株式会社
東洋熱工業株式会社
特定医療法人研精会
特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ
特定非営利活動法人こぴあクラブ
特定非営利活動法人すずらん
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東京自立支援センター
特別養護老人ホーム第二青梅園
日産自動車販売株式会社
日本アイラック株式会社
日本紙通商株式会社
日本体育大学医療専門学校
認定NPO法人語らいの家
飯田和枝
富永物産株式会社
富士電機株式会社
北砂2丁目だい整形外科
墨田川造船株式会社
有限会社錦部製作所
有限会社劇団俳優座
有限会社蓮田電設
立川拘置所
神奈川県
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法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会横浜支部
NPO法人福祉で支え合う会
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
かまくらのおとうふやさん豆寿
かもめプロペラ株式会社
コムテック株式会社
ソフトホーム株式会社
テクノス株式会社
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横浜病院
一般財団法人海上災害防止センター
一般財団法人聖マリアンナ会
一般財団法人日本船員厚生協会
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COM
株式会社ＥＩＧＨＴＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ
株式会社MIC
株式会社アクト
株式会社アドバンテージ
株式会社オーテックジャパン
株式会社シネヴィス
株式会社マグトロニクス
株式会社マリアンナ･ワールド･サービス
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
株式会社横浜華リハビリデイサービス
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
公益社団法人日本海員掖済会
三上船舶工業株式会社
社会福祉法人SOWET
社会福祉法人かながわ共同会
社会福祉法人かながわ黎明会
社会福祉法人キャマラード
社会福祉法人キャマラード第２みどりの家
社会福祉法人クローバー
社会福祉法人こうよう会
社会福祉法人さくら会
社会福祉法人すぎな会
社会福祉法人すみなす会
社会福祉法人たすけあいゆい
社会福祉法人たすけあい泉
社会福祉法人たちばな会
社会福祉法人たちばな福祉会
社会福祉法人たつき会介護老人福祉施設スミール桜ヶ丘
社会福祉法人つちや社会福祉会
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
社会福祉法人みその
社会福祉法人みどりの風
社会福祉法人みどり共生会
社会福祉法人みどり福祉会
社会福祉法人らぽおるの樹
社会福祉法人ル･プリ
社会福祉法人ル・プリ杜の会事業本部
社会福祉法人阿部睦会
社会福祉法人愛光会
社会福祉法人愛川舜寿会
社会福祉法人育生会
社会福祉法人磯子コスモス福祉会
社会福祉法人一乗会
社会福祉法人横浜やまびこの里
社会福祉法人横浜向陽会
社会福祉法人横浜長寿会
社会福祉法人横浜婦人クラブ愛児園
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
社会福祉法人輝雲会児童養護施設手まり学園
社会福祉法人吉祥会
社会福祉法人栗山会
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
社会福祉法人県央福祉会アイネットきたざと
社会福祉法人県央福祉会エスポワールパーネ
社会福祉法人県央福祉会ふじさわ爽風舎
社会福祉法人県央福祉会ぽらーの上和田
社会福祉法人県央福祉会モンド湘南藤沢
社会福祉法人県央福祉会ワークステーション菜の花
社会福祉法人県央福祉会ワークス桜舎セルプ
社会福祉法人県央福祉会三浦創生舎
社会福祉法人県央福祉会生活介護ふるーる
社会福祉法人県央福祉会大和さくらクリニック
社会福祉法人県西福祉会
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
社会福祉法人幸保園
社会福祉法人紅梅会
社会福祉法人三つ葉会ガーデニア・ごしょみ
社会福祉法人三篠会
社会福祉法人山根会
社会福祉法人紫陽花会
社会福祉法人児童養護施設心泉学園
社会福祉法人慈母会
社会福祉法人若竹大寿会
社会福祉法人若竹大寿会特別養護老人ホーム若竹苑
社会福祉法人寿考会
社会福祉法人寿徳会
社会福祉法人宗得会
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
社会福祉法人新日本学園
社会福祉法人真生会
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
社会福祉法人清光会清光園
社会福祉法人清正会
社会福祉法人聖テレジア会
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
社会福祉法人聖和むつみ会
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
社会福祉法人川崎市社会福祉事業団川崎市柿生学園
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
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人長寿会軽費老人ホーム箱根山荘
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホーム陽光の園
社会福祉法人唐池学園
社会福祉法人唐池学園児童養護施設強羅暁の星園
社会福祉法人藤沢育成会アートスペースわかくさ
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
社会福祉法人同愛会ダイア磯子
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

社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人博愛福祉会小規模多機能型居宅介護ゆとり庵磯部
社会福祉法人白根学園しらねの里
社会福祉法人箱根恵明学園
社会福祉法人富士美特別養護老人ホームヒューマン
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
社会福祉法人蓬莱会
社会福祉法人蓬萊会特別養護老人ホームケアプラザさがみはら
社会福祉法人訪問の家
社会福祉法人訪問の家集
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）
前田医院
太洋テクニカ株式会社
大成建設株式会社
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トムトム
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寺田プランニング
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福祉センター
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
日本新薬株式会社
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
有限会社かみはし
新潟県
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
ミニボートピア阿賀野
一般社団法人燕市スポーツ協会･ミズノグループ
株式会社IHI原動機
株式会社WithYou
株式会社カトー
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
株式会社ワールドステイ
株式会社植木組
株式会社新潟放送
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
社会福祉法人けやき福祉会
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
社会福祉法人すこやか福祉会
社会福祉法人つなん福祉会
社会福祉法人にいがた寿会
社会福祉法人フランシスコ第三会マリア園

社会福祉法人みんなでいきる
社会福祉法人ロングラン
社会福祉法人阿賀北総合福祉協会
社会福祉法人愛宕福祉会
社会福祉法人茨塚福祉会
社会福祉法人燕・西蒲原福祉会
社会福祉法人加茂福祉会
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
社会福祉法人高田福祉会
社会福祉法人佐渡ふれあい福祉会
社会福祉法人佐渡国仲福祉会
社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会
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
社会福祉法人佐渡福祉会第二岩の平園
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
社会福祉法人松波福祉会
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
社会福祉法人上越老人福祉協会
社会福祉法人常陽会
社会福祉法人信濃川令終会
社会福祉法人新井頸南福祉会
社会福祉法人新潟みずほ福祉会
社会福祉法人新潟市社会事業協会特別養護老人ホーム有明園
社会福祉法人新潟市中央福祉会
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
社会福祉法人仁成福祉協会
社会福祉法人仁成福祉協会ケアハウス新寿園
社会福祉法人仁成福祉協会ショートステイことぶき
社会福祉法人青空福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会垂水の里
社会福祉法人村上岩船福祉会特別養護老人ホームさつき園
社会福祉法人村上市社会福祉協議会山北支所
社会福祉法人大形福祉会特別養護老人ホーム逢谷内
社会福祉法人大佐渡福祉会
社会福祉法人中越福祉会
社会福祉法人中越福祉会みのわの里
社会福祉法人中蒲原福祉会
社会福祉法人中東福祉会
社会福祉法人中東福祉会いずみの里
社会福祉法人長岡三古老人福祉会
社会福祉法人長岡東山福祉会高齢者センターふそき
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人長岡福祉協会ケアハウス小千谷さくら
社会福祉法人奴奈川福祉会
社会福祉法人奴奈川福祉会ワークセンターにしうみ
社会福祉法人奴奈川福祉会特別養護老人ホームみやまの里
社会福祉法人東蒲原福祉会
社会福祉法人藤の木原福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会まいこ園
社会福祉法人南魚沼福祉会ゆのさと園
社会福祉法人南魚沼福祉会障害福祉サービス事業所あさひばら
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
社会福祉法人飛翔福祉会特別養護老人ホームシンパシー
社会福祉法人苗場福祉会
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
小千谷市
小竹屋旅館
新潟少年学院
新潟少年鑑別所
有限会社CIRCLE.SEVEN
有限会社めしや
富山県
一般財団法人伏木錬成館
株式会社スリーティ運輸ヘルスケア事業部

社会福祉法人宝寿会
社会福祉法人豊立会
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
社会福祉法人悠久会
社会福祉法人陽光会
社会福祉法人緑の会
社会福祉法人緑海会
社会福祉法人緑陽会特別養護老人ホームおおあみ緑の里
社会福祉法人和光会
社会福祉法人佰和会
社会福祉法人翡翠会
社会福祉法人槇の実会
小川敏雄
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
千葉刑務所
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
大和ハウス工業株式会社柏支社
中島硝子株式会社関東・東庄工場
朝日商事株式会社
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笑らい
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生活支援センターあらかると
特定非営利活動法人虹の会
特別養護老人ホームさわやか苑
富永物産株式会社
法務省市原学園
法務省千葉刑務所
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
東京都
ANAテレマート株式会社
EMCcore
ENEOS保険サービス株式会社
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法人多摩草むらの会
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
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
スバル興業株式会社
ダイハツディーゼル株式会社東京支社
ダイハツ工業株式会社
ダイハツ東京販売株式会社
テンワス株式会社
ナガタ工業株式会社
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
ムサシノ機器株式会社
メゾンN&B
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社東京支社
リシェア株式会社
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
医療法人財団青溪会駒木野病院
医療法人社団而今会
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
一般財団法人日本気象協会
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
一般社団法人ぱざぱ
一般社団法人日本船舶品質管理協会製品安全評価センター
一般社団法人日本舶用工業会

社会福祉法人鳥越福祉会青い鳥
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
社会福祉法人南陽園
社会福祉法人能輝人能輝村
社会福祉法人富樫福祉会
社会福祉法人芙蓉会
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
有限会社石川商会小松工場
福井県
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
株式会社フクタカ
株式会社浪速ポンプ製作所
社会福祉法人おおた福祉会
社会福祉法人かすみが丘学園
社会福祉法人げんきの家
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
社会福祉法人聖徳園
社会福祉法人足羽福祉会
社会福祉法人大日園
社会福祉法人大野福祉会
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
社会福祉法人福授園御幸事業所
社会福祉法人福聚会
社会福祉法人北日野こもれび会
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人友興会特別養護老人ホーム高浜けいあいの里
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B&G海洋センター
勝山市教育委員会
勝山市教育委員会史跡整備課
小浜市視覚障害者福祉協会
総社大神宮
大野市
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
特別養護老人ホーム渓山荘
武生三国モーターボート競走施行組合
福井ケーブルテレビ株式会社
山梨県
けやき園
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

甲斐市
甲府刑務所
社会福祉法人あそびじゅく
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
社会福祉法人ぶどうの里
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
社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会障害者支援施設みだい寮
社会福祉法人子育ち社会福祉法人子育ち・発達の里乳児院ひまわり後援会
社会福祉法人寿真会
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
社会福祉法人友伸福祉会
社会福祉法人友和会
社会福祉法人緑樹会
第一生命保険株式会社
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
特定非営利活動法人来未いろどり
飯富病院
長野県
NPO法人介護屋つむぎ
アサヒプリテック株式会社
みすず精工株式会社
下條村
株式会社北澤電機製作所本社工場
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緑の牧場学園
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
社会福祉法人りんどう信濃会上田悠生寮
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
社会福祉法人稲田会YUIを支える会
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いずみの家
社会福祉法人恵清会
社会福祉法人幸充
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
社会福祉法人上田しいのみ会障害者支援施設上田しいのみ園
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
松本少年刑務所
上松町教育委員会
上松町公民館
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
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟禅
道会総本部
飯綱町役場
有明高原寮
岐阜県
NPOつけちスポーツクラブ
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
加子母B&G海洋センター
株式会社アピスファーマシー
株式会社関ヶ原製作所
株式会社秀商
岐阜刑務所
岐阜日産自動車株式会社本社
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
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人墨友会
社会福祉法人万灯会
大洋電機株式会社
大洋電機株式会社岐阜羽島工場
大洋電機株式会社岐阜工場
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在宅支援グループみんなの手
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
静岡県
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
バリュー・トーカイ株式会社
ボートレースチケットショップ焼津
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障がい者通所事業所クローバー
一般社団法人原里愛郷振興協会
一般社団法人御前崎スマイルﾌ ﾛ゚ジェクト
学校法人日本体育大学浜松日体中･高等学校
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アイエスエフネットライフ静岡
株式会社カナサシ重工
株式会社ヤマナカ
株式会社ユーモア
株式会社高田ビル
株式会社小杉苑
株式会社榛葉鉄工所
株式会社榛葉鉄工場

株式会社静岡朝日テレビ
株式会社赤阪鐵工所
株式会社村上開明堂
株式会社長谷川鐵工所
丸忠デジタル株式会社
御殿場区コミュニティーセンター
御殿場市川島田区
御殿場市役所
御殿場市役所高根支所
御殿場地区広場管理運営委員会
荒井譲
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
社会福祉法人ひつじ
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
社会福祉法人花草会
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
社会福祉法人慶成会
社会福祉法人桂
社会福祉法人湖成会特別養護老人ホーム百恵の郷
社会福祉法人恒仁会
社会福祉法人三幸会
社会福祉法人三宝会
社会福祉法人三和会
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
社会福祉法人誠信会児童養護施設岩倉学園ニノマルビレッジ
社会福祉法人草笛の会
社会福祉法人大乗会
社会福祉法人大須賀苑
社会福祉法人大善福祉会
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
社会福祉法人天心会
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
社会福祉法人南浜名湖会
社会福祉法人博友会
社会福祉法人磐田興生会おおふじ学園
社会福祉法人富岳会
社会福祉法人富岳会法人本部
社会福祉法人富士宮福祉会
社会福祉法人富士厚生会
社会福祉法人富水会特別養護老人ホーム開寿園
社会福祉法人炉暖会
社会福祉法人和光会
社会福祉法人和松会
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
森之腰中央公民館
静岡少年鑑別所
川根本町本川根B&G海洋センター
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
藤枝市役所

特定非営利活動法人みんなの家
特定非営利活動法人活き生きネットワーク
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
有限会社富岳サービスミニボートピア富士おやま
髙橋正哲
愛知県
NPO法人四ツ葉の会
アイシングループ
エームサービス株式会社
カントリーモーニング
サポートイン南知多アネックス浜茶屋
ファミリーホームわが家
メーキュー株式会社
旭精機株式会社
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ーボート競走会
一般財団法人日本モーターボート競走会蒲郡支部
一般財団法人日本モーターボート競走会常滑支部
一般社団法人Hishigen
一般社団法人OneLife
一般社団法人オーケーサポート
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
岡崎医療刑務所
株式会社K3プラス
株式会社NMCワークス
株式会社Revival.
株式会社アイエスエフネット
株式会社いちょうの樹
株式会社エネテクトレーディング
株式会社カルペディエム
株式会社コムライン
株式会社ジェティ
株式会社ティーバイティー
株式会社トータルレジャー開発
株式会社トライズ
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
株式会社碧海総合研究所
貴城精工株式会社
公益財団法人慈友会児童養護施設慈友学園
公益社団法人日本モーターボート選手会
公益社団法人日本モーターボート選手会勤労青少年水上スポーツセンター
公益社団法人日本モーターボート選手会常設訓練所
公益社団法人日本海員掖済会えきさい看護専門学校
桜井株式会社
三河プロペラ株式会社
児童養護施設豊橋平安寮
社会福祉法人あいち清光会
社会福祉法人あいち清光会サンフレンド
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
社会福祉法人アパティア福祉会
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
社会福祉法人ふれ愛名古屋
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
社会福祉法人愛知育児院特別養護老人ホーム南山の郷
社会福祉法人愛知玉葉会
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
社会福祉法人高久会
社会福祉法人児童養護施設岡崎平和学園
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
社会福祉法人照光会子どもの家ともいき
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
社会福祉法人太陽
社会福祉法人大府福祉会
社会福祉法人大府福祉会たくと大府
社会福祉法人知立福祉会
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホームシルバーピアかりや
社会福祉法人博寿会
社会福祉法人麦
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
社会福祉法人和進奉仕会
常滑市観光協会
新城福祉会西部福祉会館
杉浦パーキング
瀬戸少年院
清水建設株式会社
石関俊昭
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こすもす畑
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ぽんぽこネットワーク
特定非営利活動法人まちのエキスパネット
特定非営利活動法人ゆめじろう
特定非営利活動法人りんりん
特定非営利活動法人一宮まごころ
特定非営利活動法人犬山あんきにくらそう会
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絆
特別養護老人ホーム扶桑苑
風の子スクエア
碧海総合研究所
法務省笠松刑務所
豊ヶ岡学園
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
名古屋文化福祉会
名鉄海上観光船株式会社
有限会社J･クレオ
有限会社エッグ
有限会社黒田トラック
三重県
いなべ市

ニュージャパンマリン株式会社
はなや
ホンダオートボディー株式会社
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津支部
一般社団法人あさひファーム
介護センターオリーブ
海の博物館
学校法人伊勢学園
株式会社宏信
株式会社松井鉄工所
株式会社名張総合研究所
菰野町B&G海洋センター
三重刑務所
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
志摩市総合スポーツ公園
社会福祉法人あがた福祉の会
社会福祉法人アパティア福祉会
社会福祉法人いいたか
社会福祉法人ウェルケア
社会福祉法人はまゆう会
社会福祉法人みどり自由学園
社会福祉法人むつみ福祉会
社会福祉法人モモ
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人安全福祉会
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
社会福祉法人高田福祉事業協会
社会福祉法人三央会
社会福祉法人三重高齢者福祉会協和苑
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
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清和会
社会福祉法人青山福祉会
社会福祉法人青山里会
社会福祉法人長寿の森小規模特別養護老人ホームきらり
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人天年会かなしょうず園
社会福祉法人天年会就労継続支援事業所花ようび
社会福祉法人天年会養護老人ホーム南山
社会福祉法人百楽の会滋賀県
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
社会福祉法人鈴鹿聖十字会
社会福祉法人鈴風会
住友電装株式会社
小野直人
積和建設中部株式会社三重支店
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なちゅらんどりーむ
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
有限会社だいち
滋賀県
カルビー・イートーク株式会社
ダイハツディーゼル株式会社守山第一工場
ダイハツディーゼル株式会社守山第二工場
ダイハツディーゼル株式会社守山寮
びわ湖放送株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
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

株式会社金閣自動車商会
株式会社創和開発
社会福祉法人あかね会
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
社会福祉法人小矢部福祉会
社会福祉法人庄川福祉会
社会福祉法人砺波福祉会
社会福祉法人福岡福祉会特別養護老人ホームアルテン赤丸
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人福鳳会
社会福祉法人有磯会
社会福祉法人梨雲福祉会
社会福祉法人立山福祉会
社会福祉法人立野福祉会グランスパかの苑
社会福祉法人緑寿会
上市町B&G海洋センター
特定非営利活動法人くるみ
特定非営利活動法人知的障害者のくらしを考える会
富山刑務所
富山新聞社
凌雲館村雲道場
石川県
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
ケアハウスファミール
ジェイ・バス株式会社
シオンマネージメント株式会社
リタジャパン株式会社
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
株式会社ワールドステイ
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
金沢刑務所
穴水町
湖南学院
公立穴水総合病院
志賀町
社会福祉千木福祉会
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
社会福祉法人こまつ育成会
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
社会福祉法人希望が丘
社会福祉法人享誠塾児童養護施設享誠塾
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
社会福祉法人石川サニーメイト
社会福祉法人千木福祉会
社会福祉法人相生会
社会福祉法人中央会
社会福祉法人長寿会

社会福祉法人香東園
社会福祉法人秀孝会
社会福祉法人松光会
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人真愛の家
社会福祉法人成光苑
社会福祉法人成光苑サンヒルズ紫豊館
社会福祉法人成光苑ライフ・ステージ舞夢
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
社会福祉法人同和園
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
社会福祉法人利生会特別養護老人ホーム第二亀岡園
新庄鉄筋工業株式会社
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
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都四条営業所
敷島住宅株式会社京都支店
珈琲専門店MARCHBROWN
大阪府
BEMACKiden株式会社
NPO法人さくら
NPO法人堺自立支援センターユニオン
NPO法人夢桜ホーム
アシストワーク株式会社
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
なやクリニック・ヘッドウェイ堺
ふらっとイケダ／池田市立人権文化交流センター
ボートレース住之江
ボルカノ株式会社
ミニボートピアりんくう
ヤンマー株式会社
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近畿支局
一般社団法人ダブル・オー
一般社団法人まつり
英和株式会社
横浜金属商事株式会社
介護老人保健施設えきさい大阪
学校法人四天王寺学園
株式会社CDK
株式会社NextInvestment
株式会社WAON
株式会社アスク
株式会社アスニック
株式会社アドミニ
株式会社アピスファーマシー
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
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
株式会社シロヤ
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
株式会社フジプラス
株式会社フランス屋本部
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
株式会社帝国機械製作所
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
関西鉄工株式会社
近畿金属株式会社
公益社団法人日本海員掖済会大阪掖済会病院
高岡國士
高齢者総合福祉施設社会福祉法人起生会ほほえみの園
寺﨑電気産業株式会社
社会医療法人蒼生会蒼生病院
社会福祉法人あいえる協会
社会福祉法人あおぞらの会
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
社会福祉法人きくのか福祉会
社会福祉法人こごせ福祉会
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人こころの窓
社会福祉法人サライ福祉会
社会福祉法人せんわ
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
社会福祉法人のぞみ古江台ホール花園会
社会福祉法人バルツァ事業会
社会福祉法人ひしの美会
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
社会福祉法人みなと寮
社会福祉法人よしみ会
社会福祉法人ライフサポート協会
社会福祉法人ロータス福祉会
社会福祉法人愛育社
社会福祉法人愛生会豊生園
社会福祉法人愛和福祉会
社会福祉法人遺徳会
社会福祉法人永寿福祉会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
社会福祉法人毅正会
社会福祉法人亀望会
社会福祉法人久栄会
社会福祉法人救世軍社会事業団救世軍希望館
社会福祉法人享佑会
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
社会福祉法人健康会
社会福祉法人健成会
社会福祉法人健輪会
社会福祉法人建仁会
社会福祉法人五常会
社会福祉法人光輝会
社会福祉法人光輝会隆光学園輝きステーション
社会福祉法人光生会
社会福祉法人光輪会
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
社会福祉法人堺中央共生会
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
社会福祉法人燦愛会
社会福祉法人産經新聞厚生文化事業団

社会福祉法人四恩学園
社会福祉法人四天王寺病院
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高槻エルダーセンター
社会福祉法人秀幸福祉会庄栄エルダ－センタ－
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
社会福祉法人伸栄福祉会
社会福祉法人寝屋川聖和福祉会ゆりかご
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
社会福祉法人成光苑高槻けやきの郷
社会福祉法人成光苑吹田竜ヶ池ホーム
社会福祉法人成和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖ヨハネ学園
社会福祉法人聖森会
社会福祉法人青い鳥福祉会青い鳥工房
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
社会福祉法人蒼生福祉会
社会福祉法人大協会
社会福祉法人大阪愛心会
社会福祉法人大阪肢体不自由児者父母の会連合会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団じょぶライフだいせん
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
社会福祉法人長野社会福祉事業財団グループ
ホームスリーハートの丘
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
社会福祉法人天寿会特別養護老人ホーム平尾荘
社会福祉法人田熊会
社会福祉法人東和福祉会
社会福祉法人桃花塾
社会福祉法人篤志会
社会福祉法人奈佐原寮
社会福祉法人南河学園
社会福祉法人南湖会
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団救護施設平和寮
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団障がい者支援施設太平
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
社会福祉法人博光福祉会介護老人福祉施設寿里苑ラピス
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑フルール
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑花舞の郷
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑夢の杜
社会福祉法人柏樹会
社会福祉法人麦の会
社会福祉法人八尾隣保館
社会福祉法人飛翔会
社会福祉法人美木多園
社会福祉法人美和会
社会福祉法人百丈山合掌会
社会福祉法人富翔会
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
社会福祉法人豊中太陽会
社会福祉法人北摂杉の子会
社会福祉法人北摂福祉会ともがき
社会福祉法人門真福祉会脇田こども学園
社会福祉法人弥栄福祉会
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
社会福祉法人和光福祉会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人和秀会

社会福祉法人和泉の国
宗教法人祐照寺
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
千房ホールディングス株式会社
泉佐野ウォーターフロント株式会社
泉佐野市役所
全電通近畿社会福祉事業団
大阪電設工業株式会社
大阪福祉事業財団職員共済会
大成ロテック株式会社
島田燈器工業株式会社
特定非営利活動法人アースグループホーム虹
特定非営利活動法人アースグループホーム虹旭ヶ丘
特定非営利活動法人アースしあわせ作業所ショートステイしあわせ
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あのね
特定非営利活動法人いばらき
特定非営利活動法人ウエルネスいずみ
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堺西自立支援センター
特定非営利活動法人堺西自立支援センターもとまちジョブ
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地域福祉創造協会ウインク
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
特定非営利法人さくら
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
繁栄商事株式会社
富永物産株式会社
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都支店
本城金属株式会社
有限会社ケーワイケー介護サービス
有限会社トーヨー
利州株式会社
兵庫県
hairAnge
NPO法人かがやきステップあっぷ西江井島
NPO法人でかけ隊
アサヒプリテック株式会社テクノセンター
アサヒプリテック株式会社阪神事業所
イーグル工業株式会社
エームサービス株式会社
ダイハツディーゼル姫路株式会社
ボートレースチケットショップ姫路
ボルカノ株式会社
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社特機エンジン
医療法人社団純心会
一般財団法人サニーピア医療保健協会
一般財団法人日本船員厚生協会神戸大倉山海員会館
一般社団法人日本モーターボート選手会兵庫支部
園田機工株式会社
加古川刑務所
株式会社IHI原動機
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
株式会社テクニカ
株式会社ビエント

株式会社ビクトワール
株式会社フジプラス
株式会社ボルテック
株式会社学研アイズ
株式会社栗之浦ドック
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
株式会社大東工作所
株式会社東和電機
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
香美町兵庫県立兎和野高原野外教育センター
阪神内燃機工業株式会社
山根クリニック
山陽ダイヤパーサーヴィス株式会社
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
社会福祉法人ささゆり会特別養護老人ホームサンライフ御立
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サルビア荘
社会福祉法人円融会ナーシングピア加西
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
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬寿記念会
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特別養護老人ホームしいのき荘
社会福祉法人祉栄会
社会福祉法人祉友会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
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
社会福祉法人青葉福祉会特別養護老人ホーム松寿園
社会福祉法人青葉福祉会養護老人ホーム青葉荘
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
社会福祉法人知足会
社会福祉法人朝日の会
社会福祉法人長和福祉会
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
社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人白鷺園
社会福祉法人白百合学園
社会福祉法人姫路尚歯会
社会福祉法人姫路東部福祉会特別養護老人ホーム清寿園
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
社会福祉法人平成会
社会福祉法人本覚寺苑
社会福祉法人明石恵泉福祉会

社会福祉法人陽気会
社会福祉法人立正学園
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人樅の木福祉会
社会福祉法人樅の木福祉会あさぎりの里
社会福祉法人鶯園
新西宮ヨットハーバー株式会社
神戸ペイント株式会社
神戸愛生園
神戸掖済会病院
西村興産株式会社
中川歯科医院
猪名川町
猪名川町B&G海洋センター
東洋カーマックス尼崎レース場前駐車場
特定非営利活動法人えびす
特定非営利活動法人だいこく
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
八鹿鉄工株式会社
姫路社会福祉事業協会
姫路少年刑務所
富永物産株式会社
富士レックス株式会社
富士物流株式会社
富士貿易株式会社
奈良県
NPO法人サンフラワー
NPO法人ライフケア王寺
NPO法人わかくさもえぎ
NPO法人手力男
ミニボートピア大和ごせ
よしむらファミリー歯科
株式会社ゴセケン
株式会社ターン
株式会社崎山組
株式会社大和
旧奈良監獄保存活用株式会社
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
社会福祉法人やまびこ会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人仁南会
社会福祉法人正和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖寿会
社会福祉法人聖仁風会
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
社会福祉法人泰久会
社会福祉法人大地
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
社会福祉法人天理
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

社会福祉法人鳳雛会どんぐり
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
特定非営利活動法人吉野コスモス会
奈良少年院
法相宗大本山薬師寺
壺阪寺収益事業部
和歌山県
ismyホーム株式会社
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
株式会社エル・ワイ・エル
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
社会福祉法人きのくに福祉会
社会福祉法人しあわせ
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
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福祉事業団
社会福祉法人和歌山県福祉事業団作業所あおぎ園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設南紀あけぼの園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良あかつき園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良みのり園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団南紀医療福祉センター
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
和歌山刑務所
鳥取県
NPO法人フェリース
NPO法人就労支援センター和貴の郷
NPO法人地域活動支援センターおおぞら
ウィルモア皆生S
かばはうすホールディングス株式会社
サニーサービス株式会社
つばめタクシー株式会社
パン工房大地の恵み
ヤンマー舶用システム株式会社
医療法人同愛会
皆生タクシー株式会社
皆生プレイパーク運営委員会
株式会社トランスワード
株式会社石橋造船鉄工所
共和水産株式会社
公益社団法人鳥取県西部医師会
社会医療法人仁厚会
社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院
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
社会福祉法人みその児童福祉会米子聖園天使園
社会福祉法人みのり福祉会
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
社会福祉法人慶光会

株式会社カルペディエム
株式会社スポーツプラザ報徳（米原市B&G海洋センター）
株式会社川村鉄工
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
社会福祉法人おおつ福祉会
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会児童養護施設守山学園
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
社会福祉法人楽樹
社会福祉法人共生シンフォニー
社会福祉法人近江笑生会
社会福祉法人甲賀会
社会福祉法人甲賀学園
社会福祉法人甲南会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人慈照会
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
社会福祉法人青い鳥会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人尊徳会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人達真会特別養護老人ホームけやきの杜
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
社会福祉法人六心会
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
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
敷島住宅株式会社滋賀支店
福井化成株式会社
京都府
NPO法人クローバー・サービス
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
株式会社東山堂
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
社会福祉法人あやべ松寿苑
社会福祉法人ききょうの杜
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
社会福祉法人勧修福祉会
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
社会福祉法人聖嬰会イエズスの聖心病院
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
社会福祉法人池修会
社会福祉法人長嶺会
社会福祉法人天恵会
社会福祉法人天水福祉事業会
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
社会福祉法人白日会特別養護老人ホーム照古苑
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星光園
社会福祉法人明照園
社会福祉法人明徳会
社会福祉法人明徳会ケア･ハピネス
社会福祉法人友愛苑
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
社会福祉法人詫麻会
社会福祉法人濵友会
石原造船株式会社
大津町役場
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
湯前町B&G海洋センター
特定非営利活動法人えんぱ
特定非営利活動法人オレンジワークの会
特定非営利活動法人こころみ会
特定非営利活動法人ハピネスハピネスワーク
特定非営利活動法人福ねこ舎
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
大分県
NPO法人おおいた環境保全フォーラム
NPO法人ジョイ・デ・ビブレ
NPO法人みんなのあおぞら
NPO法人作業所すばる
NPO法人支援ハウス豊さん家
NPO法人心和の里
NPO法人福和会
さいき市民放送株式会社
ボートレースチケットショップ由布
ヤンマーエンジニアリング株式会社
旭産業株式会社
医療法人社団親和会
一般財団法人大分県建築住宅センター
一般社団法人SWライフ
一般社団法人大分県歯科医師会
一般社団法人虹色
下ノ江造船株式会社
樫の木後援会
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

株式会社華陽会しらゆり
株式会社三浦造船所
株式会社南日本造船
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
国道九四フェリー
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
社会福祉法人シンフォニー
社会福祉法人つわ蕗会
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
社会福祉法人安岐の郷
社会福祉法人伊呂波福祉会
社会福祉法人一心会
社会福祉法人一燈園
社会福祉法人永生会
社会福祉法人温寿会
社会福祉法人亀鶴会特別養護老人ホーム偕楽園
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
社会福祉法人先心会
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
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県のぞみ園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県日田はぎの園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団地域生活支
援センターはぎの
社会福祉法人大分県盲人協会
社会福祉法人大分市福祉会
社会福祉法人中津市福祉協議会
社会福祉法人長陽会
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
社会福祉法人萌葱の郷
社会福祉法人豊海会
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人豊心会
社会福祉法人豊肥福祉会
社会福祉法人豊友会
社会福祉法人豊友会うばめ園あゆみ
社会福祉法人豊友会うばめ園分場

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
西日本エンジニアリングサービス株式会社
増永海運株式会社
大電工業株式会社
大分少年鑑別所
大和鉄工株式会社
渡辺リカ
特定非営利活動法人CSOおおいた
特定非営利活動法人おおいた環境保全フォーラム
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
特定非営利活動法人福和会じゃんぴんぐVOY
特定非営利活動法人豊後の大地
南日本造船株式会社
南日本造船協力事業協同組合
日本文理大学
豊生商事株式会社
本田重工業株式会社
有限会社さくら荘
有限会社サンスマイル
有限会社吉岡船舶工業
養護老人ホーム寿楽苑
立命館生活協同組合
宮崎県
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
ボートピア高城
ホテルメリージュ
ヤンマーエンジニアリング株式会社日南サービスグループ
医療法人真愛会高宮病院
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
株式会社エクシス
株式会社だいきち
株式会社響
株式会社光栄総合管理
株式会社森輪商工
宮崎カーフェリー株式会社
宮崎刑務所
宮崎県日南市観光・スポーツ課
軽費老人ホーム青島荘
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
社会福祉法人愛育福祉会児童養護施設みどり学園
社会福祉法人愛育福祉会清松園やわらぎの里（大武タウン）
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
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団センターきりしま
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団向陽の里
社会福祉法人宮崎福祉会
社会福祉法人共生会社会就労センター日向共働社
社会福祉法人金鈴学園
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人恵愛会ケアハウス都城
社会福祉法人慶明会
社会福祉法人光紀会
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
社会福祉法人鐘ヶ浜学園
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
社会福祉法人石井記念友愛社
社会福祉法人石井記念友愛社児童養護施設石井記念有隣園
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
社会福祉法人巴会
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
青島神社
帯谷電機工業株式会社
特定非営利活動法人いろはの森
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ライフカンパニー新富
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
百姓うどん
富士自動販売機宮崎センター
有限会社くるま工房くろぎ
鹿児島県
A"LINEマルエーフェリー株式会社
ＮＩＳＨＩＤＡＯＦＦＩＣＥ
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法人奄美自立支援センターティダワークス
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
ユーミーコーポレーション株式会社
医療法人純青会
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
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
一般社団法人ハルナ
一般社団法人福City
永吉辰男
永原陽子
株式会社LINKS
株式会社MIC
株式会社エクシス
株式会社ケイシン自立支援センターかやの郷
株式会社ゼネラルエンヂニアリング
株式会社なんきゅうドック
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
亀川耕介
吉原道子
弓場建設株式会社
協同組織むぎのめ
見里恒成
幸喜屋
国立療養所星塚敬愛園
甑島商船株式会社
三島村役場
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
社会福祉法人愛真会三州原学園
社会福祉法人愛生会
社会福祉法人愛訪会
社会福祉法人以和貴会
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
社会福祉法人開吉福祉会児童養護施設慈恵学園
社会福祉法人岳風会
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
社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団障害者支
援施設川内自興園
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ワークセンター奄美・ジョイワーク奄美
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薩来園
社会福祉法人聖光会
社会福祉法人青鳥会
社会福祉法人大川福祉会
社会福祉法人大村報徳学園
社会福祉法人長和会
社会福祉法人天上会
社会福祉法人藤照会
社会福祉法人南恵会
社会福祉法人日置福祉会
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
社会福祉法人白鳩会おおすみの園
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
社会福祉法人明澈会
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
社会福祉法人林愛会児童養護施設大隅学舎
社会福祉法人和生会
松元英光
上西正高
川下辰郎
前田シモ
大島産業株式会社
中川運輸株式会社
鳥居タバコ店
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自立支援センター愛ら
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樹

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
特別養護老人ホーム涼松
菱重コールドチェーン株式会社
平昭
明昭産業株式会社
有限会社エムアールナカオ
有限会社コヤマダ建材
有限会社吉徳福祉機器販売
有限会社橋口製作所
有限会社三井・メディックス
有限会社川崎米穀店
有限会社南の太陽ぽかぽか食堂
沖縄県
NPO法人ToiToi
NPO法人名護市障がい者関係団体協議会
ジャガーパーキング久米
パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄株式会社
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
医療法人信愛会
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
一般社団法人かりゆし結
一般社団法人ちゃんぷるハウス
一般社団法人りあん
一般社団法人沖縄ダルク
沖縄刑務所
沖縄少年院
株式会社がんじゅうさー
株式会社シモセン
株式会社ネオテック
株式会社沖縄機械整備
株式会社糸満市物産センター
合同会社四つ竹
合同会社万寿こどもサポートはるかぜ
糸満工業団地協同組合
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社会福祉事業団うるま婦人寮
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団沖縄療育園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団具志川厚生園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団障害者支援
施設都屋の里
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団名護厚生園
社会福祉法人沖縄松楓会
社会福祉法人海邦福祉会
社会福祉法人喜寿会
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
社会福祉法人幸仁会
社会福祉法人高洋会
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
社会福祉法人善隣福祉会
社会福祉法人善隣福祉会特別養護老人ホーム愛誠園
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
社会福祉法人楓葉の会

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
社会福祉法人与勝福祉会特別養護老人ホーム与勝の里
社会福祉法人麗峰会
社会福祉法人偕生会沖縄偕生園
社会福祉法人榕樹会
就労ネットワークオリーブの家
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生活センター・イルカ
特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい
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地域福祉保健推進協会
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
有限会社光和商事
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

一般財団法人熊本県建築住宅センター
一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会
一般財団法人熊本青年会館
一般社団法人九州福祉会
一般社団法人熊本県歯科医師会
一般社団法人結井の郷オリーブの樹
一般社団法人光輪
一般社団法人虹
株式会社アートプロセス
株式会社エクシス
株式会社キッチン･ブレス
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
株式会社太宝
菊池市
玉名市岱明B&G海洋センター
熊本ドック株式会社
熊本刑務所
熊本県球磨郡あさぎり町役場
熊本県精神科病院協同組合あかねクリーン
熊本県長洲町
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
社会福祉法人ぎんなん会山麓
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
社会福祉法人熊本市社会福祉事業団長寿の里デイサービスセンター
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
社会福祉法人御陽会障がい者総合支援センター
ヴィラささゆ（第二明星学園）
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
社会福祉法人山紫会
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
社会福祉法人仁風会
社会福祉法人水光会
社会福祉法人星峰会

大川広域行政組合
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
特別養護老人ホームうたい鳥
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
愛媛県
BEMAC株式会社
F・オートサービス
NPO法人ケアサポート
NPO法人サスケ工房
NPO法人さなえ
NPO法人ひだまり工房
NPO法人みこと会
NPO法人れんげ草
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
うららか福祉サービス株式会社
マリンパーク新居浜
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
一般財団法人積善会十全総合病院
一般社団法人幸創會
宇和島地区広域事務組合きほく優愛の里
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
株式会社ワイズ・ホールディングス
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
三好造船株式会社
山中造船株式会社
四国溶材株式会社
児童養護施設親和園
社会福祉法人あおい会
社会福祉法人コイノニア協会
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
社会福祉法人みその児童福祉会
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厚生協会みどり寮
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
社会福祉法人喜久寿
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
社会福祉法人澄心
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
社会福祉法人悠々会
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
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
地域づくり推進事業部もみの木
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まこと
特定非営利活動法人みこと会
伯方造船株式会社
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
高知県
NPO法人地域福祉サポートあ・とむ
サンガリア商事株式会社（社会福祉法人てくとこ会）
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
株式会社かつお船
株式会社松村鉄工所
株式会社特殊製鋼所
株式会社濱田水道工務店
香南市教育委員会
香美市教育委員会
香美市社会福祉協議会
四万十町窪川B&G海洋センター
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
社会福祉法人ネットファミリー
社会福祉法人ふるさと自然村
社会福祉法人愛成会
社会福祉法人安芸市身体障害者福祉会
社会福祉法人光の村
社会福祉法人厚敬会
社会福祉法人高春福祉会
社会福祉法人室戸はまゆう会
社会福祉法人秋桜会特別養護老人ホームコスモスの里
社会福祉法人正晴会特別養護老人ホームさくら
社会福祉法人太陽福祉会
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
社会福祉法人土佐香美福祉会
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
新高知重工株式会社
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
特定非営利活動法人ワークスみらい高知
入交キャピタル株式会社
入交キャピタル株式会社（ボートピア土佐）
入交グループ本社株式会社
有限会社釜原鋳鋼所
有限会社中之島造船所
福岡県
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北九州工場
ウェルビーイングサービス
グリーンライフ産業株式会社
コインランドリーゆーかりの木
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
ミニボートピア嘉麻
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
芦屋町モーターボート競走事業
囲碁センター西新
一般財団法人日本モーターボート競走会やまと学校
一般財団法人日本モーターボート競走会芦屋支部
一般財団法人日本モーターボート競走会若松支部
一般財団法人日本モーターボート競走会福岡支部
一般社団法人あまね
一般社団法人学生就職支援協会
一般社団法人在宅看護センター北九州
一般社団法人障害者自立支援協会
一般社団法人大牟田観光協会
一般社団法人東建アグリ
一般社団法人友愛
株式会社D･Sヤマセイ
株式会社i･ライフソリューションズ
株式会社LikeLabKataru
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
株式会社カムラック
株式会社カンサイ
株式会社クリーニングのアルファ
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
株式会社南福岡自動車学校
株式会社福岡サンレイクゴルフ倶楽部
株式会社北商事
株式会社毎日介護タクシー
株式会社毎日介護タクシー有料老人ホーム八女津媛
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
公益社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院
公益社団法人福岡県看護協会
阪九フェリー新門司神戸行きターミナル
三井松島ホールディングス株式会社
三信船舶電具株式会社
社会医療法人栄光会
社会福祉法人あけぼの会
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
社会福祉法人すみれ会
社会福祉法人せいうん会
社会福祉法人たからばこ
社会福祉法人ハイジ福祉会
社会福祉法人ほっと福祉会
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
社会福祉法人育心会住宅型有料老人ホームくくる
社会福祉法人稲築福祉会誠心園
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
社会福祉法人甘木山学園
社会福祉法人希望の丘
社会福祉法人久英会
社会福祉法人共栄福祉会板屋学園
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
社会福祉法人敬愛園アットホーム諸岡
社会福祉法人敬親会
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
社会福祉法人高塔会暁の鐘学園
社会福祉法人黒木福祉会
社会福祉法人宰府福祉会
社会福祉法人菜文会
社会福祉法人桜園
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人誠慈会誠慈学園
社会福祉法人赤坂園
社会福祉法人善正会
社会福祉法人相互福祉会
社会福祉法人筑前福祉会
社会福祉法人筑陽会
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
社会福祉法人二葉会砂山デイサービスセンター
社会福祉法人年輪福祉会
社会福祉法人八千代会
社会福祉法人八千代会田主丸一麦寮
社会福祉法人飯盛会
社会福祉法人悲田院
社会福祉法人福岡あけぼの会
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
社会福祉法人福岡県社会事業団和白青松園
社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会
社会福祉法人福祉松快園
社会福祉法人福祉松快園介護老人保健施設友和松快園
社会福祉法人福祉松快園松快園ケアハウス豊の里
社会福祉法人豊徳会
社会福祉法人北九州フレンド社
社会福祉法人北筑前福祉会
社会福祉法人本郷福祉会
社会福祉法人未来駅
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
社会福祉法人和奏会
手打ちうどんちえ福
小倉拘置所
小倉少年鑑別支所
昭光株式会社
常石鉄工株式会社
川崎町
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
筑紫少女苑
筑邦銀行
朝倉市甘木B&G海洋センター
長松山光薫寺
電気興業株式会社九州支店
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
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
福岡国際空港株式会社
福岡少年院
福岡少年鑑別所
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
有限会社久保山自動車
有限会社明治屋
佐賀県
NPO法人のんびらぁと
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
株式会社イマムラ
株式会社イング
株式会社ウェルビジョン九州
株式会社九州PFIクリエイト
株式会社栗山建設
株式会社坂口組
株式会社泰山興業
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

社会福祉法人椎原寿恵会住宅型有料老人ホームグランドハウスまごごろ
社会福祉法人椎原寿恵会特別養護老人ホーム真心の園
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
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
麓刑務所
長崎県
NPO法人あさひ
NPO法人元気っこクラブファイト
NPO法人諫早なかよし村21このゆびとまれ
ボートレース大村
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
株式会社KTNソサエティ
株式会社MIC
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
株式会社マシナリーテック
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
株式会社三恵
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
公益社団法人日本海員掖済会長崎掖済会病院
佐々観光開発株式会社
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
社会福祉法人とみのはら福祉会
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
社会福祉法人敬天会
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

社会福祉法人山陰会
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人福翠会
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
石田コピーセンター株式会社
前畑造船株式会社
大阪鋼管株式会社
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
長崎マリンサービス株式会社
長崎蒲鉾有限会社
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
特定非営利活動法人そよみ
特定非営利活動法人もくもく
特定非営利活動法人県央自立支援センター亜斗務
特定非営利活動法人元気っ子クラブファイト
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
福岡造船株式会社
北松通運株式会社
野母商船株式会社青方代理店
有限会社ツカサフーズ
有限会社吉井工業
熊本県
NPO法人ABCネットワークよつ葉の里
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法人チャイルドサポートきくち
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法人熊本自立支援センターGUMP
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
医療法人おがた会
医療法人社団昭仁会
医療法人社団仁誠会
医療法人池満会ながすクリニック
一般財団法人杏仁会

株式会社香川ダイハツモータース
株式会社香川ダイハツモータース三木店
株式会社香川ダイハツモータース滝宮店
株式会社香川ダイハツモータース詫間店
株式会社高松セントラルスカイビルデイング
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
丸亀市栗熊コミュニティー
企業組合坂出造船所
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（海の科学館）
公益社団法人香川県看護協会
香川船渠株式会社
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
社会福祉法人こがも福祉会
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
社会福祉法人すみれ福祉会特別養護老人ホーム桉樹苑
社会福祉法人ナザレの村かすがの里・あじさい
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人永生会愛生苑
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
社会福祉法人四恩の里亀山学園
社会福祉法人若竹会
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
社会福祉法人善心会
社会福祉法人善通寺福祉会
社会福祉法人多度津福祉会
社会福祉法人多度津福祉会特別養護老人ホーム桃陵苑
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
新極真会香川中央支部坂出道場
清水木材株式会社
青葉工業株式会社
泉鋼業株式会社
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

社会福祉法人壽光会
授産センターよつば
松江市松江B&G海洋センター
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
和幸株式会社
岡山県
NPO瀬戸内
NPO法人杜の家
NPO法人美作自立支援センター
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
イマージュ
オーニック株式会社
カーツ株式会社
コーワン株式会社
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
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人社団岡山純心会
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
一般財団法人倉敷成人病センター
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
一般社団法人岡山県歯科医師会
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
楽器堂
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
株式会社ハーモニー
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
株式会社リードオン
株式会社栄工プラント
株式会社山陽新聞印刷センター
株式会社真栄住研
株式会社瀬戸内クルージング
株式会社藤原工務店
株式会社凪物流
株式会社富士テック
株式会社平野瓦工業所
株式会社宝山
玉島テレビ放送株式会社
公益社団法人岡山県看護協会
社会医療法人清風会
社会福祉法人P.P.P
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
社会福祉法人ことぶき会
社会福祉法人しおかぜ
社会福祉法人ちとせ交友会
社会福祉法人まこと会
社会福祉法人ますみ会
社会福祉法人みずき会
社会福祉法人みどり会
社会福祉法人みどり会介護施設みどり乃杜
社会福祉法人みどり会特別養護老人ホーム鹿田の庄
社会福祉法人みゆき会
社会福祉法人めやす箱
社会福祉法人ももぞの学園
社会福祉法人わかば園
社会福祉法人愛あい会
社会福祉法人愛和会
社会福祉法人旭川荘
社会福祉法人旭川荘旭川乳児院
社会福祉法人旭川荘竜ノ口寮
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
社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会
社会福祉法人閑谷福祉会
社会福祉法人吉備の里
社会福祉法人吉備路の会
社会福祉法人共栄会
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
社会福祉法人光風福祉会
社会福祉法人幸輝会
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
社会福祉法人幸輝会幸輝園
社会福祉法人広虫荘
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特別養護老人ホーム碧山荘
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
社会福祉法人菜花の里
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
社会福祉法人純晴会
社会福祉法人勝明福祉会
社会福祉法人小田・後月三友会
社会福祉法人松園福祉会
社会福祉法人新生寿会
社会福祉法人深山会
社会福祉法人神郷の園
社会福祉法人翠明会
社会福祉法人瀬戸内会
社会福祉法人瀬戸内福祉事業会
社会福祉法人清楼会
社会福祉法人生き活き館
社会福祉法人雪舟福祉会
社会福祉法人千寿福祉会
社会福祉法人千寿福祉会そうじゃ晴々
社会福祉法人千寿福祉会吉備高原清和荘
社会福祉法人千寿福祉会特別養護老人ホームロマンシティあいだ
社会福祉法人泉学園
社会福祉法人創心福祉会
社会福祉法人超寿会
社会福祉法人津山みのり学園
社会福祉法人津山市社会福祉協議会
社会福祉法人津山社会福祉事業会
社会福祉法人津山福祉会
社会福祉法人同仁会
社会福祉法人南野育成園
社会福祉法人日本原荘
社会福祉法人日本原荘介護老人保健施設津山ナーシングホーム
社会福祉法人日輪会
社会福祉法人福愛会
社会福祉法人福実会
社会福祉法人芳仙会
社会福祉法人優風会
社会福祉法人悠優会
社会福祉法人夕凪会
社会福祉法人陽光会
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
真庭市役所北房支局
社会福祉法人倉敷中央天寿会
総社花萬株式会社
総社市役所
中島硝子工業株式会社
帝人ナカシマメディカル株式会社
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岡山自立支援センターきびっ子おかやま

特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子おかやま
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子くめなん
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子みつ
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B&G海洋センター
日生地区海運組合
日生町漁業協同組合
日本ケミカル機器株式会社
武田鋳造株式会社
福祉の店きずな
有限会社吉備高原ファーム
有限会社美作薬局
広島県
BEMAC株式会社
NPO法人就労継続支援施設広島自立支援センターともに
YAMAX株式会社
アサヒプリテック株式会社広島営業所
アルファデンタルオフィス
イーグル工業株式会社呉事業所
ウェーブレッツ株式会社ボートレースチケットショップ安芸高田
エー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
ツネイシチャレンジド株式会社
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
医療法人社団あと会
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
学校法人八正学園ハイロスハイマ幼稚園
株式会社RANON
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
株式会社ニシキプリント
株式会社ファーマシィ
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
株式会社ワールドステイ
株式会社京泉工業
株式会社共立機械製作所
株式会社熊谷組中四国支店
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
株式会社博善
株式会社豊國
宮島ボートレース企業団
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
協成電機株式会社本社
呉精器工業株式会社
向島ドック株式会社
広島県坂町
広島商船高等専門学校
綱田工業株式会社
合同会社ゆうすけ
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
寺本鉄工所
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
社会福祉法人くすの木の会
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
社会福祉法人英寿会
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
社会福祉法人健生会
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
社会福祉法人広島聖光学園
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
社会福祉法人若菜
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
社会福祉法人静方会
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
社会福祉法人大崎福祉会
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
社会福祉法人飛鳥
社会福祉法人尾道さつき会
社会福祉法人尾道のぞみ会
社会福祉法人尾道市社会福祉協議会
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
庄原市口和老人福祉センター
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
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
東広島市安芸津B&G海洋センター
東広島市黒瀬B&G海洋センター
東洋機械株式会社
藤本悦志
特定非営利活動法人あいあい広場
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
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
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
鐵萬商事株式会社
山口県
NPO法人優喜会
YOU介護サービス株式会社
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
旭洋造船株式会社
医療法人緑山会
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
宇部観光株式会社
下関市競艇事業局
株式会社エクシス
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
社会福祉法人E･G･F
社会福祉法人くだまつ平成会
社会福祉法人さわやか会養護老人ホーム長生園
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障害者支援施設高嶺会
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社会福祉事業団山口県社会福祉会館
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アイユウの苑
社会福祉法人新永福祉会
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
社会福祉法人青藍会ハートホーム新山口
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
地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院
長府工産株式会社

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移動ネット山口
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
有限会社ハシモト
有限会社フォーマックス
有限会社末永整骨院
徳島県
NPO法人サスケ工房
NPO法人らくえん
NPO法人地域活動支援センターあなん
SUNNYDAYS
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
ヤマトホームコンビニエンス株式会社四国ビジネスサポート支店
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
阿南市スポーツ振興課
阿南市教育委員会
阿南市役所
阿北特別養護老人ホーム
医療法人至誠会
医療法人成悠会
医療法人青志会
医療法人川内内科
医療法人道志社
医療法人芳越会
医療法人鈴木会
井村造船株式会社
株式会社テレビ鳴門
株式会社ファミリヤ
株式会社フクブル
株式会社新来島徳島どっく
株式会社村上造船所
宮和海運株式会社
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
自治労阿南市職員労働組合連合会
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
社会福祉法人さわらび会
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
社会福祉法人みらい
社会福祉法人ルミエール
社会福祉法人阿南淡島会
社会福祉法人阿南福祉会
社会福祉法人阿波市社会福祉協議会
社会福祉法人愛育会
社会福祉法人愛心会
社会福祉法人愛泉会
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敬和会
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
社会福祉法人成蹊会
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
社会福祉法人石井町社会福祉協議会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人大麻福祉の町

社会福祉法人大麻福祉の町Bande桧
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社会福祉事業団希望の郷
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
社会福祉法人徳島県身体障害者連合会小星園
社会福祉法人徳島蒼生福祉会
社会福祉法人博友会
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
社会福祉法人美馬市社会福祉協議会
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
社会福祉法人由岐福祉会
社会福祉法人凌雲福祉会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会介護老人福祉施設おおつ苑
宗教法人常楽寺
松村歯科医院
松茂町役場
障害者支援施設ルキーナうだつ
森谷商店
神例造船株式会社
全水道鳴門水道労働組合
大塚製薬株式会社徳島支店
東みよし町三加茂B&G海洋センター
徳島刑務所
徳島県心身障害者福祉会
徳島市B&G海洋センター
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ふれあい福祉の会山びこへるぷ
特定非営利活動法人巣立就労継続支援センター巣立
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
日本モーターボート競走会鳴門支部
美波町
美馬市
美馬市役所
睦技研株式会社
牟岐町
鳴門市企業局
鳴門市身体障碍者連合会
鳴門市母子寡婦福祉連合会
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
香川県
BEMAC株式会社
サンコー株式会社
サンショク合同会社
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル寒川
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル三木
ヤンマー舶用システム株式会社
葵工業株式会社
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
医療法人社団以和貴会いわき病院
医療法人社団純心会
医療法人社団清風会中山病院
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
一般社団法人SKYあーと
学校法人やしま学園
楽笑福祉会歩笑
株式会社セーフティーサポート
株式会社マキタ
株式会社マルメン製麺所
株式会社幸真

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
社会福祉法人真誠会
社会福祉法人親誠会
社会福祉法人青谷福祉会青谷こども学園
社会福祉法人中部福祉会
社会福祉法人鳥取こども学園
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
社会福祉法人博愛会
社会福祉法人遊歩
社会福祉法人麗明会
社会福祉法人和
鳥取日産自動車販売株式会社
特定非営利活動法人YSSだいせん
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鳥取青少年ピアサポート
日産プリンス鳥取販売株式会社
日本交通株式会社
美保学園
有限会社ドアーズ
有限会社旭鉄工所
由良タクシー有限会社
島根県
L物流株式会社
NPO法人えんJOY
NPO法人さくらんぼのお家
NPO法人ふきのとう
NPO法人益田自立支援センター
かばはうすホールディングス株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社松江事業部
株式会社吉田ふるさと村
株式会社内村電機工務店
公益財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
合同会社Robse
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
社会福祉法人おおつか福祉会介護老人保健施設もくもく
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ケアポートよしだ
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
社会福祉法人金太郎の家
社会福祉法人桑友
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
社会福祉法人吾郷会養護老人ホームまほろば大和
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ケアハウス寿生の郷
社会福祉法人出雲南福祉会薫風の丘
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
社会福祉法人大田市社会福祉事業団
社会福祉法人島根ライトハウス
社会福祉法人島根県社会福祉事業団
社会福祉法人梅寿会軽費老人ホームコーポ「ますだ」
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



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
社会福祉法人恵庭光風会恵庭光と風の里
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特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘
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
社会福祉法人彩咲会
社会福祉法人朔風
社会福祉法人札親会
社会福祉法人札幌この実会
社会福祉法人札幌協働福祉会
社会福祉法人札幌肢体不自由福祉会
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
社会福祉法人手稲ロータス会特別養護老人ホーム手稲ロータス
社会福祉法人小樽育成院
社会福祉法人小樽高島福祉会
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
社会福祉法人雪の聖母園就労支援センターオプス
社会福祉法人千歳いずみ学園
社会福祉法人大悲会特別養護老人ホームあそか苑
社会福祉法人朝日福祉会
社会福祉法人長井学園
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
社会福祉法人美々川福祉会
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リハビリー
社会福祉法人北海道光生会
社会福祉法人北海道光生舎
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友愛福祉会ケアハウスゆうあい
社会福祉法人北海道友愛福祉会静苑ホーム
社会福祉法人北海道療育園
社会福祉法人北見有愛会
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
帯広刑務所
帯広少年院
鷹栖町教育委員会
秩父別町B&G海洋センター
津軽海峡フェリー株式会社
当麻町教育委員会
当麻町母子寡婦会
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さらら壮瞥
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ゆう
特定非営利活動法人恵生会
特定非営利活動法人工房・虹と夢後援会
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手と手
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
特別養護老人ホーム手稲ロータス
苫重建設株式会社
農村公園
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
北洋無線株式会社
有限会社Colors
有限会社藤電機システム
有限会社函館厚生商事
青森県
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
よこまちストア
一般財団法人日々木の森
一般社団法人アイループ
株式会社KASAKO就労移行支援事業所C-ROAD
株式会社サンパワー
株式会社リバース
株式会社高橋
株式会社小笠原新聞店
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
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
社会福祉法人義栄会障碍者支援事業所じょいん
社会福祉法人義乃会
社会福祉法人吉幸会
社会福祉法人吉幸会特別養護老人ホーム野辺地ホーム
社会福祉法人桐栄会
社会福祉法人恵徳会
社会福祉法人桂久会
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特別養護老人ホーム青山荘
社会福祉法人拓心会
社会福祉法人中央福祉会
社会福祉法人長老会
社会福祉法人田舎館村社会福祉協議会
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
社会福祉法人藤聖母園特別養護老人ホーム藤の園
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
社会福祉法人明恵会
社会福祉法人明和会
社会福祉法人友の会
社会福祉法人養正会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和幸園
心の里うぐいす
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
東北医療福祉事業協同組合
特定非営利活動法人team.Stepbystep
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双松福祉会
特定非営利活動法人陽だまりの家
特定非営利法人三本の木
特別養護老人ホーム森の里
南部町教育委員会南部町名川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
岩手県
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
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
宮古市魚市場
宮古湾漁業協同組合
鍬ヶ崎番屋
公益財団法人岩手県予防医学協会
三陸やまだ漁業協同組合
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（佐藤宮司宅）
社会福祉法人いつつ星会
社会福祉法人カナンの園ヒソプ工房

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
社会福祉法人岩手和敬会青山和敬荘
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
社会福祉法人燦々会
社会福祉法人志和大樹会
社会福祉法人紫波会
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盛岡杉生園
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
社会福祉法人新生会
社会福祉法人新里紫桐会
社会福祉法人清智会
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
社会福祉法人天神会
社会福祉法人田老和心会
社会福祉法人博愛会
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特別養護老人ホーム敬愛園
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
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
田老町漁業協同組合
東北医療福祉事業協同組合
東北汽船港運株式会社
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ックの家
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
特別養護老人ホーム麗峰苑
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
北日本造船株式会社久慈工場
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
有限会社大船渡ドック
宮城県
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
アライオートオークション仙台株式会社
エームサービス
ヒノケン株式会社
レインボー川崎
医療法人金上仁友会金上病院
一般社団法人まなびの森
一般社団法人悠優会
牡鹿漁業協同組合
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
株式会社ダイリツプランニング(ボートピア川崎)
株式会社マルイチ
株式会社みらい造船
株式会社ヤマニシ
株式会社阿部和工務店
株式会社三亥塩釜支店
株式会社小野寺鐵工所
株式会社新和エンジンサービス
株式会社聖人堀鐵工所
株式会社鈴木造船所
久我建設株式会社
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
宮城県漁業協同組合塩釜総合支所
宮城県漁業協同組合宮戸支所
宮城県漁業協同組合石巻総合支所
宮城県蔵王町
宮城県大郷町教育委員会
公益財団法人宮城県対がん協会
公益社団法人日本海員掖済会宮城利府掖済会病院
佐藤造船所
笹谷温泉湯元一乃湯
社会福祉法人おおさきさくら福祉会すずかけの里
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
社会福祉法人愛の郷
社会福祉法人愛泉会
社会福祉法人旭壽会
社会福祉法人旭壽会特別養護老人ホーム一心苑
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
社会福祉法人恵泉会パルめぐみ
社会福祉法人恵泉会特別養護老人ホーム光風園
社会福祉法人慶和会

社会福祉法人敬寿会特別養護老人ホーム仙台敬寿園
社会福祉法人敬長福祉会
社会福祉法人向陽会
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
社会福祉法人国見会
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
社会福祉法人仙萩の杜ぴぁ
社会福祉法人仙萩の杜障がい者福祉サービス事業所まどか西中田
社会福祉法人千賀の浦福祉会特別養護老人ホーム松島長松苑
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
社会福祉法人洗心会第二高松園
社会福祉法人大崎誠心会
社会福祉法人大石ヶ原会
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
社会福祉法人白石陽光園
社会福祉法人八木山福祉会
社会福祉法人和仁福祉会特別養護老人ホーム和香園
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
仙台ビーナス会
千賀の浦福祉会多賀城苑
千賀の浦福祉会第二清楽苑
大衡村役場
大崎八幡宮
東北医療福祉事業協同組合
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サポートこもれび
特定非営利活動法人桑の木
認定NPO法人さわおとの森
法務省仙台矯正管区
豊里コミュニティ推進協議会
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
亘理町教育委員会
秋田県
NPO法人能代市体育協会
ボートピア河辺
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
株式会社ホリスティックホールティングス
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
社会福祉法人あけぼの会なごみのさと
社会福祉法人ｸ ﾘ゙ｰﾝﾛｰｽﾞ
社会福祉法人つるまい福祉会水林新生園
社会福祉法人はまなす会
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
社会福祉法人みそのみそのホーム
社会福祉法人みその聖園天使園
社会福祉法人横手福祉会
社会福祉法人河辺ふくし会
社会福祉法人花輪ふくし会
社会福祉法人久盛会
社会福祉法人琴丘ふくし会
社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人敬仁会地域密着型特別養護老人ホーム聚恵苑
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
社会福祉法人交楽会障害者支援施設森幸園
社会福祉法人晃和会
社会福祉法人慈泉会
社会福祉法人秋田ふくしハートネット
社会福祉法人秋田旭川福祉会

社会福祉法人秋田育明会竹生寮
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
社会福祉法人秋田福祉協会
社会福祉法人上小阿仁村社会福祉協議会
社会福祉法人水交苑
社会福祉法人水交会
社会福祉法人成光会
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
社会福祉法人能代ふくし会指定障害福祉サービス事業所ねむの木苑
社会福祉法人比内ふくし会
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
社会福祉法人友愛の園
社会福祉法人六縁会
社会福祉法人六郷仙南福祉会
社会福祉法人六郷仙南福祉会ロートピア仙南
秋田キャッスルホテル
秋田刑務所
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
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
山形県
NPO法人置賜ひまわり会
アルファクラブ東北株式会社
オーリンク株式会社介護付有料老人ホームフォーリーフ嶋
ひまわり南陽
医療法人敬愛会
株式会社STAY
株式会社サンパワー
株式会社ユートピアライフ介護付有料老人ホームやすらぎ苑
株式会社千歳建設
株式会社蔵王サプライズ黒沢工場
株式会社未来創造館
株式会社有賀組
山形県社会福祉事業団山形県慈丘園
社会医療法人二本松会かみのやま病院
社会福祉法人いずみノ杜
社会福祉法人ふじの里
社会福祉法人みのり福祉会
社会福祉法人やまがた市民福祉会
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
社会福祉法人恵泉会恵泉会シニアサポートともえ
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬天会
社会福祉法人敬天会指定障害者支援施設水明苑
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
社会福祉法人慈敬会
社会福祉法人慈風会
社会福祉法人舟和会
社会福祉法人庄内福祉会
社会福祉法人松風会特別養護老人ホームはとみね荘
社会福祉法人親和会
社会福祉法人千宏会
社会福祉法人双葉会特別養護老人ホーム太陽の里ふたば
社会福祉法人村山光厚生会養護老人ホーム村山光ホーム
社会福祉法人朝日敬慎会
社会福祉法人朝日町福祉会
社会福祉法人東根福祉会
社会福祉法人徳良会
社会福祉法人南陽恵和会特別養護老人ホームこぶし荘
社会福祉法人白鷹福祉会
社会福祉法人尾花沢福祉会特別養護老人ホームよつば荘
社会福祉法人米沢仏教興道会

北海道
NPO法人自立支援センター歩歩路
アサヒプリテック株式会社
せたな町B&G海洋センター
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
リサイクルマート名寄店
愛別町教育委員会
旭川少年鑑別所
医療法人渓仁会
医療法人渓仁会札幌西円山病院
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院
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
一般社団法人はるか
一般社団法人パレット
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
株式会社アイティ・コミュニケーションズ
株式会社クリーンリースウェルフェア
株式会社クリエイティブ・ケイ
株式会社グロウス
株式会社コンテック
株式会社ナイネンキ
株式会社プロット
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
株式会社繁富工務店
株式会社北海道オフィスプロダクツ
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(古平町B&G海洋センター)
五洋建設株式会社札幌支店
公益社団法人日本海員掖済会小樽掖済会病院
合同会社癸方苑
根室造船株式会社
札幌矯正管区第一部
札幌刑務所
札幌佐々木畜産株式会社
斜里町
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
社会福祉法人あけぼの福祉会岩内あけぼの学園
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
社会福祉法人よいち福祉会
社会福祉法人旭川たいせつ福祉会
社会福祉法人旭川旭親会
社会福祉法人旭川育児院
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
社会福祉法人栄和会
社会福祉法人楽生会
社会福祉法人岩内厚生園
社会福祉法人空知の風

社会福祉法人福島県福祉事業協会ワークスペース・アシスト
社会福祉法人福島県福祉事業協会原町共生授産園
社会福祉法人福島県福祉事業協会障がい者多機能型事業所せきれい
社会福祉法人福島県福祉事業協会多機能型事業所田村
社会福祉法人福島福祉会
社会福祉法人柳愛会
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
社会福祉法人緑風福祉会
社会福祉法人緑風福祉会いいざか花桃館
社会福祉法人緑風福祉会桑折緑風園
小名浜造船株式会社
石川町役場新庁舎
川内村役場
相浦造船鉄工所
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クローバー福祉会
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つくしの里福祉会
特定非営利活動法人ひまわり福祉会
特定非営利活動法人ほっとアクト
特定非営利活動法人ポプラ福祉会
特定非営利活動法人わいわい作業所
塙町教育委員会
福島刑務所
放課後等デイサービスわくわく新白河
有限会社及川造船所
和喜輸送株式会社東北支店
茨城県
N&A
NPO法人愛・LOVE・みらい
いばらき少年剣友会
かんてい局つくば店
ナカノカイロプラクティックオフィス
愛和会
医療法人幸樹会
一般社団法人OHANA
茨城中央園芸農業協同組合
株式会社アサヒヤ
株式会社いばらきのケア
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
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
株式会社マタニ武道具
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
金井信彦
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
社会福祉法人マリンピア
社会福祉法人みどり会
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
社会福祉法人愛和会特別養護老人ホームあそうの郷
社会福祉法人栄寿会
社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院
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

社会福祉法人創志会ライフサポートセンターいたこ
社会福祉法人筑水会
社会福祉法人筑峰学園
社会福祉法人日照養徳園
社会福祉法人博友会
社会福祉法人白銀会
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
第一常陸野公園
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キララこそだて支援センター
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結
特定非営利活動法人虹
特定非営利法人ひだまり
独立行政法人日本原子力研究開発機構
日本メクトロン株式会社
品川重工株式会社
不二造園土木株式会社
法務省水戸少年鑑別所
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
栃木県
FLATワークス
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
みゆきの杜
ユートピアにしかた
医療法人社団星野会
医療法人社団洋精会
一般財団法人栃木県青年会館
株式会社エヌゼットケイ
株式会社トライターム
株式会社ミンナのミカタ
株式会社ワールドステイ
株式会社宇都宮ユーミー建設
株式会社三協
株式会社小堀建設
株式会社大昌電子
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
社会福祉法人エルム福祉会
社会福祉法人こころみる会
社会福祉法人こぶしの会
社会福祉法人すかい
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
社会福祉法人つむぎ
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
社会福祉法人みその聖園ヨゼフ老人ホーム
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
社会福祉法人愛和会通所介護事業所スーパーデイみらい
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
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人美明会
社会福祉法人福寿会
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
社会福祉法人豊岡福祉会
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
太陽会
大日電機工業株式会社
東京計器株式会社
東京計器株式会社矢板工場
特定非営利活動法人CCVウェルフェア
特定非営利活動法人はばたき
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デイホームさつき
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
特別養護老人ホーム而今桜
栃木刑務所
那須烏山市役所教育委員会
那須塩原市
日産プリンス栃木販売株式会社
富士精密株式会社
芳賀町B&G海洋センター
有限会社はが介護サービス
群馬県
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
NPO法人山脈
おさかな茶寮
クローバー･ジャパン株式会社
パーソルサンクス株式会社
ヤマト発動機株式会社
ライフライン・サポート株式会社
医療法人山崎会
医療法人山崎会グループホームカーサ・アルカディア
医療法人社団田口会新橋病院
医療法人社団美心会
医療法人社団平形会介護老人保健施設銀鈴
医療法人大誠会
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IHI原動機太田工場
株式会社アライ
株式会社エー･アンド･ズィー
株式会社オアシス
株式会社ケアアンジュ
株式会社シーアンド・エス

株式会社せいらん大志社
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
株式会社むさしのかんてい局前橋店
株式会社やんば
株式会社ワールドステイ
株式会社小淵
株式会社上州ミート
株式会社榛名厚生会
株式会社針塚農産
株式会社相沢商店共愛学園前橋国際大学内
玉村町B&G海洋センター
群馬県みどり市
群馬県住宅供給公社
群馬県立二葉高等特別支援学校
群馬県立二葉特別支援学校
公益社団法人前橋積善会
国立療養所栗生楽泉園
社会福祉法人あかぎの響
社会福祉法人あんなか福祉会
社会福祉法人おおぎだ
社会福祉法人おおぎだ特別養護老人ホームローズヒル
社会福祉法人ことぶき
社会福祉法人チハヤ会
社会福祉法人のぞみ
社会福祉法人はるな郷
社会福祉法人プライム
社会福祉法人ほたか会
社会福祉法人みやぎ会あゆみの里
社会福祉法人みやび会
社会福祉法人もくせい会
社会福祉法人ゆずりは会
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人愛星会
社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会
社会福祉法人永光会
社会福祉法人鎌倉会
社会福祉法人館邑会
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
社会福祉法人協栄会多機能型事業所のぞみ
社会福祉法人玉樹会
社会福祉法人玉風会
社会福祉法人薫英会
社会福祉法人薫英会障害福祉サービス事業所ワークショップくんえい
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園そめやの里
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム菱風園
社会福祉法人群馬厚生会
社会福祉法人恵済会
社会福祉法人恵風会
社会福祉法人後閑あさひ福祉会あさひ第二保育園
社会福祉法人後閑あさひ福祉会後閑あさひ保育園
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
社会福祉法人三愛荘
社会福祉法人三喜会特別養護老人ホーム吉井セピア
社会福祉法人三国塩原会
社会福祉法人山紫会特別養護老人ホーム音和の園
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
社会福祉法人潤青会
社会福祉法人昭和ゆたか会
社会福祉法人上川会
社会福祉法人上毛愛隣社
社会福祉法人上毛愛隣社めぐみ保育園
社会福祉法人植竹会
社会福祉法人新生会
社会福祉法人榛永会
社会福祉法人榛桐会
社会福祉法人仁和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人誠光会
社会福祉法人青風舎ケアハウスきょうめ
社会福祉法人青和会
社会福祉法人赤城の家

社会福祉法人千代の会
社会福祉法人大平台会
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
社会福祉法人尾瀬長寿会桜花苑
社会福祉法人美幸会
社会福祉法人平成会
社会福祉法人北毛清流会
社会福祉法人明清会
社会福祉法人悠仁会
社会福祉法人邑友会
社会福祉法人邑友会やまつつじ
社会福祉法人龍峰会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑陽会軽費老人ホームグリーンハイツ
社会福祉法人圓会
小野里工業株式会社
大洋電機株式会社
第一生命保険株式会社
藤間精錬株式会社
特定非営利活動法人エイチ・ツー・オー
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すだち
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麦わら屋
特定非営利法人妙義会
農事組合法人さんぽ道
明和町役場
有限会社ヤマモトサービス
有限会社草津リゾート
理研鍛造株式会社
埼玉県
NPO法人あおい糸
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関東事業所
アサヒプリテック株式会社埼玉工場
アサヒ建工株式会社
いながき動物病院
ジャパンウェイスト株式会社
リコージャパン株式会社
医療法人豊仁会三井病院
一般財団法人日本モーターボート競走会
一般社団法人あるかでぃあ
一般社団法人ノーマライズうらわ
一般社団法人日本モーターボート選手会埼玉支部
株式会社MIC
株式会社あすなろ
株式会社サイサン
株式会社とだか建設
株式会社ベストロジ埼玉
株式会社ポプラ
株式会社岡部コントリビューションパーク
株式会社岡部コントリビューションパーク代表取締役中島卓也
株式会社幸大ハイテック
株式会社倉本産業
株式会社倉本産業川越工場
株式会社日立ニコトランスミッション
久喜市栗橋B&G海洋センター
興亜化工株式会社
幸手市教育委員会
埼玉福興株式会社
三伸機材株式会社
三信船舶電具株式会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人ありす福祉会
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
社会福祉法人ゆうき福祉会
社会福祉法人ルロワ
社会福祉法人愛抱会
社会福祉法人育心会

社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人温和会
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
社会福祉法人熊谷福祉会
社会福祉法人敬寿会
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
社会福祉法人埼玉のぞみの園深谷たんぽぽ
社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団
社会福祉法人埼玉県身体障害者福祉協会
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
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人入間川福祉会
社会福祉法人博愛福祉会
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
社会福祉法人歩む会福祉会
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
松勘工業株式会社
松伏町
森林霊園管理事務所
神川町教育委員会
代田橋自動車有限会社
大陽工業株式会社
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わんぱくクラブ
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
北辰商事株式会社
有限会社ケアブレーン
嵐山町
千葉県
NPO法人i&i
NPO法人Village
エームサービス株式会社
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
リサイクルマート君津店
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
一般社団法人恩送り
横芝光町教育委員会
学校法人日本体育大学柏高等学校
株式会社アイ・エス・ビー
株式会社サンテック
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
株式会社ほがらか
株式会社吉川自動車
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
株式会社誠和グループ
株式会社石山
株式会社富士総業
公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団
公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
細田自動車有限会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人あかぎ万葉
社会福祉法人あすなろ会障害者支援施設どんぐりの郷
社会福祉法人うぐいす会
社会福祉法人うぐいす会からは～い
社会福祉法人かずさ萬燈会
社会福祉法人ささえ愛
社会福祉法人さつき会
社会福祉法人ジョイまつど
社会福祉法人なゆた
社会福祉法人まごころ
社会福祉法人マリンピアケアハウスマリンピア銚子
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
社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会児童養護施設望みの門かずさの里
社会福祉法人ロザリオの聖母会
社会福祉法人ロザリオの聖母会障害者支援施設聖マリア園
社会福祉法人ロザリオの聖母会聖マリア園
社会福祉法人愛光
社会福祉法人愛光障害者支援施設リホープ
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
社会福祉法人関西中央福祉会
社会福祉法人桐友学園
社会福祉法人九十九里ホーム
社会福祉法人栗の木
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人兼愛会
社会福祉法人広文会
社会福祉法人三誠会
社会福祉法人児童愛護会青松学園
社会福祉法人修央会
社会福祉法人秋桜会
社会福祉法人淑徳福祉会
社会福祉法人松の実会
社会福祉法人松里福祉会
社会福祉法人心友会
社会福祉法人新柏会
社会福祉法人神聖会
社会福祉法人翠皍会
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清郷会
社会福祉法人清郷会十倉厚生園
社会福祉法人聖隷福祉事業団松戸愛光園
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院
社会福祉法人斉信会
社会福祉法人千葉県福祉援護会
社会福祉法人千葉県福祉援護会特別養護老人
ホームローゼンヴィラはま野
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会でい・まさご
社会福祉法人泉寿会
社会福祉法人浅間の杜特別養護老人ホーム長寿園
社会福祉法人創成会
社会福祉法人創明会
社会福祉法人太陽会
社会福祉法人泰斗会
社会福祉法人鶴心会
社会福祉法人鶴心会特別養護老人ホームトータス
社会福祉法人定山会地域密着型特別養護老人ホームひばりの郷
社会福祉法人天光会特別養護老人ホーム恵光園シャイニー中央
社会福祉法人徳和会特別養護老人ホームあかいの郷
社会福祉法人薄光会
社会福祉法人薄光会あおいそら
社会福祉法人八千代美香会
社会福祉法人八千代美香会船橋市特別養護老人ホーム朋松苑
社会福祉法人父の樹会
社会福祉法人芙蓉会
社会福祉法人福祉楽団
社会福祉法人福寿会特別養護老人ホーム福寿園

社会福祉法人豊裕会六日町あいあい特別養護老人ホーム
社会福祉法人悠々会
社会福祉法人陽光会いちょうの家
舟形町B&G海洋センター
大和メディカル株式会社
鶴岡地区医師会
特定非営利活動法人くれよんはうす
南陽市役所
有限会社家岸造船所
福島県
NPO法人あさがお
NPO法人ウッドピアはなわ
NPO法人みんなのまーち
ムサシノ機器株式会社
ムサシノ機器株式会社白河工場
やしおみ荘
医療法人社団メンタルクリニックなごみ
一般社団法人ジパング
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
株式会社ヴィオーラ
株式会社ウェーブ21
株式会社エヌジェイアイ
株式会社サンパワー
株式会社ワイズ山川
株式会社共栄ブレーン
株式会社興洋
株式会社金美堂
株式会社孔輪閣
株式会社同仁社
社会福祉法人いわき福音協会
社会福祉法人いわき福音協会はまぎく荘
社会福祉法人いわき福音協会はまなす荘
社会福祉法人くわの福祉会
社会福祉法人しのぶ福祉会あづま授産所
社会福祉法人しんち福祉会
社会福祉法人スマイルワーク就労支援事業所スマイルセンター
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
社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑
社会福祉法人みどりのかぜ生活介護事業所のはら
社会福祉法人ライフ・タイム・福島
社会福祉法人愛誠会せいざん荘
社会福祉法人愛誠会介護老人保健施設佳勝園
社会福祉法人育成会
社会福祉法人育成会いわき学園
社会福祉法人育成会みなみテラス
社会福祉法人希望の杜福祉会
社会福祉法人玉川村社会福祉協議会
社会福祉法人甲子の里福祉会
社会福祉法人桜ヶ岡福祉会特別養護老人ホーム絆
社会福祉法人慈仁会
社会福祉法人昌平黌医療センター片寄診療所
社会福祉法人昌平黌介護老人保健施設二ツ箭荘
社会福祉法人心愛会
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁愛会レンガ通りデイサービスセンター
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人清峰会さざなみ学園
社会福祉法人生愛福祉事業団
社会福祉法人誠心会
社会福祉法人千桜会
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
社会福祉法人多宝会
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
社会福祉法人田村福祉会特別養護老人ホームあぶくま荘
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
社会福祉法人南陽会
社会福祉法人博愛会特別養護老人ホーム会津みどりホーム
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
社会福祉法人福島愛育園児童養護施設福島愛育園
社会福祉法人福島県福祉事業協会

介護老人福祉施設藤香苑
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IHI原動機
株式会社JTBコーポレートセールス
株式会社KEYクリエーション
株式会社MIC
株式会社TBSグロウディア
株式会社WITHケアハウスまぁむ北区豊島
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グローバル
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社エイフェス
株式会社エクセノヤマミズ
株式会社カワサキライフコーポレーション
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
株式会社サテリット
株式会社スタートライン
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
株式会社ディンプル
株式会社テクノコア
株式会社トーコロ
株式会社マツイ
株式会社みやこ食品
株式会社レオン・インターナショナル
株式会社レリアン
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
株式会社松村組東京本店
株式会社石川組
株式会社第一情報システムズ
株式会社島村工業
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
株式会社日産クリエイティブサービス
株式会社北澤電機製作所
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
公益財団法人笹川平和財団
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
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター
公益財団法人母と学生の会
公益社団法人日本観光振興協会
公益社団法人宝生会
今治造船株式会社
三根株式会社
三鷹市民協働ネットワーク
山一商事株式会社
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
社会福祉法人アゼリヤ会
社会福祉法人ウエルス東京
社会福祉法人カリタスの園
社会福祉法人グリーンウッド
社会福祉法人けやきの杜
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人さわらび会特別養護老人ホーム山河
社会福祉法人サン
社会福祉法人シルヴァーウィング
社会福祉法人セント･ジョセフ会
社会福祉法人ドリームヴィ
社会福祉法人にんじんの会
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家
社会福祉法人ほうえい会
社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会
社会福祉法人マザアス
社会福祉法人マザアス特別養護老人ホームマザアス日野
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
社会福祉法人むうぷ
社会福祉法人やまゆり福祉会
社会福祉法人愛隣会
社会福祉法人安立園
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人永寿会
社会福祉法人楽晴会世田谷希望丘ホーム
社会福祉法人共助会
社会福祉法人共生会東四つ木ほほえみの里
社会福祉法人協和会特別養護老人ホームきく
社会福祉法人暁会メディカルケアタウン東大島
社会福祉法人錦華学院
社会福祉法人啓光福祉会
社会福祉法人原町成年寮
社会福祉法人光塩会
社会福祉法人恒陽会
社会福祉法人江戸川豊生会
社会福祉法人江東園
社会福祉法人合掌苑
社会福祉法人三徳会
社会福祉法人賛育会
社会福祉法人四葉晃耀会
社会福祉法人子供の家
社会福祉法人至誠学舎立川
社会福祉法人至誠学舎立川至誠ホームオンニ
社会福祉法人七日会
社会福祉法人七日会杜の園
社会福祉法人秋川あすなろ会
社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会景丘の家
社会福祉法人春光福祉会
社会福祉法人小茂根の郷
社会福祉法人松柏児童園
社会福祉法人章佑会
社会福祉法人親の家
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁生社
社会福祉法人正吉福祉会府中市立よつや苑
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人聖救主福祉会
社会福祉法人聖明福祉協会
社会福祉法人青少年福祉センター
社会福祉法人青梅福祉協会
社会福祉法人泉陽会
社会福祉法人泉陽会新町光陽苑
社会福祉法人全国スモンの会
社会福祉法人創和会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人草むら
社会福祉法人村山苑
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
社会福祉法人鶴風会西多摩療育支援センター
社会福祉法人天寿園会
社会福祉法人田無の会たんぽぽ
社会福祉法人東京コロニー
社会福祉法人東京サレジオ学園
社会福祉法人東京リハビリ協会
社会福祉法人東京栄和会
社会福祉法人東京援護協会
社会福祉法人東京聖労院
社会福祉法人東京武尊会
社会福祉法人東京福祉会
社会福祉法人東京有隣会
社会福祉法人同愛会
社会福祉法人同愛会日の出福祉園
社会福祉法人同胞互助会
社会福祉法人道心会
社会福祉法人南風会
社会福祉法人二葉保育園
社会福祉法人日の基社会事業団日の基青老閣
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
社会福祉法人白十字会介護老人保健施設東京ばんなん白光園
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
社会福祉法人福音寮
社会福祉法人福信会麦久保園
社会福祉法人福陽会特別養護老人ホーム第２サンシャインビラ
社会福祉法人兵庫福祉会
社会福祉法人奉優会
社会福祉法人蓬莱会高齢者総合ケアセンターケアプラザ多摩
社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
社会福祉法人睦月会
社会福祉法人未来こどもランド
社会福祉法人友愛十字会特別養護老人ホーム友愛荘
社会福祉法人緑愛会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会ラぺ日野
社会福祉法人緑秀会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人練馬区社会福祉事業団田柄特別養護老人ホーム
社会福祉法人櫻継会
宗教法人明治神宮
秋元康寛
小林弘英
信金中金ビジネス株式会社
新巧塗装工業株式会社
神薬工業株式会社
川崎重工業株式会社
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
大日本土木株式会社東京支店
大陽工業株式会社
炭火焼鳥だいすけ
地域活動支援センターはるえ野
中国塗料株式会社
中嶋竜生
町田市美術工芸館
天理教豊眞分教会
渡辺公義
東海汽船株式会社
東京スガキ印刷株式会社
東京計器株式会社/東京計器テクノポート株式会社
東京拘置所
東京都済生会中央病院
東邦重機開発株式会社
東洋熱工業株式会社
特定医療法人研精会
特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ
特定非営利活動法人こぴあクラブ
特定非営利活動法人すずらん
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東京自立支援センター
特別養護老人ホーム第二青梅園
日産自動車販売株式会社
日本アイラック株式会社
日本紙通商株式会社
日本体育大学医療専門学校
認定NPO法人語らいの家
飯田和枝
富永物産株式会社
富士電機株式会社
北砂2丁目だい整形外科
墨田川造船株式会社
有限会社錦部製作所
有限会社劇団俳優座
有限会社蓮田電設
立川拘置所
神奈川県
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法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会横浜支部
NPO法人福祉で支え合う会
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
かまくらのおとうふやさん豆寿
かもめプロペラ株式会社
コムテック株式会社
ソフトホーム株式会社
テクノス株式会社
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横浜病院
一般財団法人海上災害防止センター
一般財団法人聖マリアンナ会
一般財団法人日本船員厚生協会
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COM
株式会社ＥＩＧＨＴＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ
株式会社MIC
株式会社アクト
株式会社アドバンテージ
株式会社オーテックジャパン
株式会社シネヴィス
株式会社マグトロニクス
株式会社マリアンナ･ワールド･サービス
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
株式会社横浜華リハビリデイサービス
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
公益社団法人日本海員掖済会
三上船舶工業株式会社
社会福祉法人SOWET
社会福祉法人かながわ共同会
社会福祉法人かながわ黎明会
社会福祉法人キャマラード
社会福祉法人キャマラード第２みどりの家
社会福祉法人クローバー
社会福祉法人こうよう会
社会福祉法人さくら会
社会福祉法人すぎな会
社会福祉法人すみなす会
社会福祉法人たすけあいゆい
社会福祉法人たすけあい泉
社会福祉法人たちばな会
社会福祉法人たちばな福祉会
社会福祉法人たつき会介護老人福祉施設スミール桜ヶ丘
社会福祉法人つちや社会福祉会
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
社会福祉法人みその
社会福祉法人みどりの風
社会福祉法人みどり共生会
社会福祉法人みどり福祉会
社会福祉法人らぽおるの樹
社会福祉法人ル･プリ
社会福祉法人ル・プリ杜の会事業本部
社会福祉法人阿部睦会
社会福祉法人愛光会
社会福祉法人愛川舜寿会
社会福祉法人育生会
社会福祉法人磯子コスモス福祉会
社会福祉法人一乗会
社会福祉法人横浜やまびこの里
社会福祉法人横浜向陽会
社会福祉法人横浜長寿会
社会福祉法人横浜婦人クラブ愛児園
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
社会福祉法人輝雲会児童養護施設手まり学園
社会福祉法人吉祥会
社会福祉法人栗山会
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
社会福祉法人県央福祉会アイネットきたざと
社会福祉法人県央福祉会エスポワールパーネ
社会福祉法人県央福祉会ふじさわ爽風舎
社会福祉法人県央福祉会ぽらーの上和田
社会福祉法人県央福祉会モンド湘南藤沢
社会福祉法人県央福祉会ワークステーション菜の花
社会福祉法人県央福祉会ワークス桜舎セルプ
社会福祉法人県央福祉会三浦創生舎
社会福祉法人県央福祉会生活介護ふるーる
社会福祉法人県央福祉会大和さくらクリニック
社会福祉法人県西福祉会
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
社会福祉法人幸保園
社会福祉法人紅梅会
社会福祉法人三つ葉会ガーデニア・ごしょみ
社会福祉法人三篠会
社会福祉法人山根会
社会福祉法人紫陽花会
社会福祉法人児童養護施設心泉学園
社会福祉法人慈母会
社会福祉法人若竹大寿会
社会福祉法人若竹大寿会特別養護老人ホーム若竹苑
社会福祉法人寿考会
社会福祉法人寿徳会
社会福祉法人宗得会
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
社会福祉法人新日本学園
社会福祉法人真生会
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
社会福祉法人清光会清光園
社会福祉法人清正会
社会福祉法人聖テレジア会
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
社会福祉法人聖和むつみ会
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
社会福祉法人川崎市社会福祉事業団川崎市柿生学園
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
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人長寿会軽費老人ホーム箱根山荘
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホーム陽光の園
社会福祉法人唐池学園
社会福祉法人唐池学園児童養護施設強羅暁の星園
社会福祉法人藤沢育成会アートスペースわかくさ
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
社会福祉法人同愛会ダイア磯子
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

社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人博愛福祉会小規模多機能型居宅介護ゆとり庵磯部
社会福祉法人白根学園しらねの里
社会福祉法人箱根恵明学園
社会福祉法人富士美特別養護老人ホームヒューマン
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
社会福祉法人蓬莱会
社会福祉法人蓬萊会特別養護老人ホームケアプラザさがみはら
社会福祉法人訪問の家
社会福祉法人訪問の家集
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）
前田医院
太洋テクニカ株式会社
大成建設株式会社
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トムトム
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寺田プランニング
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福祉センター
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
日本新薬株式会社
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
有限会社かみはし
新潟県
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
ミニボートピア阿賀野
一般社団法人燕市スポーツ協会･ミズノグループ
株式会社IHI原動機
株式会社WithYou
株式会社カトー
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
株式会社ワールドステイ
株式会社植木組
株式会社新潟放送
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
社会福祉法人けやき福祉会
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
社会福祉法人すこやか福祉会
社会福祉法人つなん福祉会
社会福祉法人にいがた寿会
社会福祉法人フランシスコ第三会マリア園

社会福祉法人みんなでいきる
社会福祉法人ロングラン
社会福祉法人阿賀北総合福祉協会
社会福祉法人愛宕福祉会
社会福祉法人茨塚福祉会
社会福祉法人燕・西蒲原福祉会
社会福祉法人加茂福祉会
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
社会福祉法人高田福祉会
社会福祉法人佐渡ふれあい福祉会
社会福祉法人佐渡国仲福祉会
社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会
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
社会福祉法人佐渡福祉会第二岩の平園
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
社会福祉法人松波福祉会
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
社会福祉法人上越老人福祉協会
社会福祉法人常陽会
社会福祉法人信濃川令終会
社会福祉法人新井頸南福祉会
社会福祉法人新潟みずほ福祉会
社会福祉法人新潟市社会事業協会特別養護老人ホーム有明園
社会福祉法人新潟市中央福祉会
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
社会福祉法人仁成福祉協会
社会福祉法人仁成福祉協会ケアハウス新寿園
社会福祉法人仁成福祉協会ショートステイことぶき
社会福祉法人青空福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会垂水の里
社会福祉法人村上岩船福祉会特別養護老人ホームさつき園
社会福祉法人村上市社会福祉協議会山北支所
社会福祉法人大形福祉会特別養護老人ホーム逢谷内
社会福祉法人大佐渡福祉会
社会福祉法人中越福祉会
社会福祉法人中越福祉会みのわの里
社会福祉法人中蒲原福祉会
社会福祉法人中東福祉会
社会福祉法人中東福祉会いずみの里
社会福祉法人長岡三古老人福祉会
社会福祉法人長岡東山福祉会高齢者センターふそき
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人長岡福祉協会ケアハウス小千谷さくら
社会福祉法人奴奈川福祉会
社会福祉法人奴奈川福祉会ワークセンターにしうみ
社会福祉法人奴奈川福祉会特別養護老人ホームみやまの里
社会福祉法人東蒲原福祉会
社会福祉法人藤の木原福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会まいこ園
社会福祉法人南魚沼福祉会ゆのさと園
社会福祉法人南魚沼福祉会障害福祉サービス事業所あさひばら
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
社会福祉法人飛翔福祉会特別養護老人ホームシンパシー
社会福祉法人苗場福祉会
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
小千谷市
小竹屋旅館
新潟少年学院
新潟少年鑑別所
有限会社CIRCLE.SEVEN
有限会社めしや
富山県
一般財団法人伏木錬成館
株式会社スリーティ運輸ヘルスケア事業部

社会福祉法人宝寿会
社会福祉法人豊立会
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
社会福祉法人悠久会
社会福祉法人陽光会
社会福祉法人緑の会
社会福祉法人緑海会
社会福祉法人緑陽会特別養護老人ホームおおあみ緑の里
社会福祉法人和光会
社会福祉法人佰和会
社会福祉法人翡翠会
社会福祉法人槇の実会
小川敏雄
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
千葉刑務所
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
大和ハウス工業株式会社柏支社
中島硝子株式会社関東・東庄工場
朝日商事株式会社
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笑らい
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生活支援センターあらかると
特定非営利活動法人虹の会
特別養護老人ホームさわやか苑
富永物産株式会社
法務省市原学園
法務省千葉刑務所
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
東京都
ANAテレマート株式会社
EMCcore
ENEOS保険サービス株式会社
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法人多摩草むらの会
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
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
スバル興業株式会社
ダイハツディーゼル株式会社東京支社
ダイハツ工業株式会社
ダイハツ東京販売株式会社
テンワス株式会社
ナガタ工業株式会社
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
ムサシノ機器株式会社
メゾンN&B
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社東京支社
リシェア株式会社
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
医療法人財団青溪会駒木野病院
医療法人社団而今会
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
一般財団法人日本気象協会
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
一般社団法人ぱざぱ
一般社団法人日本船舶品質管理協会製品安全評価センター
一般社団法人日本舶用工業会

社会福祉法人鳥越福祉会青い鳥
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
社会福祉法人南陽園
社会福祉法人能輝人能輝村
社会福祉法人富樫福祉会
社会福祉法人芙蓉会
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
有限会社石川商会小松工場
福井県
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
株式会社フクタカ
株式会社浪速ポンプ製作所
社会福祉法人おおた福祉会
社会福祉法人かすみが丘学園
社会福祉法人げんきの家
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
社会福祉法人聖徳園
社会福祉法人足羽福祉会
社会福祉法人大日園
社会福祉法人大野福祉会
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
社会福祉法人福授園御幸事業所
社会福祉法人福聚会
社会福祉法人北日野こもれび会
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人友興会特別養護老人ホーム高浜けいあいの里
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B&G海洋センター
勝山市教育委員会
勝山市教育委員会史跡整備課
小浜市視覚障害者福祉協会
総社大神宮
大野市
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
特別養護老人ホーム渓山荘
武生三国モーターボート競走施行組合
福井ケーブルテレビ株式会社
山梨県
けやき園
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

甲斐市
甲府刑務所
社会福祉法人あそびじゅく
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
社会福祉法人ぶどうの里
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
社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会障害者支援施設みだい寮
社会福祉法人子育ち社会福祉法人子育ち・発達の里乳児院ひまわり後援会
社会福祉法人寿真会
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
社会福祉法人友伸福祉会
社会福祉法人友和会
社会福祉法人緑樹会
第一生命保険株式会社
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
特定非営利活動法人来未いろどり
飯富病院
長野県
NPO法人介護屋つむぎ
アサヒプリテック株式会社
みすず精工株式会社
下條村
株式会社北澤電機製作所本社工場
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緑の牧場学園
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
社会福祉法人りんどう信濃会上田悠生寮
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
社会福祉法人稲田会YUIを支える会
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いずみの家
社会福祉法人恵清会
社会福祉法人幸充
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
社会福祉法人上田しいのみ会障害者支援施設上田しいのみ園
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
松本少年刑務所
上松町教育委員会
上松町公民館
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
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟禅
道会総本部
飯綱町役場
有明高原寮
岐阜県
NPOつけちスポーツクラブ
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
加子母B&G海洋センター
株式会社アピスファーマシー
株式会社関ヶ原製作所
株式会社秀商
岐阜刑務所
岐阜日産自動車株式会社本社
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
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人墨友会
社会福祉法人万灯会
大洋電機株式会社
大洋電機株式会社岐阜羽島工場
大洋電機株式会社岐阜工場
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在宅支援グループみんなの手
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
静岡県
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
バリュー・トーカイ株式会社
ボートレースチケットショップ焼津
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障がい者通所事業所クローバー
一般社団法人原里愛郷振興協会
一般社団法人御前崎スマイルﾌ ﾛ゚ジェクト
学校法人日本体育大学浜松日体中･高等学校
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アイエスエフネットライフ静岡
株式会社カナサシ重工
株式会社ヤマナカ
株式会社ユーモア
株式会社高田ビル
株式会社小杉苑
株式会社榛葉鉄工所
株式会社榛葉鉄工場

株式会社静岡朝日テレビ
株式会社赤阪鐵工所
株式会社村上開明堂
株式会社長谷川鐵工所
丸忠デジタル株式会社
御殿場区コミュニティーセンター
御殿場市川島田区
御殿場市役所
御殿場市役所高根支所
御殿場地区広場管理運営委員会
荒井譲
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
社会福祉法人ひつじ
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
社会福祉法人花草会
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
社会福祉法人慶成会
社会福祉法人桂
社会福祉法人湖成会特別養護老人ホーム百恵の郷
社会福祉法人恒仁会
社会福祉法人三幸会
社会福祉法人三宝会
社会福祉法人三和会
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
社会福祉法人誠信会児童養護施設岩倉学園ニノマルビレッジ
社会福祉法人草笛の会
社会福祉法人大乗会
社会福祉法人大須賀苑
社会福祉法人大善福祉会
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
社会福祉法人天心会
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
社会福祉法人南浜名湖会
社会福祉法人博友会
社会福祉法人磐田興生会おおふじ学園
社会福祉法人富岳会
社会福祉法人富岳会法人本部
社会福祉法人富士宮福祉会
社会福祉法人富士厚生会
社会福祉法人富水会特別養護老人ホーム開寿園
社会福祉法人炉暖会
社会福祉法人和光会
社会福祉法人和松会
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
森之腰中央公民館
静岡少年鑑別所
川根本町本川根B&G海洋センター
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
藤枝市役所

特定非営利活動法人みんなの家
特定非営利活動法人活き生きネットワーク
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
有限会社富岳サービスミニボートピア富士おやま
髙橋正哲
愛知県
NPO法人四ツ葉の会
アイシングループ
エームサービス株式会社
カントリーモーニング
サポートイン南知多アネックス浜茶屋
ファミリーホームわが家
メーキュー株式会社
旭精機株式会社
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ーボート競走会
一般財団法人日本モーターボート競走会蒲郡支部
一般財団法人日本モーターボート競走会常滑支部
一般社団法人Hishigen
一般社団法人OneLife
一般社団法人オーケーサポート
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
岡崎医療刑務所
株式会社K3プラス
株式会社NMCワークス
株式会社Revival.
株式会社アイエスエフネット
株式会社いちょうの樹
株式会社エネテクトレーディング
株式会社カルペディエム
株式会社コムライン
株式会社ジェティ
株式会社ティーバイティー
株式会社トータルレジャー開発
株式会社トライズ
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
株式会社碧海総合研究所
貴城精工株式会社
公益財団法人慈友会児童養護施設慈友学園
公益社団法人日本モーターボート選手会
公益社団法人日本モーターボート選手会勤労青少年水上スポーツセンター
公益社団法人日本モーターボート選手会常設訓練所
公益社団法人日本海員掖済会えきさい看護専門学校
桜井株式会社
三河プロペラ株式会社
児童養護施設豊橋平安寮
社会福祉法人あいち清光会
社会福祉法人あいち清光会サンフレンド
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
社会福祉法人アパティア福祉会
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
社会福祉法人ふれ愛名古屋
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
社会福祉法人愛知育児院特別養護老人ホーム南山の郷
社会福祉法人愛知玉葉会
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
社会福祉法人高久会
社会福祉法人児童養護施設岡崎平和学園
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
社会福祉法人照光会子どもの家ともいき
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
社会福祉法人太陽
社会福祉法人大府福祉会
社会福祉法人大府福祉会たくと大府
社会福祉法人知立福祉会
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホームシルバーピアかりや
社会福祉法人博寿会
社会福祉法人麦
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
社会福祉法人和進奉仕会
常滑市観光協会
新城福祉会西部福祉会館
杉浦パーキング
瀬戸少年院
清水建設株式会社
石関俊昭
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こすもす畑
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ぽんぽこネットワーク
特定非営利活動法人まちのエキスパネット
特定非営利活動法人ゆめじろう
特定非営利活動法人りんりん
特定非営利活動法人一宮まごころ
特定非営利活動法人犬山あんきにくらそう会
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絆
特別養護老人ホーム扶桑苑
風の子スクエア
碧海総合研究所
法務省笠松刑務所
豊ヶ岡学園
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
名古屋文化福祉会
名鉄海上観光船株式会社
有限会社J･クレオ
有限会社エッグ
有限会社黒田トラック
三重県
いなべ市

ニュージャパンマリン株式会社
はなや
ホンダオートボディー株式会社
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津支部
一般社団法人あさひファーム
介護センターオリーブ
海の博物館
学校法人伊勢学園
株式会社宏信
株式会社松井鉄工所
株式会社名張総合研究所
菰野町B&G海洋センター
三重刑務所
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
志摩市総合スポーツ公園
社会福祉法人あがた福祉の会
社会福祉法人アパティア福祉会
社会福祉法人いいたか
社会福祉法人ウェルケア
社会福祉法人はまゆう会
社会福祉法人みどり自由学園
社会福祉法人むつみ福祉会
社会福祉法人モモ
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人安全福祉会
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
社会福祉法人高田福祉事業協会
社会福祉法人三央会
社会福祉法人三重高齢者福祉会協和苑
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
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清和会
社会福祉法人青山福祉会
社会福祉法人青山里会
社会福祉法人長寿の森小規模特別養護老人ホームきらり
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人天年会かなしょうず園
社会福祉法人天年会就労継続支援事業所花ようび
社会福祉法人天年会養護老人ホーム南山
社会福祉法人百楽の会滋賀県
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
社会福祉法人鈴鹿聖十字会
社会福祉法人鈴風会
住友電装株式会社
小野直人
積和建設中部株式会社三重支店
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なちゅらんどりーむ
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
有限会社だいち
滋賀県
カルビー・イートーク株式会社
ダイハツディーゼル株式会社守山第一工場
ダイハツディーゼル株式会社守山第二工場
ダイハツディーゼル株式会社守山寮
びわ湖放送株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
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

株式会社金閣自動車商会
株式会社創和開発
社会福祉法人あかね会
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
社会福祉法人小矢部福祉会
社会福祉法人庄川福祉会
社会福祉法人砺波福祉会
社会福祉法人福岡福祉会特別養護老人ホームアルテン赤丸
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人福鳳会
社会福祉法人有磯会
社会福祉法人梨雲福祉会
社会福祉法人立山福祉会
社会福祉法人立野福祉会グランスパかの苑
社会福祉法人緑寿会
上市町B&G海洋センター
特定非営利活動法人くるみ
特定非営利活動法人知的障害者のくらしを考える会
富山刑務所
富山新聞社
凌雲館村雲道場
石川県
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
ケアハウスファミール
ジェイ・バス株式会社
シオンマネージメント株式会社
リタジャパン株式会社
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
株式会社ワールドステイ
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
金沢刑務所
穴水町
湖南学院
公立穴水総合病院
志賀町
社会福祉千木福祉会
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
社会福祉法人こまつ育成会
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
社会福祉法人希望が丘
社会福祉法人享誠塾児童養護施設享誠塾
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
社会福祉法人石川サニーメイト
社会福祉法人千木福祉会
社会福祉法人相生会
社会福祉法人中央会
社会福祉法人長寿会

社会福祉法人香東園
社会福祉法人秀孝会
社会福祉法人松光会
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人真愛の家
社会福祉法人成光苑
社会福祉法人成光苑サンヒルズ紫豊館
社会福祉法人成光苑ライフ・ステージ舞夢
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
社会福祉法人同和園
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
社会福祉法人利生会特別養護老人ホーム第二亀岡園
新庄鉄筋工業株式会社
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
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都四条営業所
敷島住宅株式会社京都支店
珈琲専門店MARCHBROWN
大阪府
BEMACKiden株式会社
NPO法人さくら
NPO法人堺自立支援センターユニオン
NPO法人夢桜ホーム
アシストワーク株式会社
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
なやクリニック・ヘッドウェイ堺
ふらっとイケダ／池田市立人権文化交流センター
ボートレース住之江
ボルカノ株式会社
ミニボートピアりんくう
ヤンマー株式会社
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近畿支局
一般社団法人ダブル・オー
一般社団法人まつり
英和株式会社
横浜金属商事株式会社
介護老人保健施設えきさい大阪
学校法人四天王寺学園
株式会社CDK
株式会社NextInvestment
株式会社WAON
株式会社アスク
株式会社アスニック
株式会社アドミニ
株式会社アピスファーマシー
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
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
株式会社シロヤ
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
株式会社フジプラス
株式会社フランス屋本部
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
株式会社帝国機械製作所
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
関西鉄工株式会社
近畿金属株式会社
公益社団法人日本海員掖済会大阪掖済会病院
高岡國士
高齢者総合福祉施設社会福祉法人起生会ほほえみの園
寺﨑電気産業株式会社
社会医療法人蒼生会蒼生病院
社会福祉法人あいえる協会
社会福祉法人あおぞらの会
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
社会福祉法人きくのか福祉会
社会福祉法人こごせ福祉会
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人こころの窓
社会福祉法人サライ福祉会
社会福祉法人せんわ
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
社会福祉法人のぞみ古江台ホール花園会
社会福祉法人バルツァ事業会
社会福祉法人ひしの美会
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
社会福祉法人みなと寮
社会福祉法人よしみ会
社会福祉法人ライフサポート協会
社会福祉法人ロータス福祉会
社会福祉法人愛育社
社会福祉法人愛生会豊生園
社会福祉法人愛和福祉会
社会福祉法人遺徳会
社会福祉法人永寿福祉会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
社会福祉法人毅正会
社会福祉法人亀望会
社会福祉法人久栄会
社会福祉法人救世軍社会事業団救世軍希望館
社会福祉法人享佑会
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
社会福祉法人健康会
社会福祉法人健成会
社会福祉法人健輪会
社会福祉法人建仁会
社会福祉法人五常会
社会福祉法人光輝会
社会福祉法人光輝会隆光学園輝きステーション
社会福祉法人光生会
社会福祉法人光輪会
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
社会福祉法人堺中央共生会
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
社会福祉法人燦愛会
社会福祉法人産經新聞厚生文化事業団

社会福祉法人四恩学園
社会福祉法人四天王寺病院
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高槻エルダーセンター
社会福祉法人秀幸福祉会庄栄エルダ－センタ－
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
社会福祉法人伸栄福祉会
社会福祉法人寝屋川聖和福祉会ゆりかご
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
社会福祉法人成光苑高槻けやきの郷
社会福祉法人成光苑吹田竜ヶ池ホーム
社会福祉法人成和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖ヨハネ学園
社会福祉法人聖森会
社会福祉法人青い鳥福祉会青い鳥工房
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
社会福祉法人蒼生福祉会
社会福祉法人大協会
社会福祉法人大阪愛心会
社会福祉法人大阪肢体不自由児者父母の会連合会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団じょぶライフだいせん
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
社会福祉法人長野社会福祉事業財団グループ
ホームスリーハートの丘
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
社会福祉法人天寿会特別養護老人ホーム平尾荘
社会福祉法人田熊会
社会福祉法人東和福祉会
社会福祉法人桃花塾
社会福祉法人篤志会
社会福祉法人奈佐原寮
社会福祉法人南河学園
社会福祉法人南湖会
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団救護施設平和寮
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団障がい者支援施設太平
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
社会福祉法人博光福祉会介護老人福祉施設寿里苑ラピス
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑フルール
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑花舞の郷
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑夢の杜
社会福祉法人柏樹会
社会福祉法人麦の会
社会福祉法人八尾隣保館
社会福祉法人飛翔会
社会福祉法人美木多園
社会福祉法人美和会
社会福祉法人百丈山合掌会
社会福祉法人富翔会
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
社会福祉法人豊中太陽会
社会福祉法人北摂杉の子会
社会福祉法人北摂福祉会ともがき
社会福祉法人門真福祉会脇田こども学園
社会福祉法人弥栄福祉会
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
社会福祉法人和光福祉会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人和秀会

社会福祉法人和泉の国
宗教法人祐照寺
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
千房ホールディングス株式会社
泉佐野ウォーターフロント株式会社
泉佐野市役所
全電通近畿社会福祉事業団
大阪電設工業株式会社
大阪福祉事業財団職員共済会
大成ロテック株式会社
島田燈器工業株式会社
特定非営利活動法人アースグループホーム虹
特定非営利活動法人アースグループホーム虹旭ヶ丘
特定非営利活動法人アースしあわせ作業所ショートステイしあわせ
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あのね
特定非営利活動法人いばらき
特定非営利活動法人ウエルネスいずみ
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堺西自立支援センター
特定非営利活動法人堺西自立支援センターもとまちジョブ
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地域福祉創造協会ウインク
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
特定非営利法人さくら
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
繁栄商事株式会社
富永物産株式会社
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都支店
本城金属株式会社
有限会社ケーワイケー介護サービス
有限会社トーヨー
利州株式会社
兵庫県
hairAnge
NPO法人かがやきステップあっぷ西江井島
NPO法人でかけ隊
アサヒプリテック株式会社テクノセンター
アサヒプリテック株式会社阪神事業所
イーグル工業株式会社
エームサービス株式会社
ダイハツディーゼル姫路株式会社
ボートレースチケットショップ姫路
ボルカノ株式会社
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社特機エンジン
医療法人社団純心会
一般財団法人サニーピア医療保健協会
一般財団法人日本船員厚生協会神戸大倉山海員会館
一般社団法人日本モーターボート選手会兵庫支部
園田機工株式会社
加古川刑務所
株式会社IHI原動機
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
株式会社テクニカ
株式会社ビエント

株式会社ビクトワール
株式会社フジプラス
株式会社ボルテック
株式会社学研アイズ
株式会社栗之浦ドック
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
株式会社大東工作所
株式会社東和電機
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
香美町兵庫県立兎和野高原野外教育センター
阪神内燃機工業株式会社
山根クリニック
山陽ダイヤパーサーヴィス株式会社
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
社会福祉法人ささゆり会特別養護老人ホームサンライフ御立
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サルビア荘
社会福祉法人円融会ナーシングピア加西
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
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬寿記念会
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特別養護老人ホームしいのき荘
社会福祉法人祉栄会
社会福祉法人祉友会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
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
社会福祉法人青葉福祉会特別養護老人ホーム松寿園
社会福祉法人青葉福祉会養護老人ホーム青葉荘
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
社会福祉法人知足会
社会福祉法人朝日の会
社会福祉法人長和福祉会
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
社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人白鷺園
社会福祉法人白百合学園
社会福祉法人姫路尚歯会
社会福祉法人姫路東部福祉会特別養護老人ホーム清寿園
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
社会福祉法人平成会
社会福祉法人本覚寺苑
社会福祉法人明石恵泉福祉会

社会福祉法人陽気会
社会福祉法人立正学園
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人樅の木福祉会
社会福祉法人樅の木福祉会あさぎりの里
社会福祉法人鶯園
新西宮ヨットハーバー株式会社
神戸ペイント株式会社
神戸愛生園
神戸掖済会病院
西村興産株式会社
中川歯科医院
猪名川町
猪名川町B&G海洋センター
東洋カーマックス尼崎レース場前駐車場
特定非営利活動法人えびす
特定非営利活動法人だいこく
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
八鹿鉄工株式会社
姫路社会福祉事業協会
姫路少年刑務所
富永物産株式会社
富士レックス株式会社
富士物流株式会社
富士貿易株式会社
奈良県
NPO法人サンフラワー
NPO法人ライフケア王寺
NPO法人わかくさもえぎ
NPO法人手力男
ミニボートピア大和ごせ
よしむらファミリー歯科
株式会社ゴセケン
株式会社ターン
株式会社崎山組
株式会社大和
旧奈良監獄保存活用株式会社
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
社会福祉法人やまびこ会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人仁南会
社会福祉法人正和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖寿会
社会福祉法人聖仁風会
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
社会福祉法人泰久会
社会福祉法人大地
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
社会福祉法人天理
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

社会福祉法人鳳雛会どんぐり
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
特定非営利活動法人吉野コスモス会
奈良少年院
法相宗大本山薬師寺
壺阪寺収益事業部
和歌山県
ismyホーム株式会社
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
株式会社エル・ワイ・エル
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
社会福祉法人きのくに福祉会
社会福祉法人しあわせ
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
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福祉事業団
社会福祉法人和歌山県福祉事業団作業所あおぎ園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設南紀あけぼの園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良あかつき園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良みのり園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団南紀医療福祉センター
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
和歌山刑務所
鳥取県
NPO法人フェリース
NPO法人就労支援センター和貴の郷
NPO法人地域活動支援センターおおぞら
ウィルモア皆生S
かばはうすホールディングス株式会社
サニーサービス株式会社
つばめタクシー株式会社
パン工房大地の恵み
ヤンマー舶用システム株式会社
医療法人同愛会
皆生タクシー株式会社
皆生プレイパーク運営委員会
株式会社トランスワード
株式会社石橋造船鉄工所
共和水産株式会社
公益社団法人鳥取県西部医師会
社会医療法人仁厚会
社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院
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
社会福祉法人みその児童福祉会米子聖園天使園
社会福祉法人みのり福祉会
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
社会福祉法人慶光会

株式会社カルペディエム
株式会社スポーツプラザ報徳（米原市B&G海洋センター）
株式会社川村鉄工
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
社会福祉法人おおつ福祉会
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会児童養護施設守山学園
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
社会福祉法人楽樹
社会福祉法人共生シンフォニー
社会福祉法人近江笑生会
社会福祉法人甲賀会
社会福祉法人甲賀学園
社会福祉法人甲南会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人慈照会
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
社会福祉法人青い鳥会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人尊徳会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人達真会特別養護老人ホームけやきの杜
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
社会福祉法人六心会
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
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
敷島住宅株式会社滋賀支店
福井化成株式会社
京都府
NPO法人クローバー・サービス
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
株式会社東山堂
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
社会福祉法人あやべ松寿苑
社会福祉法人ききょうの杜
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
社会福祉法人勧修福祉会
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
社会福祉法人聖嬰会イエズスの聖心病院
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
社会福祉法人池修会
社会福祉法人長嶺会
社会福祉法人天恵会
社会福祉法人天水福祉事業会
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
社会福祉法人白日会特別養護老人ホーム照古苑
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星光園
社会福祉法人明照園
社会福祉法人明徳会
社会福祉法人明徳会ケア･ハピネス
社会福祉法人友愛苑
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
社会福祉法人詫麻会
社会福祉法人濵友会
石原造船株式会社
大津町役場
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
湯前町B&G海洋センター
特定非営利活動法人えんぱ
特定非営利活動法人オレンジワークの会
特定非営利活動法人こころみ会
特定非営利活動法人ハピネスハピネスワーク
特定非営利活動法人福ねこ舎
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
大分県
NPO法人おおいた環境保全フォーラム
NPO法人ジョイ・デ・ビブレ
NPO法人みんなのあおぞら
NPO法人作業所すばる
NPO法人支援ハウス豊さん家
NPO法人心和の里
NPO法人福和会
さいき市民放送株式会社
ボートレースチケットショップ由布
ヤンマーエンジニアリング株式会社
旭産業株式会社
医療法人社団親和会
一般財団法人大分県建築住宅センター
一般社団法人SWライフ
一般社団法人大分県歯科医師会
一般社団法人虹色
下ノ江造船株式会社
樫の木後援会
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

株式会社華陽会しらゆり
株式会社三浦造船所
株式会社南日本造船
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
国道九四フェリー
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
社会福祉法人シンフォニー
社会福祉法人つわ蕗会
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
社会福祉法人安岐の郷
社会福祉法人伊呂波福祉会
社会福祉法人一心会
社会福祉法人一燈園
社会福祉法人永生会
社会福祉法人温寿会
社会福祉法人亀鶴会特別養護老人ホーム偕楽園
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
社会福祉法人先心会
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
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県のぞみ園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県日田はぎの園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団地域生活支
援センターはぎの
社会福祉法人大分県盲人協会
社会福祉法人大分市福祉会
社会福祉法人中津市福祉協議会
社会福祉法人長陽会
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
社会福祉法人萌葱の郷
社会福祉法人豊海会
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人豊心会
社会福祉法人豊肥福祉会
社会福祉法人豊友会
社会福祉法人豊友会うばめ園あゆみ
社会福祉法人豊友会うばめ園分場

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
西日本エンジニアリングサービス株式会社
増永海運株式会社
大電工業株式会社
大分少年鑑別所
大和鉄工株式会社
渡辺リカ
特定非営利活動法人CSOおおいた
特定非営利活動法人おおいた環境保全フォーラム
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
特定非営利活動法人福和会じゃんぴんぐVOY
特定非営利活動法人豊後の大地
南日本造船株式会社
南日本造船協力事業協同組合
日本文理大学
豊生商事株式会社
本田重工業株式会社
有限会社さくら荘
有限会社サンスマイル
有限会社吉岡船舶工業
養護老人ホーム寿楽苑
立命館生活協同組合
宮崎県
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
ボートピア高城
ホテルメリージュ
ヤンマーエンジニアリング株式会社日南サービスグループ
医療法人真愛会高宮病院
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
株式会社エクシス
株式会社だいきち
株式会社響
株式会社光栄総合管理
株式会社森輪商工
宮崎カーフェリー株式会社
宮崎刑務所
宮崎県日南市観光・スポーツ課
軽費老人ホーム青島荘
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
社会福祉法人愛育福祉会児童養護施設みどり学園
社会福祉法人愛育福祉会清松園やわらぎの里（大武タウン）
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
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団センターきりしま
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団向陽の里
社会福祉法人宮崎福祉会
社会福祉法人共生会社会就労センター日向共働社
社会福祉法人金鈴学園
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人恵愛会ケアハウス都城
社会福祉法人慶明会
社会福祉法人光紀会
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
社会福祉法人鐘ヶ浜学園
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
社会福祉法人石井記念友愛社
社会福祉法人石井記念友愛社児童養護施設石井記念有隣園
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
社会福祉法人巴会
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
青島神社
帯谷電機工業株式会社
特定非営利活動法人いろはの森
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ライフカンパニー新富
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
百姓うどん
富士自動販売機宮崎センター
有限会社くるま工房くろぎ
鹿児島県
A"LINEマルエーフェリー株式会社
ＮＩＳＨＩＤＡＯＦＦＩＣＥ
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法人奄美自立支援センターティダワークス
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
ユーミーコーポレーション株式会社
医療法人純青会
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
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
一般社団法人ハルナ
一般社団法人福City
永吉辰男
永原陽子
株式会社LINKS
株式会社MIC
株式会社エクシス
株式会社ケイシン自立支援センターかやの郷
株式会社ゼネラルエンヂニアリング
株式会社なんきゅうドック
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
亀川耕介
吉原道子
弓場建設株式会社
協同組織むぎのめ
見里恒成
幸喜屋
国立療養所星塚敬愛園
甑島商船株式会社
三島村役場
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
社会福祉法人愛真会三州原学園
社会福祉法人愛生会
社会福祉法人愛訪会
社会福祉法人以和貴会
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
社会福祉法人開吉福祉会児童養護施設慈恵学園
社会福祉法人岳風会
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
社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団障害者支
援施設川内自興園
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ワークセンター奄美・ジョイワーク奄美
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薩来園
社会福祉法人聖光会
社会福祉法人青鳥会
社会福祉法人大川福祉会
社会福祉法人大村報徳学園
社会福祉法人長和会
社会福祉法人天上会
社会福祉法人藤照会
社会福祉法人南恵会
社会福祉法人日置福祉会
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
社会福祉法人白鳩会おおすみの園
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
社会福祉法人明澈会
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
社会福祉法人林愛会児童養護施設大隅学舎
社会福祉法人和生会
松元英光
上西正高
川下辰郎
前田シモ
大島産業株式会社
中川運輸株式会社
鳥居タバコ店
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自立支援センター愛ら
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樹

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
特別養護老人ホーム涼松
菱重コールドチェーン株式会社
平昭
明昭産業株式会社
有限会社エムアールナカオ
有限会社コヤマダ建材
有限会社吉徳福祉機器販売
有限会社橋口製作所
有限会社三井・メディックス
有限会社川崎米穀店
有限会社南の太陽ぽかぽか食堂
沖縄県
NPO法人ToiToi
NPO法人名護市障がい者関係団体協議会
ジャガーパーキング久米
パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄株式会社
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
医療法人信愛会
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
一般社団法人かりゆし結
一般社団法人ちゃんぷるハウス
一般社団法人りあん
一般社団法人沖縄ダルク
沖縄刑務所
沖縄少年院
株式会社がんじゅうさー
株式会社シモセン
株式会社ネオテック
株式会社沖縄機械整備
株式会社糸満市物産センター
合同会社四つ竹
合同会社万寿こどもサポートはるかぜ
糸満工業団地協同組合
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社会福祉事業団うるま婦人寮
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団沖縄療育園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団具志川厚生園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団障害者支援
施設都屋の里
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団名護厚生園
社会福祉法人沖縄松楓会
社会福祉法人海邦福祉会
社会福祉法人喜寿会
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
社会福祉法人幸仁会
社会福祉法人高洋会
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
社会福祉法人善隣福祉会
社会福祉法人善隣福祉会特別養護老人ホーム愛誠園
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
社会福祉法人楓葉の会

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
社会福祉法人与勝福祉会特別養護老人ホーム与勝の里
社会福祉法人麗峰会
社会福祉法人偕生会沖縄偕生園
社会福祉法人榕樹会
就労ネットワークオリーブの家
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生活センター・イルカ
特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい
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地域福祉保健推進協会
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
有限会社光和商事
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

一般財団法人熊本県建築住宅センター
一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会
一般財団法人熊本青年会館
一般社団法人九州福祉会
一般社団法人熊本県歯科医師会
一般社団法人結井の郷オリーブの樹
一般社団法人光輪
一般社団法人虹
株式会社アートプロセス
株式会社エクシス
株式会社キッチン･ブレス
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
株式会社太宝
菊池市
玉名市岱明B&G海洋センター
熊本ドック株式会社
熊本刑務所
熊本県球磨郡あさぎり町役場
熊本県精神科病院協同組合あかねクリーン
熊本県長洲町
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
社会福祉法人ぎんなん会山麓
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
社会福祉法人熊本市社会福祉事業団長寿の里デイサービスセンター
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
社会福祉法人御陽会障がい者総合支援センター
ヴィラささゆ（第二明星学園）
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
社会福祉法人山紫会
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
社会福祉法人仁風会
社会福祉法人水光会
社会福祉法人星峰会

大川広域行政組合
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
特別養護老人ホームうたい鳥
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
愛媛県
BEMAC株式会社
F・オートサービス
NPO法人ケアサポート
NPO法人サスケ工房
NPO法人さなえ
NPO法人ひだまり工房
NPO法人みこと会
NPO法人れんげ草
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
うららか福祉サービス株式会社
マリンパーク新居浜
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
一般財団法人積善会十全総合病院
一般社団法人幸創會
宇和島地区広域事務組合きほく優愛の里
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
株式会社ワイズ・ホールディングス
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
三好造船株式会社
山中造船株式会社
四国溶材株式会社
児童養護施設親和園
社会福祉法人あおい会
社会福祉法人コイノニア協会
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
社会福祉法人みその児童福祉会
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厚生協会みどり寮
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
社会福祉法人喜久寿
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
社会福祉法人澄心
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
社会福祉法人悠々会
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
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
地域づくり推進事業部もみの木
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まこと
特定非営利活動法人みこと会
伯方造船株式会社
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
高知県
NPO法人地域福祉サポートあ・とむ
サンガリア商事株式会社（社会福祉法人てくとこ会）
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
株式会社かつお船
株式会社松村鉄工所
株式会社特殊製鋼所
株式会社濱田水道工務店
香南市教育委員会
香美市教育委員会
香美市社会福祉協議会
四万十町窪川B&G海洋センター
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
社会福祉法人ネットファミリー
社会福祉法人ふるさと自然村
社会福祉法人愛成会
社会福祉法人安芸市身体障害者福祉会
社会福祉法人光の村
社会福祉法人厚敬会
社会福祉法人高春福祉会
社会福祉法人室戸はまゆう会
社会福祉法人秋桜会特別養護老人ホームコスモスの里
社会福祉法人正晴会特別養護老人ホームさくら
社会福祉法人太陽福祉会
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
社会福祉法人土佐香美福祉会
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
新高知重工株式会社
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
特定非営利活動法人ワークスみらい高知
入交キャピタル株式会社
入交キャピタル株式会社（ボートピア土佐）
入交グループ本社株式会社
有限会社釜原鋳鋼所
有限会社中之島造船所
福岡県
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北九州工場
ウェルビーイングサービス
グリーンライフ産業株式会社
コインランドリーゆーかりの木
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
ミニボートピア嘉麻
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
芦屋町モーターボート競走事業
囲碁センター西新
一般財団法人日本モーターボート競走会やまと学校
一般財団法人日本モーターボート競走会芦屋支部
一般財団法人日本モーターボート競走会若松支部
一般財団法人日本モーターボート競走会福岡支部
一般社団法人あまね
一般社団法人学生就職支援協会
一般社団法人在宅看護センター北九州
一般社団法人障害者自立支援協会
一般社団法人大牟田観光協会
一般社団法人東建アグリ
一般社団法人友愛
株式会社D･Sヤマセイ
株式会社i･ライフソリューションズ
株式会社LikeLabKataru
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
株式会社カムラック
株式会社カンサイ
株式会社クリーニングのアルファ
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
株式会社南福岡自動車学校
株式会社福岡サンレイクゴルフ倶楽部
株式会社北商事
株式会社毎日介護タクシー
株式会社毎日介護タクシー有料老人ホーム八女津媛
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
公益社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院
公益社団法人福岡県看護協会
阪九フェリー新門司神戸行きターミナル
三井松島ホールディングス株式会社
三信船舶電具株式会社
社会医療法人栄光会
社会福祉法人あけぼの会
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
社会福祉法人すみれ会
社会福祉法人せいうん会
社会福祉法人たからばこ
社会福祉法人ハイジ福祉会
社会福祉法人ほっと福祉会
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
社会福祉法人育心会住宅型有料老人ホームくくる
社会福祉法人稲築福祉会誠心園
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
社会福祉法人甘木山学園
社会福祉法人希望の丘
社会福祉法人久英会
社会福祉法人共栄福祉会板屋学園
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
社会福祉法人敬愛園アットホーム諸岡
社会福祉法人敬親会
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
社会福祉法人高塔会暁の鐘学園
社会福祉法人黒木福祉会
社会福祉法人宰府福祉会
社会福祉法人菜文会
社会福祉法人桜園
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人誠慈会誠慈学園
社会福祉法人赤坂園
社会福祉法人善正会
社会福祉法人相互福祉会
社会福祉法人筑前福祉会
社会福祉法人筑陽会
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
社会福祉法人二葉会砂山デイサービスセンター
社会福祉法人年輪福祉会
社会福祉法人八千代会
社会福祉法人八千代会田主丸一麦寮
社会福祉法人飯盛会
社会福祉法人悲田院
社会福祉法人福岡あけぼの会
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
社会福祉法人福岡県社会事業団和白青松園
社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会
社会福祉法人福祉松快園
社会福祉法人福祉松快園介護老人保健施設友和松快園
社会福祉法人福祉松快園松快園ケアハウス豊の里
社会福祉法人豊徳会
社会福祉法人北九州フレンド社
社会福祉法人北筑前福祉会
社会福祉法人本郷福祉会
社会福祉法人未来駅
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
社会福祉法人和奏会
手打ちうどんちえ福
小倉拘置所
小倉少年鑑別支所
昭光株式会社
常石鉄工株式会社
川崎町
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
筑紫少女苑
筑邦銀行
朝倉市甘木B&G海洋センター
長松山光薫寺
電気興業株式会社九州支店
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
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
福岡国際空港株式会社
福岡少年院
福岡少年鑑別所
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
有限会社久保山自動車
有限会社明治屋
佐賀県
NPO法人のんびらぁと
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
株式会社イマムラ
株式会社イング
株式会社ウェルビジョン九州
株式会社九州PFIクリエイト
株式会社栗山建設
株式会社坂口組
株式会社泰山興業
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

社会福祉法人椎原寿恵会住宅型有料老人ホームグランドハウスまごごろ
社会福祉法人椎原寿恵会特別養護老人ホーム真心の園
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
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
麓刑務所
長崎県
NPO法人あさひ
NPO法人元気っこクラブファイト
NPO法人諫早なかよし村21このゆびとまれ
ボートレース大村
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
株式会社KTNソサエティ
株式会社MIC
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
株式会社マシナリーテック
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
株式会社三恵
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
公益社団法人日本海員掖済会長崎掖済会病院
佐々観光開発株式会社
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
社会福祉法人とみのはら福祉会
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
社会福祉法人敬天会
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

社会福祉法人山陰会
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人福翠会
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
石田コピーセンター株式会社
前畑造船株式会社
大阪鋼管株式会社
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
長崎マリンサービス株式会社
長崎蒲鉾有限会社
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
特定非営利活動法人そよみ
特定非営利活動法人もくもく
特定非営利活動法人県央自立支援センター亜斗務
特定非営利活動法人元気っ子クラブファイト
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
福岡造船株式会社
北松通運株式会社
野母商船株式会社青方代理店
有限会社ツカサフーズ
有限会社吉井工業
熊本県
NPO法人ABCネットワークよつ葉の里
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法人チャイルドサポートきくち
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法人熊本自立支援センターGUMP
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
医療法人おがた会
医療法人社団昭仁会
医療法人社団仁誠会
医療法人池満会ながすクリニック
一般財団法人杏仁会

株式会社香川ダイハツモータース
株式会社香川ダイハツモータース三木店
株式会社香川ダイハツモータース滝宮店
株式会社香川ダイハツモータース詫間店
株式会社高松セントラルスカイビルデイング
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
丸亀市栗熊コミュニティー
企業組合坂出造船所
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（海の科学館）
公益社団法人香川県看護協会
香川船渠株式会社
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
社会福祉法人こがも福祉会
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
社会福祉法人すみれ福祉会特別養護老人ホーム桉樹苑
社会福祉法人ナザレの村かすがの里・あじさい
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人永生会愛生苑
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
社会福祉法人四恩の里亀山学園
社会福祉法人若竹会
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
社会福祉法人善心会
社会福祉法人善通寺福祉会
社会福祉法人多度津福祉会
社会福祉法人多度津福祉会特別養護老人ホーム桃陵苑
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
新極真会香川中央支部坂出道場
清水木材株式会社
青葉工業株式会社
泉鋼業株式会社
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

社会福祉法人壽光会
授産センターよつば
松江市松江B&G海洋センター
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
和幸株式会社
岡山県
NPO瀬戸内
NPO法人杜の家
NPO法人美作自立支援センター
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
イマージュ
オーニック株式会社
カーツ株式会社
コーワン株式会社
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
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人社団岡山純心会
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
一般財団法人倉敷成人病センター
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
一般社団法人岡山県歯科医師会
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
楽器堂
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
株式会社ハーモニー
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
株式会社リードオン
株式会社栄工プラント
株式会社山陽新聞印刷センター
株式会社真栄住研
株式会社瀬戸内クルージング
株式会社藤原工務店
株式会社凪物流
株式会社富士テック
株式会社平野瓦工業所
株式会社宝山
玉島テレビ放送株式会社
公益社団法人岡山県看護協会
社会医療法人清風会
社会福祉法人P.P.P
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
社会福祉法人ことぶき会
社会福祉法人しおかぜ
社会福祉法人ちとせ交友会
社会福祉法人まこと会
社会福祉法人ますみ会
社会福祉法人みずき会
社会福祉法人みどり会
社会福祉法人みどり会介護施設みどり乃杜
社会福祉法人みどり会特別養護老人ホーム鹿田の庄
社会福祉法人みゆき会
社会福祉法人めやす箱
社会福祉法人ももぞの学園
社会福祉法人わかば園
社会福祉法人愛あい会
社会福祉法人愛和会
社会福祉法人旭川荘
社会福祉法人旭川荘旭川乳児院
社会福祉法人旭川荘竜ノ口寮
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
社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会
社会福祉法人閑谷福祉会
社会福祉法人吉備の里
社会福祉法人吉備路の会
社会福祉法人共栄会
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
社会福祉法人光風福祉会
社会福祉法人幸輝会
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
社会福祉法人幸輝会幸輝園
社会福祉法人広虫荘
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特別養護老人ホーム碧山荘
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
社会福祉法人菜花の里
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
社会福祉法人純晴会
社会福祉法人勝明福祉会
社会福祉法人小田・後月三友会
社会福祉法人松園福祉会
社会福祉法人新生寿会
社会福祉法人深山会
社会福祉法人神郷の園
社会福祉法人翠明会
社会福祉法人瀬戸内会
社会福祉法人瀬戸内福祉事業会
社会福祉法人清楼会
社会福祉法人生き活き館
社会福祉法人雪舟福祉会
社会福祉法人千寿福祉会
社会福祉法人千寿福祉会そうじゃ晴々
社会福祉法人千寿福祉会吉備高原清和荘
社会福祉法人千寿福祉会特別養護老人ホームロマンシティあいだ
社会福祉法人泉学園
社会福祉法人創心福祉会
社会福祉法人超寿会
社会福祉法人津山みのり学園
社会福祉法人津山市社会福祉協議会
社会福祉法人津山社会福祉事業会
社会福祉法人津山福祉会
社会福祉法人同仁会
社会福祉法人南野育成園
社会福祉法人日本原荘
社会福祉法人日本原荘介護老人保健施設津山ナーシングホーム
社会福祉法人日輪会
社会福祉法人福愛会
社会福祉法人福実会
社会福祉法人芳仙会
社会福祉法人優風会
社会福祉法人悠優会
社会福祉法人夕凪会
社会福祉法人陽光会
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
真庭市役所北房支局
社会福祉法人倉敷中央天寿会
総社花萬株式会社
総社市役所
中島硝子工業株式会社
帝人ナカシマメディカル株式会社
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岡山自立支援センターきびっ子おかやま

特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子おかやま
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子くめなん
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子みつ
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B&G海洋センター
日生地区海運組合
日生町漁業協同組合
日本ケミカル機器株式会社
武田鋳造株式会社
福祉の店きずな
有限会社吉備高原ファーム
有限会社美作薬局
広島県
BEMAC株式会社
NPO法人就労継続支援施設広島自立支援センターともに
YAMAX株式会社
アサヒプリテック株式会社広島営業所
アルファデンタルオフィス
イーグル工業株式会社呉事業所
ウェーブレッツ株式会社ボートレースチケットショップ安芸高田
エー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
ツネイシチャレンジド株式会社
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
医療法人社団あと会
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
学校法人八正学園ハイロスハイマ幼稚園
株式会社RANON
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
株式会社ニシキプリント
株式会社ファーマシィ
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
株式会社ワールドステイ
株式会社京泉工業
株式会社共立機械製作所
株式会社熊谷組中四国支店
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
株式会社博善
株式会社豊國
宮島ボートレース企業団
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
協成電機株式会社本社
呉精器工業株式会社
向島ドック株式会社
広島県坂町
広島商船高等専門学校
綱田工業株式会社
合同会社ゆうすけ
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
寺本鉄工所
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
社会福祉法人くすの木の会
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
社会福祉法人英寿会
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
社会福祉法人健生会
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
社会福祉法人広島聖光学園
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
社会福祉法人若菜
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
社会福祉法人静方会
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
社会福祉法人大崎福祉会
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
社会福祉法人飛鳥
社会福祉法人尾道さつき会
社会福祉法人尾道のぞみ会
社会福祉法人尾道市社会福祉協議会
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
庄原市口和老人福祉センター
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
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
東広島市安芸津B&G海洋センター
東広島市黒瀬B&G海洋センター
東洋機械株式会社
藤本悦志
特定非営利活動法人あいあい広場
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
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
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
鐵萬商事株式会社
山口県
NPO法人優喜会
YOU介護サービス株式会社
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
旭洋造船株式会社
医療法人緑山会
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
宇部観光株式会社
下関市競艇事業局
株式会社エクシス
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
社会福祉法人E･G･F
社会福祉法人くだまつ平成会
社会福祉法人さわやか会養護老人ホーム長生園
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障害者支援施設高嶺会
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社会福祉事業団山口県社会福祉会館
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アイユウの苑
社会福祉法人新永福祉会
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
社会福祉法人青藍会ハートホーム新山口
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
地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院
長府工産株式会社

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移動ネット山口
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
有限会社ハシモト
有限会社フォーマックス
有限会社末永整骨院
徳島県
NPO法人サスケ工房
NPO法人らくえん
NPO法人地域活動支援センターあなん
SUNNYDAYS
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
ヤマトホームコンビニエンス株式会社四国ビジネスサポート支店
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
阿南市スポーツ振興課
阿南市教育委員会
阿南市役所
阿北特別養護老人ホーム
医療法人至誠会
医療法人成悠会
医療法人青志会
医療法人川内内科
医療法人道志社
医療法人芳越会
医療法人鈴木会
井村造船株式会社
株式会社テレビ鳴門
株式会社ファミリヤ
株式会社フクブル
株式会社新来島徳島どっく
株式会社村上造船所
宮和海運株式会社
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
自治労阿南市職員労働組合連合会
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
社会福祉法人さわらび会
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
社会福祉法人みらい
社会福祉法人ルミエール
社会福祉法人阿南淡島会
社会福祉法人阿南福祉会
社会福祉法人阿波市社会福祉協議会
社会福祉法人愛育会
社会福祉法人愛心会
社会福祉法人愛泉会
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敬和会
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
社会福祉法人成蹊会
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
社会福祉法人石井町社会福祉協議会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人大麻福祉の町

社会福祉法人大麻福祉の町Bande桧
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社会福祉事業団希望の郷
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
社会福祉法人徳島県身体障害者連合会小星園
社会福祉法人徳島蒼生福祉会
社会福祉法人博友会
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
社会福祉法人美馬市社会福祉協議会
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
社会福祉法人由岐福祉会
社会福祉法人凌雲福祉会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会介護老人福祉施設おおつ苑
宗教法人常楽寺
松村歯科医院
松茂町役場
障害者支援施設ルキーナうだつ
森谷商店
神例造船株式会社
全水道鳴門水道労働組合
大塚製薬株式会社徳島支店
東みよし町三加茂B&G海洋センター
徳島刑務所
徳島県心身障害者福祉会
徳島市B&G海洋センター
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ふれあい福祉の会山びこへるぷ
特定非営利活動法人巣立就労継続支援センター巣立
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
日本モーターボート競走会鳴門支部
美波町
美馬市
美馬市役所
睦技研株式会社
牟岐町
鳴門市企業局
鳴門市身体障碍者連合会
鳴門市母子寡婦福祉連合会
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
香川県
BEMAC株式会社
サンコー株式会社
サンショク合同会社
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル寒川
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル三木
ヤンマー舶用システム株式会社
葵工業株式会社
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
医療法人社団以和貴会いわき病院
医療法人社団純心会
医療法人社団清風会中山病院
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
一般社団法人SKYあーと
学校法人やしま学園
楽笑福祉会歩笑
株式会社セーフティーサポート
株式会社マキタ
株式会社マルメン製麺所
株式会社幸真

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
社会福祉法人真誠会
社会福祉法人親誠会
社会福祉法人青谷福祉会青谷こども学園
社会福祉法人中部福祉会
社会福祉法人鳥取こども学園
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
社会福祉法人博愛会
社会福祉法人遊歩
社会福祉法人麗明会
社会福祉法人和
鳥取日産自動車販売株式会社
特定非営利活動法人YSSだいせん
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鳥取青少年ピアサポート
日産プリンス鳥取販売株式会社
日本交通株式会社
美保学園
有限会社ドアーズ
有限会社旭鉄工所
由良タクシー有限会社
島根県
L物流株式会社
NPO法人えんJOY
NPO法人さくらんぼのお家
NPO法人ふきのとう
NPO法人益田自立支援センター
かばはうすホールディングス株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社松江事業部
株式会社吉田ふるさと村
株式会社内村電機工務店
公益財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
合同会社Robse
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
社会福祉法人おおつか福祉会介護老人保健施設もくもく
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ケアポートよしだ
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
社会福祉法人金太郎の家
社会福祉法人桑友
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
社会福祉法人吾郷会養護老人ホームまほろば大和
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ケアハウス寿生の郷
社会福祉法人出雲南福祉会薫風の丘
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
社会福祉法人大田市社会福祉事業団
社会福祉法人島根ライトハウス
社会福祉法人島根県社会福祉事業団
社会福祉法人梅寿会軽費老人ホームコーポ「ますだ」
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



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
社会福祉法人恵庭光風会恵庭光と風の里
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特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘
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
社会福祉法人彩咲会
社会福祉法人朔風
社会福祉法人札親会
社会福祉法人札幌この実会
社会福祉法人札幌協働福祉会
社会福祉法人札幌肢体不自由福祉会
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
社会福祉法人手稲ロータス会特別養護老人ホーム手稲ロータス
社会福祉法人小樽育成院
社会福祉法人小樽高島福祉会
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
社会福祉法人雪の聖母園就労支援センターオプス
社会福祉法人千歳いずみ学園
社会福祉法人大悲会特別養護老人ホームあそか苑
社会福祉法人朝日福祉会
社会福祉法人長井学園
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
社会福祉法人美々川福祉会
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リハビリー
社会福祉法人北海道光生会
社会福祉法人北海道光生舎
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友愛福祉会ケアハウスゆうあい
社会福祉法人北海道友愛福祉会静苑ホーム
社会福祉法人北海道療育園
社会福祉法人北見有愛会
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
帯広刑務所
帯広少年院
鷹栖町教育委員会
秩父別町B&G海洋センター
津軽海峡フェリー株式会社
当麻町教育委員会
当麻町母子寡婦会
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さらら壮瞥
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ゆう
特定非営利活動法人恵生会
特定非営利活動法人工房・虹と夢後援会
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手と手
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
特別養護老人ホーム手稲ロータス
苫重建設株式会社
農村公園
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
北洋無線株式会社
有限会社Colors
有限会社藤電機システム
有限会社函館厚生商事
青森県
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
よこまちストア
一般財団法人日々木の森
一般社団法人アイループ
株式会社KASAKO就労移行支援事業所C-ROAD
株式会社サンパワー
株式会社リバース
株式会社高橋
株式会社小笠原新聞店
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
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
社会福祉法人義栄会障碍者支援事業所じょいん
社会福祉法人義乃会
社会福祉法人吉幸会
社会福祉法人吉幸会特別養護老人ホーム野辺地ホーム
社会福祉法人桐栄会
社会福祉法人恵徳会
社会福祉法人桂久会
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特別養護老人ホーム青山荘
社会福祉法人拓心会
社会福祉法人中央福祉会
社会福祉法人長老会
社会福祉法人田舎館村社会福祉協議会
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
社会福祉法人藤聖母園特別養護老人ホーム藤の園
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
社会福祉法人明恵会
社会福祉法人明和会
社会福祉法人友の会
社会福祉法人養正会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和幸園
心の里うぐいす
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
東北医療福祉事業協同組合
特定非営利活動法人team.Stepbystep
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双松福祉会
特定非営利活動法人陽だまりの家
特定非営利法人三本の木
特別養護老人ホーム森の里
南部町教育委員会南部町名川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
岩手県
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
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
宮古市魚市場
宮古湾漁業協同組合
鍬ヶ崎番屋
公益財団法人岩手県予防医学協会
三陸やまだ漁業協同組合
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（佐藤宮司宅）
社会福祉法人いつつ星会
社会福祉法人カナンの園ヒソプ工房

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
社会福祉法人岩手和敬会青山和敬荘
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
社会福祉法人燦々会
社会福祉法人志和大樹会
社会福祉法人紫波会
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盛岡杉生園
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
社会福祉法人新生会
社会福祉法人新里紫桐会
社会福祉法人清智会
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
社会福祉法人天神会
社会福祉法人田老和心会
社会福祉法人博愛会
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特別養護老人ホーム敬愛園
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
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
田老町漁業協同組合
東北医療福祉事業協同組合
東北汽船港運株式会社
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ックの家
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
特別養護老人ホーム麗峰苑
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
北日本造船株式会社久慈工場
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
有限会社大船渡ドック
宮城県
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
アライオートオークション仙台株式会社
エームサービス
ヒノケン株式会社
レインボー川崎
医療法人金上仁友会金上病院
一般社団法人まなびの森
一般社団法人悠優会
牡鹿漁業協同組合
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
株式会社ダイリツプランニング(ボートピア川崎)
株式会社マルイチ
株式会社みらい造船
株式会社ヤマニシ
株式会社阿部和工務店
株式会社三亥塩釜支店
株式会社小野寺鐵工所
株式会社新和エンジンサービス
株式会社聖人堀鐵工所
株式会社鈴木造船所
久我建設株式会社
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
宮城県漁業協同組合塩釜総合支所
宮城県漁業協同組合宮戸支所
宮城県漁業協同組合石巻総合支所
宮城県蔵王町
宮城県大郷町教育委員会
公益財団法人宮城県対がん協会
公益社団法人日本海員掖済会宮城利府掖済会病院
佐藤造船所
笹谷温泉湯元一乃湯
社会福祉法人おおさきさくら福祉会すずかけの里
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
社会福祉法人愛の郷
社会福祉法人愛泉会
社会福祉法人旭壽会
社会福祉法人旭壽会特別養護老人ホーム一心苑
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
社会福祉法人恵泉会パルめぐみ
社会福祉法人恵泉会特別養護老人ホーム光風園
社会福祉法人慶和会

社会福祉法人敬寿会特別養護老人ホーム仙台敬寿園
社会福祉法人敬長福祉会
社会福祉法人向陽会
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
社会福祉法人国見会
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
社会福祉法人仙萩の杜ぴぁ
社会福祉法人仙萩の杜障がい者福祉サービス事業所まどか西中田
社会福祉法人千賀の浦福祉会特別養護老人ホーム松島長松苑
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
社会福祉法人洗心会第二高松園
社会福祉法人大崎誠心会
社会福祉法人大石ヶ原会
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
社会福祉法人白石陽光園
社会福祉法人八木山福祉会
社会福祉法人和仁福祉会特別養護老人ホーム和香園
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
仙台ビーナス会
千賀の浦福祉会多賀城苑
千賀の浦福祉会第二清楽苑
大衡村役場
大崎八幡宮
東北医療福祉事業協同組合
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サポートこもれび
特定非営利活動法人桑の木
認定NPO法人さわおとの森
法務省仙台矯正管区
豊里コミュニティ推進協議会
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
亘理町教育委員会
秋田県
NPO法人能代市体育協会
ボートピア河辺
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
株式会社ホリスティックホールティングス
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
社会福祉法人あけぼの会なごみのさと
社会福祉法人ｸ ﾘ゙ｰﾝﾛｰｽﾞ
社会福祉法人つるまい福祉会水林新生園
社会福祉法人はまなす会
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
社会福祉法人みそのみそのホーム
社会福祉法人みその聖園天使園
社会福祉法人横手福祉会
社会福祉法人河辺ふくし会
社会福祉法人花輪ふくし会
社会福祉法人久盛会
社会福祉法人琴丘ふくし会
社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人敬仁会地域密着型特別養護老人ホーム聚恵苑
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
社会福祉法人交楽会障害者支援施設森幸園
社会福祉法人晃和会
社会福祉法人慈泉会
社会福祉法人秋田ふくしハートネット
社会福祉法人秋田旭川福祉会

社会福祉法人秋田育明会竹生寮
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
社会福祉法人秋田福祉協会
社会福祉法人上小阿仁村社会福祉協議会
社会福祉法人水交苑
社会福祉法人水交会
社会福祉法人成光会
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
社会福祉法人能代ふくし会指定障害福祉サービス事業所ねむの木苑
社会福祉法人比内ふくし会
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
社会福祉法人友愛の園
社会福祉法人六縁会
社会福祉法人六郷仙南福祉会
社会福祉法人六郷仙南福祉会ロートピア仙南
秋田キャッスルホテル
秋田刑務所
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
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
山形県
NPO法人置賜ひまわり会
アルファクラブ東北株式会社
オーリンク株式会社介護付有料老人ホームフォーリーフ嶋
ひまわり南陽
医療法人敬愛会
株式会社STAY
株式会社サンパワー
株式会社ユートピアライフ介護付有料老人ホームやすらぎ苑
株式会社千歳建設
株式会社蔵王サプライズ黒沢工場
株式会社未来創造館
株式会社有賀組
山形県社会福祉事業団山形県慈丘園
社会医療法人二本松会かみのやま病院
社会福祉法人いずみノ杜
社会福祉法人ふじの里
社会福祉法人みのり福祉会
社会福祉法人やまがた市民福祉会
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
社会福祉法人恵泉会恵泉会シニアサポートともえ
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬天会
社会福祉法人敬天会指定障害者支援施設水明苑
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
社会福祉法人慈敬会
社会福祉法人慈風会
社会福祉法人舟和会
社会福祉法人庄内福祉会
社会福祉法人松風会特別養護老人ホームはとみね荘
社会福祉法人親和会
社会福祉法人千宏会
社会福祉法人双葉会特別養護老人ホーム太陽の里ふたば
社会福祉法人村山光厚生会養護老人ホーム村山光ホーム
社会福祉法人朝日敬慎会
社会福祉法人朝日町福祉会
社会福祉法人東根福祉会
社会福祉法人徳良会
社会福祉法人南陽恵和会特別養護老人ホームこぶし荘
社会福祉法人白鷹福祉会
社会福祉法人尾花沢福祉会特別養護老人ホームよつば荘
社会福祉法人米沢仏教興道会

北海道
NPO法人自立支援センター歩歩路
アサヒプリテック株式会社
せたな町B&G海洋センター
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
リサイクルマート名寄店
愛別町教育委員会
旭川少年鑑別所
医療法人渓仁会
医療法人渓仁会札幌西円山病院
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院
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
一般社団法人はるか
一般社団法人パレット
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
株式会社アイティ・コミュニケーションズ
株式会社クリーンリースウェルフェア
株式会社クリエイティブ・ケイ
株式会社グロウス
株式会社コンテック
株式会社ナイネンキ
株式会社プロット
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
株式会社繁富工務店
株式会社北海道オフィスプロダクツ
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(古平町B&G海洋センター)
五洋建設株式会社札幌支店
公益社団法人日本海員掖済会小樽掖済会病院
合同会社癸方苑
根室造船株式会社
札幌矯正管区第一部
札幌刑務所
札幌佐々木畜産株式会社
斜里町
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
社会福祉法人あけぼの福祉会岩内あけぼの学園
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
社会福祉法人よいち福祉会
社会福祉法人旭川たいせつ福祉会
社会福祉法人旭川旭親会
社会福祉法人旭川育児院
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
社会福祉法人栄和会
社会福祉法人楽生会
社会福祉法人岩内厚生園
社会福祉法人空知の風

社会福祉法人福島県福祉事業協会ワークスペース・アシスト
社会福祉法人福島県福祉事業協会原町共生授産園
社会福祉法人福島県福祉事業協会障がい者多機能型事業所せきれい
社会福祉法人福島県福祉事業協会多機能型事業所田村
社会福祉法人福島福祉会
社会福祉法人柳愛会
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
社会福祉法人緑風福祉会
社会福祉法人緑風福祉会いいざか花桃館
社会福祉法人緑風福祉会桑折緑風園
小名浜造船株式会社
石川町役場新庁舎
川内村役場
相浦造船鉄工所
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クローバー福祉会
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つくしの里福祉会
特定非営利活動法人ひまわり福祉会
特定非営利活動法人ほっとアクト
特定非営利活動法人ポプラ福祉会
特定非営利活動法人わいわい作業所
塙町教育委員会
福島刑務所
放課後等デイサービスわくわく新白河
有限会社及川造船所
和喜輸送株式会社東北支店
茨城県
N&A
NPO法人愛・LOVE・みらい
いばらき少年剣友会
かんてい局つくば店
ナカノカイロプラクティックオフィス
愛和会
医療法人幸樹会
一般社団法人OHANA
茨城中央園芸農業協同組合
株式会社アサヒヤ
株式会社いばらきのケア
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
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
株式会社マタニ武道具
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
金井信彦
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
社会福祉法人マリンピア
社会福祉法人みどり会
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
社会福祉法人愛和会特別養護老人ホームあそうの郷
社会福祉法人栄寿会
社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院
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

社会福祉法人創志会ライフサポートセンターいたこ
社会福祉法人筑水会
社会福祉法人筑峰学園
社会福祉法人日照養徳園
社会福祉法人博友会
社会福祉法人白銀会
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
第一常陸野公園
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キララこそだて支援センター
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結
特定非営利活動法人虹
特定非営利法人ひだまり
独立行政法人日本原子力研究開発機構
日本メクトロン株式会社
品川重工株式会社
不二造園土木株式会社
法務省水戸少年鑑別所
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
栃木県
FLATワークス
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
みゆきの杜
ユートピアにしかた
医療法人社団星野会
医療法人社団洋精会
一般財団法人栃木県青年会館
株式会社エヌゼットケイ
株式会社トライターム
株式会社ミンナのミカタ
株式会社ワールドステイ
株式会社宇都宮ユーミー建設
株式会社三協
株式会社小堀建設
株式会社大昌電子
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
社会福祉法人エルム福祉会
社会福祉法人こころみる会
社会福祉法人こぶしの会
社会福祉法人すかい
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
社会福祉法人つむぎ
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
社会福祉法人みその聖園ヨゼフ老人ホーム
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
社会福祉法人愛和会通所介護事業所スーパーデイみらい
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
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人美明会
社会福祉法人福寿会
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
社会福祉法人豊岡福祉会
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
太陽会
大日電機工業株式会社
東京計器株式会社
東京計器株式会社矢板工場
特定非営利活動法人CCVウェルフェア
特定非営利活動法人はばたき
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デイホームさつき
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
特別養護老人ホーム而今桜
栃木刑務所
那須烏山市役所教育委員会
那須塩原市
日産プリンス栃木販売株式会社
富士精密株式会社
芳賀町B&G海洋センター
有限会社はが介護サービス
群馬県
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
NPO法人山脈
おさかな茶寮
クローバー･ジャパン株式会社
パーソルサンクス株式会社
ヤマト発動機株式会社
ライフライン・サポート株式会社
医療法人山崎会
医療法人山崎会グループホームカーサ・アルカディア
医療法人社団田口会新橋病院
医療法人社団美心会
医療法人社団平形会介護老人保健施設銀鈴
医療法人大誠会
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IHI原動機太田工場
株式会社アライ
株式会社エー･アンド･ズィー
株式会社オアシス
株式会社ケアアンジュ
株式会社シーアンド・エス

株式会社せいらん大志社
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
株式会社むさしのかんてい局前橋店
株式会社やんば
株式会社ワールドステイ
株式会社小淵
株式会社上州ミート
株式会社榛名厚生会
株式会社針塚農産
株式会社相沢商店共愛学園前橋国際大学内
玉村町B&G海洋センター
群馬県みどり市
群馬県住宅供給公社
群馬県立二葉高等特別支援学校
群馬県立二葉特別支援学校
公益社団法人前橋積善会
国立療養所栗生楽泉園
社会福祉法人あかぎの響
社会福祉法人あんなか福祉会
社会福祉法人おおぎだ
社会福祉法人おおぎだ特別養護老人ホームローズヒル
社会福祉法人ことぶき
社会福祉法人チハヤ会
社会福祉法人のぞみ
社会福祉法人はるな郷
社会福祉法人プライム
社会福祉法人ほたか会
社会福祉法人みやぎ会あゆみの里
社会福祉法人みやび会
社会福祉法人もくせい会
社会福祉法人ゆずりは会
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人愛星会
社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会
社会福祉法人永光会
社会福祉法人鎌倉会
社会福祉法人館邑会
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
社会福祉法人協栄会多機能型事業所のぞみ
社会福祉法人玉樹会
社会福祉法人玉風会
社会福祉法人薫英会
社会福祉法人薫英会障害福祉サービス事業所ワークショップくんえい
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園そめやの里
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム菱風園
社会福祉法人群馬厚生会
社会福祉法人恵済会
社会福祉法人恵風会
社会福祉法人後閑あさひ福祉会あさひ第二保育園
社会福祉法人後閑あさひ福祉会後閑あさひ保育園
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
社会福祉法人三愛荘
社会福祉法人三喜会特別養護老人ホーム吉井セピア
社会福祉法人三国塩原会
社会福祉法人山紫会特別養護老人ホーム音和の園
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
社会福祉法人潤青会
社会福祉法人昭和ゆたか会
社会福祉法人上川会
社会福祉法人上毛愛隣社
社会福祉法人上毛愛隣社めぐみ保育園
社会福祉法人植竹会
社会福祉法人新生会
社会福祉法人榛永会
社会福祉法人榛桐会
社会福祉法人仁和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人誠光会
社会福祉法人青風舎ケアハウスきょうめ
社会福祉法人青和会
社会福祉法人赤城の家

社会福祉法人千代の会
社会福祉法人大平台会
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
社会福祉法人尾瀬長寿会桜花苑
社会福祉法人美幸会
社会福祉法人平成会
社会福祉法人北毛清流会
社会福祉法人明清会
社会福祉法人悠仁会
社会福祉法人邑友会
社会福祉法人邑友会やまつつじ
社会福祉法人龍峰会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑陽会軽費老人ホームグリーンハイツ
社会福祉法人圓会
小野里工業株式会社
大洋電機株式会社
第一生命保険株式会社
藤間精錬株式会社
特定非営利活動法人エイチ・ツー・オー
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すだち
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麦わら屋
特定非営利法人妙義会
農事組合法人さんぽ道
明和町役場
有限会社ヤマモトサービス
有限会社草津リゾート
理研鍛造株式会社
埼玉県
NPO法人あおい糸
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関東事業所
アサヒプリテック株式会社埼玉工場
アサヒ建工株式会社
いながき動物病院
ジャパンウェイスト株式会社
リコージャパン株式会社
医療法人豊仁会三井病院
一般財団法人日本モーターボート競走会
一般社団法人あるかでぃあ
一般社団法人ノーマライズうらわ
一般社団法人日本モーターボート選手会埼玉支部
株式会社MIC
株式会社あすなろ
株式会社サイサン
株式会社とだか建設
株式会社ベストロジ埼玉
株式会社ポプラ
株式会社岡部コントリビューションパーク
株式会社岡部コントリビューションパーク代表取締役中島卓也
株式会社幸大ハイテック
株式会社倉本産業
株式会社倉本産業川越工場
株式会社日立ニコトランスミッション
久喜市栗橋B&G海洋センター
興亜化工株式会社
幸手市教育委員会
埼玉福興株式会社
三伸機材株式会社
三信船舶電具株式会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人ありす福祉会
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
社会福祉法人ゆうき福祉会
社会福祉法人ルロワ
社会福祉法人愛抱会
社会福祉法人育心会

社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人温和会
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
社会福祉法人熊谷福祉会
社会福祉法人敬寿会
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
社会福祉法人埼玉のぞみの園深谷たんぽぽ
社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団
社会福祉法人埼玉県身体障害者福祉協会
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
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人入間川福祉会
社会福祉法人博愛福祉会
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
社会福祉法人歩む会福祉会
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
松勘工業株式会社
松伏町
森林霊園管理事務所
神川町教育委員会
代田橋自動車有限会社
大陽工業株式会社
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わんぱくクラブ
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
北辰商事株式会社
有限会社ケアブレーン
嵐山町
千葉県
NPO法人i&i
NPO法人Village
エームサービス株式会社
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
リサイクルマート君津店
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
一般社団法人恩送り
横芝光町教育委員会
学校法人日本体育大学柏高等学校
株式会社アイ・エス・ビー
株式会社サンテック
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
株式会社ほがらか
株式会社吉川自動車
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
株式会社誠和グループ
株式会社石山
株式会社富士総業
公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団
公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
細田自動車有限会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人あかぎ万葉
社会福祉法人あすなろ会障害者支援施設どんぐりの郷
社会福祉法人うぐいす会
社会福祉法人うぐいす会からは～い
社会福祉法人かずさ萬燈会
社会福祉法人ささえ愛
社会福祉法人さつき会
社会福祉法人ジョイまつど
社会福祉法人なゆた
社会福祉法人まごころ
社会福祉法人マリンピアケアハウスマリンピア銚子
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
社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会児童養護施設望みの門かずさの里
社会福祉法人ロザリオの聖母会
社会福祉法人ロザリオの聖母会障害者支援施設聖マリア園
社会福祉法人ロザリオの聖母会聖マリア園
社会福祉法人愛光
社会福祉法人愛光障害者支援施設リホープ
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
社会福祉法人関西中央福祉会
社会福祉法人桐友学園
社会福祉法人九十九里ホーム
社会福祉法人栗の木
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人兼愛会
社会福祉法人広文会
社会福祉法人三誠会
社会福祉法人児童愛護会青松学園
社会福祉法人修央会
社会福祉法人秋桜会
社会福祉法人淑徳福祉会
社会福祉法人松の実会
社会福祉法人松里福祉会
社会福祉法人心友会
社会福祉法人新柏会
社会福祉法人神聖会
社会福祉法人翠皍会
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清郷会
社会福祉法人清郷会十倉厚生園
社会福祉法人聖隷福祉事業団松戸愛光園
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院
社会福祉法人斉信会
社会福祉法人千葉県福祉援護会
社会福祉法人千葉県福祉援護会特別養護老人
ホームローゼンヴィラはま野
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会でい・まさご
社会福祉法人泉寿会
社会福祉法人浅間の杜特別養護老人ホーム長寿園
社会福祉法人創成会
社会福祉法人創明会
社会福祉法人太陽会
社会福祉法人泰斗会
社会福祉法人鶴心会
社会福祉法人鶴心会特別養護老人ホームトータス
社会福祉法人定山会地域密着型特別養護老人ホームひばりの郷
社会福祉法人天光会特別養護老人ホーム恵光園シャイニー中央
社会福祉法人徳和会特別養護老人ホームあかいの郷
社会福祉法人薄光会
社会福祉法人薄光会あおいそら
社会福祉法人八千代美香会
社会福祉法人八千代美香会船橋市特別養護老人ホーム朋松苑
社会福祉法人父の樹会
社会福祉法人芙蓉会
社会福祉法人福祉楽団
社会福祉法人福寿会特別養護老人ホーム福寿園

社会福祉法人豊裕会六日町あいあい特別養護老人ホーム
社会福祉法人悠々会
社会福祉法人陽光会いちょうの家
舟形町B&G海洋センター
大和メディカル株式会社
鶴岡地区医師会
特定非営利活動法人くれよんはうす
南陽市役所
有限会社家岸造船所
福島県
NPO法人あさがお
NPO法人ウッドピアはなわ
NPO法人みんなのまーち
ムサシノ機器株式会社
ムサシノ機器株式会社白河工場
やしおみ荘
医療法人社団メンタルクリニックなごみ
一般社団法人ジパング
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
株式会社ヴィオーラ
株式会社ウェーブ21
株式会社エヌジェイアイ
株式会社サンパワー
株式会社ワイズ山川
株式会社共栄ブレーン
株式会社興洋
株式会社金美堂
株式会社孔輪閣
株式会社同仁社
社会福祉法人いわき福音協会
社会福祉法人いわき福音協会はまぎく荘
社会福祉法人いわき福音協会はまなす荘
社会福祉法人くわの福祉会
社会福祉法人しのぶ福祉会あづま授産所
社会福祉法人しんち福祉会
社会福祉法人スマイルワーク就労支援事業所スマイルセンター
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
社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑
社会福祉法人みどりのかぜ生活介護事業所のはら
社会福祉法人ライフ・タイム・福島
社会福祉法人愛誠会せいざん荘
社会福祉法人愛誠会介護老人保健施設佳勝園
社会福祉法人育成会
社会福祉法人育成会いわき学園
社会福祉法人育成会みなみテラス
社会福祉法人希望の杜福祉会
社会福祉法人玉川村社会福祉協議会
社会福祉法人甲子の里福祉会
社会福祉法人桜ヶ岡福祉会特別養護老人ホーム絆
社会福祉法人慈仁会
社会福祉法人昌平黌医療センター片寄診療所
社会福祉法人昌平黌介護老人保健施設二ツ箭荘
社会福祉法人心愛会
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁愛会レンガ通りデイサービスセンター
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人清峰会さざなみ学園
社会福祉法人生愛福祉事業団
社会福祉法人誠心会
社会福祉法人千桜会
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
社会福祉法人多宝会
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
社会福祉法人田村福祉会特別養護老人ホームあぶくま荘
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
社会福祉法人南陽会
社会福祉法人博愛会特別養護老人ホーム会津みどりホーム
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
社会福祉法人福島愛育園児童養護施設福島愛育園
社会福祉法人福島県福祉事業協会

介護老人福祉施設藤香苑
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IHI原動機
株式会社JTBコーポレートセールス
株式会社KEYクリエーション
株式会社MIC
株式会社TBSグロウディア
株式会社WITHケアハウスまぁむ北区豊島
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グローバル
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社エイフェス
株式会社エクセノヤマミズ
株式会社カワサキライフコーポレーション
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
株式会社サテリット
株式会社スタートライン
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
株式会社ディンプル
株式会社テクノコア
株式会社トーコロ
株式会社マツイ
株式会社みやこ食品
株式会社レオン・インターナショナル
株式会社レリアン
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
株式会社松村組東京本店
株式会社石川組
株式会社第一情報システムズ
株式会社島村工業
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
株式会社日産クリエイティブサービス
株式会社北澤電機製作所
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
公益財団法人笹川平和財団
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
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター
公益財団法人母と学生の会
公益社団法人日本観光振興協会
公益社団法人宝生会
今治造船株式会社
三根株式会社
三鷹市民協働ネットワーク
山一商事株式会社
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
社会福祉法人アゼリヤ会
社会福祉法人ウエルス東京
社会福祉法人カリタスの園
社会福祉法人グリーンウッド
社会福祉法人けやきの杜
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人さわらび会特別養護老人ホーム山河
社会福祉法人サン
社会福祉法人シルヴァーウィング
社会福祉法人セント･ジョセフ会
社会福祉法人ドリームヴィ
社会福祉法人にんじんの会
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家
社会福祉法人ほうえい会
社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会
社会福祉法人マザアス
社会福祉法人マザアス特別養護老人ホームマザアス日野
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
社会福祉法人むうぷ
社会福祉法人やまゆり福祉会
社会福祉法人愛隣会
社会福祉法人安立園
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人永寿会
社会福祉法人楽晴会世田谷希望丘ホーム
社会福祉法人共助会
社会福祉法人共生会東四つ木ほほえみの里
社会福祉法人協和会特別養護老人ホームきく
社会福祉法人暁会メディカルケアタウン東大島
社会福祉法人錦華学院
社会福祉法人啓光福祉会
社会福祉法人原町成年寮
社会福祉法人光塩会
社会福祉法人恒陽会
社会福祉法人江戸川豊生会
社会福祉法人江東園
社会福祉法人合掌苑
社会福祉法人三徳会
社会福祉法人賛育会
社会福祉法人四葉晃耀会
社会福祉法人子供の家
社会福祉法人至誠学舎立川
社会福祉法人至誠学舎立川至誠ホームオンニ
社会福祉法人七日会
社会福祉法人七日会杜の園
社会福祉法人秋川あすなろ会
社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会景丘の家
社会福祉法人春光福祉会
社会福祉法人小茂根の郷
社会福祉法人松柏児童園
社会福祉法人章佑会
社会福祉法人親の家
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁生社
社会福祉法人正吉福祉会府中市立よつや苑
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人聖救主福祉会
社会福祉法人聖明福祉協会
社会福祉法人青少年福祉センター
社会福祉法人青梅福祉協会
社会福祉法人泉陽会
社会福祉法人泉陽会新町光陽苑
社会福祉法人全国スモンの会
社会福祉法人創和会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人草むら
社会福祉法人村山苑
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
社会福祉法人鶴風会西多摩療育支援センター
社会福祉法人天寿園会
社会福祉法人田無の会たんぽぽ
社会福祉法人東京コロニー
社会福祉法人東京サレジオ学園
社会福祉法人東京リハビリ協会
社会福祉法人東京栄和会
社会福祉法人東京援護協会
社会福祉法人東京聖労院
社会福祉法人東京武尊会
社会福祉法人東京福祉会
社会福祉法人東京有隣会
社会福祉法人同愛会
社会福祉法人同愛会日の出福祉園
社会福祉法人同胞互助会
社会福祉法人道心会
社会福祉法人南風会
社会福祉法人二葉保育園
社会福祉法人日の基社会事業団日の基青老閣
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
社会福祉法人白十字会介護老人保健施設東京ばんなん白光園
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
社会福祉法人福音寮
社会福祉法人福信会麦久保園
社会福祉法人福陽会特別養護老人ホーム第２サンシャインビラ
社会福祉法人兵庫福祉会
社会福祉法人奉優会
社会福祉法人蓬莱会高齢者総合ケアセンターケアプラザ多摩
社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
社会福祉法人睦月会
社会福祉法人未来こどもランド
社会福祉法人友愛十字会特別養護老人ホーム友愛荘
社会福祉法人緑愛会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会ラぺ日野
社会福祉法人緑秀会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人練馬区社会福祉事業団田柄特別養護老人ホーム
社会福祉法人櫻継会
宗教法人明治神宮
秋元康寛
小林弘英
信金中金ビジネス株式会社
新巧塗装工業株式会社
神薬工業株式会社
川崎重工業株式会社
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
大日本土木株式会社東京支店
大陽工業株式会社
炭火焼鳥だいすけ
地域活動支援センターはるえ野
中国塗料株式会社
中嶋竜生
町田市美術工芸館
天理教豊眞分教会
渡辺公義
東海汽船株式会社
東京スガキ印刷株式会社
東京計器株式会社/東京計器テクノポート株式会社
東京拘置所
東京都済生会中央病院
東邦重機開発株式会社
東洋熱工業株式会社
特定医療法人研精会
特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ
特定非営利活動法人こぴあクラブ
特定非営利活動法人すずらん
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東京自立支援センター
特別養護老人ホーム第二青梅園
日産自動車販売株式会社
日本アイラック株式会社
日本紙通商株式会社
日本体育大学医療専門学校
認定NPO法人語らいの家
飯田和枝
富永物産株式会社
富士電機株式会社
北砂2丁目だい整形外科
墨田川造船株式会社
有限会社錦部製作所
有限会社劇団俳優座
有限会社蓮田電設
立川拘置所
神奈川県
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法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会横浜支部
NPO法人福祉で支え合う会
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
かまくらのおとうふやさん豆寿
かもめプロペラ株式会社
コムテック株式会社
ソフトホーム株式会社
テクノス株式会社
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横浜病院
一般財団法人海上災害防止センター
一般財団法人聖マリアンナ会
一般財団法人日本船員厚生協会
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COM
株式会社ＥＩＧＨＴＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ
株式会社MIC
株式会社アクト
株式会社アドバンテージ
株式会社オーテックジャパン
株式会社シネヴィス
株式会社マグトロニクス
株式会社マリアンナ･ワールド･サービス
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
株式会社横浜華リハビリデイサービス
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
公益社団法人日本海員掖済会
三上船舶工業株式会社
社会福祉法人SOWET
社会福祉法人かながわ共同会
社会福祉法人かながわ黎明会
社会福祉法人キャマラード
社会福祉法人キャマラード第２みどりの家
社会福祉法人クローバー
社会福祉法人こうよう会
社会福祉法人さくら会
社会福祉法人すぎな会
社会福祉法人すみなす会
社会福祉法人たすけあいゆい
社会福祉法人たすけあい泉
社会福祉法人たちばな会
社会福祉法人たちばな福祉会
社会福祉法人たつき会介護老人福祉施設スミール桜ヶ丘
社会福祉法人つちや社会福祉会
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
社会福祉法人みその
社会福祉法人みどりの風
社会福祉法人みどり共生会
社会福祉法人みどり福祉会
社会福祉法人らぽおるの樹
社会福祉法人ル･プリ
社会福祉法人ル・プリ杜の会事業本部
社会福祉法人阿部睦会
社会福祉法人愛光会
社会福祉法人愛川舜寿会
社会福祉法人育生会
社会福祉法人磯子コスモス福祉会
社会福祉法人一乗会
社会福祉法人横浜やまびこの里
社会福祉法人横浜向陽会
社会福祉法人横浜長寿会
社会福祉法人横浜婦人クラブ愛児園
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
社会福祉法人輝雲会児童養護施設手まり学園
社会福祉法人吉祥会
社会福祉法人栗山会
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
社会福祉法人県央福祉会アイネットきたざと
社会福祉法人県央福祉会エスポワールパーネ
社会福祉法人県央福祉会ふじさわ爽風舎
社会福祉法人県央福祉会ぽらーの上和田
社会福祉法人県央福祉会モンド湘南藤沢
社会福祉法人県央福祉会ワークステーション菜の花
社会福祉法人県央福祉会ワークス桜舎セルプ
社会福祉法人県央福祉会三浦創生舎
社会福祉法人県央福祉会生活介護ふるーる
社会福祉法人県央福祉会大和さくらクリニック
社会福祉法人県西福祉会
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
社会福祉法人幸保園
社会福祉法人紅梅会
社会福祉法人三つ葉会ガーデニア・ごしょみ
社会福祉法人三篠会
社会福祉法人山根会
社会福祉法人紫陽花会
社会福祉法人児童養護施設心泉学園
社会福祉法人慈母会
社会福祉法人若竹大寿会
社会福祉法人若竹大寿会特別養護老人ホーム若竹苑
社会福祉法人寿考会
社会福祉法人寿徳会
社会福祉法人宗得会
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
社会福祉法人新日本学園
社会福祉法人真生会
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
社会福祉法人清光会清光園
社会福祉法人清正会
社会福祉法人聖テレジア会
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
社会福祉法人聖和むつみ会
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
社会福祉法人川崎市社会福祉事業団川崎市柿生学園
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
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人長寿会軽費老人ホーム箱根山荘
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホーム陽光の園
社会福祉法人唐池学園
社会福祉法人唐池学園児童養護施設強羅暁の星園
社会福祉法人藤沢育成会アートスペースわかくさ
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
社会福祉法人同愛会ダイア磯子
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

社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人博愛福祉会小規模多機能型居宅介護ゆとり庵磯部
社会福祉法人白根学園しらねの里
社会福祉法人箱根恵明学園
社会福祉法人富士美特別養護老人ホームヒューマン
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
社会福祉法人蓬莱会
社会福祉法人蓬萊会特別養護老人ホームケアプラザさがみはら
社会福祉法人訪問の家
社会福祉法人訪問の家集
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）
前田医院
太洋テクニカ株式会社
大成建設株式会社
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トムトム
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寺田プランニング
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福祉センター
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
日本新薬株式会社
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
有限会社かみはし
新潟県
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
ミニボートピア阿賀野
一般社団法人燕市スポーツ協会･ミズノグループ
株式会社IHI原動機
株式会社WithYou
株式会社カトー
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
株式会社ワールドステイ
株式会社植木組
株式会社新潟放送
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
社会福祉法人けやき福祉会
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
社会福祉法人すこやか福祉会
社会福祉法人つなん福祉会
社会福祉法人にいがた寿会
社会福祉法人フランシスコ第三会マリア園

社会福祉法人みんなでいきる
社会福祉法人ロングラン
社会福祉法人阿賀北総合福祉協会
社会福祉法人愛宕福祉会
社会福祉法人茨塚福祉会
社会福祉法人燕・西蒲原福祉会
社会福祉法人加茂福祉会
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
社会福祉法人高田福祉会
社会福祉法人佐渡ふれあい福祉会
社会福祉法人佐渡国仲福祉会
社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会
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
社会福祉法人佐渡福祉会第二岩の平園
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
社会福祉法人松波福祉会
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
社会福祉法人上越老人福祉協会
社会福祉法人常陽会
社会福祉法人信濃川令終会
社会福祉法人新井頸南福祉会
社会福祉法人新潟みずほ福祉会
社会福祉法人新潟市社会事業協会特別養護老人ホーム有明園
社会福祉法人新潟市中央福祉会
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
社会福祉法人仁成福祉協会
社会福祉法人仁成福祉協会ケアハウス新寿園
社会福祉法人仁成福祉協会ショートステイことぶき
社会福祉法人青空福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会垂水の里
社会福祉法人村上岩船福祉会特別養護老人ホームさつき園
社会福祉法人村上市社会福祉協議会山北支所
社会福祉法人大形福祉会特別養護老人ホーム逢谷内
社会福祉法人大佐渡福祉会
社会福祉法人中越福祉会
社会福祉法人中越福祉会みのわの里
社会福祉法人中蒲原福祉会
社会福祉法人中東福祉会
社会福祉法人中東福祉会いずみの里
社会福祉法人長岡三古老人福祉会
社会福祉法人長岡東山福祉会高齢者センターふそき
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人長岡福祉協会ケアハウス小千谷さくら
社会福祉法人奴奈川福祉会
社会福祉法人奴奈川福祉会ワークセンターにしうみ
社会福祉法人奴奈川福祉会特別養護老人ホームみやまの里
社会福祉法人東蒲原福祉会
社会福祉法人藤の木原福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会まいこ園
社会福祉法人南魚沼福祉会ゆのさと園
社会福祉法人南魚沼福祉会障害福祉サービス事業所あさひばら
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
社会福祉法人飛翔福祉会特別養護老人ホームシンパシー
社会福祉法人苗場福祉会
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
小千谷市
小竹屋旅館
新潟少年学院
新潟少年鑑別所
有限会社CIRCLE.SEVEN
有限会社めしや
富山県
一般財団法人伏木錬成館
株式会社スリーティ運輸ヘルスケア事業部

社会福祉法人宝寿会
社会福祉法人豊立会
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
社会福祉法人悠久会
社会福祉法人陽光会
社会福祉法人緑の会
社会福祉法人緑海会
社会福祉法人緑陽会特別養護老人ホームおおあみ緑の里
社会福祉法人和光会
社会福祉法人佰和会
社会福祉法人翡翠会
社会福祉法人槇の実会
小川敏雄
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
千葉刑務所
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
大和ハウス工業株式会社柏支社
中島硝子株式会社関東・東庄工場
朝日商事株式会社
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笑らい
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生活支援センターあらかると
特定非営利活動法人虹の会
特別養護老人ホームさわやか苑
富永物産株式会社
法務省市原学園
法務省千葉刑務所
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
東京都
ANAテレマート株式会社
EMCcore
ENEOS保険サービス株式会社
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法人多摩草むらの会
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
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
スバル興業株式会社
ダイハツディーゼル株式会社東京支社
ダイハツ工業株式会社
ダイハツ東京販売株式会社
テンワス株式会社
ナガタ工業株式会社
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
ムサシノ機器株式会社
メゾンN&B
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社東京支社
リシェア株式会社
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
医療法人財団青溪会駒木野病院
医療法人社団而今会
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
一般財団法人日本気象協会
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
一般社団法人ぱざぱ
一般社団法人日本船舶品質管理協会製品安全評価センター
一般社団法人日本舶用工業会

社会福祉法人鳥越福祉会青い鳥
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
社会福祉法人南陽園
社会福祉法人能輝人能輝村
社会福祉法人富樫福祉会
社会福祉法人芙蓉会
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
有限会社石川商会小松工場
福井県
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
株式会社フクタカ
株式会社浪速ポンプ製作所
社会福祉法人おおた福祉会
社会福祉法人かすみが丘学園
社会福祉法人げんきの家
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
社会福祉法人聖徳園
社会福祉法人足羽福祉会
社会福祉法人大日園
社会福祉法人大野福祉会
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
社会福祉法人福授園御幸事業所
社会福祉法人福聚会
社会福祉法人北日野こもれび会
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人友興会特別養護老人ホーム高浜けいあいの里
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B&G海洋センター
勝山市教育委員会
勝山市教育委員会史跡整備課
小浜市視覚障害者福祉協会
総社大神宮
大野市
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
特別養護老人ホーム渓山荘
武生三国モーターボート競走施行組合
福井ケーブルテレビ株式会社
山梨県
けやき園
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

甲斐市
甲府刑務所
社会福祉法人あそびじゅく
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
社会福祉法人ぶどうの里
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
社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会障害者支援施設みだい寮
社会福祉法人子育ち社会福祉法人子育ち・発達の里乳児院ひまわり後援会
社会福祉法人寿真会
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
社会福祉法人友伸福祉会
社会福祉法人友和会
社会福祉法人緑樹会
第一生命保険株式会社
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
特定非営利活動法人来未いろどり
飯富病院
長野県
NPO法人介護屋つむぎ
アサヒプリテック株式会社
みすず精工株式会社
下條村
株式会社北澤電機製作所本社工場
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緑の牧場学園
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
社会福祉法人りんどう信濃会上田悠生寮
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
社会福祉法人稲田会YUIを支える会
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いずみの家
社会福祉法人恵清会
社会福祉法人幸充
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
社会福祉法人上田しいのみ会障害者支援施設上田しいのみ園
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
松本少年刑務所
上松町教育委員会
上松町公民館
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
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟禅
道会総本部
飯綱町役場
有明高原寮
岐阜県
NPOつけちスポーツクラブ
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
加子母B&G海洋センター
株式会社アピスファーマシー
株式会社関ヶ原製作所
株式会社秀商
岐阜刑務所
岐阜日産自動車株式会社本社
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
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人墨友会
社会福祉法人万灯会
大洋電機株式会社
大洋電機株式会社岐阜羽島工場
大洋電機株式会社岐阜工場
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在宅支援グループみんなの手
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
静岡県
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
バリュー・トーカイ株式会社
ボートレースチケットショップ焼津
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障がい者通所事業所クローバー
一般社団法人原里愛郷振興協会
一般社団法人御前崎スマイルﾌ ﾛ゚ジェクト
学校法人日本体育大学浜松日体中･高等学校
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アイエスエフネットライフ静岡
株式会社カナサシ重工
株式会社ヤマナカ
株式会社ユーモア
株式会社高田ビル
株式会社小杉苑
株式会社榛葉鉄工所
株式会社榛葉鉄工場

株式会社静岡朝日テレビ
株式会社赤阪鐵工所
株式会社村上開明堂
株式会社長谷川鐵工所
丸忠デジタル株式会社
御殿場区コミュニティーセンター
御殿場市川島田区
御殿場市役所
御殿場市役所高根支所
御殿場地区広場管理運営委員会
荒井譲
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
社会福祉法人ひつじ
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
社会福祉法人花草会
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
社会福祉法人慶成会
社会福祉法人桂
社会福祉法人湖成会特別養護老人ホーム百恵の郷
社会福祉法人恒仁会
社会福祉法人三幸会
社会福祉法人三宝会
社会福祉法人三和会
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
社会福祉法人誠信会児童養護施設岩倉学園ニノマルビレッジ
社会福祉法人草笛の会
社会福祉法人大乗会
社会福祉法人大須賀苑
社会福祉法人大善福祉会
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
社会福祉法人天心会
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
社会福祉法人南浜名湖会
社会福祉法人博友会
社会福祉法人磐田興生会おおふじ学園
社会福祉法人富岳会
社会福祉法人富岳会法人本部
社会福祉法人富士宮福祉会
社会福祉法人富士厚生会
社会福祉法人富水会特別養護老人ホーム開寿園
社会福祉法人炉暖会
社会福祉法人和光会
社会福祉法人和松会
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
森之腰中央公民館
静岡少年鑑別所
川根本町本川根B&G海洋センター
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
藤枝市役所

特定非営利活動法人みんなの家
特定非営利活動法人活き生きネットワーク
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
有限会社富岳サービスミニボートピア富士おやま
髙橋正哲
愛知県
NPO法人四ツ葉の会
アイシングループ
エームサービス株式会社
カントリーモーニング
サポートイン南知多アネックス浜茶屋
ファミリーホームわが家
メーキュー株式会社
旭精機株式会社
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ーボート競走会
一般財団法人日本モーターボート競走会蒲郡支部
一般財団法人日本モーターボート競走会常滑支部
一般社団法人Hishigen
一般社団法人OneLife
一般社団法人オーケーサポート
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
岡崎医療刑務所
株式会社K3プラス
株式会社NMCワークス
株式会社Revival.
株式会社アイエスエフネット
株式会社いちょうの樹
株式会社エネテクトレーディング
株式会社カルペディエム
株式会社コムライン
株式会社ジェティ
株式会社ティーバイティー
株式会社トータルレジャー開発
株式会社トライズ
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
株式会社碧海総合研究所
貴城精工株式会社
公益財団法人慈友会児童養護施設慈友学園
公益社団法人日本モーターボート選手会
公益社団法人日本モーターボート選手会勤労青少年水上スポーツセンター
公益社団法人日本モーターボート選手会常設訓練所
公益社団法人日本海員掖済会えきさい看護専門学校
桜井株式会社
三河プロペラ株式会社
児童養護施設豊橋平安寮
社会福祉法人あいち清光会
社会福祉法人あいち清光会サンフレンド
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
社会福祉法人アパティア福祉会
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
社会福祉法人ふれ愛名古屋
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
社会福祉法人愛知育児院特別養護老人ホーム南山の郷
社会福祉法人愛知玉葉会
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
社会福祉法人高久会
社会福祉法人児童養護施設岡崎平和学園
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
社会福祉法人照光会子どもの家ともいき
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
社会福祉法人太陽
社会福祉法人大府福祉会
社会福祉法人大府福祉会たくと大府
社会福祉法人知立福祉会
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホームシルバーピアかりや
社会福祉法人博寿会
社会福祉法人麦
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
社会福祉法人和進奉仕会
常滑市観光協会
新城福祉会西部福祉会館
杉浦パーキング
瀬戸少年院
清水建設株式会社
石関俊昭
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こすもす畑
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ぽんぽこネットワーク
特定非営利活動法人まちのエキスパネット
特定非営利活動法人ゆめじろう
特定非営利活動法人りんりん
特定非営利活動法人一宮まごころ
特定非営利活動法人犬山あんきにくらそう会
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絆
特別養護老人ホーム扶桑苑
風の子スクエア
碧海総合研究所
法務省笠松刑務所
豊ヶ岡学園
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
名古屋文化福祉会
名鉄海上観光船株式会社
有限会社J･クレオ
有限会社エッグ
有限会社黒田トラック
三重県
いなべ市

ニュージャパンマリン株式会社
はなや
ホンダオートボディー株式会社
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津支部
一般社団法人あさひファーム
介護センターオリーブ
海の博物館
学校法人伊勢学園
株式会社宏信
株式会社松井鉄工所
株式会社名張総合研究所
菰野町B&G海洋センター
三重刑務所
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
志摩市総合スポーツ公園
社会福祉法人あがた福祉の会
社会福祉法人アパティア福祉会
社会福祉法人いいたか
社会福祉法人ウェルケア
社会福祉法人はまゆう会
社会福祉法人みどり自由学園
社会福祉法人むつみ福祉会
社会福祉法人モモ
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人安全福祉会
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
社会福祉法人高田福祉事業協会
社会福祉法人三央会
社会福祉法人三重高齢者福祉会協和苑
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
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清和会
社会福祉法人青山福祉会
社会福祉法人青山里会
社会福祉法人長寿の森小規模特別養護老人ホームきらり
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人天年会かなしょうず園
社会福祉法人天年会就労継続支援事業所花ようび
社会福祉法人天年会養護老人ホーム南山
社会福祉法人百楽の会滋賀県
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
社会福祉法人鈴鹿聖十字会
社会福祉法人鈴風会
住友電装株式会社
小野直人
積和建設中部株式会社三重支店
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なちゅらんどりーむ
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
有限会社だいち
滋賀県
カルビー・イートーク株式会社
ダイハツディーゼル株式会社守山第一工場
ダイハツディーゼル株式会社守山第二工場
ダイハツディーゼル株式会社守山寮
びわ湖放送株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
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

株式会社金閣自動車商会
株式会社創和開発
社会福祉法人あかね会
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
社会福祉法人小矢部福祉会
社会福祉法人庄川福祉会
社会福祉法人砺波福祉会
社会福祉法人福岡福祉会特別養護老人ホームアルテン赤丸
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人福鳳会
社会福祉法人有磯会
社会福祉法人梨雲福祉会
社会福祉法人立山福祉会
社会福祉法人立野福祉会グランスパかの苑
社会福祉法人緑寿会
上市町B&G海洋センター
特定非営利活動法人くるみ
特定非営利活動法人知的障害者のくらしを考える会
富山刑務所
富山新聞社
凌雲館村雲道場
石川県
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
ケアハウスファミール
ジェイ・バス株式会社
シオンマネージメント株式会社
リタジャパン株式会社
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
株式会社ワールドステイ
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
金沢刑務所
穴水町
湖南学院
公立穴水総合病院
志賀町
社会福祉千木福祉会
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
社会福祉法人こまつ育成会
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
社会福祉法人希望が丘
社会福祉法人享誠塾児童養護施設享誠塾
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
社会福祉法人石川サニーメイト
社会福祉法人千木福祉会
社会福祉法人相生会
社会福祉法人中央会
社会福祉法人長寿会

社会福祉法人香東園
社会福祉法人秀孝会
社会福祉法人松光会
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人真愛の家
社会福祉法人成光苑
社会福祉法人成光苑サンヒルズ紫豊館
社会福祉法人成光苑ライフ・ステージ舞夢
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
社会福祉法人同和園
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
社会福祉法人利生会特別養護老人ホーム第二亀岡園
新庄鉄筋工業株式会社
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
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都四条営業所
敷島住宅株式会社京都支店
珈琲専門店MARCHBROWN
大阪府
BEMACKiden株式会社
NPO法人さくら
NPO法人堺自立支援センターユニオン
NPO法人夢桜ホーム
アシストワーク株式会社
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
なやクリニック・ヘッドウェイ堺
ふらっとイケダ／池田市立人権文化交流センター
ボートレース住之江
ボルカノ株式会社
ミニボートピアりんくう
ヤンマー株式会社
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近畿支局
一般社団法人ダブル・オー
一般社団法人まつり
英和株式会社
横浜金属商事株式会社
介護老人保健施設えきさい大阪
学校法人四天王寺学園
株式会社CDK
株式会社NextInvestment
株式会社WAON
株式会社アスク
株式会社アスニック
株式会社アドミニ
株式会社アピスファーマシー
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
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
株式会社シロヤ
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
株式会社フジプラス
株式会社フランス屋本部
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
株式会社帝国機械製作所
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
関西鉄工株式会社
近畿金属株式会社
公益社団法人日本海員掖済会大阪掖済会病院
高岡國士
高齢者総合福祉施設社会福祉法人起生会ほほえみの園
寺﨑電気産業株式会社
社会医療法人蒼生会蒼生病院
社会福祉法人あいえる協会
社会福祉法人あおぞらの会
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
社会福祉法人きくのか福祉会
社会福祉法人こごせ福祉会
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人こころの窓
社会福祉法人サライ福祉会
社会福祉法人せんわ
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
社会福祉法人のぞみ古江台ホール花園会
社会福祉法人バルツァ事業会
社会福祉法人ひしの美会
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
社会福祉法人みなと寮
社会福祉法人よしみ会
社会福祉法人ライフサポート協会
社会福祉法人ロータス福祉会
社会福祉法人愛育社
社会福祉法人愛生会豊生園
社会福祉法人愛和福祉会
社会福祉法人遺徳会
社会福祉法人永寿福祉会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
社会福祉法人毅正会
社会福祉法人亀望会
社会福祉法人久栄会
社会福祉法人救世軍社会事業団救世軍希望館
社会福祉法人享佑会
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
社会福祉法人健康会
社会福祉法人健成会
社会福祉法人健輪会
社会福祉法人建仁会
社会福祉法人五常会
社会福祉法人光輝会
社会福祉法人光輝会隆光学園輝きステーション
社会福祉法人光生会
社会福祉法人光輪会
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
社会福祉法人堺中央共生会
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
社会福祉法人燦愛会
社会福祉法人産經新聞厚生文化事業団

社会福祉法人四恩学園
社会福祉法人四天王寺病院
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高槻エルダーセンター
社会福祉法人秀幸福祉会庄栄エルダ－センタ－
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
社会福祉法人伸栄福祉会
社会福祉法人寝屋川聖和福祉会ゆりかご
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
社会福祉法人成光苑高槻けやきの郷
社会福祉法人成光苑吹田竜ヶ池ホーム
社会福祉法人成和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖ヨハネ学園
社会福祉法人聖森会
社会福祉法人青い鳥福祉会青い鳥工房
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
社会福祉法人蒼生福祉会
社会福祉法人大協会
社会福祉法人大阪愛心会
社会福祉法人大阪肢体不自由児者父母の会連合会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団じょぶライフだいせん
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
社会福祉法人長野社会福祉事業財団グループ
ホームスリーハートの丘
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
社会福祉法人天寿会特別養護老人ホーム平尾荘
社会福祉法人田熊会
社会福祉法人東和福祉会
社会福祉法人桃花塾
社会福祉法人篤志会
社会福祉法人奈佐原寮
社会福祉法人南河学園
社会福祉法人南湖会
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団救護施設平和寮
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団障がい者支援施設太平
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
社会福祉法人博光福祉会介護老人福祉施設寿里苑ラピス
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑フルール
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑花舞の郷
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑夢の杜
社会福祉法人柏樹会
社会福祉法人麦の会
社会福祉法人八尾隣保館
社会福祉法人飛翔会
社会福祉法人美木多園
社会福祉法人美和会
社会福祉法人百丈山合掌会
社会福祉法人富翔会
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
社会福祉法人豊中太陽会
社会福祉法人北摂杉の子会
社会福祉法人北摂福祉会ともがき
社会福祉法人門真福祉会脇田こども学園
社会福祉法人弥栄福祉会
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
社会福祉法人和光福祉会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人和秀会

社会福祉法人和泉の国
宗教法人祐照寺
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
千房ホールディングス株式会社
泉佐野ウォーターフロント株式会社
泉佐野市役所
全電通近畿社会福祉事業団
大阪電設工業株式会社
大阪福祉事業財団職員共済会
大成ロテック株式会社
島田燈器工業株式会社
特定非営利活動法人アースグループホーム虹
特定非営利活動法人アースグループホーム虹旭ヶ丘
特定非営利活動法人アースしあわせ作業所ショートステイしあわせ
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あのね
特定非営利活動法人いばらき
特定非営利活動法人ウエルネスいずみ
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堺西自立支援センター
特定非営利活動法人堺西自立支援センターもとまちジョブ
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地域福祉創造協会ウインク
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
特定非営利法人さくら
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
繁栄商事株式会社
富永物産株式会社
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都支店
本城金属株式会社
有限会社ケーワイケー介護サービス
有限会社トーヨー
利州株式会社
兵庫県
hairAnge
NPO法人かがやきステップあっぷ西江井島
NPO法人でかけ隊
アサヒプリテック株式会社テクノセンター
アサヒプリテック株式会社阪神事業所
イーグル工業株式会社
エームサービス株式会社
ダイハツディーゼル姫路株式会社
ボートレースチケットショップ姫路
ボルカノ株式会社
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社特機エンジン
医療法人社団純心会
一般財団法人サニーピア医療保健協会
一般財団法人日本船員厚生協会神戸大倉山海員会館
一般社団法人日本モーターボート選手会兵庫支部
園田機工株式会社
加古川刑務所
株式会社IHI原動機
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
株式会社テクニカ
株式会社ビエント

株式会社ビクトワール
株式会社フジプラス
株式会社ボルテック
株式会社学研アイズ
株式会社栗之浦ドック
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
株式会社大東工作所
株式会社東和電機
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
香美町兵庫県立兎和野高原野外教育センター
阪神内燃機工業株式会社
山根クリニック
山陽ダイヤパーサーヴィス株式会社
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
社会福祉法人ささゆり会特別養護老人ホームサンライフ御立
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サルビア荘
社会福祉法人円融会ナーシングピア加西
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
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬寿記念会
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特別養護老人ホームしいのき荘
社会福祉法人祉栄会
社会福祉法人祉友会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
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
社会福祉法人青葉福祉会特別養護老人ホーム松寿園
社会福祉法人青葉福祉会養護老人ホーム青葉荘
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
社会福祉法人知足会
社会福祉法人朝日の会
社会福祉法人長和福祉会
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
社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人白鷺園
社会福祉法人白百合学園
社会福祉法人姫路尚歯会
社会福祉法人姫路東部福祉会特別養護老人ホーム清寿園
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
社会福祉法人平成会
社会福祉法人本覚寺苑
社会福祉法人明石恵泉福祉会

社会福祉法人陽気会
社会福祉法人立正学園
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人樅の木福祉会
社会福祉法人樅の木福祉会あさぎりの里
社会福祉法人鶯園
新西宮ヨットハーバー株式会社
神戸ペイント株式会社
神戸愛生園
神戸掖済会病院
西村興産株式会社
中川歯科医院
猪名川町
猪名川町B&G海洋センター
東洋カーマックス尼崎レース場前駐車場
特定非営利活動法人えびす
特定非営利活動法人だいこく
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
八鹿鉄工株式会社
姫路社会福祉事業協会
姫路少年刑務所
富永物産株式会社
富士レックス株式会社
富士物流株式会社
富士貿易株式会社
奈良県
NPO法人サンフラワー
NPO法人ライフケア王寺
NPO法人わかくさもえぎ
NPO法人手力男
ミニボートピア大和ごせ
よしむらファミリー歯科
株式会社ゴセケン
株式会社ターン
株式会社崎山組
株式会社大和
旧奈良監獄保存活用株式会社
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
社会福祉法人やまびこ会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人仁南会
社会福祉法人正和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖寿会
社会福祉法人聖仁風会
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
社会福祉法人泰久会
社会福祉法人大地
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
社会福祉法人天理
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

社会福祉法人鳳雛会どんぐり
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
特定非営利活動法人吉野コスモス会
奈良少年院
法相宗大本山薬師寺
壺阪寺収益事業部
和歌山県
ismyホーム株式会社
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
株式会社エル・ワイ・エル
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
社会福祉法人きのくに福祉会
社会福祉法人しあわせ
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
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福祉事業団
社会福祉法人和歌山県福祉事業団作業所あおぎ園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設南紀あけぼの園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良あかつき園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良みのり園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団南紀医療福祉センター
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
和歌山刑務所
鳥取県
NPO法人フェリース
NPO法人就労支援センター和貴の郷
NPO法人地域活動支援センターおおぞら
ウィルモア皆生S
かばはうすホールディングス株式会社
サニーサービス株式会社
つばめタクシー株式会社
パン工房大地の恵み
ヤンマー舶用システム株式会社
医療法人同愛会
皆生タクシー株式会社
皆生プレイパーク運営委員会
株式会社トランスワード
株式会社石橋造船鉄工所
共和水産株式会社
公益社団法人鳥取県西部医師会
社会医療法人仁厚会
社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院
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
社会福祉法人みその児童福祉会米子聖園天使園
社会福祉法人みのり福祉会
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
社会福祉法人慶光会

株式会社カルペディエム
株式会社スポーツプラザ報徳（米原市B&G海洋センター）
株式会社川村鉄工
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
社会福祉法人おおつ福祉会
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会児童養護施設守山学園
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
社会福祉法人楽樹
社会福祉法人共生シンフォニー
社会福祉法人近江笑生会
社会福祉法人甲賀会
社会福祉法人甲賀学園
社会福祉法人甲南会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人慈照会
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
社会福祉法人青い鳥会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人尊徳会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人達真会特別養護老人ホームけやきの杜
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
社会福祉法人六心会
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
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
敷島住宅株式会社滋賀支店
福井化成株式会社
京都府
NPO法人クローバー・サービス
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
株式会社東山堂
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
社会福祉法人あやべ松寿苑
社会福祉法人ききょうの杜
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
社会福祉法人勧修福祉会
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
社会福祉法人聖嬰会イエズスの聖心病院
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
社会福祉法人池修会
社会福祉法人長嶺会
社会福祉法人天恵会
社会福祉法人天水福祉事業会
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
社会福祉法人白日会特別養護老人ホーム照古苑
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星光園
社会福祉法人明照園
社会福祉法人明徳会
社会福祉法人明徳会ケア･ハピネス
社会福祉法人友愛苑
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
社会福祉法人詫麻会
社会福祉法人濵友会
石原造船株式会社
大津町役場
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
湯前町B&G海洋センター
特定非営利活動法人えんぱ
特定非営利活動法人オレンジワークの会
特定非営利活動法人こころみ会
特定非営利活動法人ハピネスハピネスワーク
特定非営利活動法人福ねこ舎
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
大分県
NPO法人おおいた環境保全フォーラム
NPO法人ジョイ・デ・ビブレ
NPO法人みんなのあおぞら
NPO法人作業所すばる
NPO法人支援ハウス豊さん家
NPO法人心和の里
NPO法人福和会
さいき市民放送株式会社
ボートレースチケットショップ由布
ヤンマーエンジニアリング株式会社
旭産業株式会社
医療法人社団親和会
一般財団法人大分県建築住宅センター
一般社団法人SWライフ
一般社団法人大分県歯科医師会
一般社団法人虹色
下ノ江造船株式会社
樫の木後援会
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

株式会社華陽会しらゆり
株式会社三浦造船所
株式会社南日本造船
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
国道九四フェリー
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
社会福祉法人シンフォニー
社会福祉法人つわ蕗会
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
社会福祉法人安岐の郷
社会福祉法人伊呂波福祉会
社会福祉法人一心会
社会福祉法人一燈園
社会福祉法人永生会
社会福祉法人温寿会
社会福祉法人亀鶴会特別養護老人ホーム偕楽園
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
社会福祉法人先心会
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
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県のぞみ園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県日田はぎの園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団地域生活支
援センターはぎの
社会福祉法人大分県盲人協会
社会福祉法人大分市福祉会
社会福祉法人中津市福祉協議会
社会福祉法人長陽会
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
社会福祉法人萌葱の郷
社会福祉法人豊海会
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人豊心会
社会福祉法人豊肥福祉会
社会福祉法人豊友会
社会福祉法人豊友会うばめ園あゆみ
社会福祉法人豊友会うばめ園分場

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
西日本エンジニアリングサービス株式会社
増永海運株式会社
大電工業株式会社
大分少年鑑別所
大和鉄工株式会社
渡辺リカ
特定非営利活動法人CSOおおいた
特定非営利活動法人おおいた環境保全フォーラム
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
特定非営利活動法人福和会じゃんぴんぐVOY
特定非営利活動法人豊後の大地
南日本造船株式会社
南日本造船協力事業協同組合
日本文理大学
豊生商事株式会社
本田重工業株式会社
有限会社さくら荘
有限会社サンスマイル
有限会社吉岡船舶工業
養護老人ホーム寿楽苑
立命館生活協同組合
宮崎県
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
ボートピア高城
ホテルメリージュ
ヤンマーエンジニアリング株式会社日南サービスグループ
医療法人真愛会高宮病院
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
株式会社エクシス
株式会社だいきち
株式会社響
株式会社光栄総合管理
株式会社森輪商工
宮崎カーフェリー株式会社
宮崎刑務所
宮崎県日南市観光・スポーツ課
軽費老人ホーム青島荘
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
社会福祉法人愛育福祉会児童養護施設みどり学園
社会福祉法人愛育福祉会清松園やわらぎの里（大武タウン）
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
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団センターきりしま
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団向陽の里
社会福祉法人宮崎福祉会
社会福祉法人共生会社会就労センター日向共働社
社会福祉法人金鈴学園
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人恵愛会ケアハウス都城
社会福祉法人慶明会
社会福祉法人光紀会
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
社会福祉法人鐘ヶ浜学園
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
社会福祉法人石井記念友愛社
社会福祉法人石井記念友愛社児童養護施設石井記念有隣園
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
社会福祉法人巴会
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
青島神社
帯谷電機工業株式会社
特定非営利活動法人いろはの森
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ライフカンパニー新富
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
百姓うどん
富士自動販売機宮崎センター
有限会社くるま工房くろぎ
鹿児島県
A"LINEマルエーフェリー株式会社
ＮＩＳＨＩＤＡＯＦＦＩＣＥ
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法人奄美自立支援センターティダワークス
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
ユーミーコーポレーション株式会社
医療法人純青会
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
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
一般社団法人ハルナ
一般社団法人福City
永吉辰男
永原陽子
株式会社LINKS
株式会社MIC
株式会社エクシス
株式会社ケイシン自立支援センターかやの郷
株式会社ゼネラルエンヂニアリング
株式会社なんきゅうドック
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
亀川耕介
吉原道子
弓場建設株式会社
協同組織むぎのめ
見里恒成
幸喜屋
国立療養所星塚敬愛園
甑島商船株式会社
三島村役場
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
社会福祉法人愛真会三州原学園
社会福祉法人愛生会
社会福祉法人愛訪会
社会福祉法人以和貴会
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
社会福祉法人開吉福祉会児童養護施設慈恵学園
社会福祉法人岳風会
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
社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団障害者支
援施設川内自興園
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ワークセンター奄美・ジョイワーク奄美
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薩来園
社会福祉法人聖光会
社会福祉法人青鳥会
社会福祉法人大川福祉会
社会福祉法人大村報徳学園
社会福祉法人長和会
社会福祉法人天上会
社会福祉法人藤照会
社会福祉法人南恵会
社会福祉法人日置福祉会
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
社会福祉法人白鳩会おおすみの園
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
社会福祉法人明澈会
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
社会福祉法人林愛会児童養護施設大隅学舎
社会福祉法人和生会
松元英光
上西正高
川下辰郎
前田シモ
大島産業株式会社
中川運輸株式会社
鳥居タバコ店
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自立支援センター愛ら
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樹

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
特別養護老人ホーム涼松
菱重コールドチェーン株式会社
平昭
明昭産業株式会社
有限会社エムアールナカオ
有限会社コヤマダ建材
有限会社吉徳福祉機器販売
有限会社橋口製作所
有限会社三井・メディックス
有限会社川崎米穀店
有限会社南の太陽ぽかぽか食堂
沖縄県
NPO法人ToiToi
NPO法人名護市障がい者関係団体協議会
ジャガーパーキング久米
パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄株式会社
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
医療法人信愛会
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
一般社団法人かりゆし結
一般社団法人ちゃんぷるハウス
一般社団法人りあん
一般社団法人沖縄ダルク
沖縄刑務所
沖縄少年院
株式会社がんじゅうさー
株式会社シモセン
株式会社ネオテック
株式会社沖縄機械整備
株式会社糸満市物産センター
合同会社四つ竹
合同会社万寿こどもサポートはるかぜ
糸満工業団地協同組合
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社会福祉事業団うるま婦人寮
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団沖縄療育園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団具志川厚生園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団障害者支援
施設都屋の里
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団名護厚生園
社会福祉法人沖縄松楓会
社会福祉法人海邦福祉会
社会福祉法人喜寿会
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
社会福祉法人幸仁会
社会福祉法人高洋会
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
社会福祉法人善隣福祉会
社会福祉法人善隣福祉会特別養護老人ホーム愛誠園
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
社会福祉法人楓葉の会

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
社会福祉法人与勝福祉会特別養護老人ホーム与勝の里
社会福祉法人麗峰会
社会福祉法人偕生会沖縄偕生園
社会福祉法人榕樹会
就労ネットワークオリーブの家
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生活センター・イルカ
特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい
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地域福祉保健推進協会
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
有限会社光和商事
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

一般財団法人熊本県建築住宅センター
一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会
一般財団法人熊本青年会館
一般社団法人九州福祉会
一般社団法人熊本県歯科医師会
一般社団法人結井の郷オリーブの樹
一般社団法人光輪
一般社団法人虹
株式会社アートプロセス
株式会社エクシス
株式会社キッチン･ブレス
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
株式会社太宝
菊池市
玉名市岱明B&G海洋センター
熊本ドック株式会社
熊本刑務所
熊本県球磨郡あさぎり町役場
熊本県精神科病院協同組合あかねクリーン
熊本県長洲町
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
社会福祉法人ぎんなん会山麓
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
社会福祉法人熊本市社会福祉事業団長寿の里デイサービスセンター
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
社会福祉法人御陽会障がい者総合支援センター
ヴィラささゆ（第二明星学園）
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
社会福祉法人山紫会
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
社会福祉法人仁風会
社会福祉法人水光会
社会福祉法人星峰会

大川広域行政組合
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
特別養護老人ホームうたい鳥
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
愛媛県
BEMAC株式会社
F・オートサービス
NPO法人ケアサポート
NPO法人サスケ工房
NPO法人さなえ
NPO法人ひだまり工房
NPO法人みこと会
NPO法人れんげ草
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
うららか福祉サービス株式会社
マリンパーク新居浜
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
一般財団法人積善会十全総合病院
一般社団法人幸創會
宇和島地区広域事務組合きほく優愛の里
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
株式会社ワイズ・ホールディングス
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
三好造船株式会社
山中造船株式会社
四国溶材株式会社
児童養護施設親和園
社会福祉法人あおい会
社会福祉法人コイノニア協会
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
社会福祉法人みその児童福祉会
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厚生協会みどり寮
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
社会福祉法人喜久寿
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
社会福祉法人澄心
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
社会福祉法人悠々会
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
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
地域づくり推進事業部もみの木
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まこと
特定非営利活動法人みこと会
伯方造船株式会社
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
高知県
NPO法人地域福祉サポートあ・とむ
サンガリア商事株式会社（社会福祉法人てくとこ会）
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
株式会社かつお船
株式会社松村鉄工所
株式会社特殊製鋼所
株式会社濱田水道工務店
香南市教育委員会
香美市教育委員会
香美市社会福祉協議会
四万十町窪川B&G海洋センター
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
社会福祉法人ネットファミリー
社会福祉法人ふるさと自然村
社会福祉法人愛成会
社会福祉法人安芸市身体障害者福祉会
社会福祉法人光の村
社会福祉法人厚敬会
社会福祉法人高春福祉会
社会福祉法人室戸はまゆう会
社会福祉法人秋桜会特別養護老人ホームコスモスの里
社会福祉法人正晴会特別養護老人ホームさくら
社会福祉法人太陽福祉会
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
社会福祉法人土佐香美福祉会
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
新高知重工株式会社
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
特定非営利活動法人ワークスみらい高知
入交キャピタル株式会社
入交キャピタル株式会社（ボートピア土佐）
入交グループ本社株式会社
有限会社釜原鋳鋼所
有限会社中之島造船所
福岡県
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北九州工場
ウェルビーイングサービス
グリーンライフ産業株式会社
コインランドリーゆーかりの木
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
ミニボートピア嘉麻
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
芦屋町モーターボート競走事業
囲碁センター西新
一般財団法人日本モーターボート競走会やまと学校
一般財団法人日本モーターボート競走会芦屋支部
一般財団法人日本モーターボート競走会若松支部
一般財団法人日本モーターボート競走会福岡支部
一般社団法人あまね
一般社団法人学生就職支援協会
一般社団法人在宅看護センター北九州
一般社団法人障害者自立支援協会
一般社団法人大牟田観光協会
一般社団法人東建アグリ
一般社団法人友愛
株式会社D･Sヤマセイ
株式会社i･ライフソリューションズ
株式会社LikeLabKataru
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
株式会社カムラック
株式会社カンサイ
株式会社クリーニングのアルファ
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
株式会社南福岡自動車学校
株式会社福岡サンレイクゴルフ倶楽部
株式会社北商事
株式会社毎日介護タクシー
株式会社毎日介護タクシー有料老人ホーム八女津媛
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
公益社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院
公益社団法人福岡県看護協会
阪九フェリー新門司神戸行きターミナル
三井松島ホールディングス株式会社
三信船舶電具株式会社
社会医療法人栄光会
社会福祉法人あけぼの会
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
社会福祉法人すみれ会
社会福祉法人せいうん会
社会福祉法人たからばこ
社会福祉法人ハイジ福祉会
社会福祉法人ほっと福祉会
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
社会福祉法人育心会住宅型有料老人ホームくくる
社会福祉法人稲築福祉会誠心園
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
社会福祉法人甘木山学園
社会福祉法人希望の丘
社会福祉法人久英会
社会福祉法人共栄福祉会板屋学園
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
社会福祉法人敬愛園アットホーム諸岡
社会福祉法人敬親会
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
社会福祉法人高塔会暁の鐘学園
社会福祉法人黒木福祉会
社会福祉法人宰府福祉会
社会福祉法人菜文会
社会福祉法人桜園
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人誠慈会誠慈学園
社会福祉法人赤坂園
社会福祉法人善正会
社会福祉法人相互福祉会
社会福祉法人筑前福祉会
社会福祉法人筑陽会
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
社会福祉法人二葉会砂山デイサービスセンター
社会福祉法人年輪福祉会
社会福祉法人八千代会
社会福祉法人八千代会田主丸一麦寮
社会福祉法人飯盛会
社会福祉法人悲田院
社会福祉法人福岡あけぼの会
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
社会福祉法人福岡県社会事業団和白青松園
社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会
社会福祉法人福祉松快園
社会福祉法人福祉松快園介護老人保健施設友和松快園
社会福祉法人福祉松快園松快園ケアハウス豊の里
社会福祉法人豊徳会
社会福祉法人北九州フレンド社
社会福祉法人北筑前福祉会
社会福祉法人本郷福祉会
社会福祉法人未来駅
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
社会福祉法人和奏会
手打ちうどんちえ福
小倉拘置所
小倉少年鑑別支所
昭光株式会社
常石鉄工株式会社
川崎町
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
筑紫少女苑
筑邦銀行
朝倉市甘木B&G海洋センター
長松山光薫寺
電気興業株式会社九州支店
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
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
福岡国際空港株式会社
福岡少年院
福岡少年鑑別所
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
有限会社久保山自動車
有限会社明治屋
佐賀県
NPO法人のんびらぁと
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
株式会社イマムラ
株式会社イング
株式会社ウェルビジョン九州
株式会社九州PFIクリエイト
株式会社栗山建設
株式会社坂口組
株式会社泰山興業
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

社会福祉法人椎原寿恵会住宅型有料老人ホームグランドハウスまごごろ
社会福祉法人椎原寿恵会特別養護老人ホーム真心の園
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
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
麓刑務所
長崎県
NPO法人あさひ
NPO法人元気っこクラブファイト
NPO法人諫早なかよし村21このゆびとまれ
ボートレース大村
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
株式会社KTNソサエティ
株式会社MIC
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
株式会社マシナリーテック
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
株式会社三恵
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
公益社団法人日本海員掖済会長崎掖済会病院
佐々観光開発株式会社
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
社会福祉法人とみのはら福祉会
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
社会福祉法人敬天会
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

社会福祉法人山陰会
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人福翠会
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
石田コピーセンター株式会社
前畑造船株式会社
大阪鋼管株式会社
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
長崎マリンサービス株式会社
長崎蒲鉾有限会社
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
特定非営利活動法人そよみ
特定非営利活動法人もくもく
特定非営利活動法人県央自立支援センター亜斗務
特定非営利活動法人元気っ子クラブファイト
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
福岡造船株式会社
北松通運株式会社
野母商船株式会社青方代理店
有限会社ツカサフーズ
有限会社吉井工業
熊本県
NPO法人ABCネットワークよつ葉の里
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法人チャイルドサポートきくち
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法人熊本自立支援センターGUMP
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
医療法人おがた会
医療法人社団昭仁会
医療法人社団仁誠会
医療法人池満会ながすクリニック
一般財団法人杏仁会

株式会社香川ダイハツモータース
株式会社香川ダイハツモータース三木店
株式会社香川ダイハツモータース滝宮店
株式会社香川ダイハツモータース詫間店
株式会社高松セントラルスカイビルデイング
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
丸亀市栗熊コミュニティー
企業組合坂出造船所
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（海の科学館）
公益社団法人香川県看護協会
香川船渠株式会社
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
社会福祉法人こがも福祉会
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
社会福祉法人すみれ福祉会特別養護老人ホーム桉樹苑
社会福祉法人ナザレの村かすがの里・あじさい
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人永生会愛生苑
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
社会福祉法人四恩の里亀山学園
社会福祉法人若竹会
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
社会福祉法人善心会
社会福祉法人善通寺福祉会
社会福祉法人多度津福祉会
社会福祉法人多度津福祉会特別養護老人ホーム桃陵苑
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
新極真会香川中央支部坂出道場
清水木材株式会社
青葉工業株式会社
泉鋼業株式会社
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

社会福祉法人壽光会
授産センターよつば
松江市松江B&G海洋センター
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
和幸株式会社
岡山県
NPO瀬戸内
NPO法人杜の家
NPO法人美作自立支援センター
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
イマージュ
オーニック株式会社
カーツ株式会社
コーワン株式会社
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
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人社団岡山純心会
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
一般財団法人倉敷成人病センター
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
一般社団法人岡山県歯科医師会
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
楽器堂
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
株式会社ハーモニー
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
株式会社リードオン
株式会社栄工プラント
株式会社山陽新聞印刷センター
株式会社真栄住研
株式会社瀬戸内クルージング
株式会社藤原工務店
株式会社凪物流
株式会社富士テック
株式会社平野瓦工業所
株式会社宝山
玉島テレビ放送株式会社
公益社団法人岡山県看護協会
社会医療法人清風会
社会福祉法人P.P.P
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
社会福祉法人ことぶき会
社会福祉法人しおかぜ
社会福祉法人ちとせ交友会
社会福祉法人まこと会
社会福祉法人ますみ会
社会福祉法人みずき会
社会福祉法人みどり会
社会福祉法人みどり会介護施設みどり乃杜
社会福祉法人みどり会特別養護老人ホーム鹿田の庄
社会福祉法人みゆき会
社会福祉法人めやす箱
社会福祉法人ももぞの学園
社会福祉法人わかば園
社会福祉法人愛あい会
社会福祉法人愛和会
社会福祉法人旭川荘
社会福祉法人旭川荘旭川乳児院
社会福祉法人旭川荘竜ノ口寮
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
社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会
社会福祉法人閑谷福祉会
社会福祉法人吉備の里
社会福祉法人吉備路の会
社会福祉法人共栄会
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
社会福祉法人光風福祉会
社会福祉法人幸輝会
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
社会福祉法人幸輝会幸輝園
社会福祉法人広虫荘
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特別養護老人ホーム碧山荘
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
社会福祉法人菜花の里
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
社会福祉法人純晴会
社会福祉法人勝明福祉会
社会福祉法人小田・後月三友会
社会福祉法人松園福祉会
社会福祉法人新生寿会
社会福祉法人深山会
社会福祉法人神郷の園
社会福祉法人翠明会
社会福祉法人瀬戸内会
社会福祉法人瀬戸内福祉事業会
社会福祉法人清楼会
社会福祉法人生き活き館
社会福祉法人雪舟福祉会
社会福祉法人千寿福祉会
社会福祉法人千寿福祉会そうじゃ晴々
社会福祉法人千寿福祉会吉備高原清和荘
社会福祉法人千寿福祉会特別養護老人ホームロマンシティあいだ
社会福祉法人泉学園
社会福祉法人創心福祉会
社会福祉法人超寿会
社会福祉法人津山みのり学園
社会福祉法人津山市社会福祉協議会
社会福祉法人津山社会福祉事業会
社会福祉法人津山福祉会
社会福祉法人同仁会
社会福祉法人南野育成園
社会福祉法人日本原荘
社会福祉法人日本原荘介護老人保健施設津山ナーシングホーム
社会福祉法人日輪会
社会福祉法人福愛会
社会福祉法人福実会
社会福祉法人芳仙会
社会福祉法人優風会
社会福祉法人悠優会
社会福祉法人夕凪会
社会福祉法人陽光会
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
真庭市役所北房支局
社会福祉法人倉敷中央天寿会
総社花萬株式会社
総社市役所
中島硝子工業株式会社
帝人ナカシマメディカル株式会社
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岡山自立支援センターきびっ子おかやま

特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子おかやま
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子くめなん
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子みつ
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B&G海洋センター
日生地区海運組合
日生町漁業協同組合
日本ケミカル機器株式会社
武田鋳造株式会社
福祉の店きずな
有限会社吉備高原ファーム
有限会社美作薬局
広島県
BEMAC株式会社
NPO法人就労継続支援施設広島自立支援センターともに
YAMAX株式会社
アサヒプリテック株式会社広島営業所
アルファデンタルオフィス
イーグル工業株式会社呉事業所
ウェーブレッツ株式会社ボートレースチケットショップ安芸高田
エー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
ツネイシチャレンジド株式会社
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
医療法人社団あと会
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
学校法人八正学園ハイロスハイマ幼稚園
株式会社RANON
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
株式会社ニシキプリント
株式会社ファーマシィ
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
株式会社ワールドステイ
株式会社京泉工業
株式会社共立機械製作所
株式会社熊谷組中四国支店
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
株式会社博善
株式会社豊國
宮島ボートレース企業団
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
協成電機株式会社本社
呉精器工業株式会社
向島ドック株式会社
広島県坂町
広島商船高等専門学校
綱田工業株式会社
合同会社ゆうすけ
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
寺本鉄工所
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
社会福祉法人くすの木の会
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
社会福祉法人英寿会
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
社会福祉法人健生会
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
社会福祉法人広島聖光学園
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
社会福祉法人若菜
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
社会福祉法人静方会
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
社会福祉法人大崎福祉会
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
社会福祉法人飛鳥
社会福祉法人尾道さつき会
社会福祉法人尾道のぞみ会
社会福祉法人尾道市社会福祉協議会
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
庄原市口和老人福祉センター
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
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
東広島市安芸津B&G海洋センター
東広島市黒瀬B&G海洋センター
東洋機械株式会社
藤本悦志
特定非営利活動法人あいあい広場
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
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
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
鐵萬商事株式会社
山口県
NPO法人優喜会
YOU介護サービス株式会社
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
旭洋造船株式会社
医療法人緑山会
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
宇部観光株式会社
下関市競艇事業局
株式会社エクシス
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
社会福祉法人E･G･F
社会福祉法人くだまつ平成会
社会福祉法人さわやか会養護老人ホーム長生園
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障害者支援施設高嶺会
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社会福祉事業団山口県社会福祉会館
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アイユウの苑
社会福祉法人新永福祉会
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
社会福祉法人青藍会ハートホーム新山口
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
地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院
長府工産株式会社

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移動ネット山口
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
有限会社ハシモト
有限会社フォーマックス
有限会社末永整骨院
徳島県
NPO法人サスケ工房
NPO法人らくえん
NPO法人地域活動支援センターあなん
SUNNYDAYS
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
ヤマトホームコンビニエンス株式会社四国ビジネスサポート支店
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
阿南市スポーツ振興課
阿南市教育委員会
阿南市役所
阿北特別養護老人ホーム
医療法人至誠会
医療法人成悠会
医療法人青志会
医療法人川内内科
医療法人道志社
医療法人芳越会
医療法人鈴木会
井村造船株式会社
株式会社テレビ鳴門
株式会社ファミリヤ
株式会社フクブル
株式会社新来島徳島どっく
株式会社村上造船所
宮和海運株式会社
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
自治労阿南市職員労働組合連合会
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
社会福祉法人さわらび会
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
社会福祉法人みらい
社会福祉法人ルミエール
社会福祉法人阿南淡島会
社会福祉法人阿南福祉会
社会福祉法人阿波市社会福祉協議会
社会福祉法人愛育会
社会福祉法人愛心会
社会福祉法人愛泉会
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敬和会
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
社会福祉法人成蹊会
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
社会福祉法人石井町社会福祉協議会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人大麻福祉の町

社会福祉法人大麻福祉の町Bande桧
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社会福祉事業団希望の郷
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
社会福祉法人徳島県身体障害者連合会小星園
社会福祉法人徳島蒼生福祉会
社会福祉法人博友会
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
社会福祉法人美馬市社会福祉協議会
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
社会福祉法人由岐福祉会
社会福祉法人凌雲福祉会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会介護老人福祉施設おおつ苑
宗教法人常楽寺
松村歯科医院
松茂町役場
障害者支援施設ルキーナうだつ
森谷商店
神例造船株式会社
全水道鳴門水道労働組合
大塚製薬株式会社徳島支店
東みよし町三加茂B&G海洋センター
徳島刑務所
徳島県心身障害者福祉会
徳島市B&G海洋センター
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ふれあい福祉の会山びこへるぷ
特定非営利活動法人巣立就労継続支援センター巣立
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
日本モーターボート競走会鳴門支部
美波町
美馬市
美馬市役所
睦技研株式会社
牟岐町
鳴門市企業局
鳴門市身体障碍者連合会
鳴門市母子寡婦福祉連合会
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
香川県
BEMAC株式会社
サンコー株式会社
サンショク合同会社
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル寒川
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル三木
ヤンマー舶用システム株式会社
葵工業株式会社
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
医療法人社団以和貴会いわき病院
医療法人社団純心会
医療法人社団清風会中山病院
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
一般社団法人SKYあーと
学校法人やしま学園
楽笑福祉会歩笑
株式会社セーフティーサポート
株式会社マキタ
株式会社マルメン製麺所
株式会社幸真

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
社会福祉法人真誠会
社会福祉法人親誠会
社会福祉法人青谷福祉会青谷こども学園
社会福祉法人中部福祉会
社会福祉法人鳥取こども学園
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
社会福祉法人博愛会
社会福祉法人遊歩
社会福祉法人麗明会
社会福祉法人和
鳥取日産自動車販売株式会社
特定非営利活動法人YSSだいせん
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鳥取青少年ピアサポート
日産プリンス鳥取販売株式会社
日本交通株式会社
美保学園
有限会社ドアーズ
有限会社旭鉄工所
由良タクシー有限会社
島根県
L物流株式会社
NPO法人えんJOY
NPO法人さくらんぼのお家
NPO法人ふきのとう
NPO法人益田自立支援センター
かばはうすホールディングス株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社松江事業部
株式会社吉田ふるさと村
株式会社内村電機工務店
公益財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
合同会社Robse
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
社会福祉法人おおつか福祉会介護老人保健施設もくもく
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ケアポートよしだ
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
社会福祉法人金太郎の家
社会福祉法人桑友
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
社会福祉法人吾郷会養護老人ホームまほろば大和
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ケアハウス寿生の郷
社会福祉法人出雲南福祉会薫風の丘
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
社会福祉法人大田市社会福祉事業団
社会福祉法人島根ライトハウス
社会福祉法人島根県社会福祉事業団
社会福祉法人梅寿会軽費老人ホームコーポ「ますだ」
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



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
社会福祉法人恵庭光風会恵庭光と風の里
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特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘
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
社会福祉法人彩咲会
社会福祉法人朔風
社会福祉法人札親会
社会福祉法人札幌この実会
社会福祉法人札幌協働福祉会
社会福祉法人札幌肢体不自由福祉会
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
社会福祉法人手稲ロータス会特別養護老人ホーム手稲ロータス
社会福祉法人小樽育成院
社会福祉法人小樽高島福祉会
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
社会福祉法人雪の聖母園就労支援センターオプス
社会福祉法人千歳いずみ学園
社会福祉法人大悲会特別養護老人ホームあそか苑
社会福祉法人朝日福祉会
社会福祉法人長井学園
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
社会福祉法人美々川福祉会
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リハビリー
社会福祉法人北海道光生会
社会福祉法人北海道光生舎
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友愛福祉会ケアハウスゆうあい
社会福祉法人北海道友愛福祉会静苑ホーム
社会福祉法人北海道療育園
社会福祉法人北見有愛会
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
帯広刑務所
帯広少年院
鷹栖町教育委員会
秩父別町B&G海洋センター
津軽海峡フェリー株式会社
当麻町教育委員会
当麻町母子寡婦会
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さらら壮瞥
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ゆう
特定非営利活動法人恵生会
特定非営利活動法人工房・虹と夢後援会
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手と手
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
特別養護老人ホーム手稲ロータス
苫重建設株式会社
農村公園
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
北洋無線株式会社
有限会社Colors
有限会社藤電機システム
有限会社函館厚生商事
青森県
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
よこまちストア
一般財団法人日々木の森
一般社団法人アイループ
株式会社KASAKO就労移行支援事業所C-ROAD
株式会社サンパワー
株式会社リバース
株式会社高橋
株式会社小笠原新聞店
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
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
社会福祉法人義栄会障碍者支援事業所じょいん
社会福祉法人義乃会
社会福祉法人吉幸会
社会福祉法人吉幸会特別養護老人ホーム野辺地ホーム
社会福祉法人桐栄会
社会福祉法人恵徳会
社会福祉法人桂久会
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特別養護老人ホーム青山荘
社会福祉法人拓心会
社会福祉法人中央福祉会
社会福祉法人長老会
社会福祉法人田舎館村社会福祉協議会
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
社会福祉法人藤聖母園特別養護老人ホーム藤の園
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
社会福祉法人明恵会
社会福祉法人明和会
社会福祉法人友の会
社会福祉法人養正会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和幸園
心の里うぐいす
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
東北医療福祉事業協同組合
特定非営利活動法人team.Stepbystep
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双松福祉会
特定非営利活動法人陽だまりの家
特定非営利法人三本の木
特別養護老人ホーム森の里
南部町教育委員会南部町名川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
岩手県
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
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
宮古市魚市場
宮古湾漁業協同組合
鍬ヶ崎番屋
公益財団法人岩手県予防医学協会
三陸やまだ漁業協同組合
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（佐藤宮司宅）
社会福祉法人いつつ星会
社会福祉法人カナンの園ヒソプ工房

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
社会福祉法人岩手和敬会青山和敬荘
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
社会福祉法人燦々会
社会福祉法人志和大樹会
社会福祉法人紫波会
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盛岡杉生園
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
社会福祉法人新生会
社会福祉法人新里紫桐会
社会福祉法人清智会
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
社会福祉法人天神会
社会福祉法人田老和心会
社会福祉法人博愛会
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特別養護老人ホーム敬愛園
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
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
田老町漁業協同組合
東北医療福祉事業協同組合
東北汽船港運株式会社
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ックの家
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
特別養護老人ホーム麗峰苑
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
北日本造船株式会社久慈工場
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
有限会社大船渡ドック
宮城県
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
アライオートオークション仙台株式会社
エームサービス
ヒノケン株式会社
レインボー川崎
医療法人金上仁友会金上病院
一般社団法人まなびの森
一般社団法人悠優会
牡鹿漁業協同組合
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
株式会社ダイリツプランニング(ボートピア川崎)
株式会社マルイチ
株式会社みらい造船
株式会社ヤマニシ
株式会社阿部和工務店
株式会社三亥塩釜支店
株式会社小野寺鐵工所
株式会社新和エンジンサービス
株式会社聖人堀鐵工所
株式会社鈴木造船所
久我建設株式会社
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
宮城県漁業協同組合塩釜総合支所
宮城県漁業協同組合宮戸支所
宮城県漁業協同組合石巻総合支所
宮城県蔵王町
宮城県大郷町教育委員会
公益財団法人宮城県対がん協会
公益社団法人日本海員掖済会宮城利府掖済会病院
佐藤造船所
笹谷温泉湯元一乃湯
社会福祉法人おおさきさくら福祉会すずかけの里
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
社会福祉法人愛の郷
社会福祉法人愛泉会
社会福祉法人旭壽会
社会福祉法人旭壽会特別養護老人ホーム一心苑
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
社会福祉法人恵泉会パルめぐみ
社会福祉法人恵泉会特別養護老人ホーム光風園
社会福祉法人慶和会

社会福祉法人敬寿会特別養護老人ホーム仙台敬寿園
社会福祉法人敬長福祉会
社会福祉法人向陽会
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
社会福祉法人国見会
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
社会福祉法人仙萩の杜ぴぁ
社会福祉法人仙萩の杜障がい者福祉サービス事業所まどか西中田
社会福祉法人千賀の浦福祉会特別養護老人ホーム松島長松苑
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
社会福祉法人洗心会第二高松園
社会福祉法人大崎誠心会
社会福祉法人大石ヶ原会
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
社会福祉法人白石陽光園
社会福祉法人八木山福祉会
社会福祉法人和仁福祉会特別養護老人ホーム和香園
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
仙台ビーナス会
千賀の浦福祉会多賀城苑
千賀の浦福祉会第二清楽苑
大衡村役場
大崎八幡宮
東北医療福祉事業協同組合
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サポートこもれび
特定非営利活動法人桑の木
認定NPO法人さわおとの森
法務省仙台矯正管区
豊里コミュニティ推進協議会
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
亘理町教育委員会
秋田県
NPO法人能代市体育協会
ボートピア河辺
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
株式会社ホリスティックホールティングス
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
社会福祉法人あけぼの会なごみのさと
社会福祉法人ｸ ﾘ゙ｰﾝﾛｰｽﾞ
社会福祉法人つるまい福祉会水林新生園
社会福祉法人はまなす会
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
社会福祉法人みそのみそのホーム
社会福祉法人みその聖園天使園
社会福祉法人横手福祉会
社会福祉法人河辺ふくし会
社会福祉法人花輪ふくし会
社会福祉法人久盛会
社会福祉法人琴丘ふくし会
社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人敬仁会地域密着型特別養護老人ホーム聚恵苑
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
社会福祉法人交楽会障害者支援施設森幸園
社会福祉法人晃和会
社会福祉法人慈泉会
社会福祉法人秋田ふくしハートネット
社会福祉法人秋田旭川福祉会

社会福祉法人秋田育明会竹生寮
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
社会福祉法人秋田福祉協会
社会福祉法人上小阿仁村社会福祉協議会
社会福祉法人水交苑
社会福祉法人水交会
社会福祉法人成光会
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
社会福祉法人能代ふくし会指定障害福祉サービス事業所ねむの木苑
社会福祉法人比内ふくし会
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
社会福祉法人友愛の園
社会福祉法人六縁会
社会福祉法人六郷仙南福祉会
社会福祉法人六郷仙南福祉会ロートピア仙南
秋田キャッスルホテル
秋田刑務所
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
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
山形県
NPO法人置賜ひまわり会
アルファクラブ東北株式会社
オーリンク株式会社介護付有料老人ホームフォーリーフ嶋
ひまわり南陽
医療法人敬愛会
株式会社STAY
株式会社サンパワー
株式会社ユートピアライフ介護付有料老人ホームやすらぎ苑
株式会社千歳建設
株式会社蔵王サプライズ黒沢工場
株式会社未来創造館
株式会社有賀組
山形県社会福祉事業団山形県慈丘園
社会医療法人二本松会かみのやま病院
社会福祉法人いずみノ杜
社会福祉法人ふじの里
社会福祉法人みのり福祉会
社会福祉法人やまがた市民福祉会
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
社会福祉法人恵泉会恵泉会シニアサポートともえ
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬天会
社会福祉法人敬天会指定障害者支援施設水明苑
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
社会福祉法人慈敬会
社会福祉法人慈風会
社会福祉法人舟和会
社会福祉法人庄内福祉会
社会福祉法人松風会特別養護老人ホームはとみね荘
社会福祉法人親和会
社会福祉法人千宏会
社会福祉法人双葉会特別養護老人ホーム太陽の里ふたば
社会福祉法人村山光厚生会養護老人ホーム村山光ホーム
社会福祉法人朝日敬慎会
社会福祉法人朝日町福祉会
社会福祉法人東根福祉会
社会福祉法人徳良会
社会福祉法人南陽恵和会特別養護老人ホームこぶし荘
社会福祉法人白鷹福祉会
社会福祉法人尾花沢福祉会特別養護老人ホームよつば荘
社会福祉法人米沢仏教興道会

北海道
NPO法人自立支援センター歩歩路
アサヒプリテック株式会社
せたな町B&G海洋センター
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
リサイクルマート名寄店
愛別町教育委員会
旭川少年鑑別所
医療法人渓仁会
医療法人渓仁会札幌西円山病院
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院
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
一般社団法人はるか
一般社団法人パレット
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
株式会社アイティ・コミュニケーションズ
株式会社クリーンリースウェルフェア
株式会社クリエイティブ・ケイ
株式会社グロウス
株式会社コンテック
株式会社ナイネンキ
株式会社プロット
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
株式会社繁富工務店
株式会社北海道オフィスプロダクツ
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(古平町B&G海洋センター)
五洋建設株式会社札幌支店
公益社団法人日本海員掖済会小樽掖済会病院
合同会社癸方苑
根室造船株式会社
札幌矯正管区第一部
札幌刑務所
札幌佐々木畜産株式会社
斜里町
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
社会福祉法人あけぼの福祉会岩内あけぼの学園
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
社会福祉法人よいち福祉会
社会福祉法人旭川たいせつ福祉会
社会福祉法人旭川旭親会
社会福祉法人旭川育児院
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
社会福祉法人栄和会
社会福祉法人楽生会
社会福祉法人岩内厚生園
社会福祉法人空知の風

社会福祉法人福島県福祉事業協会ワークスペース・アシスト
社会福祉法人福島県福祉事業協会原町共生授産園
社会福祉法人福島県福祉事業協会障がい者多機能型事業所せきれい
社会福祉法人福島県福祉事業協会多機能型事業所田村
社会福祉法人福島福祉会
社会福祉法人柳愛会
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
社会福祉法人緑風福祉会
社会福祉法人緑風福祉会いいざか花桃館
社会福祉法人緑風福祉会桑折緑風園
小名浜造船株式会社
石川町役場新庁舎
川内村役場
相浦造船鉄工所
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クローバー福祉会
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つくしの里福祉会
特定非営利活動法人ひまわり福祉会
特定非営利活動法人ほっとアクト
特定非営利活動法人ポプラ福祉会
特定非営利活動法人わいわい作業所
塙町教育委員会
福島刑務所
放課後等デイサービスわくわく新白河
有限会社及川造船所
和喜輸送株式会社東北支店
茨城県
N&A
NPO法人愛・LOVE・みらい
いばらき少年剣友会
かんてい局つくば店
ナカノカイロプラクティックオフィス
愛和会
医療法人幸樹会
一般社団法人OHANA
茨城中央園芸農業協同組合
株式会社アサヒヤ
株式会社いばらきのケア
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
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
株式会社マタニ武道具
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
金井信彦
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
社会福祉法人マリンピア
社会福祉法人みどり会
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
社会福祉法人愛和会特別養護老人ホームあそうの郷
社会福祉法人栄寿会
社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院
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

社会福祉法人創志会ライフサポートセンターいたこ
社会福祉法人筑水会
社会福祉法人筑峰学園
社会福祉法人日照養徳園
社会福祉法人博友会
社会福祉法人白銀会
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
第一常陸野公園
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キララこそだて支援センター
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結
特定非営利活動法人虹
特定非営利法人ひだまり
独立行政法人日本原子力研究開発機構
日本メクトロン株式会社
品川重工株式会社
不二造園土木株式会社
法務省水戸少年鑑別所
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
栃木県
FLATワークス
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
みゆきの杜
ユートピアにしかた
医療法人社団星野会
医療法人社団洋精会
一般財団法人栃木県青年会館
株式会社エヌゼットケイ
株式会社トライターム
株式会社ミンナのミカタ
株式会社ワールドステイ
株式会社宇都宮ユーミー建設
株式会社三協
株式会社小堀建設
株式会社大昌電子
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
社会福祉法人エルム福祉会
社会福祉法人こころみる会
社会福祉法人こぶしの会
社会福祉法人すかい
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
社会福祉法人つむぎ
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
社会福祉法人みその聖園ヨゼフ老人ホーム
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
社会福祉法人愛和会通所介護事業所スーパーデイみらい
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
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人美明会
社会福祉法人福寿会
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
社会福祉法人豊岡福祉会
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
太陽会
大日電機工業株式会社
東京計器株式会社
東京計器株式会社矢板工場
特定非営利活動法人CCVウェルフェア
特定非営利活動法人はばたき
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デイホームさつき
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
特別養護老人ホーム而今桜
栃木刑務所
那須烏山市役所教育委員会
那須塩原市
日産プリンス栃木販売株式会社
富士精密株式会社
芳賀町B&G海洋センター
有限会社はが介護サービス
群馬県
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
NPO法人山脈
おさかな茶寮
クローバー･ジャパン株式会社
パーソルサンクス株式会社
ヤマト発動機株式会社
ライフライン・サポート株式会社
医療法人山崎会
医療法人山崎会グループホームカーサ・アルカディア
医療法人社団田口会新橋病院
医療法人社団美心会
医療法人社団平形会介護老人保健施設銀鈴
医療法人大誠会
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IHI原動機太田工場
株式会社アライ
株式会社エー･アンド･ズィー
株式会社オアシス
株式会社ケアアンジュ
株式会社シーアンド・エス

株式会社せいらん大志社
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
株式会社むさしのかんてい局前橋店
株式会社やんば
株式会社ワールドステイ
株式会社小淵
株式会社上州ミート
株式会社榛名厚生会
株式会社針塚農産
株式会社相沢商店共愛学園前橋国際大学内
玉村町B&G海洋センター
群馬県みどり市
群馬県住宅供給公社
群馬県立二葉高等特別支援学校
群馬県立二葉特別支援学校
公益社団法人前橋積善会
国立療養所栗生楽泉園
社会福祉法人あかぎの響
社会福祉法人あんなか福祉会
社会福祉法人おおぎだ
社会福祉法人おおぎだ特別養護老人ホームローズヒル
社会福祉法人ことぶき
社会福祉法人チハヤ会
社会福祉法人のぞみ
社会福祉法人はるな郷
社会福祉法人プライム
社会福祉法人ほたか会
社会福祉法人みやぎ会あゆみの里
社会福祉法人みやび会
社会福祉法人もくせい会
社会福祉法人ゆずりは会
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人愛星会
社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会
社会福祉法人永光会
社会福祉法人鎌倉会
社会福祉法人館邑会
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
社会福祉法人協栄会多機能型事業所のぞみ
社会福祉法人玉樹会
社会福祉法人玉風会
社会福祉法人薫英会
社会福祉法人薫英会障害福祉サービス事業所ワークショップくんえい
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園そめやの里
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム菱風園
社会福祉法人群馬厚生会
社会福祉法人恵済会
社会福祉法人恵風会
社会福祉法人後閑あさひ福祉会あさひ第二保育園
社会福祉法人後閑あさひ福祉会後閑あさひ保育園
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
社会福祉法人三愛荘
社会福祉法人三喜会特別養護老人ホーム吉井セピア
社会福祉法人三国塩原会
社会福祉法人山紫会特別養護老人ホーム音和の園
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
社会福祉法人潤青会
社会福祉法人昭和ゆたか会
社会福祉法人上川会
社会福祉法人上毛愛隣社
社会福祉法人上毛愛隣社めぐみ保育園
社会福祉法人植竹会
社会福祉法人新生会
社会福祉法人榛永会
社会福祉法人榛桐会
社会福祉法人仁和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人誠光会
社会福祉法人青風舎ケアハウスきょうめ
社会福祉法人青和会
社会福祉法人赤城の家

社会福祉法人千代の会
社会福祉法人大平台会
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
社会福祉法人尾瀬長寿会桜花苑
社会福祉法人美幸会
社会福祉法人平成会
社会福祉法人北毛清流会
社会福祉法人明清会
社会福祉法人悠仁会
社会福祉法人邑友会
社会福祉法人邑友会やまつつじ
社会福祉法人龍峰会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑陽会軽費老人ホームグリーンハイツ
社会福祉法人圓会
小野里工業株式会社
大洋電機株式会社
第一生命保険株式会社
藤間精錬株式会社
特定非営利活動法人エイチ・ツー・オー
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すだち
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麦わら屋
特定非営利法人妙義会
農事組合法人さんぽ道
明和町役場
有限会社ヤマモトサービス
有限会社草津リゾート
理研鍛造株式会社
埼玉県
NPO法人あおい糸
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関東事業所
アサヒプリテック株式会社埼玉工場
アサヒ建工株式会社
いながき動物病院
ジャパンウェイスト株式会社
リコージャパン株式会社
医療法人豊仁会三井病院
一般財団法人日本モーターボート競走会
一般社団法人あるかでぃあ
一般社団法人ノーマライズうらわ
一般社団法人日本モーターボート選手会埼玉支部
株式会社MIC
株式会社あすなろ
株式会社サイサン
株式会社とだか建設
株式会社ベストロジ埼玉
株式会社ポプラ
株式会社岡部コントリビューションパーク
株式会社岡部コントリビューションパーク代表取締役中島卓也
株式会社幸大ハイテック
株式会社倉本産業
株式会社倉本産業川越工場
株式会社日立ニコトランスミッション
久喜市栗橋B&G海洋センター
興亜化工株式会社
幸手市教育委員会
埼玉福興株式会社
三伸機材株式会社
三信船舶電具株式会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人ありす福祉会
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
社会福祉法人ゆうき福祉会
社会福祉法人ルロワ
社会福祉法人愛抱会
社会福祉法人育心会

社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人温和会
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
社会福祉法人熊谷福祉会
社会福祉法人敬寿会
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
社会福祉法人埼玉のぞみの園深谷たんぽぽ
社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団
社会福祉法人埼玉県身体障害者福祉協会
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
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人入間川福祉会
社会福祉法人博愛福祉会
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
社会福祉法人歩む会福祉会
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
松勘工業株式会社
松伏町
森林霊園管理事務所
神川町教育委員会
代田橋自動車有限会社
大陽工業株式会社
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わんぱくクラブ
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
北辰商事株式会社
有限会社ケアブレーン
嵐山町
千葉県
NPO法人i&i
NPO法人Village
エームサービス株式会社
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
リサイクルマート君津店
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
一般社団法人恩送り
横芝光町教育委員会
学校法人日本体育大学柏高等学校
株式会社アイ・エス・ビー
株式会社サンテック
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
株式会社ほがらか
株式会社吉川自動車
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
株式会社誠和グループ
株式会社石山
株式会社富士総業
公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団
公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
細田自動車有限会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人あかぎ万葉
社会福祉法人あすなろ会障害者支援施設どんぐりの郷
社会福祉法人うぐいす会
社会福祉法人うぐいす会からは～い
社会福祉法人かずさ萬燈会
社会福祉法人ささえ愛
社会福祉法人さつき会
社会福祉法人ジョイまつど
社会福祉法人なゆた
社会福祉法人まごころ
社会福祉法人マリンピアケアハウスマリンピア銚子
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
社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会児童養護施設望みの門かずさの里
社会福祉法人ロザリオの聖母会
社会福祉法人ロザリオの聖母会障害者支援施設聖マリア園
社会福祉法人ロザリオの聖母会聖マリア園
社会福祉法人愛光
社会福祉法人愛光障害者支援施設リホープ
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
社会福祉法人関西中央福祉会
社会福祉法人桐友学園
社会福祉法人九十九里ホーム
社会福祉法人栗の木
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人兼愛会
社会福祉法人広文会
社会福祉法人三誠会
社会福祉法人児童愛護会青松学園
社会福祉法人修央会
社会福祉法人秋桜会
社会福祉法人淑徳福祉会
社会福祉法人松の実会
社会福祉法人松里福祉会
社会福祉法人心友会
社会福祉法人新柏会
社会福祉法人神聖会
社会福祉法人翠皍会
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清郷会
社会福祉法人清郷会十倉厚生園
社会福祉法人聖隷福祉事業団松戸愛光園
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院
社会福祉法人斉信会
社会福祉法人千葉県福祉援護会
社会福祉法人千葉県福祉援護会特別養護老人
ホームローゼンヴィラはま野
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会でい・まさご
社会福祉法人泉寿会
社会福祉法人浅間の杜特別養護老人ホーム長寿園
社会福祉法人創成会
社会福祉法人創明会
社会福祉法人太陽会
社会福祉法人泰斗会
社会福祉法人鶴心会
社会福祉法人鶴心会特別養護老人ホームトータス
社会福祉法人定山会地域密着型特別養護老人ホームひばりの郷
社会福祉法人天光会特別養護老人ホーム恵光園シャイニー中央
社会福祉法人徳和会特別養護老人ホームあかいの郷
社会福祉法人薄光会
社会福祉法人薄光会あおいそら
社会福祉法人八千代美香会
社会福祉法人八千代美香会船橋市特別養護老人ホーム朋松苑
社会福祉法人父の樹会
社会福祉法人芙蓉会
社会福祉法人福祉楽団
社会福祉法人福寿会特別養護老人ホーム福寿園

社会福祉法人豊裕会六日町あいあい特別養護老人ホーム
社会福祉法人悠々会
社会福祉法人陽光会いちょうの家
舟形町B&G海洋センター
大和メディカル株式会社
鶴岡地区医師会
特定非営利活動法人くれよんはうす
南陽市役所
有限会社家岸造船所
福島県
NPO法人あさがお
NPO法人ウッドピアはなわ
NPO法人みんなのまーち
ムサシノ機器株式会社
ムサシノ機器株式会社白河工場
やしおみ荘
医療法人社団メンタルクリニックなごみ
一般社団法人ジパング
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
株式会社ヴィオーラ
株式会社ウェーブ21
株式会社エヌジェイアイ
株式会社サンパワー
株式会社ワイズ山川
株式会社共栄ブレーン
株式会社興洋
株式会社金美堂
株式会社孔輪閣
株式会社同仁社
社会福祉法人いわき福音協会
社会福祉法人いわき福音協会はまぎく荘
社会福祉法人いわき福音協会はまなす荘
社会福祉法人くわの福祉会
社会福祉法人しのぶ福祉会あづま授産所
社会福祉法人しんち福祉会
社会福祉法人スマイルワーク就労支援事業所スマイルセンター
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
社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑
社会福祉法人みどりのかぜ生活介護事業所のはら
社会福祉法人ライフ・タイム・福島
社会福祉法人愛誠会せいざん荘
社会福祉法人愛誠会介護老人保健施設佳勝園
社会福祉法人育成会
社会福祉法人育成会いわき学園
社会福祉法人育成会みなみテラス
社会福祉法人希望の杜福祉会
社会福祉法人玉川村社会福祉協議会
社会福祉法人甲子の里福祉会
社会福祉法人桜ヶ岡福祉会特別養護老人ホーム絆
社会福祉法人慈仁会
社会福祉法人昌平黌医療センター片寄診療所
社会福祉法人昌平黌介護老人保健施設二ツ箭荘
社会福祉法人心愛会
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁愛会レンガ通りデイサービスセンター
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人清峰会さざなみ学園
社会福祉法人生愛福祉事業団
社会福祉法人誠心会
社会福祉法人千桜会
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
社会福祉法人多宝会
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
社会福祉法人田村福祉会特別養護老人ホームあぶくま荘
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
社会福祉法人南陽会
社会福祉法人博愛会特別養護老人ホーム会津みどりホーム
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
社会福祉法人福島愛育園児童養護施設福島愛育園
社会福祉法人福島県福祉事業協会

介護老人福祉施設藤香苑
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IHI原動機
株式会社JTBコーポレートセールス
株式会社KEYクリエーション
株式会社MIC
株式会社TBSグロウディア
株式会社WITHケアハウスまぁむ北区豊島
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グローバル
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社エイフェス
株式会社エクセノヤマミズ
株式会社カワサキライフコーポレーション
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
株式会社サテリット
株式会社スタートライン
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
株式会社ディンプル
株式会社テクノコア
株式会社トーコロ
株式会社マツイ
株式会社みやこ食品
株式会社レオン・インターナショナル
株式会社レリアン
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
株式会社松村組東京本店
株式会社石川組
株式会社第一情報システムズ
株式会社島村工業
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
株式会社日産クリエイティブサービス
株式会社北澤電機製作所
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
公益財団法人笹川平和財団
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
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター
公益財団法人母と学生の会
公益社団法人日本観光振興協会
公益社団法人宝生会
今治造船株式会社
三根株式会社
三鷹市民協働ネットワーク
山一商事株式会社
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
社会福祉法人アゼリヤ会
社会福祉法人ウエルス東京
社会福祉法人カリタスの園
社会福祉法人グリーンウッド
社会福祉法人けやきの杜
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人さわらび会特別養護老人ホーム山河
社会福祉法人サン
社会福祉法人シルヴァーウィング
社会福祉法人セント･ジョセフ会
社会福祉法人ドリームヴィ
社会福祉法人にんじんの会
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家
社会福祉法人ほうえい会
社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会
社会福祉法人マザアス
社会福祉法人マザアス特別養護老人ホームマザアス日野
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
社会福祉法人むうぷ
社会福祉法人やまゆり福祉会
社会福祉法人愛隣会
社会福祉法人安立園
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人永寿会
社会福祉法人楽晴会世田谷希望丘ホーム
社会福祉法人共助会
社会福祉法人共生会東四つ木ほほえみの里
社会福祉法人協和会特別養護老人ホームきく
社会福祉法人暁会メディカルケアタウン東大島
社会福祉法人錦華学院
社会福祉法人啓光福祉会
社会福祉法人原町成年寮
社会福祉法人光塩会
社会福祉法人恒陽会
社会福祉法人江戸川豊生会
社会福祉法人江東園
社会福祉法人合掌苑
社会福祉法人三徳会
社会福祉法人賛育会
社会福祉法人四葉晃耀会
社会福祉法人子供の家
社会福祉法人至誠学舎立川
社会福祉法人至誠学舎立川至誠ホームオンニ
社会福祉法人七日会
社会福祉法人七日会杜の園
社会福祉法人秋川あすなろ会
社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会景丘の家
社会福祉法人春光福祉会
社会福祉法人小茂根の郷
社会福祉法人松柏児童園
社会福祉法人章佑会
社会福祉法人親の家
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁生社
社会福祉法人正吉福祉会府中市立よつや苑
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人聖救主福祉会
社会福祉法人聖明福祉協会
社会福祉法人青少年福祉センター
社会福祉法人青梅福祉協会
社会福祉法人泉陽会
社会福祉法人泉陽会新町光陽苑
社会福祉法人全国スモンの会
社会福祉法人創和会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人草むら
社会福祉法人村山苑
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
社会福祉法人鶴風会西多摩療育支援センター
社会福祉法人天寿園会
社会福祉法人田無の会たんぽぽ
社会福祉法人東京コロニー
社会福祉法人東京サレジオ学園
社会福祉法人東京リハビリ協会
社会福祉法人東京栄和会
社会福祉法人東京援護協会
社会福祉法人東京聖労院
社会福祉法人東京武尊会
社会福祉法人東京福祉会
社会福祉法人東京有隣会
社会福祉法人同愛会
社会福祉法人同愛会日の出福祉園
社会福祉法人同胞互助会
社会福祉法人道心会
社会福祉法人南風会
社会福祉法人二葉保育園
社会福祉法人日の基社会事業団日の基青老閣
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
社会福祉法人白十字会介護老人保健施設東京ばんなん白光園
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
社会福祉法人福音寮
社会福祉法人福信会麦久保園
社会福祉法人福陽会特別養護老人ホーム第２サンシャインビラ
社会福祉法人兵庫福祉会
社会福祉法人奉優会
社会福祉法人蓬莱会高齢者総合ケアセンターケアプラザ多摩
社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
社会福祉法人睦月会
社会福祉法人未来こどもランド
社会福祉法人友愛十字会特別養護老人ホーム友愛荘
社会福祉法人緑愛会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会ラぺ日野
社会福祉法人緑秀会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人練馬区社会福祉事業団田柄特別養護老人ホーム
社会福祉法人櫻継会
宗教法人明治神宮
秋元康寛
小林弘英
信金中金ビジネス株式会社
新巧塗装工業株式会社
神薬工業株式会社
川崎重工業株式会社
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
大日本土木株式会社東京支店
大陽工業株式会社
炭火焼鳥だいすけ
地域活動支援センターはるえ野
中国塗料株式会社
中嶋竜生
町田市美術工芸館
天理教豊眞分教会
渡辺公義
東海汽船株式会社
東京スガキ印刷株式会社
東京計器株式会社/東京計器テクノポート株式会社
東京拘置所
東京都済生会中央病院
東邦重機開発株式会社
東洋熱工業株式会社
特定医療法人研精会
特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ
特定非営利活動法人こぴあクラブ
特定非営利活動法人すずらん
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東京自立支援センター
特別養護老人ホーム第二青梅園
日産自動車販売株式会社
日本アイラック株式会社
日本紙通商株式会社
日本体育大学医療専門学校
認定NPO法人語らいの家
飯田和枝
富永物産株式会社
富士電機株式会社
北砂2丁目だい整形外科
墨田川造船株式会社
有限会社錦部製作所
有限会社劇団俳優座
有限会社蓮田電設
立川拘置所
神奈川県
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法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会横浜支部
NPO法人福祉で支え合う会
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
かまくらのおとうふやさん豆寿
かもめプロペラ株式会社
コムテック株式会社
ソフトホーム株式会社
テクノス株式会社
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横浜病院
一般財団法人海上災害防止センター
一般財団法人聖マリアンナ会
一般財団法人日本船員厚生協会
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COM
株式会社ＥＩＧＨＴＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ
株式会社MIC
株式会社アクト
株式会社アドバンテージ
株式会社オーテックジャパン
株式会社シネヴィス
株式会社マグトロニクス
株式会社マリアンナ･ワールド･サービス
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
株式会社横浜華リハビリデイサービス
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
公益社団法人日本海員掖済会
三上船舶工業株式会社
社会福祉法人SOWET
社会福祉法人かながわ共同会
社会福祉法人かながわ黎明会
社会福祉法人キャマラード
社会福祉法人キャマラード第２みどりの家
社会福祉法人クローバー
社会福祉法人こうよう会
社会福祉法人さくら会
社会福祉法人すぎな会
社会福祉法人すみなす会
社会福祉法人たすけあいゆい
社会福祉法人たすけあい泉
社会福祉法人たちばな会
社会福祉法人たちばな福祉会
社会福祉法人たつき会介護老人福祉施設スミール桜ヶ丘
社会福祉法人つちや社会福祉会
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
社会福祉法人みその
社会福祉法人みどりの風
社会福祉法人みどり共生会
社会福祉法人みどり福祉会
社会福祉法人らぽおるの樹
社会福祉法人ル･プリ
社会福祉法人ル・プリ杜の会事業本部
社会福祉法人阿部睦会
社会福祉法人愛光会
社会福祉法人愛川舜寿会
社会福祉法人育生会
社会福祉法人磯子コスモス福祉会
社会福祉法人一乗会
社会福祉法人横浜やまびこの里
社会福祉法人横浜向陽会
社会福祉法人横浜長寿会
社会福祉法人横浜婦人クラブ愛児園
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
社会福祉法人輝雲会児童養護施設手まり学園
社会福祉法人吉祥会
社会福祉法人栗山会
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
社会福祉法人県央福祉会アイネットきたざと
社会福祉法人県央福祉会エスポワールパーネ
社会福祉法人県央福祉会ふじさわ爽風舎
社会福祉法人県央福祉会ぽらーの上和田
社会福祉法人県央福祉会モンド湘南藤沢
社会福祉法人県央福祉会ワークステーション菜の花
社会福祉法人県央福祉会ワークス桜舎セルプ
社会福祉法人県央福祉会三浦創生舎
社会福祉法人県央福祉会生活介護ふるーる
社会福祉法人県央福祉会大和さくらクリニック
社会福祉法人県西福祉会
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
社会福祉法人幸保園
社会福祉法人紅梅会
社会福祉法人三つ葉会ガーデニア・ごしょみ
社会福祉法人三篠会
社会福祉法人山根会
社会福祉法人紫陽花会
社会福祉法人児童養護施設心泉学園
社会福祉法人慈母会
社会福祉法人若竹大寿会
社会福祉法人若竹大寿会特別養護老人ホーム若竹苑
社会福祉法人寿考会
社会福祉法人寿徳会
社会福祉法人宗得会
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
社会福祉法人新日本学園
社会福祉法人真生会
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
社会福祉法人清光会清光園
社会福祉法人清正会
社会福祉法人聖テレジア会
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
社会福祉法人聖和むつみ会
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
社会福祉法人川崎市社会福祉事業団川崎市柿生学園
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
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人長寿会軽費老人ホーム箱根山荘
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホーム陽光の園
社会福祉法人唐池学園
社会福祉法人唐池学園児童養護施設強羅暁の星園
社会福祉法人藤沢育成会アートスペースわかくさ
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
社会福祉法人同愛会ダイア磯子
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

社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人博愛福祉会小規模多機能型居宅介護ゆとり庵磯部
社会福祉法人白根学園しらねの里
社会福祉法人箱根恵明学園
社会福祉法人富士美特別養護老人ホームヒューマン
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
社会福祉法人蓬莱会
社会福祉法人蓬萊会特別養護老人ホームケアプラザさがみはら
社会福祉法人訪問の家
社会福祉法人訪問の家集
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）
前田医院
太洋テクニカ株式会社
大成建設株式会社
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トムトム
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寺田プランニング
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福祉センター
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
日本新薬株式会社
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
有限会社かみはし
新潟県
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
ミニボートピア阿賀野
一般社団法人燕市スポーツ協会･ミズノグループ
株式会社IHI原動機
株式会社WithYou
株式会社カトー
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
株式会社ワールドステイ
株式会社植木組
株式会社新潟放送
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
社会福祉法人けやき福祉会
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
社会福祉法人すこやか福祉会
社会福祉法人つなん福祉会
社会福祉法人にいがた寿会
社会福祉法人フランシスコ第三会マリア園

社会福祉法人みんなでいきる
社会福祉法人ロングラン
社会福祉法人阿賀北総合福祉協会
社会福祉法人愛宕福祉会
社会福祉法人茨塚福祉会
社会福祉法人燕・西蒲原福祉会
社会福祉法人加茂福祉会
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
社会福祉法人高田福祉会
社会福祉法人佐渡ふれあい福祉会
社会福祉法人佐渡国仲福祉会
社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会
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
社会福祉法人佐渡福祉会第二岩の平園
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
社会福祉法人松波福祉会
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
社会福祉法人上越老人福祉協会
社会福祉法人常陽会
社会福祉法人信濃川令終会
社会福祉法人新井頸南福祉会
社会福祉法人新潟みずほ福祉会
社会福祉法人新潟市社会事業協会特別養護老人ホーム有明園
社会福祉法人新潟市中央福祉会
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
社会福祉法人仁成福祉協会
社会福祉法人仁成福祉協会ケアハウス新寿園
社会福祉法人仁成福祉協会ショートステイことぶき
社会福祉法人青空福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会垂水の里
社会福祉法人村上岩船福祉会特別養護老人ホームさつき園
社会福祉法人村上市社会福祉協議会山北支所
社会福祉法人大形福祉会特別養護老人ホーム逢谷内
社会福祉法人大佐渡福祉会
社会福祉法人中越福祉会
社会福祉法人中越福祉会みのわの里
社会福祉法人中蒲原福祉会
社会福祉法人中東福祉会
社会福祉法人中東福祉会いずみの里
社会福祉法人長岡三古老人福祉会
社会福祉法人長岡東山福祉会高齢者センターふそき
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人長岡福祉協会ケアハウス小千谷さくら
社会福祉法人奴奈川福祉会
社会福祉法人奴奈川福祉会ワークセンターにしうみ
社会福祉法人奴奈川福祉会特別養護老人ホームみやまの里
社会福祉法人東蒲原福祉会
社会福祉法人藤の木原福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会まいこ園
社会福祉法人南魚沼福祉会ゆのさと園
社会福祉法人南魚沼福祉会障害福祉サービス事業所あさひばら
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
社会福祉法人飛翔福祉会特別養護老人ホームシンパシー
社会福祉法人苗場福祉会
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
小千谷市
小竹屋旅館
新潟少年学院
新潟少年鑑別所
有限会社CIRCLE.SEVEN
有限会社めしや
富山県
一般財団法人伏木錬成館
株式会社スリーティ運輸ヘルスケア事業部

社会福祉法人宝寿会
社会福祉法人豊立会
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
社会福祉法人悠久会
社会福祉法人陽光会
社会福祉法人緑の会
社会福祉法人緑海会
社会福祉法人緑陽会特別養護老人ホームおおあみ緑の里
社会福祉法人和光会
社会福祉法人佰和会
社会福祉法人翡翠会
社会福祉法人槇の実会
小川敏雄
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
千葉刑務所
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
大和ハウス工業株式会社柏支社
中島硝子株式会社関東・東庄工場
朝日商事株式会社
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笑らい
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生活支援センターあらかると
特定非営利活動法人虹の会
特別養護老人ホームさわやか苑
富永物産株式会社
法務省市原学園
法務省千葉刑務所
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
東京都
ANAテレマート株式会社
EMCcore
ENEOS保険サービス株式会社
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法人多摩草むらの会
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
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
スバル興業株式会社
ダイハツディーゼル株式会社東京支社
ダイハツ工業株式会社
ダイハツ東京販売株式会社
テンワス株式会社
ナガタ工業株式会社
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
ムサシノ機器株式会社
メゾンN&B
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社東京支社
リシェア株式会社
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
医療法人財団青溪会駒木野病院
医療法人社団而今会
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
一般財団法人日本気象協会
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
一般社団法人ぱざぱ
一般社団法人日本船舶品質管理協会製品安全評価センター
一般社団法人日本舶用工業会

社会福祉法人鳥越福祉会青い鳥
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
社会福祉法人南陽園
社会福祉法人能輝人能輝村
社会福祉法人富樫福祉会
社会福祉法人芙蓉会
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
有限会社石川商会小松工場
福井県
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
株式会社フクタカ
株式会社浪速ポンプ製作所
社会福祉法人おおた福祉会
社会福祉法人かすみが丘学園
社会福祉法人げんきの家
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
社会福祉法人聖徳園
社会福祉法人足羽福祉会
社会福祉法人大日園
社会福祉法人大野福祉会
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
社会福祉法人福授園御幸事業所
社会福祉法人福聚会
社会福祉法人北日野こもれび会
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人友興会特別養護老人ホーム高浜けいあいの里
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B&G海洋センター
勝山市教育委員会
勝山市教育委員会史跡整備課
小浜市視覚障害者福祉協会
総社大神宮
大野市
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
特別養護老人ホーム渓山荘
武生三国モーターボート競走施行組合
福井ケーブルテレビ株式会社
山梨県
けやき園
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

甲斐市
甲府刑務所
社会福祉法人あそびじゅく
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
社会福祉法人ぶどうの里
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
社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会障害者支援施設みだい寮
社会福祉法人子育ち社会福祉法人子育ち・発達の里乳児院ひまわり後援会
社会福祉法人寿真会
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
社会福祉法人友伸福祉会
社会福祉法人友和会
社会福祉法人緑樹会
第一生命保険株式会社
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
特定非営利活動法人来未いろどり
飯富病院
長野県
NPO法人介護屋つむぎ
アサヒプリテック株式会社
みすず精工株式会社
下條村
株式会社北澤電機製作所本社工場
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緑の牧場学園
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
社会福祉法人りんどう信濃会上田悠生寮
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
社会福祉法人稲田会YUIを支える会
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いずみの家
社会福祉法人恵清会
社会福祉法人幸充
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
社会福祉法人上田しいのみ会障害者支援施設上田しいのみ園
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
松本少年刑務所
上松町教育委員会
上松町公民館
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
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟禅
道会総本部
飯綱町役場
有明高原寮
岐阜県
NPOつけちスポーツクラブ
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
加子母B&G海洋センター
株式会社アピスファーマシー
株式会社関ヶ原製作所
株式会社秀商
岐阜刑務所
岐阜日産自動車株式会社本社
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
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人墨友会
社会福祉法人万灯会
大洋電機株式会社
大洋電機株式会社岐阜羽島工場
大洋電機株式会社岐阜工場
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在宅支援グループみんなの手
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
静岡県
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
バリュー・トーカイ株式会社
ボートレースチケットショップ焼津
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障がい者通所事業所クローバー
一般社団法人原里愛郷振興協会
一般社団法人御前崎スマイルﾌ ﾛ゚ジェクト
学校法人日本体育大学浜松日体中･高等学校
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アイエスエフネットライフ静岡
株式会社カナサシ重工
株式会社ヤマナカ
株式会社ユーモア
株式会社高田ビル
株式会社小杉苑
株式会社榛葉鉄工所
株式会社榛葉鉄工場

株式会社静岡朝日テレビ
株式会社赤阪鐵工所
株式会社村上開明堂
株式会社長谷川鐵工所
丸忠デジタル株式会社
御殿場区コミュニティーセンター
御殿場市川島田区
御殿場市役所
御殿場市役所高根支所
御殿場地区広場管理運営委員会
荒井譲
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
社会福祉法人ひつじ
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
社会福祉法人花草会
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
社会福祉法人慶成会
社会福祉法人桂
社会福祉法人湖成会特別養護老人ホーム百恵の郷
社会福祉法人恒仁会
社会福祉法人三幸会
社会福祉法人三宝会
社会福祉法人三和会
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
社会福祉法人誠信会児童養護施設岩倉学園ニノマルビレッジ
社会福祉法人草笛の会
社会福祉法人大乗会
社会福祉法人大須賀苑
社会福祉法人大善福祉会
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
社会福祉法人天心会
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
社会福祉法人南浜名湖会
社会福祉法人博友会
社会福祉法人磐田興生会おおふじ学園
社会福祉法人富岳会
社会福祉法人富岳会法人本部
社会福祉法人富士宮福祉会
社会福祉法人富士厚生会
社会福祉法人富水会特別養護老人ホーム開寿園
社会福祉法人炉暖会
社会福祉法人和光会
社会福祉法人和松会
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
森之腰中央公民館
静岡少年鑑別所
川根本町本川根B&G海洋センター
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
藤枝市役所

特定非営利活動法人みんなの家
特定非営利活動法人活き生きネットワーク
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
有限会社富岳サービスミニボートピア富士おやま
髙橋正哲
愛知県
NPO法人四ツ葉の会
アイシングループ
エームサービス株式会社
カントリーモーニング
サポートイン南知多アネックス浜茶屋
ファミリーホームわが家
メーキュー株式会社
旭精機株式会社
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ーボート競走会
一般財団法人日本モーターボート競走会蒲郡支部
一般財団法人日本モーターボート競走会常滑支部
一般社団法人Hishigen
一般社団法人OneLife
一般社団法人オーケーサポート
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
岡崎医療刑務所
株式会社K3プラス
株式会社NMCワークス
株式会社Revival.
株式会社アイエスエフネット
株式会社いちょうの樹
株式会社エネテクトレーディング
株式会社カルペディエム
株式会社コムライン
株式会社ジェティ
株式会社ティーバイティー
株式会社トータルレジャー開発
株式会社トライズ
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
株式会社碧海総合研究所
貴城精工株式会社
公益財団法人慈友会児童養護施設慈友学園
公益社団法人日本モーターボート選手会
公益社団法人日本モーターボート選手会勤労青少年水上スポーツセンター
公益社団法人日本モーターボート選手会常設訓練所
公益社団法人日本海員掖済会えきさい看護専門学校
桜井株式会社
三河プロペラ株式会社
児童養護施設豊橋平安寮
社会福祉法人あいち清光会
社会福祉法人あいち清光会サンフレンド
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
社会福祉法人アパティア福祉会
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
社会福祉法人ふれ愛名古屋
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
社会福祉法人愛知育児院特別養護老人ホーム南山の郷
社会福祉法人愛知玉葉会
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
社会福祉法人高久会
社会福祉法人児童養護施設岡崎平和学園
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
社会福祉法人照光会子どもの家ともいき
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
社会福祉法人太陽
社会福祉法人大府福祉会
社会福祉法人大府福祉会たくと大府
社会福祉法人知立福祉会
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホームシルバーピアかりや
社会福祉法人博寿会
社会福祉法人麦
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
社会福祉法人和進奉仕会
常滑市観光協会
新城福祉会西部福祉会館
杉浦パーキング
瀬戸少年院
清水建設株式会社
石関俊昭
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こすもす畑
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ぽんぽこネットワーク
特定非営利活動法人まちのエキスパネット
特定非営利活動法人ゆめじろう
特定非営利活動法人りんりん
特定非営利活動法人一宮まごころ
特定非営利活動法人犬山あんきにくらそう会
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絆
特別養護老人ホーム扶桑苑
風の子スクエア
碧海総合研究所
法務省笠松刑務所
豊ヶ岡学園
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
名古屋文化福祉会
名鉄海上観光船株式会社
有限会社J･クレオ
有限会社エッグ
有限会社黒田トラック
三重県
いなべ市

ニュージャパンマリン株式会社
はなや
ホンダオートボディー株式会社
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津支部
一般社団法人あさひファーム
介護センターオリーブ
海の博物館
学校法人伊勢学園
株式会社宏信
株式会社松井鉄工所
株式会社名張総合研究所
菰野町B&G海洋センター
三重刑務所
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
志摩市総合スポーツ公園
社会福祉法人あがた福祉の会
社会福祉法人アパティア福祉会
社会福祉法人いいたか
社会福祉法人ウェルケア
社会福祉法人はまゆう会
社会福祉法人みどり自由学園
社会福祉法人むつみ福祉会
社会福祉法人モモ
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人安全福祉会
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
社会福祉法人高田福祉事業協会
社会福祉法人三央会
社会福祉法人三重高齢者福祉会協和苑
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
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清和会
社会福祉法人青山福祉会
社会福祉法人青山里会
社会福祉法人長寿の森小規模特別養護老人ホームきらり
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人天年会かなしょうず園
社会福祉法人天年会就労継続支援事業所花ようび
社会福祉法人天年会養護老人ホーム南山
社会福祉法人百楽の会滋賀県
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
社会福祉法人鈴鹿聖十字会
社会福祉法人鈴風会
住友電装株式会社
小野直人
積和建設中部株式会社三重支店
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なちゅらんどりーむ
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
有限会社だいち
滋賀県
カルビー・イートーク株式会社
ダイハツディーゼル株式会社守山第一工場
ダイハツディーゼル株式会社守山第二工場
ダイハツディーゼル株式会社守山寮
びわ湖放送株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
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

株式会社金閣自動車商会
株式会社創和開発
社会福祉法人あかね会
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
社会福祉法人小矢部福祉会
社会福祉法人庄川福祉会
社会福祉法人砺波福祉会
社会福祉法人福岡福祉会特別養護老人ホームアルテン赤丸
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人福鳳会
社会福祉法人有磯会
社会福祉法人梨雲福祉会
社会福祉法人立山福祉会
社会福祉法人立野福祉会グランスパかの苑
社会福祉法人緑寿会
上市町B&G海洋センター
特定非営利活動法人くるみ
特定非営利活動法人知的障害者のくらしを考える会
富山刑務所
富山新聞社
凌雲館村雲道場
石川県
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
ケアハウスファミール
ジェイ・バス株式会社
シオンマネージメント株式会社
リタジャパン株式会社
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
株式会社ワールドステイ
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
金沢刑務所
穴水町
湖南学院
公立穴水総合病院
志賀町
社会福祉千木福祉会
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
社会福祉法人こまつ育成会
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
社会福祉法人希望が丘
社会福祉法人享誠塾児童養護施設享誠塾
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
社会福祉法人石川サニーメイト
社会福祉法人千木福祉会
社会福祉法人相生会
社会福祉法人中央会
社会福祉法人長寿会

社会福祉法人香東園
社会福祉法人秀孝会
社会福祉法人松光会
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人真愛の家
社会福祉法人成光苑
社会福祉法人成光苑サンヒルズ紫豊館
社会福祉法人成光苑ライフ・ステージ舞夢
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
社会福祉法人同和園
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
社会福祉法人利生会特別養護老人ホーム第二亀岡園
新庄鉄筋工業株式会社
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
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都四条営業所
敷島住宅株式会社京都支店
珈琲専門店MARCHBROWN
大阪府
BEMACKiden株式会社
NPO法人さくら
NPO法人堺自立支援センターユニオン
NPO法人夢桜ホーム
アシストワーク株式会社
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
なやクリニック・ヘッドウェイ堺
ふらっとイケダ／池田市立人権文化交流センター
ボートレース住之江
ボルカノ株式会社
ミニボートピアりんくう
ヤンマー株式会社
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近畿支局
一般社団法人ダブル・オー
一般社団法人まつり
英和株式会社
横浜金属商事株式会社
介護老人保健施設えきさい大阪
学校法人四天王寺学園
株式会社CDK
株式会社NextInvestment
株式会社WAON
株式会社アスク
株式会社アスニック
株式会社アドミニ
株式会社アピスファーマシー
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
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
株式会社シロヤ
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
株式会社フジプラス
株式会社フランス屋本部
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
株式会社帝国機械製作所
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
関西鉄工株式会社
近畿金属株式会社
公益社団法人日本海員掖済会大阪掖済会病院
高岡國士
高齢者総合福祉施設社会福祉法人起生会ほほえみの園
寺﨑電気産業株式会社
社会医療法人蒼生会蒼生病院
社会福祉法人あいえる協会
社会福祉法人あおぞらの会
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
社会福祉法人きくのか福祉会
社会福祉法人こごせ福祉会
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人こころの窓
社会福祉法人サライ福祉会
社会福祉法人せんわ
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
社会福祉法人のぞみ古江台ホール花園会
社会福祉法人バルツァ事業会
社会福祉法人ひしの美会
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
社会福祉法人みなと寮
社会福祉法人よしみ会
社会福祉法人ライフサポート協会
社会福祉法人ロータス福祉会
社会福祉法人愛育社
社会福祉法人愛生会豊生園
社会福祉法人愛和福祉会
社会福祉法人遺徳会
社会福祉法人永寿福祉会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
社会福祉法人毅正会
社会福祉法人亀望会
社会福祉法人久栄会
社会福祉法人救世軍社会事業団救世軍希望館
社会福祉法人享佑会
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
社会福祉法人健康会
社会福祉法人健成会
社会福祉法人健輪会
社会福祉法人建仁会
社会福祉法人五常会
社会福祉法人光輝会
社会福祉法人光輝会隆光学園輝きステーション
社会福祉法人光生会
社会福祉法人光輪会
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
社会福祉法人堺中央共生会
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
社会福祉法人燦愛会
社会福祉法人産經新聞厚生文化事業団

社会福祉法人四恩学園
社会福祉法人四天王寺病院
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高槻エルダーセンター
社会福祉法人秀幸福祉会庄栄エルダ－センタ－
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
社会福祉法人伸栄福祉会
社会福祉法人寝屋川聖和福祉会ゆりかご
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
社会福祉法人成光苑高槻けやきの郷
社会福祉法人成光苑吹田竜ヶ池ホーム
社会福祉法人成和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖ヨハネ学園
社会福祉法人聖森会
社会福祉法人青い鳥福祉会青い鳥工房
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
社会福祉法人蒼生福祉会
社会福祉法人大協会
社会福祉法人大阪愛心会
社会福祉法人大阪肢体不自由児者父母の会連合会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団じょぶライフだいせん
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
社会福祉法人長野社会福祉事業財団グループ
ホームスリーハートの丘
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
社会福祉法人天寿会特別養護老人ホーム平尾荘
社会福祉法人田熊会
社会福祉法人東和福祉会
社会福祉法人桃花塾
社会福祉法人篤志会
社会福祉法人奈佐原寮
社会福祉法人南河学園
社会福祉法人南湖会
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団救護施設平和寮
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団障がい者支援施設太平
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
社会福祉法人博光福祉会介護老人福祉施設寿里苑ラピス
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑フルール
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑花舞の郷
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑夢の杜
社会福祉法人柏樹会
社会福祉法人麦の会
社会福祉法人八尾隣保館
社会福祉法人飛翔会
社会福祉法人美木多園
社会福祉法人美和会
社会福祉法人百丈山合掌会
社会福祉法人富翔会
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
社会福祉法人豊中太陽会
社会福祉法人北摂杉の子会
社会福祉法人北摂福祉会ともがき
社会福祉法人門真福祉会脇田こども学園
社会福祉法人弥栄福祉会
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
社会福祉法人和光福祉会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人和秀会

社会福祉法人和泉の国
宗教法人祐照寺
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
千房ホールディングス株式会社
泉佐野ウォーターフロント株式会社
泉佐野市役所
全電通近畿社会福祉事業団
大阪電設工業株式会社
大阪福祉事業財団職員共済会
大成ロテック株式会社
島田燈器工業株式会社
特定非営利活動法人アースグループホーム虹
特定非営利活動法人アースグループホーム虹旭ヶ丘
特定非営利活動法人アースしあわせ作業所ショートステイしあわせ
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あのね
特定非営利活動法人いばらき
特定非営利活動法人ウエルネスいずみ
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堺西自立支援センター
特定非営利活動法人堺西自立支援センターもとまちジョブ
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地域福祉創造協会ウインク
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
特定非営利法人さくら
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
繁栄商事株式会社
富永物産株式会社
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都支店
本城金属株式会社
有限会社ケーワイケー介護サービス
有限会社トーヨー
利州株式会社
兵庫県
hairAnge
NPO法人かがやきステップあっぷ西江井島
NPO法人でかけ隊
アサヒプリテック株式会社テクノセンター
アサヒプリテック株式会社阪神事業所
イーグル工業株式会社
エームサービス株式会社
ダイハツディーゼル姫路株式会社
ボートレースチケットショップ姫路
ボルカノ株式会社
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社特機エンジン
医療法人社団純心会
一般財団法人サニーピア医療保健協会
一般財団法人日本船員厚生協会神戸大倉山海員会館
一般社団法人日本モーターボート選手会兵庫支部
園田機工株式会社
加古川刑務所
株式会社IHI原動機
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
株式会社テクニカ
株式会社ビエント

株式会社ビクトワール
株式会社フジプラス
株式会社ボルテック
株式会社学研アイズ
株式会社栗之浦ドック
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
株式会社大東工作所
株式会社東和電機
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
香美町兵庫県立兎和野高原野外教育センター
阪神内燃機工業株式会社
山根クリニック
山陽ダイヤパーサーヴィス株式会社
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
社会福祉法人ささゆり会特別養護老人ホームサンライフ御立
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サルビア荘
社会福祉法人円融会ナーシングピア加西
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
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬寿記念会
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特別養護老人ホームしいのき荘
社会福祉法人祉栄会
社会福祉法人祉友会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
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
社会福祉法人青葉福祉会特別養護老人ホーム松寿園
社会福祉法人青葉福祉会養護老人ホーム青葉荘
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
社会福祉法人知足会
社会福祉法人朝日の会
社会福祉法人長和福祉会
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
社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人白鷺園
社会福祉法人白百合学園
社会福祉法人姫路尚歯会
社会福祉法人姫路東部福祉会特別養護老人ホーム清寿園
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
社会福祉法人平成会
社会福祉法人本覚寺苑
社会福祉法人明石恵泉福祉会

社会福祉法人陽気会
社会福祉法人立正学園
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人樅の木福祉会
社会福祉法人樅の木福祉会あさぎりの里
社会福祉法人鶯園
新西宮ヨットハーバー株式会社
神戸ペイント株式会社
神戸愛生園
神戸掖済会病院
西村興産株式会社
中川歯科医院
猪名川町
猪名川町B&G海洋センター
東洋カーマックス尼崎レース場前駐車場
特定非営利活動法人えびす
特定非営利活動法人だいこく
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
八鹿鉄工株式会社
姫路社会福祉事業協会
姫路少年刑務所
富永物産株式会社
富士レックス株式会社
富士物流株式会社
富士貿易株式会社
奈良県
NPO法人サンフラワー
NPO法人ライフケア王寺
NPO法人わかくさもえぎ
NPO法人手力男
ミニボートピア大和ごせ
よしむらファミリー歯科
株式会社ゴセケン
株式会社ターン
株式会社崎山組
株式会社大和
旧奈良監獄保存活用株式会社
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
社会福祉法人やまびこ会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人仁南会
社会福祉法人正和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖寿会
社会福祉法人聖仁風会
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
社会福祉法人泰久会
社会福祉法人大地
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
社会福祉法人天理
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

社会福祉法人鳳雛会どんぐり
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
特定非営利活動法人吉野コスモス会
奈良少年院
法相宗大本山薬師寺
壺阪寺収益事業部
和歌山県
ismyホーム株式会社
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
株式会社エル・ワイ・エル
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
社会福祉法人きのくに福祉会
社会福祉法人しあわせ
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
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福祉事業団
社会福祉法人和歌山県福祉事業団作業所あおぎ園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設南紀あけぼの園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良あかつき園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良みのり園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団南紀医療福祉センター
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
和歌山刑務所
鳥取県
NPO法人フェリース
NPO法人就労支援センター和貴の郷
NPO法人地域活動支援センターおおぞら
ウィルモア皆生S
かばはうすホールディングス株式会社
サニーサービス株式会社
つばめタクシー株式会社
パン工房大地の恵み
ヤンマー舶用システム株式会社
医療法人同愛会
皆生タクシー株式会社
皆生プレイパーク運営委員会
株式会社トランスワード
株式会社石橋造船鉄工所
共和水産株式会社
公益社団法人鳥取県西部医師会
社会医療法人仁厚会
社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院
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
社会福祉法人みその児童福祉会米子聖園天使園
社会福祉法人みのり福祉会
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
社会福祉法人慶光会

株式会社カルペディエム
株式会社スポーツプラザ報徳（米原市B&G海洋センター）
株式会社川村鉄工
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
社会福祉法人おおつ福祉会
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会児童養護施設守山学園
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
社会福祉法人楽樹
社会福祉法人共生シンフォニー
社会福祉法人近江笑生会
社会福祉法人甲賀会
社会福祉法人甲賀学園
社会福祉法人甲南会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人慈照会
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
社会福祉法人青い鳥会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人尊徳会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人達真会特別養護老人ホームけやきの杜
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
社会福祉法人六心会
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
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
敷島住宅株式会社滋賀支店
福井化成株式会社
京都府
NPO法人クローバー・サービス
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
株式会社東山堂
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
社会福祉法人あやべ松寿苑
社会福祉法人ききょうの杜
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
社会福祉法人勧修福祉会
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
社会福祉法人聖嬰会イエズスの聖心病院
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
社会福祉法人池修会
社会福祉法人長嶺会
社会福祉法人天恵会
社会福祉法人天水福祉事業会
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
社会福祉法人白日会特別養護老人ホーム照古苑
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星光園
社会福祉法人明照園
社会福祉法人明徳会
社会福祉法人明徳会ケア･ハピネス
社会福祉法人友愛苑
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
社会福祉法人詫麻会
社会福祉法人濵友会
石原造船株式会社
大津町役場
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
湯前町B&G海洋センター
特定非営利活動法人えんぱ
特定非営利活動法人オレンジワークの会
特定非営利活動法人こころみ会
特定非営利活動法人ハピネスハピネスワーク
特定非営利活動法人福ねこ舎
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
大分県
NPO法人おおいた環境保全フォーラム
NPO法人ジョイ・デ・ビブレ
NPO法人みんなのあおぞら
NPO法人作業所すばる
NPO法人支援ハウス豊さん家
NPO法人心和の里
NPO法人福和会
さいき市民放送株式会社
ボートレースチケットショップ由布
ヤンマーエンジニアリング株式会社
旭産業株式会社
医療法人社団親和会
一般財団法人大分県建築住宅センター
一般社団法人SWライフ
一般社団法人大分県歯科医師会
一般社団法人虹色
下ノ江造船株式会社
樫の木後援会
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

株式会社華陽会しらゆり
株式会社三浦造船所
株式会社南日本造船
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
国道九四フェリー
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
社会福祉法人シンフォニー
社会福祉法人つわ蕗会
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
社会福祉法人安岐の郷
社会福祉法人伊呂波福祉会
社会福祉法人一心会
社会福祉法人一燈園
社会福祉法人永生会
社会福祉法人温寿会
社会福祉法人亀鶴会特別養護老人ホーム偕楽園
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
社会福祉法人先心会
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
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県のぞみ園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県日田はぎの園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団地域生活支
援センターはぎの
社会福祉法人大分県盲人協会
社会福祉法人大分市福祉会
社会福祉法人中津市福祉協議会
社会福祉法人長陽会
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
社会福祉法人萌葱の郷
社会福祉法人豊海会
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人豊心会
社会福祉法人豊肥福祉会
社会福祉法人豊友会
社会福祉法人豊友会うばめ園あゆみ
社会福祉法人豊友会うばめ園分場

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
西日本エンジニアリングサービス株式会社
増永海運株式会社
大電工業株式会社
大分少年鑑別所
大和鉄工株式会社
渡辺リカ
特定非営利活動法人CSOおおいた
特定非営利活動法人おおいた環境保全フォーラム
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
特定非営利活動法人福和会じゃんぴんぐVOY
特定非営利活動法人豊後の大地
南日本造船株式会社
南日本造船協力事業協同組合
日本文理大学
豊生商事株式会社
本田重工業株式会社
有限会社さくら荘
有限会社サンスマイル
有限会社吉岡船舶工業
養護老人ホーム寿楽苑
立命館生活協同組合
宮崎県
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
ボートピア高城
ホテルメリージュ
ヤンマーエンジニアリング株式会社日南サービスグループ
医療法人真愛会高宮病院
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
株式会社エクシス
株式会社だいきち
株式会社響
株式会社光栄総合管理
株式会社森輪商工
宮崎カーフェリー株式会社
宮崎刑務所
宮崎県日南市観光・スポーツ課
軽費老人ホーム青島荘
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
社会福祉法人愛育福祉会児童養護施設みどり学園
社会福祉法人愛育福祉会清松園やわらぎの里（大武タウン）
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
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団センターきりしま
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団向陽の里
社会福祉法人宮崎福祉会
社会福祉法人共生会社会就労センター日向共働社
社会福祉法人金鈴学園
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人恵愛会ケアハウス都城
社会福祉法人慶明会
社会福祉法人光紀会
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
社会福祉法人鐘ヶ浜学園
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
社会福祉法人石井記念友愛社
社会福祉法人石井記念友愛社児童養護施設石井記念有隣園
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
社会福祉法人巴会
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
青島神社
帯谷電機工業株式会社
特定非営利活動法人いろはの森
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ライフカンパニー新富
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
百姓うどん
富士自動販売機宮崎センター
有限会社くるま工房くろぎ
鹿児島県
A"LINEマルエーフェリー株式会社
ＮＩＳＨＩＤＡＯＦＦＩＣＥ
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法人奄美自立支援センターティダワークス
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
ユーミーコーポレーション株式会社
医療法人純青会
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
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
一般社団法人ハルナ
一般社団法人福City
永吉辰男
永原陽子
株式会社LINKS
株式会社MIC
株式会社エクシス
株式会社ケイシン自立支援センターかやの郷
株式会社ゼネラルエンヂニアリング
株式会社なんきゅうドック
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
亀川耕介
吉原道子
弓場建設株式会社
協同組織むぎのめ
見里恒成
幸喜屋
国立療養所星塚敬愛園
甑島商船株式会社
三島村役場
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
社会福祉法人愛真会三州原学園
社会福祉法人愛生会
社会福祉法人愛訪会
社会福祉法人以和貴会
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
社会福祉法人開吉福祉会児童養護施設慈恵学園
社会福祉法人岳風会
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
社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団障害者支
援施設川内自興園
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ワークセンター奄美・ジョイワーク奄美
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薩来園
社会福祉法人聖光会
社会福祉法人青鳥会
社会福祉法人大川福祉会
社会福祉法人大村報徳学園
社会福祉法人長和会
社会福祉法人天上会
社会福祉法人藤照会
社会福祉法人南恵会
社会福祉法人日置福祉会
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
社会福祉法人白鳩会おおすみの園
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
社会福祉法人明澈会
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
社会福祉法人林愛会児童養護施設大隅学舎
社会福祉法人和生会
松元英光
上西正高
川下辰郎
前田シモ
大島産業株式会社
中川運輸株式会社
鳥居タバコ店
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自立支援センター愛ら
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樹

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
特別養護老人ホーム涼松
菱重コールドチェーン株式会社
平昭
明昭産業株式会社
有限会社エムアールナカオ
有限会社コヤマダ建材
有限会社吉徳福祉機器販売
有限会社橋口製作所
有限会社三井・メディックス
有限会社川崎米穀店
有限会社南の太陽ぽかぽか食堂
沖縄県
NPO法人ToiToi
NPO法人名護市障がい者関係団体協議会
ジャガーパーキング久米
パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄株式会社
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
医療法人信愛会
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
一般社団法人かりゆし結
一般社団法人ちゃんぷるハウス
一般社団法人りあん
一般社団法人沖縄ダルク
沖縄刑務所
沖縄少年院
株式会社がんじゅうさー
株式会社シモセン
株式会社ネオテック
株式会社沖縄機械整備
株式会社糸満市物産センター
合同会社四つ竹
合同会社万寿こどもサポートはるかぜ
糸満工業団地協同組合
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社会福祉事業団うるま婦人寮
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団沖縄療育園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団具志川厚生園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団障害者支援
施設都屋の里
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団名護厚生園
社会福祉法人沖縄松楓会
社会福祉法人海邦福祉会
社会福祉法人喜寿会
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
社会福祉法人幸仁会
社会福祉法人高洋会
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
社会福祉法人善隣福祉会
社会福祉法人善隣福祉会特別養護老人ホーム愛誠園
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
社会福祉法人楓葉の会

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
社会福祉法人与勝福祉会特別養護老人ホーム与勝の里
社会福祉法人麗峰会
社会福祉法人偕生会沖縄偕生園
社会福祉法人榕樹会
就労ネットワークオリーブの家
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生活センター・イルカ
特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい
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地域福祉保健推進協会
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
有限会社光和商事
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

一般財団法人熊本県建築住宅センター
一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会
一般財団法人熊本青年会館
一般社団法人九州福祉会
一般社団法人熊本県歯科医師会
一般社団法人結井の郷オリーブの樹
一般社団法人光輪
一般社団法人虹
株式会社アートプロセス
株式会社エクシス
株式会社キッチン･ブレス
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
株式会社太宝
菊池市
玉名市岱明B&G海洋センター
熊本ドック株式会社
熊本刑務所
熊本県球磨郡あさぎり町役場
熊本県精神科病院協同組合あかねクリーン
熊本県長洲町
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
社会福祉法人ぎんなん会山麓
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
社会福祉法人熊本市社会福祉事業団長寿の里デイサービスセンター
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
社会福祉法人御陽会障がい者総合支援センター
ヴィラささゆ（第二明星学園）
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
社会福祉法人山紫会
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
社会福祉法人仁風会
社会福祉法人水光会
社会福祉法人星峰会

大川広域行政組合
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
特別養護老人ホームうたい鳥
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
愛媛県
BEMAC株式会社
F・オートサービス
NPO法人ケアサポート
NPO法人サスケ工房
NPO法人さなえ
NPO法人ひだまり工房
NPO法人みこと会
NPO法人れんげ草
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
うららか福祉サービス株式会社
マリンパーク新居浜
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
一般財団法人積善会十全総合病院
一般社団法人幸創會
宇和島地区広域事務組合きほく優愛の里
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
株式会社ワイズ・ホールディングス
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
三好造船株式会社
山中造船株式会社
四国溶材株式会社
児童養護施設親和園
社会福祉法人あおい会
社会福祉法人コイノニア協会
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
社会福祉法人みその児童福祉会
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厚生協会みどり寮
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
社会福祉法人喜久寿
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
社会福祉法人澄心
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
社会福祉法人悠々会
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
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
地域づくり推進事業部もみの木
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まこと
特定非営利活動法人みこと会
伯方造船株式会社
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
高知県
NPO法人地域福祉サポートあ・とむ
サンガリア商事株式会社（社会福祉法人てくとこ会）
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
株式会社かつお船
株式会社松村鉄工所
株式会社特殊製鋼所
株式会社濱田水道工務店
香南市教育委員会
香美市教育委員会
香美市社会福祉協議会
四万十町窪川B&G海洋センター
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
社会福祉法人ネットファミリー
社会福祉法人ふるさと自然村
社会福祉法人愛成会
社会福祉法人安芸市身体障害者福祉会
社会福祉法人光の村
社会福祉法人厚敬会
社会福祉法人高春福祉会
社会福祉法人室戸はまゆう会
社会福祉法人秋桜会特別養護老人ホームコスモスの里
社会福祉法人正晴会特別養護老人ホームさくら
社会福祉法人太陽福祉会
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
社会福祉法人土佐香美福祉会
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
新高知重工株式会社
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
特定非営利活動法人ワークスみらい高知
入交キャピタル株式会社
入交キャピタル株式会社（ボートピア土佐）
入交グループ本社株式会社
有限会社釜原鋳鋼所
有限会社中之島造船所
福岡県
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北九州工場
ウェルビーイングサービス
グリーンライフ産業株式会社
コインランドリーゆーかりの木
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
ミニボートピア嘉麻
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
芦屋町モーターボート競走事業
囲碁センター西新
一般財団法人日本モーターボート競走会やまと学校
一般財団法人日本モーターボート競走会芦屋支部
一般財団法人日本モーターボート競走会若松支部
一般財団法人日本モーターボート競走会福岡支部
一般社団法人あまね
一般社団法人学生就職支援協会
一般社団法人在宅看護センター北九州
一般社団法人障害者自立支援協会
一般社団法人大牟田観光協会
一般社団法人東建アグリ
一般社団法人友愛
株式会社D･Sヤマセイ
株式会社i･ライフソリューションズ
株式会社LikeLabKataru
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
株式会社カムラック
株式会社カンサイ
株式会社クリーニングのアルファ
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
株式会社南福岡自動車学校
株式会社福岡サンレイクゴルフ倶楽部
株式会社北商事
株式会社毎日介護タクシー
株式会社毎日介護タクシー有料老人ホーム八女津媛
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
公益社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院
公益社団法人福岡県看護協会
阪九フェリー新門司神戸行きターミナル
三井松島ホールディングス株式会社
三信船舶電具株式会社
社会医療法人栄光会
社会福祉法人あけぼの会
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
社会福祉法人すみれ会
社会福祉法人せいうん会
社会福祉法人たからばこ
社会福祉法人ハイジ福祉会
社会福祉法人ほっと福祉会
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
社会福祉法人育心会住宅型有料老人ホームくくる
社会福祉法人稲築福祉会誠心園
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
社会福祉法人甘木山学園
社会福祉法人希望の丘
社会福祉法人久英会
社会福祉法人共栄福祉会板屋学園
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
社会福祉法人敬愛園アットホーム諸岡
社会福祉法人敬親会
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
社会福祉法人高塔会暁の鐘学園
社会福祉法人黒木福祉会
社会福祉法人宰府福祉会
社会福祉法人菜文会
社会福祉法人桜園
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人誠慈会誠慈学園
社会福祉法人赤坂園
社会福祉法人善正会
社会福祉法人相互福祉会
社会福祉法人筑前福祉会
社会福祉法人筑陽会
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
社会福祉法人二葉会砂山デイサービスセンター
社会福祉法人年輪福祉会
社会福祉法人八千代会
社会福祉法人八千代会田主丸一麦寮
社会福祉法人飯盛会
社会福祉法人悲田院
社会福祉法人福岡あけぼの会
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
社会福祉法人福岡県社会事業団和白青松園
社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会
社会福祉法人福祉松快園
社会福祉法人福祉松快園介護老人保健施設友和松快園
社会福祉法人福祉松快園松快園ケアハウス豊の里
社会福祉法人豊徳会
社会福祉法人北九州フレンド社
社会福祉法人北筑前福祉会
社会福祉法人本郷福祉会
社会福祉法人未来駅
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
社会福祉法人和奏会
手打ちうどんちえ福
小倉拘置所
小倉少年鑑別支所
昭光株式会社
常石鉄工株式会社
川崎町
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
筑紫少女苑
筑邦銀行
朝倉市甘木B&G海洋センター
長松山光薫寺
電気興業株式会社九州支店
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
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
福岡国際空港株式会社
福岡少年院
福岡少年鑑別所
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
有限会社久保山自動車
有限会社明治屋
佐賀県
NPO法人のんびらぁと
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
株式会社イマムラ
株式会社イング
株式会社ウェルビジョン九州
株式会社九州PFIクリエイト
株式会社栗山建設
株式会社坂口組
株式会社泰山興業
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

社会福祉法人椎原寿恵会住宅型有料老人ホームグランドハウスまごごろ
社会福祉法人椎原寿恵会特別養護老人ホーム真心の園
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
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
麓刑務所
長崎県
NPO法人あさひ
NPO法人元気っこクラブファイト
NPO法人諫早なかよし村21このゆびとまれ
ボートレース大村
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
株式会社KTNソサエティ
株式会社MIC
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
株式会社マシナリーテック
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
株式会社三恵
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
公益社団法人日本海員掖済会長崎掖済会病院
佐々観光開発株式会社
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
社会福祉法人とみのはら福祉会
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
社会福祉法人敬天会
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

社会福祉法人山陰会
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人福翠会
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
石田コピーセンター株式会社
前畑造船株式会社
大阪鋼管株式会社
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
長崎マリンサービス株式会社
長崎蒲鉾有限会社
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
特定非営利活動法人そよみ
特定非営利活動法人もくもく
特定非営利活動法人県央自立支援センター亜斗務
特定非営利活動法人元気っ子クラブファイト
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
福岡造船株式会社
北松通運株式会社
野母商船株式会社青方代理店
有限会社ツカサフーズ
有限会社吉井工業
熊本県
NPO法人ABCネットワークよつ葉の里
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法人チャイルドサポートきくち
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法人熊本自立支援センターGUMP
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
医療法人おがた会
医療法人社団昭仁会
医療法人社団仁誠会
医療法人池満会ながすクリニック
一般財団法人杏仁会

株式会社香川ダイハツモータース
株式会社香川ダイハツモータース三木店
株式会社香川ダイハツモータース滝宮店
株式会社香川ダイハツモータース詫間店
株式会社高松セントラルスカイビルデイング
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
丸亀市栗熊コミュニティー
企業組合坂出造船所
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（海の科学館）
公益社団法人香川県看護協会
香川船渠株式会社
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
社会福祉法人こがも福祉会
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
社会福祉法人すみれ福祉会特別養護老人ホーム桉樹苑
社会福祉法人ナザレの村かすがの里・あじさい
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人永生会愛生苑
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
社会福祉法人四恩の里亀山学園
社会福祉法人若竹会
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
社会福祉法人善心会
社会福祉法人善通寺福祉会
社会福祉法人多度津福祉会
社会福祉法人多度津福祉会特別養護老人ホーム桃陵苑
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
新極真会香川中央支部坂出道場
清水木材株式会社
青葉工業株式会社
泉鋼業株式会社
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

社会福祉法人壽光会
授産センターよつば
松江市松江B&G海洋センター
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
和幸株式会社
岡山県
NPO瀬戸内
NPO法人杜の家
NPO法人美作自立支援センター
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
イマージュ
オーニック株式会社
カーツ株式会社
コーワン株式会社
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
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人社団岡山純心会
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
一般財団法人倉敷成人病センター
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
一般社団法人岡山県歯科医師会
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
楽器堂
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
株式会社ハーモニー
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
株式会社リードオン
株式会社栄工プラント
株式会社山陽新聞印刷センター
株式会社真栄住研
株式会社瀬戸内クルージング
株式会社藤原工務店
株式会社凪物流
株式会社富士テック
株式会社平野瓦工業所
株式会社宝山
玉島テレビ放送株式会社
公益社団法人岡山県看護協会
社会医療法人清風会
社会福祉法人P.P.P
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
社会福祉法人ことぶき会
社会福祉法人しおかぜ
社会福祉法人ちとせ交友会
社会福祉法人まこと会
社会福祉法人ますみ会
社会福祉法人みずき会
社会福祉法人みどり会
社会福祉法人みどり会介護施設みどり乃杜
社会福祉法人みどり会特別養護老人ホーム鹿田の庄
社会福祉法人みゆき会
社会福祉法人めやす箱
社会福祉法人ももぞの学園
社会福祉法人わかば園
社会福祉法人愛あい会
社会福祉法人愛和会
社会福祉法人旭川荘
社会福祉法人旭川荘旭川乳児院
社会福祉法人旭川荘竜ノ口寮
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
社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会
社会福祉法人閑谷福祉会
社会福祉法人吉備の里
社会福祉法人吉備路の会
社会福祉法人共栄会
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
社会福祉法人光風福祉会
社会福祉法人幸輝会
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
社会福祉法人幸輝会幸輝園
社会福祉法人広虫荘
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特別養護老人ホーム碧山荘
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
社会福祉法人菜花の里
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
社会福祉法人純晴会
社会福祉法人勝明福祉会
社会福祉法人小田・後月三友会
社会福祉法人松園福祉会
社会福祉法人新生寿会
社会福祉法人深山会
社会福祉法人神郷の園
社会福祉法人翠明会
社会福祉法人瀬戸内会
社会福祉法人瀬戸内福祉事業会
社会福祉法人清楼会
社会福祉法人生き活き館
社会福祉法人雪舟福祉会
社会福祉法人千寿福祉会
社会福祉法人千寿福祉会そうじゃ晴々
社会福祉法人千寿福祉会吉備高原清和荘
社会福祉法人千寿福祉会特別養護老人ホームロマンシティあいだ
社会福祉法人泉学園
社会福祉法人創心福祉会
社会福祉法人超寿会
社会福祉法人津山みのり学園
社会福祉法人津山市社会福祉協議会
社会福祉法人津山社会福祉事業会
社会福祉法人津山福祉会
社会福祉法人同仁会
社会福祉法人南野育成園
社会福祉法人日本原荘
社会福祉法人日本原荘介護老人保健施設津山ナーシングホーム
社会福祉法人日輪会
社会福祉法人福愛会
社会福祉法人福実会
社会福祉法人芳仙会
社会福祉法人優風会
社会福祉法人悠優会
社会福祉法人夕凪会
社会福祉法人陽光会
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
真庭市役所北房支局
社会福祉法人倉敷中央天寿会
総社花萬株式会社
総社市役所
中島硝子工業株式会社
帝人ナカシマメディカル株式会社
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岡山自立支援センターきびっ子おかやま

特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子おかやま
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子くめなん
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子みつ
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B&G海洋センター
日生地区海運組合
日生町漁業協同組合
日本ケミカル機器株式会社
武田鋳造株式会社
福祉の店きずな
有限会社吉備高原ファーム
有限会社美作薬局
広島県
BEMAC株式会社
NPO法人就労継続支援施設広島自立支援センターともに
YAMAX株式会社
アサヒプリテック株式会社広島営業所
アルファデンタルオフィス
イーグル工業株式会社呉事業所
ウェーブレッツ株式会社ボートレースチケットショップ安芸高田
エー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
ツネイシチャレンジド株式会社
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
医療法人社団あと会
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
学校法人八正学園ハイロスハイマ幼稚園
株式会社RANON
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
株式会社ニシキプリント
株式会社ファーマシィ
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
株式会社ワールドステイ
株式会社京泉工業
株式会社共立機械製作所
株式会社熊谷組中四国支店
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
株式会社博善
株式会社豊國
宮島ボートレース企業団
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
協成電機株式会社本社
呉精器工業株式会社
向島ドック株式会社
広島県坂町
広島商船高等専門学校
綱田工業株式会社
合同会社ゆうすけ
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
寺本鉄工所
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
社会福祉法人くすの木の会
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
社会福祉法人英寿会
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
社会福祉法人健生会
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
社会福祉法人広島聖光学園
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
社会福祉法人若菜
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
社会福祉法人静方会
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
社会福祉法人大崎福祉会
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
社会福祉法人飛鳥
社会福祉法人尾道さつき会
社会福祉法人尾道のぞみ会
社会福祉法人尾道市社会福祉協議会
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
庄原市口和老人福祉センター
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
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
東広島市安芸津B&G海洋センター
東広島市黒瀬B&G海洋センター
東洋機械株式会社
藤本悦志
特定非営利活動法人あいあい広場
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
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
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
鐵萬商事株式会社
山口県
NPO法人優喜会
YOU介護サービス株式会社
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
旭洋造船株式会社
医療法人緑山会
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
宇部観光株式会社
下関市競艇事業局
株式会社エクシス
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
社会福祉法人E･G･F
社会福祉法人くだまつ平成会
社会福祉法人さわやか会養護老人ホーム長生園
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障害者支援施設高嶺会
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社会福祉事業団山口県社会福祉会館
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アイユウの苑
社会福祉法人新永福祉会
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
社会福祉法人青藍会ハートホーム新山口
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
地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院
長府工産株式会社

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移動ネット山口
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
有限会社ハシモト
有限会社フォーマックス
有限会社末永整骨院
徳島県
NPO法人サスケ工房
NPO法人らくえん
NPO法人地域活動支援センターあなん
SUNNYDAYS
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
ヤマトホームコンビニエンス株式会社四国ビジネスサポート支店
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
阿南市スポーツ振興課
阿南市教育委員会
阿南市役所
阿北特別養護老人ホーム
医療法人至誠会
医療法人成悠会
医療法人青志会
医療法人川内内科
医療法人道志社
医療法人芳越会
医療法人鈴木会
井村造船株式会社
株式会社テレビ鳴門
株式会社ファミリヤ
株式会社フクブル
株式会社新来島徳島どっく
株式会社村上造船所
宮和海運株式会社
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
自治労阿南市職員労働組合連合会
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
社会福祉法人さわらび会
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
社会福祉法人みらい
社会福祉法人ルミエール
社会福祉法人阿南淡島会
社会福祉法人阿南福祉会
社会福祉法人阿波市社会福祉協議会
社会福祉法人愛育会
社会福祉法人愛心会
社会福祉法人愛泉会
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敬和会
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
社会福祉法人成蹊会
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
社会福祉法人石井町社会福祉協議会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人大麻福祉の町

社会福祉法人大麻福祉の町Bande桧
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社会福祉事業団希望の郷
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
社会福祉法人徳島県身体障害者連合会小星園
社会福祉法人徳島蒼生福祉会
社会福祉法人博友会
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
社会福祉法人美馬市社会福祉協議会
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
社会福祉法人由岐福祉会
社会福祉法人凌雲福祉会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会介護老人福祉施設おおつ苑
宗教法人常楽寺
松村歯科医院
松茂町役場
障害者支援施設ルキーナうだつ
森谷商店
神例造船株式会社
全水道鳴門水道労働組合
大塚製薬株式会社徳島支店
東みよし町三加茂B&G海洋センター
徳島刑務所
徳島県心身障害者福祉会
徳島市B&G海洋センター
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ふれあい福祉の会山びこへるぷ
特定非営利活動法人巣立就労継続支援センター巣立
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
日本モーターボート競走会鳴門支部
美波町
美馬市
美馬市役所
睦技研株式会社
牟岐町
鳴門市企業局
鳴門市身体障碍者連合会
鳴門市母子寡婦福祉連合会
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
香川県
BEMAC株式会社
サンコー株式会社
サンショク合同会社
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル寒川
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル三木
ヤンマー舶用システム株式会社
葵工業株式会社
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
医療法人社団以和貴会いわき病院
医療法人社団純心会
医療法人社団清風会中山病院
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
一般社団法人SKYあーと
学校法人やしま学園
楽笑福祉会歩笑
株式会社セーフティーサポート
株式会社マキタ
株式会社マルメン製麺所
株式会社幸真

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
社会福祉法人真誠会
社会福祉法人親誠会
社会福祉法人青谷福祉会青谷こども学園
社会福祉法人中部福祉会
社会福祉法人鳥取こども学園
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
社会福祉法人博愛会
社会福祉法人遊歩
社会福祉法人麗明会
社会福祉法人和
鳥取日産自動車販売株式会社
特定非営利活動法人YSSだいせん
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鳥取青少年ピアサポート
日産プリンス鳥取販売株式会社
日本交通株式会社
美保学園
有限会社ドアーズ
有限会社旭鉄工所
由良タクシー有限会社
島根県
L物流株式会社
NPO法人えんJOY
NPO法人さくらんぼのお家
NPO法人ふきのとう
NPO法人益田自立支援センター
かばはうすホールディングス株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社松江事業部
株式会社吉田ふるさと村
株式会社内村電機工務店
公益財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
合同会社Robse
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
社会福祉法人おおつか福祉会介護老人保健施設もくもく
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ケアポートよしだ
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
社会福祉法人金太郎の家
社会福祉法人桑友
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
社会福祉法人吾郷会養護老人ホームまほろば大和
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ケアハウス寿生の郷
社会福祉法人出雲南福祉会薫風の丘
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
社会福祉法人大田市社会福祉事業団
社会福祉法人島根ライトハウス
社会福祉法人島根県社会福祉事業団
社会福祉法人梅寿会軽費老人ホームコーポ「ますだ」
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



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
社会福祉法人恵庭光風会恵庭光と風の里
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特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘
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
社会福祉法人彩咲会
社会福祉法人朔風
社会福祉法人札親会
社会福祉法人札幌この実会
社会福祉法人札幌協働福祉会
社会福祉法人札幌肢体不自由福祉会
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
社会福祉法人手稲ロータス会特別養護老人ホーム手稲ロータス
社会福祉法人小樽育成院
社会福祉法人小樽高島福祉会
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
社会福祉法人雪の聖母園就労支援センターオプス
社会福祉法人千歳いずみ学園
社会福祉法人大悲会特別養護老人ホームあそか苑
社会福祉法人朝日福祉会
社会福祉法人長井学園
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
社会福祉法人美々川福祉会
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リハビリー
社会福祉法人北海道光生会
社会福祉法人北海道光生舎
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友愛福祉会ケアハウスゆうあい
社会福祉法人北海道友愛福祉会静苑ホーム
社会福祉法人北海道療育園
社会福祉法人北見有愛会
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
帯広刑務所
帯広少年院
鷹栖町教育委員会
秩父別町B&G海洋センター
津軽海峡フェリー株式会社
当麻町教育委員会
当麻町母子寡婦会
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さらら壮瞥
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ゆう
特定非営利活動法人恵生会
特定非営利活動法人工房・虹と夢後援会
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手と手
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
特別養護老人ホーム手稲ロータス
苫重建設株式会社
農村公園
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
北洋無線株式会社
有限会社Colors
有限会社藤電機システム
有限会社函館厚生商事
青森県
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
よこまちストア
一般財団法人日々木の森
一般社団法人アイループ
株式会社KASAKO就労移行支援事業所C-ROAD
株式会社サンパワー
株式会社リバース
株式会社高橋
株式会社小笠原新聞店
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
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
社会福祉法人義栄会障碍者支援事業所じょいん
社会福祉法人義乃会
社会福祉法人吉幸会
社会福祉法人吉幸会特別養護老人ホーム野辺地ホーム
社会福祉法人桐栄会
社会福祉法人恵徳会
社会福祉法人桂久会
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特別養護老人ホーム青山荘
社会福祉法人拓心会
社会福祉法人中央福祉会
社会福祉法人長老会
社会福祉法人田舎館村社会福祉協議会
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
社会福祉法人藤聖母園特別養護老人ホーム藤の園
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
社会福祉法人明恵会
社会福祉法人明和会
社会福祉法人友の会
社会福祉法人養正会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和幸園
心の里うぐいす
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
東北医療福祉事業協同組合
特定非営利活動法人team.Stepbystep
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双松福祉会
特定非営利活動法人陽だまりの家
特定非営利法人三本の木
特別養護老人ホーム森の里
南部町教育委員会南部町名川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
岩手県
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
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
宮古市魚市場
宮古湾漁業協同組合
鍬ヶ崎番屋
公益財団法人岩手県予防医学協会
三陸やまだ漁業協同組合
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（佐藤宮司宅）
社会福祉法人いつつ星会
社会福祉法人カナンの園ヒソプ工房

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
社会福祉法人岩手和敬会青山和敬荘
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
社会福祉法人燦々会
社会福祉法人志和大樹会
社会福祉法人紫波会
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盛岡杉生園
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
社会福祉法人新生会
社会福祉法人新里紫桐会
社会福祉法人清智会
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
社会福祉法人天神会
社会福祉法人田老和心会
社会福祉法人博愛会
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特別養護老人ホーム敬愛園
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
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
田老町漁業協同組合
東北医療福祉事業協同組合
東北汽船港運株式会社
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ックの家
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
特別養護老人ホーム麗峰苑
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
北日本造船株式会社久慈工場
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
有限会社大船渡ドック
宮城県
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
アライオートオークション仙台株式会社
エームサービス
ヒノケン株式会社
レインボー川崎
医療法人金上仁友会金上病院
一般社団法人まなびの森
一般社団法人悠優会
牡鹿漁業協同組合
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
株式会社ダイリツプランニング(ボートピア川崎)
株式会社マルイチ
株式会社みらい造船
株式会社ヤマニシ
株式会社阿部和工務店
株式会社三亥塩釜支店
株式会社小野寺鐵工所
株式会社新和エンジンサービス
株式会社聖人堀鐵工所
株式会社鈴木造船所
久我建設株式会社
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
宮城県漁業協同組合塩釜総合支所
宮城県漁業協同組合宮戸支所
宮城県漁業協同組合石巻総合支所
宮城県蔵王町
宮城県大郷町教育委員会
公益財団法人宮城県対がん協会
公益社団法人日本海員掖済会宮城利府掖済会病院
佐藤造船所
笹谷温泉湯元一乃湯
社会福祉法人おおさきさくら福祉会すずかけの里
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
社会福祉法人愛の郷
社会福祉法人愛泉会
社会福祉法人旭壽会
社会福祉法人旭壽会特別養護老人ホーム一心苑
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
社会福祉法人恵泉会パルめぐみ
社会福祉法人恵泉会特別養護老人ホーム光風園
社会福祉法人慶和会

社会福祉法人敬寿会特別養護老人ホーム仙台敬寿園
社会福祉法人敬長福祉会
社会福祉法人向陽会
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
社会福祉法人国見会
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
社会福祉法人仙萩の杜ぴぁ
社会福祉法人仙萩の杜障がい者福祉サービス事業所まどか西中田
社会福祉法人千賀の浦福祉会特別養護老人ホーム松島長松苑
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
社会福祉法人洗心会第二高松園
社会福祉法人大崎誠心会
社会福祉法人大石ヶ原会
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
社会福祉法人白石陽光園
社会福祉法人八木山福祉会
社会福祉法人和仁福祉会特別養護老人ホーム和香園
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
仙台ビーナス会
千賀の浦福祉会多賀城苑
千賀の浦福祉会第二清楽苑
大衡村役場
大崎八幡宮
東北医療福祉事業協同組合
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サポートこもれび
特定非営利活動法人桑の木
認定NPO法人さわおとの森
法務省仙台矯正管区
豊里コミュニティ推進協議会
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
亘理町教育委員会
秋田県
NPO法人能代市体育協会
ボートピア河辺
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
株式会社ホリスティックホールティングス
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
社会福祉法人あけぼの会なごみのさと
社会福祉法人ｸ ﾘ゙ｰﾝﾛｰｽﾞ
社会福祉法人つるまい福祉会水林新生園
社会福祉法人はまなす会
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
社会福祉法人みそのみそのホーム
社会福祉法人みその聖園天使園
社会福祉法人横手福祉会
社会福祉法人河辺ふくし会
社会福祉法人花輪ふくし会
社会福祉法人久盛会
社会福祉法人琴丘ふくし会
社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人敬仁会地域密着型特別養護老人ホーム聚恵苑
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
社会福祉法人交楽会障害者支援施設森幸園
社会福祉法人晃和会
社会福祉法人慈泉会
社会福祉法人秋田ふくしハートネット
社会福祉法人秋田旭川福祉会

社会福祉法人秋田育明会竹生寮
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
社会福祉法人秋田福祉協会
社会福祉法人上小阿仁村社会福祉協議会
社会福祉法人水交苑
社会福祉法人水交会
社会福祉法人成光会
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
社会福祉法人能代ふくし会指定障害福祉サービス事業所ねむの木苑
社会福祉法人比内ふくし会
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
社会福祉法人友愛の園
社会福祉法人六縁会
社会福祉法人六郷仙南福祉会
社会福祉法人六郷仙南福祉会ロートピア仙南
秋田キャッスルホテル
秋田刑務所
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
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
山形県
NPO法人置賜ひまわり会
アルファクラブ東北株式会社
オーリンク株式会社介護付有料老人ホームフォーリーフ嶋
ひまわり南陽
医療法人敬愛会
株式会社STAY
株式会社サンパワー
株式会社ユートピアライフ介護付有料老人ホームやすらぎ苑
株式会社千歳建設
株式会社蔵王サプライズ黒沢工場
株式会社未来創造館
株式会社有賀組
山形県社会福祉事業団山形県慈丘園
社会医療法人二本松会かみのやま病院
社会福祉法人いずみノ杜
社会福祉法人ふじの里
社会福祉法人みのり福祉会
社会福祉法人やまがた市民福祉会
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
社会福祉法人恵泉会恵泉会シニアサポートともえ
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬天会
社会福祉法人敬天会指定障害者支援施設水明苑
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
社会福祉法人慈敬会
社会福祉法人慈風会
社会福祉法人舟和会
社会福祉法人庄内福祉会
社会福祉法人松風会特別養護老人ホームはとみね荘
社会福祉法人親和会
社会福祉法人千宏会
社会福祉法人双葉会特別養護老人ホーム太陽の里ふたば
社会福祉法人村山光厚生会養護老人ホーム村山光ホーム
社会福祉法人朝日敬慎会
社会福祉法人朝日町福祉会
社会福祉法人東根福祉会
社会福祉法人徳良会
社会福祉法人南陽恵和会特別養護老人ホームこぶし荘
社会福祉法人白鷹福祉会
社会福祉法人尾花沢福祉会特別養護老人ホームよつば荘
社会福祉法人米沢仏教興道会

北海道
NPO法人自立支援センター歩歩路
アサヒプリテック株式会社
せたな町B&G海洋センター
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
リサイクルマート名寄店
愛別町教育委員会
旭川少年鑑別所
医療法人渓仁会
医療法人渓仁会札幌西円山病院
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院
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
一般社団法人はるか
一般社団法人パレット
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
株式会社アイティ・コミュニケーションズ
株式会社クリーンリースウェルフェア
株式会社クリエイティブ・ケイ
株式会社グロウス
株式会社コンテック
株式会社ナイネンキ
株式会社プロット
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
株式会社繁富工務店
株式会社北海道オフィスプロダクツ
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(古平町B&G海洋センター)
五洋建設株式会社札幌支店
公益社団法人日本海員掖済会小樽掖済会病院
合同会社癸方苑
根室造船株式会社
札幌矯正管区第一部
札幌刑務所
札幌佐々木畜産株式会社
斜里町
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
社会福祉法人あけぼの福祉会岩内あけぼの学園
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
社会福祉法人よいち福祉会
社会福祉法人旭川たいせつ福祉会
社会福祉法人旭川旭親会
社会福祉法人旭川育児院
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
社会福祉法人栄和会
社会福祉法人楽生会
社会福祉法人岩内厚生園
社会福祉法人空知の風

社会福祉法人福島県福祉事業協会ワークスペース・アシスト
社会福祉法人福島県福祉事業協会原町共生授産園
社会福祉法人福島県福祉事業協会障がい者多機能型事業所せきれい
社会福祉法人福島県福祉事業協会多機能型事業所田村
社会福祉法人福島福祉会
社会福祉法人柳愛会
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
社会福祉法人緑風福祉会
社会福祉法人緑風福祉会いいざか花桃館
社会福祉法人緑風福祉会桑折緑風園
小名浜造船株式会社
石川町役場新庁舎
川内村役場
相浦造船鉄工所
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クローバー福祉会
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つくしの里福祉会
特定非営利活動法人ひまわり福祉会
特定非営利活動法人ほっとアクト
特定非営利活動法人ポプラ福祉会
特定非営利活動法人わいわい作業所
塙町教育委員会
福島刑務所
放課後等デイサービスわくわく新白河
有限会社及川造船所
和喜輸送株式会社東北支店
茨城県
N&A
NPO法人愛・LOVE・みらい
いばらき少年剣友会
かんてい局つくば店
ナカノカイロプラクティックオフィス
愛和会
医療法人幸樹会
一般社団法人OHANA
茨城中央園芸農業協同組合
株式会社アサヒヤ
株式会社いばらきのケア
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
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
株式会社マタニ武道具
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
金井信彦
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
社会福祉法人マリンピア
社会福祉法人みどり会
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
社会福祉法人愛和会特別養護老人ホームあそうの郷
社会福祉法人栄寿会
社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院
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

社会福祉法人創志会ライフサポートセンターいたこ
社会福祉法人筑水会
社会福祉法人筑峰学園
社会福祉法人日照養徳園
社会福祉法人博友会
社会福祉法人白銀会
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
第一常陸野公園
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キララこそだて支援センター
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結
特定非営利活動法人虹
特定非営利法人ひだまり
独立行政法人日本原子力研究開発機構
日本メクトロン株式会社
品川重工株式会社
不二造園土木株式会社
法務省水戸少年鑑別所
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
栃木県
FLATワークス
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
みゆきの杜
ユートピアにしかた
医療法人社団星野会
医療法人社団洋精会
一般財団法人栃木県青年会館
株式会社エヌゼットケイ
株式会社トライターム
株式会社ミンナのミカタ
株式会社ワールドステイ
株式会社宇都宮ユーミー建設
株式会社三協
株式会社小堀建設
株式会社大昌電子
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
社会福祉法人エルム福祉会
社会福祉法人こころみる会
社会福祉法人こぶしの会
社会福祉法人すかい
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
社会福祉法人つむぎ
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
社会福祉法人みその聖園ヨゼフ老人ホーム
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
社会福祉法人愛和会通所介護事業所スーパーデイみらい
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
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人美明会
社会福祉法人福寿会
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
社会福祉法人豊岡福祉会
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
太陽会
大日電機工業株式会社
東京計器株式会社
東京計器株式会社矢板工場
特定非営利活動法人CCVウェルフェア
特定非営利活動法人はばたき
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デイホームさつき
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
特別養護老人ホーム而今桜
栃木刑務所
那須烏山市役所教育委員会
那須塩原市
日産プリンス栃木販売株式会社
富士精密株式会社
芳賀町B&G海洋センター
有限会社はが介護サービス
群馬県
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
NPO法人山脈
おさかな茶寮
クローバー･ジャパン株式会社
パーソルサンクス株式会社
ヤマト発動機株式会社
ライフライン・サポート株式会社
医療法人山崎会
医療法人山崎会グループホームカーサ・アルカディア
医療法人社団田口会新橋病院
医療法人社団美心会
医療法人社団平形会介護老人保健施設銀鈴
医療法人大誠会
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IHI原動機太田工場
株式会社アライ
株式会社エー･アンド･ズィー
株式会社オアシス
株式会社ケアアンジュ
株式会社シーアンド・エス

株式会社せいらん大志社
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
株式会社むさしのかんてい局前橋店
株式会社やんば
株式会社ワールドステイ
株式会社小淵
株式会社上州ミート
株式会社榛名厚生会
株式会社針塚農産
株式会社相沢商店共愛学園前橋国際大学内
玉村町B&G海洋センター
群馬県みどり市
群馬県住宅供給公社
群馬県立二葉高等特別支援学校
群馬県立二葉特別支援学校
公益社団法人前橋積善会
国立療養所栗生楽泉園
社会福祉法人あかぎの響
社会福祉法人あんなか福祉会
社会福祉法人おおぎだ
社会福祉法人おおぎだ特別養護老人ホームローズヒル
社会福祉法人ことぶき
社会福祉法人チハヤ会
社会福祉法人のぞみ
社会福祉法人はるな郷
社会福祉法人プライム
社会福祉法人ほたか会
社会福祉法人みやぎ会あゆみの里
社会福祉法人みやび会
社会福祉法人もくせい会
社会福祉法人ゆずりは会
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人愛星会
社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会
社会福祉法人永光会
社会福祉法人鎌倉会
社会福祉法人館邑会
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
社会福祉法人協栄会多機能型事業所のぞみ
社会福祉法人玉樹会
社会福祉法人玉風会
社会福祉法人薫英会
社会福祉法人薫英会障害福祉サービス事業所ワークショップくんえい
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園そめやの里
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム菱風園
社会福祉法人群馬厚生会
社会福祉法人恵済会
社会福祉法人恵風会
社会福祉法人後閑あさひ福祉会あさひ第二保育園
社会福祉法人後閑あさひ福祉会後閑あさひ保育園
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
社会福祉法人三愛荘
社会福祉法人三喜会特別養護老人ホーム吉井セピア
社会福祉法人三国塩原会
社会福祉法人山紫会特別養護老人ホーム音和の園
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
社会福祉法人潤青会
社会福祉法人昭和ゆたか会
社会福祉法人上川会
社会福祉法人上毛愛隣社
社会福祉法人上毛愛隣社めぐみ保育園
社会福祉法人植竹会
社会福祉法人新生会
社会福祉法人榛永会
社会福祉法人榛桐会
社会福祉法人仁和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人誠光会
社会福祉法人青風舎ケアハウスきょうめ
社会福祉法人青和会
社会福祉法人赤城の家

社会福祉法人千代の会
社会福祉法人大平台会
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
社会福祉法人尾瀬長寿会桜花苑
社会福祉法人美幸会
社会福祉法人平成会
社会福祉法人北毛清流会
社会福祉法人明清会
社会福祉法人悠仁会
社会福祉法人邑友会
社会福祉法人邑友会やまつつじ
社会福祉法人龍峰会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑陽会軽費老人ホームグリーンハイツ
社会福祉法人圓会
小野里工業株式会社
大洋電機株式会社
第一生命保険株式会社
藤間精錬株式会社
特定非営利活動法人エイチ・ツー・オー
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すだち
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麦わら屋
特定非営利法人妙義会
農事組合法人さんぽ道
明和町役場
有限会社ヤマモトサービス
有限会社草津リゾート
理研鍛造株式会社
埼玉県
NPO法人あおい糸
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関東事業所
アサヒプリテック株式会社埼玉工場
アサヒ建工株式会社
いながき動物病院
ジャパンウェイスト株式会社
リコージャパン株式会社
医療法人豊仁会三井病院
一般財団法人日本モーターボート競走会
一般社団法人あるかでぃあ
一般社団法人ノーマライズうらわ
一般社団法人日本モーターボート選手会埼玉支部
株式会社MIC
株式会社あすなろ
株式会社サイサン
株式会社とだか建設
株式会社ベストロジ埼玉
株式会社ポプラ
株式会社岡部コントリビューションパーク
株式会社岡部コントリビューションパーク代表取締役中島卓也
株式会社幸大ハイテック
株式会社倉本産業
株式会社倉本産業川越工場
株式会社日立ニコトランスミッション
久喜市栗橋B&G海洋センター
興亜化工株式会社
幸手市教育委員会
埼玉福興株式会社
三伸機材株式会社
三信船舶電具株式会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人ありす福祉会
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
社会福祉法人ゆうき福祉会
社会福祉法人ルロワ
社会福祉法人愛抱会
社会福祉法人育心会

社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人温和会
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
社会福祉法人熊谷福祉会
社会福祉法人敬寿会
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
社会福祉法人埼玉のぞみの園深谷たんぽぽ
社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団
社会福祉法人埼玉県身体障害者福祉協会
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
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人入間川福祉会
社会福祉法人博愛福祉会
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
社会福祉法人歩む会福祉会
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
松勘工業株式会社
松伏町
森林霊園管理事務所
神川町教育委員会
代田橋自動車有限会社
大陽工業株式会社
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わんぱくクラブ
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
北辰商事株式会社
有限会社ケアブレーン
嵐山町
千葉県
NPO法人i&i
NPO法人Village
エームサービス株式会社
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
リサイクルマート君津店
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
一般社団法人恩送り
横芝光町教育委員会
学校法人日本体育大学柏高等学校
株式会社アイ・エス・ビー
株式会社サンテック
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
株式会社ほがらか
株式会社吉川自動車
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
株式会社誠和グループ
株式会社石山
株式会社富士総業
公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団
公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
細田自動車有限会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人あかぎ万葉
社会福祉法人あすなろ会障害者支援施設どんぐりの郷
社会福祉法人うぐいす会
社会福祉法人うぐいす会からは～い
社会福祉法人かずさ萬燈会
社会福祉法人ささえ愛
社会福祉法人さつき会
社会福祉法人ジョイまつど
社会福祉法人なゆた
社会福祉法人まごころ
社会福祉法人マリンピアケアハウスマリンピア銚子
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
社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会児童養護施設望みの門かずさの里
社会福祉法人ロザリオの聖母会
社会福祉法人ロザリオの聖母会障害者支援施設聖マリア園
社会福祉法人ロザリオの聖母会聖マリア園
社会福祉法人愛光
社会福祉法人愛光障害者支援施設リホープ
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
社会福祉法人関西中央福祉会
社会福祉法人桐友学園
社会福祉法人九十九里ホーム
社会福祉法人栗の木
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人兼愛会
社会福祉法人広文会
社会福祉法人三誠会
社会福祉法人児童愛護会青松学園
社会福祉法人修央会
社会福祉法人秋桜会
社会福祉法人淑徳福祉会
社会福祉法人松の実会
社会福祉法人松里福祉会
社会福祉法人心友会
社会福祉法人新柏会
社会福祉法人神聖会
社会福祉法人翠皍会
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清郷会
社会福祉法人清郷会十倉厚生園
社会福祉法人聖隷福祉事業団松戸愛光園
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院
社会福祉法人斉信会
社会福祉法人千葉県福祉援護会
社会福祉法人千葉県福祉援護会特別養護老人
ホームローゼンヴィラはま野
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会でい・まさご
社会福祉法人泉寿会
社会福祉法人浅間の杜特別養護老人ホーム長寿園
社会福祉法人創成会
社会福祉法人創明会
社会福祉法人太陽会
社会福祉法人泰斗会
社会福祉法人鶴心会
社会福祉法人鶴心会特別養護老人ホームトータス
社会福祉法人定山会地域密着型特別養護老人ホームひばりの郷
社会福祉法人天光会特別養護老人ホーム恵光園シャイニー中央
社会福祉法人徳和会特別養護老人ホームあかいの郷
社会福祉法人薄光会
社会福祉法人薄光会あおいそら
社会福祉法人八千代美香会
社会福祉法人八千代美香会船橋市特別養護老人ホーム朋松苑
社会福祉法人父の樹会
社会福祉法人芙蓉会
社会福祉法人福祉楽団
社会福祉法人福寿会特別養護老人ホーム福寿園

社会福祉法人豊裕会六日町あいあい特別養護老人ホーム
社会福祉法人悠々会
社会福祉法人陽光会いちょうの家
舟形町B&G海洋センター
大和メディカル株式会社
鶴岡地区医師会
特定非営利活動法人くれよんはうす
南陽市役所
有限会社家岸造船所
福島県
NPO法人あさがお
NPO法人ウッドピアはなわ
NPO法人みんなのまーち
ムサシノ機器株式会社
ムサシノ機器株式会社白河工場
やしおみ荘
医療法人社団メンタルクリニックなごみ
一般社団法人ジパング
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
株式会社ヴィオーラ
株式会社ウェーブ21
株式会社エヌジェイアイ
株式会社サンパワー
株式会社ワイズ山川
株式会社共栄ブレーン
株式会社興洋
株式会社金美堂
株式会社孔輪閣
株式会社同仁社
社会福祉法人いわき福音協会
社会福祉法人いわき福音協会はまぎく荘
社会福祉法人いわき福音協会はまなす荘
社会福祉法人くわの福祉会
社会福祉法人しのぶ福祉会あづま授産所
社会福祉法人しんち福祉会
社会福祉法人スマイルワーク就労支援事業所スマイルセンター
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
社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑
社会福祉法人みどりのかぜ生活介護事業所のはら
社会福祉法人ライフ・タイム・福島
社会福祉法人愛誠会せいざん荘
社会福祉法人愛誠会介護老人保健施設佳勝園
社会福祉法人育成会
社会福祉法人育成会いわき学園
社会福祉法人育成会みなみテラス
社会福祉法人希望の杜福祉会
社会福祉法人玉川村社会福祉協議会
社会福祉法人甲子の里福祉会
社会福祉法人桜ヶ岡福祉会特別養護老人ホーム絆
社会福祉法人慈仁会
社会福祉法人昌平黌医療センター片寄診療所
社会福祉法人昌平黌介護老人保健施設二ツ箭荘
社会福祉法人心愛会
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁愛会レンガ通りデイサービスセンター
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人清峰会さざなみ学園
社会福祉法人生愛福祉事業団
社会福祉法人誠心会
社会福祉法人千桜会
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
社会福祉法人多宝会
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
社会福祉法人田村福祉会特別養護老人ホームあぶくま荘
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
社会福祉法人南陽会
社会福祉法人博愛会特別養護老人ホーム会津みどりホーム
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
社会福祉法人福島愛育園児童養護施設福島愛育園
社会福祉法人福島県福祉事業協会

介護老人福祉施設藤香苑
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IHI原動機
株式会社JTBコーポレートセールス
株式会社KEYクリエーション
株式会社MIC
株式会社TBSグロウディア
株式会社WITHケアハウスまぁむ北区豊島
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グローバル
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社エイフェス
株式会社エクセノヤマミズ
株式会社カワサキライフコーポレーション
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
株式会社サテリット
株式会社スタートライン
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
株式会社ディンプル
株式会社テクノコア
株式会社トーコロ
株式会社マツイ
株式会社みやこ食品
株式会社レオン・インターナショナル
株式会社レリアン
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
株式会社松村組東京本店
株式会社石川組
株式会社第一情報システムズ
株式会社島村工業
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
株式会社日産クリエイティブサービス
株式会社北澤電機製作所
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
公益財団法人笹川平和財団
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
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター
公益財団法人母と学生の会
公益社団法人日本観光振興協会
公益社団法人宝生会
今治造船株式会社
三根株式会社
三鷹市民協働ネットワーク
山一商事株式会社
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
社会福祉法人アゼリヤ会
社会福祉法人ウエルス東京
社会福祉法人カリタスの園
社会福祉法人グリーンウッド
社会福祉法人けやきの杜
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人さわらび会特別養護老人ホーム山河
社会福祉法人サン
社会福祉法人シルヴァーウィング
社会福祉法人セント･ジョセフ会
社会福祉法人ドリームヴィ
社会福祉法人にんじんの会
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家
社会福祉法人ほうえい会
社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会
社会福祉法人マザアス
社会福祉法人マザアス特別養護老人ホームマザアス日野
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
社会福祉法人むうぷ
社会福祉法人やまゆり福祉会
社会福祉法人愛隣会
社会福祉法人安立園
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人永寿会
社会福祉法人楽晴会世田谷希望丘ホーム
社会福祉法人共助会
社会福祉法人共生会東四つ木ほほえみの里
社会福祉法人協和会特別養護老人ホームきく
社会福祉法人暁会メディカルケアタウン東大島
社会福祉法人錦華学院
社会福祉法人啓光福祉会
社会福祉法人原町成年寮
社会福祉法人光塩会
社会福祉法人恒陽会
社会福祉法人江戸川豊生会
社会福祉法人江東園
社会福祉法人合掌苑
社会福祉法人三徳会
社会福祉法人賛育会
社会福祉法人四葉晃耀会
社会福祉法人子供の家
社会福祉法人至誠学舎立川
社会福祉法人至誠学舎立川至誠ホームオンニ
社会福祉法人七日会
社会福祉法人七日会杜の園
社会福祉法人秋川あすなろ会
社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会景丘の家
社会福祉法人春光福祉会
社会福祉法人小茂根の郷
社会福祉法人松柏児童園
社会福祉法人章佑会
社会福祉法人親の家
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁生社
社会福祉法人正吉福祉会府中市立よつや苑
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人聖救主福祉会
社会福祉法人聖明福祉協会
社会福祉法人青少年福祉センター
社会福祉法人青梅福祉協会
社会福祉法人泉陽会
社会福祉法人泉陽会新町光陽苑
社会福祉法人全国スモンの会
社会福祉法人創和会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人草むら
社会福祉法人村山苑
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
社会福祉法人鶴風会西多摩療育支援センター
社会福祉法人天寿園会
社会福祉法人田無の会たんぽぽ
社会福祉法人東京コロニー
社会福祉法人東京サレジオ学園
社会福祉法人東京リハビリ協会
社会福祉法人東京栄和会
社会福祉法人東京援護協会
社会福祉法人東京聖労院
社会福祉法人東京武尊会
社会福祉法人東京福祉会
社会福祉法人東京有隣会
社会福祉法人同愛会
社会福祉法人同愛会日の出福祉園
社会福祉法人同胞互助会
社会福祉法人道心会
社会福祉法人南風会
社会福祉法人二葉保育園
社会福祉法人日の基社会事業団日の基青老閣
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
社会福祉法人白十字会介護老人保健施設東京ばんなん白光園
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
社会福祉法人福音寮
社会福祉法人福信会麦久保園
社会福祉法人福陽会特別養護老人ホーム第２サンシャインビラ
社会福祉法人兵庫福祉会
社会福祉法人奉優会
社会福祉法人蓬莱会高齢者総合ケアセンターケアプラザ多摩
社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
社会福祉法人睦月会
社会福祉法人未来こどもランド
社会福祉法人友愛十字会特別養護老人ホーム友愛荘
社会福祉法人緑愛会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会ラぺ日野
社会福祉法人緑秀会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人練馬区社会福祉事業団田柄特別養護老人ホーム
社会福祉法人櫻継会
宗教法人明治神宮
秋元康寛
小林弘英
信金中金ビジネス株式会社
新巧塗装工業株式会社
神薬工業株式会社
川崎重工業株式会社
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
大日本土木株式会社東京支店
大陽工業株式会社
炭火焼鳥だいすけ
地域活動支援センターはるえ野
中国塗料株式会社
中嶋竜生
町田市美術工芸館
天理教豊眞分教会
渡辺公義
東海汽船株式会社
東京スガキ印刷株式会社
東京計器株式会社/東京計器テクノポート株式会社
東京拘置所
東京都済生会中央病院
東邦重機開発株式会社
東洋熱工業株式会社
特定医療法人研精会
特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ
特定非営利活動法人こぴあクラブ
特定非営利活動法人すずらん
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東京自立支援センター
特別養護老人ホーム第二青梅園
日産自動車販売株式会社
日本アイラック株式会社
日本紙通商株式会社
日本体育大学医療専門学校
認定NPO法人語らいの家
飯田和枝
富永物産株式会社
富士電機株式会社
北砂2丁目だい整形外科
墨田川造船株式会社
有限会社錦部製作所
有限会社劇団俳優座
有限会社蓮田電設
立川拘置所
神奈川県
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法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会横浜支部
NPO法人福祉で支え合う会
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
かまくらのおとうふやさん豆寿
かもめプロペラ株式会社
コムテック株式会社
ソフトホーム株式会社
テクノス株式会社
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横浜病院
一般財団法人海上災害防止センター
一般財団法人聖マリアンナ会
一般財団法人日本船員厚生協会
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COM
株式会社ＥＩＧＨＴＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ
株式会社MIC
株式会社アクト
株式会社アドバンテージ
株式会社オーテックジャパン
株式会社シネヴィス
株式会社マグトロニクス
株式会社マリアンナ･ワールド･サービス
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
株式会社横浜華リハビリデイサービス
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
公益社団法人日本海員掖済会
三上船舶工業株式会社
社会福祉法人SOWET
社会福祉法人かながわ共同会
社会福祉法人かながわ黎明会
社会福祉法人キャマラード
社会福祉法人キャマラード第２みどりの家
社会福祉法人クローバー
社会福祉法人こうよう会
社会福祉法人さくら会
社会福祉法人すぎな会
社会福祉法人すみなす会
社会福祉法人たすけあいゆい
社会福祉法人たすけあい泉
社会福祉法人たちばな会
社会福祉法人たちばな福祉会
社会福祉法人たつき会介護老人福祉施設スミール桜ヶ丘
社会福祉法人つちや社会福祉会
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
社会福祉法人みその
社会福祉法人みどりの風
社会福祉法人みどり共生会
社会福祉法人みどり福祉会
社会福祉法人らぽおるの樹
社会福祉法人ル･プリ
社会福祉法人ル・プリ杜の会事業本部
社会福祉法人阿部睦会
社会福祉法人愛光会
社会福祉法人愛川舜寿会
社会福祉法人育生会
社会福祉法人磯子コスモス福祉会
社会福祉法人一乗会
社会福祉法人横浜やまびこの里
社会福祉法人横浜向陽会
社会福祉法人横浜長寿会
社会福祉法人横浜婦人クラブ愛児園
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
社会福祉法人輝雲会児童養護施設手まり学園
社会福祉法人吉祥会
社会福祉法人栗山会
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
社会福祉法人県央福祉会アイネットきたざと
社会福祉法人県央福祉会エスポワールパーネ
社会福祉法人県央福祉会ふじさわ爽風舎
社会福祉法人県央福祉会ぽらーの上和田
社会福祉法人県央福祉会モンド湘南藤沢
社会福祉法人県央福祉会ワークステーション菜の花
社会福祉法人県央福祉会ワークス桜舎セルプ
社会福祉法人県央福祉会三浦創生舎
社会福祉法人県央福祉会生活介護ふるーる
社会福祉法人県央福祉会大和さくらクリニック
社会福祉法人県西福祉会
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
社会福祉法人幸保園
社会福祉法人紅梅会
社会福祉法人三つ葉会ガーデニア・ごしょみ
社会福祉法人三篠会
社会福祉法人山根会
社会福祉法人紫陽花会
社会福祉法人児童養護施設心泉学園
社会福祉法人慈母会
社会福祉法人若竹大寿会
社会福祉法人若竹大寿会特別養護老人ホーム若竹苑
社会福祉法人寿考会
社会福祉法人寿徳会
社会福祉法人宗得会
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
社会福祉法人新日本学園
社会福祉法人真生会
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
社会福祉法人清光会清光園
社会福祉法人清正会
社会福祉法人聖テレジア会
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
社会福祉法人聖和むつみ会
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
社会福祉法人川崎市社会福祉事業団川崎市柿生学園
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
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人長寿会軽費老人ホーム箱根山荘
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホーム陽光の園
社会福祉法人唐池学園
社会福祉法人唐池学園児童養護施設強羅暁の星園
社会福祉法人藤沢育成会アートスペースわかくさ
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
社会福祉法人同愛会ダイア磯子
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

社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人博愛福祉会小規模多機能型居宅介護ゆとり庵磯部
社会福祉法人白根学園しらねの里
社会福祉法人箱根恵明学園
社会福祉法人富士美特別養護老人ホームヒューマン
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
社会福祉法人蓬莱会
社会福祉法人蓬萊会特別養護老人ホームケアプラザさがみはら
社会福祉法人訪問の家
社会福祉法人訪問の家集
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）
前田医院
太洋テクニカ株式会社
大成建設株式会社
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トムトム
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寺田プランニング
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福祉センター
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
日本新薬株式会社
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
有限会社かみはし
新潟県
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
ミニボートピア阿賀野
一般社団法人燕市スポーツ協会･ミズノグループ
株式会社IHI原動機
株式会社WithYou
株式会社カトー
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
株式会社ワールドステイ
株式会社植木組
株式会社新潟放送
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
社会福祉法人けやき福祉会
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
社会福祉法人すこやか福祉会
社会福祉法人つなん福祉会
社会福祉法人にいがた寿会
社会福祉法人フランシスコ第三会マリア園

社会福祉法人みんなでいきる
社会福祉法人ロングラン
社会福祉法人阿賀北総合福祉協会
社会福祉法人愛宕福祉会
社会福祉法人茨塚福祉会
社会福祉法人燕・西蒲原福祉会
社会福祉法人加茂福祉会
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
社会福祉法人高田福祉会
社会福祉法人佐渡ふれあい福祉会
社会福祉法人佐渡国仲福祉会
社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会
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
社会福祉法人佐渡福祉会第二岩の平園
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
社会福祉法人松波福祉会
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
社会福祉法人上越老人福祉協会
社会福祉法人常陽会
社会福祉法人信濃川令終会
社会福祉法人新井頸南福祉会
社会福祉法人新潟みずほ福祉会
社会福祉法人新潟市社会事業協会特別養護老人ホーム有明園
社会福祉法人新潟市中央福祉会
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
社会福祉法人仁成福祉協会
社会福祉法人仁成福祉協会ケアハウス新寿園
社会福祉法人仁成福祉協会ショートステイことぶき
社会福祉法人青空福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会垂水の里
社会福祉法人村上岩船福祉会特別養護老人ホームさつき園
社会福祉法人村上市社会福祉協議会山北支所
社会福祉法人大形福祉会特別養護老人ホーム逢谷内
社会福祉法人大佐渡福祉会
社会福祉法人中越福祉会
社会福祉法人中越福祉会みのわの里
社会福祉法人中蒲原福祉会
社会福祉法人中東福祉会
社会福祉法人中東福祉会いずみの里
社会福祉法人長岡三古老人福祉会
社会福祉法人長岡東山福祉会高齢者センターふそき
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人長岡福祉協会ケアハウス小千谷さくら
社会福祉法人奴奈川福祉会
社会福祉法人奴奈川福祉会ワークセンターにしうみ
社会福祉法人奴奈川福祉会特別養護老人ホームみやまの里
社会福祉法人東蒲原福祉会
社会福祉法人藤の木原福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会まいこ園
社会福祉法人南魚沼福祉会ゆのさと園
社会福祉法人南魚沼福祉会障害福祉サービス事業所あさひばら
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
社会福祉法人飛翔福祉会特別養護老人ホームシンパシー
社会福祉法人苗場福祉会
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
小千谷市
小竹屋旅館
新潟少年学院
新潟少年鑑別所
有限会社CIRCLE.SEVEN
有限会社めしや
富山県
一般財団法人伏木錬成館
株式会社スリーティ運輸ヘルスケア事業部

社会福祉法人宝寿会
社会福祉法人豊立会
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
社会福祉法人悠久会
社会福祉法人陽光会
社会福祉法人緑の会
社会福祉法人緑海会
社会福祉法人緑陽会特別養護老人ホームおおあみ緑の里
社会福祉法人和光会
社会福祉法人佰和会
社会福祉法人翡翠会
社会福祉法人槇の実会
小川敏雄
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
千葉刑務所
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
大和ハウス工業株式会社柏支社
中島硝子株式会社関東・東庄工場
朝日商事株式会社
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笑らい
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生活支援センターあらかると
特定非営利活動法人虹の会
特別養護老人ホームさわやか苑
富永物産株式会社
法務省市原学園
法務省千葉刑務所
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
東京都
ANAテレマート株式会社
EMCcore
ENEOS保険サービス株式会社
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法人多摩草むらの会
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
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
スバル興業株式会社
ダイハツディーゼル株式会社東京支社
ダイハツ工業株式会社
ダイハツ東京販売株式会社
テンワス株式会社
ナガタ工業株式会社
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
ムサシノ機器株式会社
メゾンN&B
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社東京支社
リシェア株式会社
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
医療法人財団青溪会駒木野病院
医療法人社団而今会
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
一般財団法人日本気象協会
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
一般社団法人ぱざぱ
一般社団法人日本船舶品質管理協会製品安全評価センター
一般社団法人日本舶用工業会

社会福祉法人鳥越福祉会青い鳥
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
社会福祉法人南陽園
社会福祉法人能輝人能輝村
社会福祉法人富樫福祉会
社会福祉法人芙蓉会
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
有限会社石川商会小松工場
福井県
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
株式会社フクタカ
株式会社浪速ポンプ製作所
社会福祉法人おおた福祉会
社会福祉法人かすみが丘学園
社会福祉法人げんきの家
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
社会福祉法人聖徳園
社会福祉法人足羽福祉会
社会福祉法人大日園
社会福祉法人大野福祉会
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
社会福祉法人福授園御幸事業所
社会福祉法人福聚会
社会福祉法人北日野こもれび会
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人友興会特別養護老人ホーム高浜けいあいの里
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B&G海洋センター
勝山市教育委員会
勝山市教育委員会史跡整備課
小浜市視覚障害者福祉協会
総社大神宮
大野市
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
特別養護老人ホーム渓山荘
武生三国モーターボート競走施行組合
福井ケーブルテレビ株式会社
山梨県
けやき園
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

甲斐市
甲府刑務所
社会福祉法人あそびじゅく
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
社会福祉法人ぶどうの里
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
社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会障害者支援施設みだい寮
社会福祉法人子育ち社会福祉法人子育ち・発達の里乳児院ひまわり後援会
社会福祉法人寿真会
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
社会福祉法人友伸福祉会
社会福祉法人友和会
社会福祉法人緑樹会
第一生命保険株式会社
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
特定非営利活動法人来未いろどり
飯富病院
長野県
NPO法人介護屋つむぎ
アサヒプリテック株式会社
みすず精工株式会社
下條村
株式会社北澤電機製作所本社工場
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緑の牧場学園
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
社会福祉法人りんどう信濃会上田悠生寮
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
社会福祉法人稲田会YUIを支える会
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いずみの家
社会福祉法人恵清会
社会福祉法人幸充
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
社会福祉法人上田しいのみ会障害者支援施設上田しいのみ園
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
松本少年刑務所
上松町教育委員会
上松町公民館
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
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟禅
道会総本部
飯綱町役場
有明高原寮
岐阜県
NPOつけちスポーツクラブ
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
加子母B&G海洋センター
株式会社アピスファーマシー
株式会社関ヶ原製作所
株式会社秀商
岐阜刑務所
岐阜日産自動車株式会社本社
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
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人墨友会
社会福祉法人万灯会
大洋電機株式会社
大洋電機株式会社岐阜羽島工場
大洋電機株式会社岐阜工場
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在宅支援グループみんなの手
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
静岡県
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
バリュー・トーカイ株式会社
ボートレースチケットショップ焼津
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障がい者通所事業所クローバー
一般社団法人原里愛郷振興協会
一般社団法人御前崎スマイルﾌ ﾛ゚ジェクト
学校法人日本体育大学浜松日体中･高等学校
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アイエスエフネットライフ静岡
株式会社カナサシ重工
株式会社ヤマナカ
株式会社ユーモア
株式会社高田ビル
株式会社小杉苑
株式会社榛葉鉄工所
株式会社榛葉鉄工場

株式会社静岡朝日テレビ
株式会社赤阪鐵工所
株式会社村上開明堂
株式会社長谷川鐵工所
丸忠デジタル株式会社
御殿場区コミュニティーセンター
御殿場市川島田区
御殿場市役所
御殿場市役所高根支所
御殿場地区広場管理運営委員会
荒井譲
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
社会福祉法人ひつじ
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
社会福祉法人花草会
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
社会福祉法人慶成会
社会福祉法人桂
社会福祉法人湖成会特別養護老人ホーム百恵の郷
社会福祉法人恒仁会
社会福祉法人三幸会
社会福祉法人三宝会
社会福祉法人三和会
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
社会福祉法人誠信会児童養護施設岩倉学園ニノマルビレッジ
社会福祉法人草笛の会
社会福祉法人大乗会
社会福祉法人大須賀苑
社会福祉法人大善福祉会
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
社会福祉法人天心会
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
社会福祉法人南浜名湖会
社会福祉法人博友会
社会福祉法人磐田興生会おおふじ学園
社会福祉法人富岳会
社会福祉法人富岳会法人本部
社会福祉法人富士宮福祉会
社会福祉法人富士厚生会
社会福祉法人富水会特別養護老人ホーム開寿園
社会福祉法人炉暖会
社会福祉法人和光会
社会福祉法人和松会
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
森之腰中央公民館
静岡少年鑑別所
川根本町本川根B&G海洋センター
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
藤枝市役所

特定非営利活動法人みんなの家
特定非営利活動法人活き生きネットワーク
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
有限会社富岳サービスミニボートピア富士おやま
髙橋正哲
愛知県
NPO法人四ツ葉の会
アイシングループ
エームサービス株式会社
カントリーモーニング
サポートイン南知多アネックス浜茶屋
ファミリーホームわが家
メーキュー株式会社
旭精機株式会社
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ーボート競走会
一般財団法人日本モーターボート競走会蒲郡支部
一般財団法人日本モーターボート競走会常滑支部
一般社団法人Hishigen
一般社団法人OneLife
一般社団法人オーケーサポート
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
岡崎医療刑務所
株式会社K3プラス
株式会社NMCワークス
株式会社Revival.
株式会社アイエスエフネット
株式会社いちょうの樹
株式会社エネテクトレーディング
株式会社カルペディエム
株式会社コムライン
株式会社ジェティ
株式会社ティーバイティー
株式会社トータルレジャー開発
株式会社トライズ
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
株式会社碧海総合研究所
貴城精工株式会社
公益財団法人慈友会児童養護施設慈友学園
公益社団法人日本モーターボート選手会
公益社団法人日本モーターボート選手会勤労青少年水上スポーツセンター
公益社団法人日本モーターボート選手会常設訓練所
公益社団法人日本海員掖済会えきさい看護専門学校
桜井株式会社
三河プロペラ株式会社
児童養護施設豊橋平安寮
社会福祉法人あいち清光会
社会福祉法人あいち清光会サンフレンド
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
社会福祉法人アパティア福祉会
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
社会福祉法人ふれ愛名古屋
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
社会福祉法人愛知育児院特別養護老人ホーム南山の郷
社会福祉法人愛知玉葉会
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
社会福祉法人高久会
社会福祉法人児童養護施設岡崎平和学園
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
社会福祉法人照光会子どもの家ともいき
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
社会福祉法人太陽
社会福祉法人大府福祉会
社会福祉法人大府福祉会たくと大府
社会福祉法人知立福祉会
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホームシルバーピアかりや
社会福祉法人博寿会
社会福祉法人麦
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
社会福祉法人和進奉仕会
常滑市観光協会
新城福祉会西部福祉会館
杉浦パーキング
瀬戸少年院
清水建設株式会社
石関俊昭
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こすもす畑
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ぽんぽこネットワーク
特定非営利活動法人まちのエキスパネット
特定非営利活動法人ゆめじろう
特定非営利活動法人りんりん
特定非営利活動法人一宮まごころ
特定非営利活動法人犬山あんきにくらそう会
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絆
特別養護老人ホーム扶桑苑
風の子スクエア
碧海総合研究所
法務省笠松刑務所
豊ヶ岡学園
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
名古屋文化福祉会
名鉄海上観光船株式会社
有限会社J･クレオ
有限会社エッグ
有限会社黒田トラック
三重県
いなべ市

ニュージャパンマリン株式会社
はなや
ホンダオートボディー株式会社
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津支部
一般社団法人あさひファーム
介護センターオリーブ
海の博物館
学校法人伊勢学園
株式会社宏信
株式会社松井鉄工所
株式会社名張総合研究所
菰野町B&G海洋センター
三重刑務所
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
志摩市総合スポーツ公園
社会福祉法人あがた福祉の会
社会福祉法人アパティア福祉会
社会福祉法人いいたか
社会福祉法人ウェルケア
社会福祉法人はまゆう会
社会福祉法人みどり自由学園
社会福祉法人むつみ福祉会
社会福祉法人モモ
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人安全福祉会
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
社会福祉法人高田福祉事業協会
社会福祉法人三央会
社会福祉法人三重高齢者福祉会協和苑
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
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清和会
社会福祉法人青山福祉会
社会福祉法人青山里会
社会福祉法人長寿の森小規模特別養護老人ホームきらり
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人天年会かなしょうず園
社会福祉法人天年会就労継続支援事業所花ようび
社会福祉法人天年会養護老人ホーム南山
社会福祉法人百楽の会滋賀県
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
社会福祉法人鈴鹿聖十字会
社会福祉法人鈴風会
住友電装株式会社
小野直人
積和建設中部株式会社三重支店
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なちゅらんどりーむ
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
有限会社だいち
滋賀県
カルビー・イートーク株式会社
ダイハツディーゼル株式会社守山第一工場
ダイハツディーゼル株式会社守山第二工場
ダイハツディーゼル株式会社守山寮
びわ湖放送株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
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

株式会社金閣自動車商会
株式会社創和開発
社会福祉法人あかね会
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
社会福祉法人小矢部福祉会
社会福祉法人庄川福祉会
社会福祉法人砺波福祉会
社会福祉法人福岡福祉会特別養護老人ホームアルテン赤丸
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人福鳳会
社会福祉法人有磯会
社会福祉法人梨雲福祉会
社会福祉法人立山福祉会
社会福祉法人立野福祉会グランスパかの苑
社会福祉法人緑寿会
上市町B&G海洋センター
特定非営利活動法人くるみ
特定非営利活動法人知的障害者のくらしを考える会
富山刑務所
富山新聞社
凌雲館村雲道場
石川県
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
ケアハウスファミール
ジェイ・バス株式会社
シオンマネージメント株式会社
リタジャパン株式会社
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
株式会社ワールドステイ
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
金沢刑務所
穴水町
湖南学院
公立穴水総合病院
志賀町
社会福祉千木福祉会
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
社会福祉法人こまつ育成会
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
社会福祉法人希望が丘
社会福祉法人享誠塾児童養護施設享誠塾
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
社会福祉法人石川サニーメイト
社会福祉法人千木福祉会
社会福祉法人相生会
社会福祉法人中央会
社会福祉法人長寿会

社会福祉法人香東園
社会福祉法人秀孝会
社会福祉法人松光会
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人真愛の家
社会福祉法人成光苑
社会福祉法人成光苑サンヒルズ紫豊館
社会福祉法人成光苑ライフ・ステージ舞夢
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
社会福祉法人同和園
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
社会福祉法人利生会特別養護老人ホーム第二亀岡園
新庄鉄筋工業株式会社
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
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都四条営業所
敷島住宅株式会社京都支店
珈琲専門店MARCHBROWN
大阪府
BEMACKiden株式会社
NPO法人さくら
NPO法人堺自立支援センターユニオン
NPO法人夢桜ホーム
アシストワーク株式会社
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
なやクリニック・ヘッドウェイ堺
ふらっとイケダ／池田市立人権文化交流センター
ボートレース住之江
ボルカノ株式会社
ミニボートピアりんくう
ヤンマー株式会社
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近畿支局
一般社団法人ダブル・オー
一般社団法人まつり
英和株式会社
横浜金属商事株式会社
介護老人保健施設えきさい大阪
学校法人四天王寺学園
株式会社CDK
株式会社NextInvestment
株式会社WAON
株式会社アスク
株式会社アスニック
株式会社アドミニ
株式会社アピスファーマシー
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
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
株式会社シロヤ
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
株式会社フジプラス
株式会社フランス屋本部
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
株式会社帝国機械製作所
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
関西鉄工株式会社
近畿金属株式会社
公益社団法人日本海員掖済会大阪掖済会病院
高岡國士
高齢者総合福祉施設社会福祉法人起生会ほほえみの園
寺﨑電気産業株式会社
社会医療法人蒼生会蒼生病院
社会福祉法人あいえる協会
社会福祉法人あおぞらの会
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
社会福祉法人きくのか福祉会
社会福祉法人こごせ福祉会
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人こころの窓
社会福祉法人サライ福祉会
社会福祉法人せんわ
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
社会福祉法人のぞみ古江台ホール花園会
社会福祉法人バルツァ事業会
社会福祉法人ひしの美会
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
社会福祉法人みなと寮
社会福祉法人よしみ会
社会福祉法人ライフサポート協会
社会福祉法人ロータス福祉会
社会福祉法人愛育社
社会福祉法人愛生会豊生園
社会福祉法人愛和福祉会
社会福祉法人遺徳会
社会福祉法人永寿福祉会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
社会福祉法人毅正会
社会福祉法人亀望会
社会福祉法人久栄会
社会福祉法人救世軍社会事業団救世軍希望館
社会福祉法人享佑会
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
社会福祉法人健康会
社会福祉法人健成会
社会福祉法人健輪会
社会福祉法人建仁会
社会福祉法人五常会
社会福祉法人光輝会
社会福祉法人光輝会隆光学園輝きステーション
社会福祉法人光生会
社会福祉法人光輪会
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
社会福祉法人堺中央共生会
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
社会福祉法人燦愛会
社会福祉法人産經新聞厚生文化事業団

社会福祉法人四恩学園
社会福祉法人四天王寺病院
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高槻エルダーセンター
社会福祉法人秀幸福祉会庄栄エルダ－センタ－
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
社会福祉法人伸栄福祉会
社会福祉法人寝屋川聖和福祉会ゆりかご
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
社会福祉法人成光苑高槻けやきの郷
社会福祉法人成光苑吹田竜ヶ池ホーム
社会福祉法人成和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖ヨハネ学園
社会福祉法人聖森会
社会福祉法人青い鳥福祉会青い鳥工房
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
社会福祉法人蒼生福祉会
社会福祉法人大協会
社会福祉法人大阪愛心会
社会福祉法人大阪肢体不自由児者父母の会連合会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団じょぶライフだいせん
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
社会福祉法人長野社会福祉事業財団グループ
ホームスリーハートの丘
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
社会福祉法人天寿会特別養護老人ホーム平尾荘
社会福祉法人田熊会
社会福祉法人東和福祉会
社会福祉法人桃花塾
社会福祉法人篤志会
社会福祉法人奈佐原寮
社会福祉法人南河学園
社会福祉法人南湖会
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団救護施設平和寮
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団障がい者支援施設太平
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
社会福祉法人博光福祉会介護老人福祉施設寿里苑ラピス
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑フルール
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑花舞の郷
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑夢の杜
社会福祉法人柏樹会
社会福祉法人麦の会
社会福祉法人八尾隣保館
社会福祉法人飛翔会
社会福祉法人美木多園
社会福祉法人美和会
社会福祉法人百丈山合掌会
社会福祉法人富翔会
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
社会福祉法人豊中太陽会
社会福祉法人北摂杉の子会
社会福祉法人北摂福祉会ともがき
社会福祉法人門真福祉会脇田こども学園
社会福祉法人弥栄福祉会
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
社会福祉法人和光福祉会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人和秀会

社会福祉法人和泉の国
宗教法人祐照寺
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
千房ホールディングス株式会社
泉佐野ウォーターフロント株式会社
泉佐野市役所
全電通近畿社会福祉事業団
大阪電設工業株式会社
大阪福祉事業財団職員共済会
大成ロテック株式会社
島田燈器工業株式会社
特定非営利活動法人アースグループホーム虹
特定非営利活動法人アースグループホーム虹旭ヶ丘
特定非営利活動法人アースしあわせ作業所ショートステイしあわせ
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あのね
特定非営利活動法人いばらき
特定非営利活動法人ウエルネスいずみ
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堺西自立支援センター
特定非営利活動法人堺西自立支援センターもとまちジョブ
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地域福祉創造協会ウインク
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
特定非営利法人さくら
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
繁栄商事株式会社
富永物産株式会社
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都支店
本城金属株式会社
有限会社ケーワイケー介護サービス
有限会社トーヨー
利州株式会社
兵庫県
hairAnge
NPO法人かがやきステップあっぷ西江井島
NPO法人でかけ隊
アサヒプリテック株式会社テクノセンター
アサヒプリテック株式会社阪神事業所
イーグル工業株式会社
エームサービス株式会社
ダイハツディーゼル姫路株式会社
ボートレースチケットショップ姫路
ボルカノ株式会社
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社特機エンジン
医療法人社団純心会
一般財団法人サニーピア医療保健協会
一般財団法人日本船員厚生協会神戸大倉山海員会館
一般社団法人日本モーターボート選手会兵庫支部
園田機工株式会社
加古川刑務所
株式会社IHI原動機
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
株式会社テクニカ
株式会社ビエント

株式会社ビクトワール
株式会社フジプラス
株式会社ボルテック
株式会社学研アイズ
株式会社栗之浦ドック
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
株式会社大東工作所
株式会社東和電機
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
香美町兵庫県立兎和野高原野外教育センター
阪神内燃機工業株式会社
山根クリニック
山陽ダイヤパーサーヴィス株式会社
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
社会福祉法人ささゆり会特別養護老人ホームサンライフ御立
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サルビア荘
社会福祉法人円融会ナーシングピア加西
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
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬寿記念会
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特別養護老人ホームしいのき荘
社会福祉法人祉栄会
社会福祉法人祉友会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
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
社会福祉法人青葉福祉会特別養護老人ホーム松寿園
社会福祉法人青葉福祉会養護老人ホーム青葉荘
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
社会福祉法人知足会
社会福祉法人朝日の会
社会福祉法人長和福祉会
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
社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人白鷺園
社会福祉法人白百合学園
社会福祉法人姫路尚歯会
社会福祉法人姫路東部福祉会特別養護老人ホーム清寿園
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
社会福祉法人平成会
社会福祉法人本覚寺苑
社会福祉法人明石恵泉福祉会

社会福祉法人陽気会
社会福祉法人立正学園
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人樅の木福祉会
社会福祉法人樅の木福祉会あさぎりの里
社会福祉法人鶯園
新西宮ヨットハーバー株式会社
神戸ペイント株式会社
神戸愛生園
神戸掖済会病院
西村興産株式会社
中川歯科医院
猪名川町
猪名川町B&G海洋センター
東洋カーマックス尼崎レース場前駐車場
特定非営利活動法人えびす
特定非営利活動法人だいこく
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
八鹿鉄工株式会社
姫路社会福祉事業協会
姫路少年刑務所
富永物産株式会社
富士レックス株式会社
富士物流株式会社
富士貿易株式会社
奈良県
NPO法人サンフラワー
NPO法人ライフケア王寺
NPO法人わかくさもえぎ
NPO法人手力男
ミニボートピア大和ごせ
よしむらファミリー歯科
株式会社ゴセケン
株式会社ターン
株式会社崎山組
株式会社大和
旧奈良監獄保存活用株式会社
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
社会福祉法人やまびこ会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人仁南会
社会福祉法人正和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖寿会
社会福祉法人聖仁風会
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
社会福祉法人泰久会
社会福祉法人大地
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
社会福祉法人天理
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

社会福祉法人鳳雛会どんぐり
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
特定非営利活動法人吉野コスモス会
奈良少年院
法相宗大本山薬師寺
壺阪寺収益事業部
和歌山県
ismyホーム株式会社
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
株式会社エル・ワイ・エル
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
社会福祉法人きのくに福祉会
社会福祉法人しあわせ
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
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福祉事業団
社会福祉法人和歌山県福祉事業団作業所あおぎ園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設南紀あけぼの園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良あかつき園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良みのり園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団南紀医療福祉センター
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
和歌山刑務所
鳥取県
NPO法人フェリース
NPO法人就労支援センター和貴の郷
NPO法人地域活動支援センターおおぞら
ウィルモア皆生S
かばはうすホールディングス株式会社
サニーサービス株式会社
つばめタクシー株式会社
パン工房大地の恵み
ヤンマー舶用システム株式会社
医療法人同愛会
皆生タクシー株式会社
皆生プレイパーク運営委員会
株式会社トランスワード
株式会社石橋造船鉄工所
共和水産株式会社
公益社団法人鳥取県西部医師会
社会医療法人仁厚会
社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院
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
社会福祉法人みその児童福祉会米子聖園天使園
社会福祉法人みのり福祉会
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
社会福祉法人慶光会

株式会社カルペディエム
株式会社スポーツプラザ報徳（米原市B&G海洋センター）
株式会社川村鉄工
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
社会福祉法人おおつ福祉会
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会児童養護施設守山学園
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
社会福祉法人楽樹
社会福祉法人共生シンフォニー
社会福祉法人近江笑生会
社会福祉法人甲賀会
社会福祉法人甲賀学園
社会福祉法人甲南会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人慈照会
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
社会福祉法人青い鳥会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人尊徳会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人達真会特別養護老人ホームけやきの杜
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
社会福祉法人六心会
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
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
敷島住宅株式会社滋賀支店
福井化成株式会社
京都府
NPO法人クローバー・サービス
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
株式会社東山堂
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
社会福祉法人あやべ松寿苑
社会福祉法人ききょうの杜
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
社会福祉法人勧修福祉会
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
社会福祉法人聖嬰会イエズスの聖心病院
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
社会福祉法人池修会
社会福祉法人長嶺会
社会福祉法人天恵会
社会福祉法人天水福祉事業会
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
社会福祉法人白日会特別養護老人ホーム照古苑
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星光園
社会福祉法人明照園
社会福祉法人明徳会
社会福祉法人明徳会ケア･ハピネス
社会福祉法人友愛苑
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
社会福祉法人詫麻会
社会福祉法人濵友会
石原造船株式会社
大津町役場
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
湯前町B&G海洋センター
特定非営利活動法人えんぱ
特定非営利活動法人オレンジワークの会
特定非営利活動法人こころみ会
特定非営利活動法人ハピネスハピネスワーク
特定非営利活動法人福ねこ舎
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
大分県
NPO法人おおいた環境保全フォーラム
NPO法人ジョイ・デ・ビブレ
NPO法人みんなのあおぞら
NPO法人作業所すばる
NPO法人支援ハウス豊さん家
NPO法人心和の里
NPO法人福和会
さいき市民放送株式会社
ボートレースチケットショップ由布
ヤンマーエンジニアリング株式会社
旭産業株式会社
医療法人社団親和会
一般財団法人大分県建築住宅センター
一般社団法人SWライフ
一般社団法人大分県歯科医師会
一般社団法人虹色
下ノ江造船株式会社
樫の木後援会
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

株式会社華陽会しらゆり
株式会社三浦造船所
株式会社南日本造船
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
国道九四フェリー
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
社会福祉法人シンフォニー
社会福祉法人つわ蕗会
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
社会福祉法人安岐の郷
社会福祉法人伊呂波福祉会
社会福祉法人一心会
社会福祉法人一燈園
社会福祉法人永生会
社会福祉法人温寿会
社会福祉法人亀鶴会特別養護老人ホーム偕楽園
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
社会福祉法人先心会
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
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県のぞみ園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県日田はぎの園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団地域生活支
援センターはぎの
社会福祉法人大分県盲人協会
社会福祉法人大分市福祉会
社会福祉法人中津市福祉協議会
社会福祉法人長陽会
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
社会福祉法人萌葱の郷
社会福祉法人豊海会
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人豊心会
社会福祉法人豊肥福祉会
社会福祉法人豊友会
社会福祉法人豊友会うばめ園あゆみ
社会福祉法人豊友会うばめ園分場

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
西日本エンジニアリングサービス株式会社
増永海運株式会社
大電工業株式会社
大分少年鑑別所
大和鉄工株式会社
渡辺リカ
特定非営利活動法人CSOおおいた
特定非営利活動法人おおいた環境保全フォーラム
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
特定非営利活動法人福和会じゃんぴんぐVOY
特定非営利活動法人豊後の大地
南日本造船株式会社
南日本造船協力事業協同組合
日本文理大学
豊生商事株式会社
本田重工業株式会社
有限会社さくら荘
有限会社サンスマイル
有限会社吉岡船舶工業
養護老人ホーム寿楽苑
立命館生活協同組合
宮崎県
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
ボートピア高城
ホテルメリージュ
ヤンマーエンジニアリング株式会社日南サービスグループ
医療法人真愛会高宮病院
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
株式会社エクシス
株式会社だいきち
株式会社響
株式会社光栄総合管理
株式会社森輪商工
宮崎カーフェリー株式会社
宮崎刑務所
宮崎県日南市観光・スポーツ課
軽費老人ホーム青島荘
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
社会福祉法人愛育福祉会児童養護施設みどり学園
社会福祉法人愛育福祉会清松園やわらぎの里（大武タウン）
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
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団センターきりしま
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団向陽の里
社会福祉法人宮崎福祉会
社会福祉法人共生会社会就労センター日向共働社
社会福祉法人金鈴学園
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人恵愛会ケアハウス都城
社会福祉法人慶明会
社会福祉法人光紀会
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
社会福祉法人鐘ヶ浜学園
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
社会福祉法人石井記念友愛社
社会福祉法人石井記念友愛社児童養護施設石井記念有隣園
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
社会福祉法人巴会
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
青島神社
帯谷電機工業株式会社
特定非営利活動法人いろはの森
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ライフカンパニー新富
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
百姓うどん
富士自動販売機宮崎センター
有限会社くるま工房くろぎ
鹿児島県
A"LINEマルエーフェリー株式会社
ＮＩＳＨＩＤＡＯＦＦＩＣＥ
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法人奄美自立支援センターティダワークス
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
ユーミーコーポレーション株式会社
医療法人純青会
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
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
一般社団法人ハルナ
一般社団法人福City
永吉辰男
永原陽子
株式会社LINKS
株式会社MIC
株式会社エクシス
株式会社ケイシン自立支援センターかやの郷
株式会社ゼネラルエンヂニアリング
株式会社なんきゅうドック
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
亀川耕介
吉原道子
弓場建設株式会社
協同組織むぎのめ
見里恒成
幸喜屋
国立療養所星塚敬愛園
甑島商船株式会社
三島村役場
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
社会福祉法人愛真会三州原学園
社会福祉法人愛生会
社会福祉法人愛訪会
社会福祉法人以和貴会
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
社会福祉法人開吉福祉会児童養護施設慈恵学園
社会福祉法人岳風会
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
社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団障害者支
援施設川内自興園
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ワークセンター奄美・ジョイワーク奄美
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薩来園
社会福祉法人聖光会
社会福祉法人青鳥会
社会福祉法人大川福祉会
社会福祉法人大村報徳学園
社会福祉法人長和会
社会福祉法人天上会
社会福祉法人藤照会
社会福祉法人南恵会
社会福祉法人日置福祉会
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
社会福祉法人白鳩会おおすみの園
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
社会福祉法人明澈会
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
社会福祉法人林愛会児童養護施設大隅学舎
社会福祉法人和生会
松元英光
上西正高
川下辰郎
前田シモ
大島産業株式会社
中川運輸株式会社
鳥居タバコ店
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自立支援センター愛ら
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樹

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
特別養護老人ホーム涼松
菱重コールドチェーン株式会社
平昭
明昭産業株式会社
有限会社エムアールナカオ
有限会社コヤマダ建材
有限会社吉徳福祉機器販売
有限会社橋口製作所
有限会社三井・メディックス
有限会社川崎米穀店
有限会社南の太陽ぽかぽか食堂
沖縄県
NPO法人ToiToi
NPO法人名護市障がい者関係団体協議会
ジャガーパーキング久米
パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄株式会社
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
医療法人信愛会
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
一般社団法人かりゆし結
一般社団法人ちゃんぷるハウス
一般社団法人りあん
一般社団法人沖縄ダルク
沖縄刑務所
沖縄少年院
株式会社がんじゅうさー
株式会社シモセン
株式会社ネオテック
株式会社沖縄機械整備
株式会社糸満市物産センター
合同会社四つ竹
合同会社万寿こどもサポートはるかぜ
糸満工業団地協同組合
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社会福祉事業団うるま婦人寮
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団沖縄療育園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団具志川厚生園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団障害者支援
施設都屋の里
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団名護厚生園
社会福祉法人沖縄松楓会
社会福祉法人海邦福祉会
社会福祉法人喜寿会
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
社会福祉法人幸仁会
社会福祉法人高洋会
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
社会福祉法人善隣福祉会
社会福祉法人善隣福祉会特別養護老人ホーム愛誠園
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
社会福祉法人楓葉の会

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
社会福祉法人与勝福祉会特別養護老人ホーム与勝の里
社会福祉法人麗峰会
社会福祉法人偕生会沖縄偕生園
社会福祉法人榕樹会
就労ネットワークオリーブの家
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生活センター・イルカ
特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい
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地域福祉保健推進協会
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
有限会社光和商事
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

一般財団法人熊本県建築住宅センター
一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会
一般財団法人熊本青年会館
一般社団法人九州福祉会
一般社団法人熊本県歯科医師会
一般社団法人結井の郷オリーブの樹
一般社団法人光輪
一般社団法人虹
株式会社アートプロセス
株式会社エクシス
株式会社キッチン･ブレス
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
株式会社太宝
菊池市
玉名市岱明B&G海洋センター
熊本ドック株式会社
熊本刑務所
熊本県球磨郡あさぎり町役場
熊本県精神科病院協同組合あかねクリーン
熊本県長洲町
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
社会福祉法人ぎんなん会山麓
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
社会福祉法人熊本市社会福祉事業団長寿の里デイサービスセンター
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
社会福祉法人御陽会障がい者総合支援センター
ヴィラささゆ（第二明星学園）
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
社会福祉法人山紫会
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
社会福祉法人仁風会
社会福祉法人水光会
社会福祉法人星峰会

大川広域行政組合
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
特別養護老人ホームうたい鳥
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
愛媛県
BEMAC株式会社
F・オートサービス
NPO法人ケアサポート
NPO法人サスケ工房
NPO法人さなえ
NPO法人ひだまり工房
NPO法人みこと会
NPO法人れんげ草
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
うららか福祉サービス株式会社
マリンパーク新居浜
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
一般財団法人積善会十全総合病院
一般社団法人幸創會
宇和島地区広域事務組合きほく優愛の里
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
株式会社ワイズ・ホールディングス
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
三好造船株式会社
山中造船株式会社
四国溶材株式会社
児童養護施設親和園
社会福祉法人あおい会
社会福祉法人コイノニア協会
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
社会福祉法人みその児童福祉会
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厚生協会みどり寮
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
社会福祉法人喜久寿
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
社会福祉法人澄心
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
社会福祉法人悠々会
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
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
地域づくり推進事業部もみの木
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まこと
特定非営利活動法人みこと会
伯方造船株式会社
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
高知県
NPO法人地域福祉サポートあ・とむ
サンガリア商事株式会社（社会福祉法人てくとこ会）
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
株式会社かつお船
株式会社松村鉄工所
株式会社特殊製鋼所
株式会社濱田水道工務店
香南市教育委員会
香美市教育委員会
香美市社会福祉協議会
四万十町窪川B&G海洋センター
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
社会福祉法人ネットファミリー
社会福祉法人ふるさと自然村
社会福祉法人愛成会
社会福祉法人安芸市身体障害者福祉会
社会福祉法人光の村
社会福祉法人厚敬会
社会福祉法人高春福祉会
社会福祉法人室戸はまゆう会
社会福祉法人秋桜会特別養護老人ホームコスモスの里
社会福祉法人正晴会特別養護老人ホームさくら
社会福祉法人太陽福祉会
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
社会福祉法人土佐香美福祉会
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
新高知重工株式会社
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
特定非営利活動法人ワークスみらい高知
入交キャピタル株式会社
入交キャピタル株式会社（ボートピア土佐）
入交グループ本社株式会社
有限会社釜原鋳鋼所
有限会社中之島造船所
福岡県
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北九州工場
ウェルビーイングサービス
グリーンライフ産業株式会社
コインランドリーゆーかりの木
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
ミニボートピア嘉麻
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
芦屋町モーターボート競走事業
囲碁センター西新
一般財団法人日本モーターボート競走会やまと学校
一般財団法人日本モーターボート競走会芦屋支部
一般財団法人日本モーターボート競走会若松支部
一般財団法人日本モーターボート競走会福岡支部
一般社団法人あまね
一般社団法人学生就職支援協会
一般社団法人在宅看護センター北九州
一般社団法人障害者自立支援協会
一般社団法人大牟田観光協会
一般社団法人東建アグリ
一般社団法人友愛
株式会社D･Sヤマセイ
株式会社i･ライフソリューションズ
株式会社LikeLabKataru
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
株式会社カムラック
株式会社カンサイ
株式会社クリーニングのアルファ
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
株式会社南福岡自動車学校
株式会社福岡サンレイクゴルフ倶楽部
株式会社北商事
株式会社毎日介護タクシー
株式会社毎日介護タクシー有料老人ホーム八女津媛
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
公益社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院
公益社団法人福岡県看護協会
阪九フェリー新門司神戸行きターミナル
三井松島ホールディングス株式会社
三信船舶電具株式会社
社会医療法人栄光会
社会福祉法人あけぼの会
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
社会福祉法人すみれ会
社会福祉法人せいうん会
社会福祉法人たからばこ
社会福祉法人ハイジ福祉会
社会福祉法人ほっと福祉会
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
社会福祉法人育心会住宅型有料老人ホームくくる
社会福祉法人稲築福祉会誠心園
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
社会福祉法人甘木山学園
社会福祉法人希望の丘
社会福祉法人久英会
社会福祉法人共栄福祉会板屋学園
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
社会福祉法人敬愛園アットホーム諸岡
社会福祉法人敬親会
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
社会福祉法人高塔会暁の鐘学園
社会福祉法人黒木福祉会
社会福祉法人宰府福祉会
社会福祉法人菜文会
社会福祉法人桜園
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人誠慈会誠慈学園
社会福祉法人赤坂園
社会福祉法人善正会
社会福祉法人相互福祉会
社会福祉法人筑前福祉会
社会福祉法人筑陽会
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
社会福祉法人二葉会砂山デイサービスセンター
社会福祉法人年輪福祉会
社会福祉法人八千代会
社会福祉法人八千代会田主丸一麦寮
社会福祉法人飯盛会
社会福祉法人悲田院
社会福祉法人福岡あけぼの会
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
社会福祉法人福岡県社会事業団和白青松園
社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会
社会福祉法人福祉松快園
社会福祉法人福祉松快園介護老人保健施設友和松快園
社会福祉法人福祉松快園松快園ケアハウス豊の里
社会福祉法人豊徳会
社会福祉法人北九州フレンド社
社会福祉法人北筑前福祉会
社会福祉法人本郷福祉会
社会福祉法人未来駅
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
社会福祉法人和奏会
手打ちうどんちえ福
小倉拘置所
小倉少年鑑別支所
昭光株式会社
常石鉄工株式会社
川崎町
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
筑紫少女苑
筑邦銀行
朝倉市甘木B&G海洋センター
長松山光薫寺
電気興業株式会社九州支店
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
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
福岡国際空港株式会社
福岡少年院
福岡少年鑑別所
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
有限会社久保山自動車
有限会社明治屋
佐賀県
NPO法人のんびらぁと
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
株式会社イマムラ
株式会社イング
株式会社ウェルビジョン九州
株式会社九州PFIクリエイト
株式会社栗山建設
株式会社坂口組
株式会社泰山興業
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

社会福祉法人椎原寿恵会住宅型有料老人ホームグランドハウスまごごろ
社会福祉法人椎原寿恵会特別養護老人ホーム真心の園
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
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
麓刑務所
長崎県
NPO法人あさひ
NPO法人元気っこクラブファイト
NPO法人諫早なかよし村21このゆびとまれ
ボートレース大村
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
株式会社KTNソサエティ
株式会社MIC
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
株式会社マシナリーテック
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
株式会社三恵
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
公益社団法人日本海員掖済会長崎掖済会病院
佐々観光開発株式会社
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
社会福祉法人とみのはら福祉会
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
社会福祉法人敬天会
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

社会福祉法人山陰会
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人福翠会
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
石田コピーセンター株式会社
前畑造船株式会社
大阪鋼管株式会社
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
長崎マリンサービス株式会社
長崎蒲鉾有限会社
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
特定非営利活動法人そよみ
特定非営利活動法人もくもく
特定非営利活動法人県央自立支援センター亜斗務
特定非営利活動法人元気っ子クラブファイト
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
福岡造船株式会社
北松通運株式会社
野母商船株式会社青方代理店
有限会社ツカサフーズ
有限会社吉井工業
熊本県
NPO法人ABCネットワークよつ葉の里
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法人チャイルドサポートきくち
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法人熊本自立支援センターGUMP
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
医療法人おがた会
医療法人社団昭仁会
医療法人社団仁誠会
医療法人池満会ながすクリニック
一般財団法人杏仁会

株式会社香川ダイハツモータース
株式会社香川ダイハツモータース三木店
株式会社香川ダイハツモータース滝宮店
株式会社香川ダイハツモータース詫間店
株式会社高松セントラルスカイビルデイング
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
丸亀市栗熊コミュニティー
企業組合坂出造船所
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（海の科学館）
公益社団法人香川県看護協会
香川船渠株式会社
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
社会福祉法人こがも福祉会
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
社会福祉法人すみれ福祉会特別養護老人ホーム桉樹苑
社会福祉法人ナザレの村かすがの里・あじさい
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人永生会愛生苑
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
社会福祉法人四恩の里亀山学園
社会福祉法人若竹会
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
社会福祉法人善心会
社会福祉法人善通寺福祉会
社会福祉法人多度津福祉会
社会福祉法人多度津福祉会特別養護老人ホーム桃陵苑
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
新極真会香川中央支部坂出道場
清水木材株式会社
青葉工業株式会社
泉鋼業株式会社
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

社会福祉法人壽光会
授産センターよつば
松江市松江B&G海洋センター
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
和幸株式会社
岡山県
NPO瀬戸内
NPO法人杜の家
NPO法人美作自立支援センター
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
イマージュ
オーニック株式会社
カーツ株式会社
コーワン株式会社
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
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人社団岡山純心会
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
一般財団法人倉敷成人病センター
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
一般社団法人岡山県歯科医師会
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
楽器堂
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
株式会社ハーモニー
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
株式会社リードオン
株式会社栄工プラント
株式会社山陽新聞印刷センター
株式会社真栄住研
株式会社瀬戸内クルージング
株式会社藤原工務店
株式会社凪物流
株式会社富士テック
株式会社平野瓦工業所
株式会社宝山
玉島テレビ放送株式会社
公益社団法人岡山県看護協会
社会医療法人清風会
社会福祉法人P.P.P
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
社会福祉法人ことぶき会
社会福祉法人しおかぜ
社会福祉法人ちとせ交友会
社会福祉法人まこと会
社会福祉法人ますみ会
社会福祉法人みずき会
社会福祉法人みどり会
社会福祉法人みどり会介護施設みどり乃杜
社会福祉法人みどり会特別養護老人ホーム鹿田の庄
社会福祉法人みゆき会
社会福祉法人めやす箱
社会福祉法人ももぞの学園
社会福祉法人わかば園
社会福祉法人愛あい会
社会福祉法人愛和会
社会福祉法人旭川荘
社会福祉法人旭川荘旭川乳児院
社会福祉法人旭川荘竜ノ口寮
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
社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会
社会福祉法人閑谷福祉会
社会福祉法人吉備の里
社会福祉法人吉備路の会
社会福祉法人共栄会
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
社会福祉法人光風福祉会
社会福祉法人幸輝会
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
社会福祉法人幸輝会幸輝園
社会福祉法人広虫荘
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特別養護老人ホーム碧山荘
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
社会福祉法人菜花の里
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
社会福祉法人純晴会
社会福祉法人勝明福祉会
社会福祉法人小田・後月三友会
社会福祉法人松園福祉会
社会福祉法人新生寿会
社会福祉法人深山会
社会福祉法人神郷の園
社会福祉法人翠明会
社会福祉法人瀬戸内会
社会福祉法人瀬戸内福祉事業会
社会福祉法人清楼会
社会福祉法人生き活き館
社会福祉法人雪舟福祉会
社会福祉法人千寿福祉会
社会福祉法人千寿福祉会そうじゃ晴々
社会福祉法人千寿福祉会吉備高原清和荘
社会福祉法人千寿福祉会特別養護老人ホームロマンシティあいだ
社会福祉法人泉学園
社会福祉法人創心福祉会
社会福祉法人超寿会
社会福祉法人津山みのり学園
社会福祉法人津山市社会福祉協議会
社会福祉法人津山社会福祉事業会
社会福祉法人津山福祉会
社会福祉法人同仁会
社会福祉法人南野育成園
社会福祉法人日本原荘
社会福祉法人日本原荘介護老人保健施設津山ナーシングホーム
社会福祉法人日輪会
社会福祉法人福愛会
社会福祉法人福実会
社会福祉法人芳仙会
社会福祉法人優風会
社会福祉法人悠優会
社会福祉法人夕凪会
社会福祉法人陽光会
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
真庭市役所北房支局
社会福祉法人倉敷中央天寿会
総社花萬株式会社
総社市役所
中島硝子工業株式会社
帝人ナカシマメディカル株式会社
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岡山自立支援センターきびっ子おかやま

特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子おかやま
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子くめなん
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子みつ
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B&G海洋センター
日生地区海運組合
日生町漁業協同組合
日本ケミカル機器株式会社
武田鋳造株式会社
福祉の店きずな
有限会社吉備高原ファーム
有限会社美作薬局
広島県
BEMAC株式会社
NPO法人就労継続支援施設広島自立支援センターともに
YAMAX株式会社
アサヒプリテック株式会社広島営業所
アルファデンタルオフィス
イーグル工業株式会社呉事業所
ウェーブレッツ株式会社ボートレースチケットショップ安芸高田
エー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
ツネイシチャレンジド株式会社
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
医療法人社団あと会
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
学校法人八正学園ハイロスハイマ幼稚園
株式会社RANON
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
株式会社ニシキプリント
株式会社ファーマシィ
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
株式会社ワールドステイ
株式会社京泉工業
株式会社共立機械製作所
株式会社熊谷組中四国支店
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
株式会社博善
株式会社豊國
宮島ボートレース企業団
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
協成電機株式会社本社
呉精器工業株式会社
向島ドック株式会社
広島県坂町
広島商船高等専門学校
綱田工業株式会社
合同会社ゆうすけ
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
寺本鉄工所
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
社会福祉法人くすの木の会
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
社会福祉法人英寿会
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
社会福祉法人健生会
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
社会福祉法人広島聖光学園
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
社会福祉法人若菜
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
社会福祉法人静方会
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
社会福祉法人大崎福祉会
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
社会福祉法人飛鳥
社会福祉法人尾道さつき会
社会福祉法人尾道のぞみ会
社会福祉法人尾道市社会福祉協議会
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
庄原市口和老人福祉センター
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
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
東広島市安芸津B&G海洋センター
東広島市黒瀬B&G海洋センター
東洋機械株式会社
藤本悦志
特定非営利活動法人あいあい広場
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
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
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
鐵萬商事株式会社
山口県
NPO法人優喜会
YOU介護サービス株式会社
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
旭洋造船株式会社
医療法人緑山会
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
宇部観光株式会社
下関市競艇事業局
株式会社エクシス
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
社会福祉法人E･G･F
社会福祉法人くだまつ平成会
社会福祉法人さわやか会養護老人ホーム長生園
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障害者支援施設高嶺会
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社会福祉事業団山口県社会福祉会館
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アイユウの苑
社会福祉法人新永福祉会
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
社会福祉法人青藍会ハートホーム新山口
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
地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院
長府工産株式会社

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移動ネット山口
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
有限会社ハシモト
有限会社フォーマックス
有限会社末永整骨院
徳島県
NPO法人サスケ工房
NPO法人らくえん
NPO法人地域活動支援センターあなん
SUNNYDAYS
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
ヤマトホームコンビニエンス株式会社四国ビジネスサポート支店
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
阿南市スポーツ振興課
阿南市教育委員会
阿南市役所
阿北特別養護老人ホーム
医療法人至誠会
医療法人成悠会
医療法人青志会
医療法人川内内科
医療法人道志社
医療法人芳越会
医療法人鈴木会
井村造船株式会社
株式会社テレビ鳴門
株式会社ファミリヤ
株式会社フクブル
株式会社新来島徳島どっく
株式会社村上造船所
宮和海運株式会社
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
自治労阿南市職員労働組合連合会
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
社会福祉法人さわらび会
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
社会福祉法人みらい
社会福祉法人ルミエール
社会福祉法人阿南淡島会
社会福祉法人阿南福祉会
社会福祉法人阿波市社会福祉協議会
社会福祉法人愛育会
社会福祉法人愛心会
社会福祉法人愛泉会
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敬和会
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
社会福祉法人成蹊会
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
社会福祉法人石井町社会福祉協議会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人大麻福祉の町

社会福祉法人大麻福祉の町Bande桧
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社会福祉事業団希望の郷
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
社会福祉法人徳島県身体障害者連合会小星園
社会福祉法人徳島蒼生福祉会
社会福祉法人博友会
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
社会福祉法人美馬市社会福祉協議会
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
社会福祉法人由岐福祉会
社会福祉法人凌雲福祉会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会介護老人福祉施設おおつ苑
宗教法人常楽寺
松村歯科医院
松茂町役場
障害者支援施設ルキーナうだつ
森谷商店
神例造船株式会社
全水道鳴門水道労働組合
大塚製薬株式会社徳島支店
東みよし町三加茂B&G海洋センター
徳島刑務所
徳島県心身障害者福祉会
徳島市B&G海洋センター
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ふれあい福祉の会山びこへるぷ
特定非営利活動法人巣立就労継続支援センター巣立
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
日本モーターボート競走会鳴門支部
美波町
美馬市
美馬市役所
睦技研株式会社
牟岐町
鳴門市企業局
鳴門市身体障碍者連合会
鳴門市母子寡婦福祉連合会
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
香川県
BEMAC株式会社
サンコー株式会社
サンショク合同会社
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル寒川
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル三木
ヤンマー舶用システム株式会社
葵工業株式会社
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
医療法人社団以和貴会いわき病院
医療法人社団純心会
医療法人社団清風会中山病院
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
一般社団法人SKYあーと
学校法人やしま学園
楽笑福祉会歩笑
株式会社セーフティーサポート
株式会社マキタ
株式会社マルメン製麺所
株式会社幸真

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
社会福祉法人真誠会
社会福祉法人親誠会
社会福祉法人青谷福祉会青谷こども学園
社会福祉法人中部福祉会
社会福祉法人鳥取こども学園
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
社会福祉法人博愛会
社会福祉法人遊歩
社会福祉法人麗明会
社会福祉法人和
鳥取日産自動車販売株式会社
特定非営利活動法人YSSだいせん
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鳥取青少年ピアサポート
日産プリンス鳥取販売株式会社
日本交通株式会社
美保学園
有限会社ドアーズ
有限会社旭鉄工所
由良タクシー有限会社
島根県
L物流株式会社
NPO法人えんJOY
NPO法人さくらんぼのお家
NPO法人ふきのとう
NPO法人益田自立支援センター
かばはうすホールディングス株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社松江事業部
株式会社吉田ふるさと村
株式会社内村電機工務店
公益財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
合同会社Robse
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
社会福祉法人おおつか福祉会介護老人保健施設もくもく
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ケアポートよしだ
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
社会福祉法人金太郎の家
社会福祉法人桑友
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
社会福祉法人吾郷会養護老人ホームまほろば大和
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ケアハウス寿生の郷
社会福祉法人出雲南福祉会薫風の丘
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
社会福祉法人大田市社会福祉事業団
社会福祉法人島根ライトハウス
社会福祉法人島根県社会福祉事業団
社会福祉法人梅寿会軽費老人ホームコーポ「ますだ」
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



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
社会福祉法人恵庭光風会恵庭光と風の里
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特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘
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
社会福祉法人彩咲会
社会福祉法人朔風
社会福祉法人札親会
社会福祉法人札幌この実会
社会福祉法人札幌協働福祉会
社会福祉法人札幌肢体不自由福祉会
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
社会福祉法人手稲ロータス会特別養護老人ホーム手稲ロータス
社会福祉法人小樽育成院
社会福祉法人小樽高島福祉会
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
社会福祉法人雪の聖母園就労支援センターオプス
社会福祉法人千歳いずみ学園
社会福祉法人大悲会特別養護老人ホームあそか苑
社会福祉法人朝日福祉会
社会福祉法人長井学園
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
社会福祉法人美々川福祉会
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リハビリー
社会福祉法人北海道光生会
社会福祉法人北海道光生舎
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友愛福祉会ケアハウスゆうあい
社会福祉法人北海道友愛福祉会静苑ホーム
社会福祉法人北海道療育園
社会福祉法人北見有愛会
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
帯広刑務所
帯広少年院
鷹栖町教育委員会
秩父別町B&G海洋センター
津軽海峡フェリー株式会社
当麻町教育委員会
当麻町母子寡婦会
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さらら壮瞥
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ゆう
特定非営利活動法人恵生会
特定非営利活動法人工房・虹と夢後援会
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手と手
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
特別養護老人ホーム手稲ロータス
苫重建設株式会社
農村公園
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
北洋無線株式会社
有限会社Colors
有限会社藤電機システム
有限会社函館厚生商事
青森県
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
よこまちストア
一般財団法人日々木の森
一般社団法人アイループ
株式会社KASAKO就労移行支援事業所C-ROAD
株式会社サンパワー
株式会社リバース
株式会社高橋
株式会社小笠原新聞店
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
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
社会福祉法人義栄会障碍者支援事業所じょいん
社会福祉法人義乃会
社会福祉法人吉幸会
社会福祉法人吉幸会特別養護老人ホーム野辺地ホーム
社会福祉法人桐栄会
社会福祉法人恵徳会
社会福祉法人桂久会
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特別養護老人ホーム青山荘
社会福祉法人拓心会
社会福祉法人中央福祉会
社会福祉法人長老会
社会福祉法人田舎館村社会福祉協議会
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
社会福祉法人藤聖母園特別養護老人ホーム藤の園
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
社会福祉法人明恵会
社会福祉法人明和会
社会福祉法人友の会
社会福祉法人養正会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和幸園
心の里うぐいす
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
東北医療福祉事業協同組合
特定非営利活動法人team.Stepbystep
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双松福祉会
特定非営利活動法人陽だまりの家
特定非営利法人三本の木
特別養護老人ホーム森の里
南部町教育委員会南部町名川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
岩手県
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
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
宮古市魚市場
宮古湾漁業協同組合
鍬ヶ崎番屋
公益財団法人岩手県予防医学協会
三陸やまだ漁業協同組合
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（佐藤宮司宅）
社会福祉法人いつつ星会
社会福祉法人カナンの園ヒソプ工房

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
社会福祉法人岩手和敬会青山和敬荘
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
社会福祉法人燦々会
社会福祉法人志和大樹会
社会福祉法人紫波会
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盛岡杉生園
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
社会福祉法人新生会
社会福祉法人新里紫桐会
社会福祉法人清智会
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
社会福祉法人天神会
社会福祉法人田老和心会
社会福祉法人博愛会
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特別養護老人ホーム敬愛園
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
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
田老町漁業協同組合
東北医療福祉事業協同組合
東北汽船港運株式会社
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ックの家
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
特別養護老人ホーム麗峰苑
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
北日本造船株式会社久慈工場
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
有限会社大船渡ドック
宮城県
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
アライオートオークション仙台株式会社
エームサービス
ヒノケン株式会社
レインボー川崎
医療法人金上仁友会金上病院
一般社団法人まなびの森
一般社団法人悠優会
牡鹿漁業協同組合
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
株式会社ダイリツプランニング(ボートピア川崎)
株式会社マルイチ
株式会社みらい造船
株式会社ヤマニシ
株式会社阿部和工務店
株式会社三亥塩釜支店
株式会社小野寺鐵工所
株式会社新和エンジンサービス
株式会社聖人堀鐵工所
株式会社鈴木造船所
久我建設株式会社
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
宮城県漁業協同組合塩釜総合支所
宮城県漁業協同組合宮戸支所
宮城県漁業協同組合石巻総合支所
宮城県蔵王町
宮城県大郷町教育委員会
公益財団法人宮城県対がん協会
公益社団法人日本海員掖済会宮城利府掖済会病院
佐藤造船所
笹谷温泉湯元一乃湯
社会福祉法人おおさきさくら福祉会すずかけの里
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
社会福祉法人愛の郷
社会福祉法人愛泉会
社会福祉法人旭壽会
社会福祉法人旭壽会特別養護老人ホーム一心苑
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
社会福祉法人恵泉会パルめぐみ
社会福祉法人恵泉会特別養護老人ホーム光風園
社会福祉法人慶和会

社会福祉法人敬寿会特別養護老人ホーム仙台敬寿園
社会福祉法人敬長福祉会
社会福祉法人向陽会
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
社会福祉法人国見会
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
社会福祉法人仙萩の杜ぴぁ
社会福祉法人仙萩の杜障がい者福祉サービス事業所まどか西中田
社会福祉法人千賀の浦福祉会特別養護老人ホーム松島長松苑
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
社会福祉法人洗心会第二高松園
社会福祉法人大崎誠心会
社会福祉法人大石ヶ原会
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
社会福祉法人白石陽光園
社会福祉法人八木山福祉会
社会福祉法人和仁福祉会特別養護老人ホーム和香園
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
仙台ビーナス会
千賀の浦福祉会多賀城苑
千賀の浦福祉会第二清楽苑
大衡村役場
大崎八幡宮
東北医療福祉事業協同組合
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サポートこもれび
特定非営利活動法人桑の木
認定NPO法人さわおとの森
法務省仙台矯正管区
豊里コミュニティ推進協議会
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
亘理町教育委員会
秋田県
NPO法人能代市体育協会
ボートピア河辺
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
株式会社ホリスティックホールティングス
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
社会福祉法人あけぼの会なごみのさと
社会福祉法人ｸ ﾘ゙ｰﾝﾛｰｽﾞ
社会福祉法人つるまい福祉会水林新生園
社会福祉法人はまなす会
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
社会福祉法人みそのみそのホーム
社会福祉法人みその聖園天使園
社会福祉法人横手福祉会
社会福祉法人河辺ふくし会
社会福祉法人花輪ふくし会
社会福祉法人久盛会
社会福祉法人琴丘ふくし会
社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人敬仁会地域密着型特別養護老人ホーム聚恵苑
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
社会福祉法人交楽会障害者支援施設森幸園
社会福祉法人晃和会
社会福祉法人慈泉会
社会福祉法人秋田ふくしハートネット
社会福祉法人秋田旭川福祉会

社会福祉法人秋田育明会竹生寮
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
社会福祉法人秋田福祉協会
社会福祉法人上小阿仁村社会福祉協議会
社会福祉法人水交苑
社会福祉法人水交会
社会福祉法人成光会
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
社会福祉法人能代ふくし会指定障害福祉サービス事業所ねむの木苑
社会福祉法人比内ふくし会
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
社会福祉法人友愛の園
社会福祉法人六縁会
社会福祉法人六郷仙南福祉会
社会福祉法人六郷仙南福祉会ロートピア仙南
秋田キャッスルホテル
秋田刑務所
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
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
山形県
NPO法人置賜ひまわり会
アルファクラブ東北株式会社
オーリンク株式会社介護付有料老人ホームフォーリーフ嶋
ひまわり南陽
医療法人敬愛会
株式会社STAY
株式会社サンパワー
株式会社ユートピアライフ介護付有料老人ホームやすらぎ苑
株式会社千歳建設
株式会社蔵王サプライズ黒沢工場
株式会社未来創造館
株式会社有賀組
山形県社会福祉事業団山形県慈丘園
社会医療法人二本松会かみのやま病院
社会福祉法人いずみノ杜
社会福祉法人ふじの里
社会福祉法人みのり福祉会
社会福祉法人やまがた市民福祉会
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
社会福祉法人恵泉会恵泉会シニアサポートともえ
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬天会
社会福祉法人敬天会指定障害者支援施設水明苑
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
社会福祉法人慈敬会
社会福祉法人慈風会
社会福祉法人舟和会
社会福祉法人庄内福祉会
社会福祉法人松風会特別養護老人ホームはとみね荘
社会福祉法人親和会
社会福祉法人千宏会
社会福祉法人双葉会特別養護老人ホーム太陽の里ふたば
社会福祉法人村山光厚生会養護老人ホーム村山光ホーム
社会福祉法人朝日敬慎会
社会福祉法人朝日町福祉会
社会福祉法人東根福祉会
社会福祉法人徳良会
社会福祉法人南陽恵和会特別養護老人ホームこぶし荘
社会福祉法人白鷹福祉会
社会福祉法人尾花沢福祉会特別養護老人ホームよつば荘
社会福祉法人米沢仏教興道会

北海道
NPO法人自立支援センター歩歩路
アサヒプリテック株式会社
せたな町B&G海洋センター
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
リサイクルマート名寄店
愛別町教育委員会
旭川少年鑑別所
医療法人渓仁会
医療法人渓仁会札幌西円山病院
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院
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
一般社団法人はるか
一般社団法人パレット
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
株式会社アイティ・コミュニケーションズ
株式会社クリーンリースウェルフェア
株式会社クリエイティブ・ケイ
株式会社グロウス
株式会社コンテック
株式会社ナイネンキ
株式会社プロット
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
株式会社繁富工務店
株式会社北海道オフィスプロダクツ
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(古平町B&G海洋センター)
五洋建設株式会社札幌支店
公益社団法人日本海員掖済会小樽掖済会病院
合同会社癸方苑
根室造船株式会社
札幌矯正管区第一部
札幌刑務所
札幌佐々木畜産株式会社
斜里町
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
社会福祉法人あけぼの福祉会岩内あけぼの学園
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
社会福祉法人よいち福祉会
社会福祉法人旭川たいせつ福祉会
社会福祉法人旭川旭親会
社会福祉法人旭川育児院
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
社会福祉法人栄和会
社会福祉法人楽生会
社会福祉法人岩内厚生園
社会福祉法人空知の風

社会福祉法人福島県福祉事業協会ワークスペース・アシスト
社会福祉法人福島県福祉事業協会原町共生授産園
社会福祉法人福島県福祉事業協会障がい者多機能型事業所せきれい
社会福祉法人福島県福祉事業協会多機能型事業所田村
社会福祉法人福島福祉会
社会福祉法人柳愛会
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
社会福祉法人緑風福祉会
社会福祉法人緑風福祉会いいざか花桃館
社会福祉法人緑風福祉会桑折緑風園
小名浜造船株式会社
石川町役場新庁舎
川内村役場
相浦造船鉄工所
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クローバー福祉会
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つくしの里福祉会
特定非営利活動法人ひまわり福祉会
特定非営利活動法人ほっとアクト
特定非営利活動法人ポプラ福祉会
特定非営利活動法人わいわい作業所
塙町教育委員会
福島刑務所
放課後等デイサービスわくわく新白河
有限会社及川造船所
和喜輸送株式会社東北支店
茨城県
N&A
NPO法人愛・LOVE・みらい
いばらき少年剣友会
かんてい局つくば店
ナカノカイロプラクティックオフィス
愛和会
医療法人幸樹会
一般社団法人OHANA
茨城中央園芸農業協同組合
株式会社アサヒヤ
株式会社いばらきのケア
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
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
株式会社マタニ武道具
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
金井信彦
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
社会福祉法人マリンピア
社会福祉法人みどり会
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
社会福祉法人愛和会特別養護老人ホームあそうの郷
社会福祉法人栄寿会
社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院
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

社会福祉法人創志会ライフサポートセンターいたこ
社会福祉法人筑水会
社会福祉法人筑峰学園
社会福祉法人日照養徳園
社会福祉法人博友会
社会福祉法人白銀会
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
第一常陸野公園
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キララこそだて支援センター
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結
特定非営利活動法人虹
特定非営利法人ひだまり
独立行政法人日本原子力研究開発機構
日本メクトロン株式会社
品川重工株式会社
不二造園土木株式会社
法務省水戸少年鑑別所
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
栃木県
FLATワークス
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
みゆきの杜
ユートピアにしかた
医療法人社団星野会
医療法人社団洋精会
一般財団法人栃木県青年会館
株式会社エヌゼットケイ
株式会社トライターム
株式会社ミンナのミカタ
株式会社ワールドステイ
株式会社宇都宮ユーミー建設
株式会社三協
株式会社小堀建設
株式会社大昌電子
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
社会福祉法人エルム福祉会
社会福祉法人こころみる会
社会福祉法人こぶしの会
社会福祉法人すかい
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
社会福祉法人つむぎ
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
社会福祉法人みその聖園ヨゼフ老人ホーム
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
社会福祉法人愛和会通所介護事業所スーパーデイみらい
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
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人美明会
社会福祉法人福寿会
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
社会福祉法人豊岡福祉会
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
太陽会
大日電機工業株式会社
東京計器株式会社
東京計器株式会社矢板工場
特定非営利活動法人CCVウェルフェア
特定非営利活動法人はばたき
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デイホームさつき
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
特別養護老人ホーム而今桜
栃木刑務所
那須烏山市役所教育委員会
那須塩原市
日産プリンス栃木販売株式会社
富士精密株式会社
芳賀町B&G海洋センター
有限会社はが介護サービス
群馬県
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
NPO法人山脈
おさかな茶寮
クローバー･ジャパン株式会社
パーソルサンクス株式会社
ヤマト発動機株式会社
ライフライン・サポート株式会社
医療法人山崎会
医療法人山崎会グループホームカーサ・アルカディア
医療法人社団田口会新橋病院
医療法人社団美心会
医療法人社団平形会介護老人保健施設銀鈴
医療法人大誠会
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IHI原動機太田工場
株式会社アライ
株式会社エー･アンド･ズィー
株式会社オアシス
株式会社ケアアンジュ
株式会社シーアンド・エス

株式会社せいらん大志社
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
株式会社むさしのかんてい局前橋店
株式会社やんば
株式会社ワールドステイ
株式会社小淵
株式会社上州ミート
株式会社榛名厚生会
株式会社針塚農産
株式会社相沢商店共愛学園前橋国際大学内
玉村町B&G海洋センター
群馬県みどり市
群馬県住宅供給公社
群馬県立二葉高等特別支援学校
群馬県立二葉特別支援学校
公益社団法人前橋積善会
国立療養所栗生楽泉園
社会福祉法人あかぎの響
社会福祉法人あんなか福祉会
社会福祉法人おおぎだ
社会福祉法人おおぎだ特別養護老人ホームローズヒル
社会福祉法人ことぶき
社会福祉法人チハヤ会
社会福祉法人のぞみ
社会福祉法人はるな郷
社会福祉法人プライム
社会福祉法人ほたか会
社会福祉法人みやぎ会あゆみの里
社会福祉法人みやび会
社会福祉法人もくせい会
社会福祉法人ゆずりは会
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人愛星会
社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会
社会福祉法人永光会
社会福祉法人鎌倉会
社会福祉法人館邑会
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
社会福祉法人協栄会多機能型事業所のぞみ
社会福祉法人玉樹会
社会福祉法人玉風会
社会福祉法人薫英会
社会福祉法人薫英会障害福祉サービス事業所ワークショップくんえい
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園そめやの里
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム菱風園
社会福祉法人群馬厚生会
社会福祉法人恵済会
社会福祉法人恵風会
社会福祉法人後閑あさひ福祉会あさひ第二保育園
社会福祉法人後閑あさひ福祉会後閑あさひ保育園
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
社会福祉法人三愛荘
社会福祉法人三喜会特別養護老人ホーム吉井セピア
社会福祉法人三国塩原会
社会福祉法人山紫会特別養護老人ホーム音和の園
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
社会福祉法人潤青会
社会福祉法人昭和ゆたか会
社会福祉法人上川会
社会福祉法人上毛愛隣社
社会福祉法人上毛愛隣社めぐみ保育園
社会福祉法人植竹会
社会福祉法人新生会
社会福祉法人榛永会
社会福祉法人榛桐会
社会福祉法人仁和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人誠光会
社会福祉法人青風舎ケアハウスきょうめ
社会福祉法人青和会
社会福祉法人赤城の家

社会福祉法人千代の会
社会福祉法人大平台会
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
社会福祉法人尾瀬長寿会桜花苑
社会福祉法人美幸会
社会福祉法人平成会
社会福祉法人北毛清流会
社会福祉法人明清会
社会福祉法人悠仁会
社会福祉法人邑友会
社会福祉法人邑友会やまつつじ
社会福祉法人龍峰会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑陽会軽費老人ホームグリーンハイツ
社会福祉法人圓会
小野里工業株式会社
大洋電機株式会社
第一生命保険株式会社
藤間精錬株式会社
特定非営利活動法人エイチ・ツー・オー
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すだち
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麦わら屋
特定非営利法人妙義会
農事組合法人さんぽ道
明和町役場
有限会社ヤマモトサービス
有限会社草津リゾート
理研鍛造株式会社
埼玉県
NPO法人あおい糸
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関東事業所
アサヒプリテック株式会社埼玉工場
アサヒ建工株式会社
いながき動物病院
ジャパンウェイスト株式会社
リコージャパン株式会社
医療法人豊仁会三井病院
一般財団法人日本モーターボート競走会
一般社団法人あるかでぃあ
一般社団法人ノーマライズうらわ
一般社団法人日本モーターボート選手会埼玉支部
株式会社MIC
株式会社あすなろ
株式会社サイサン
株式会社とだか建設
株式会社ベストロジ埼玉
株式会社ポプラ
株式会社岡部コントリビューションパーク
株式会社岡部コントリビューションパーク代表取締役中島卓也
株式会社幸大ハイテック
株式会社倉本産業
株式会社倉本産業川越工場
株式会社日立ニコトランスミッション
久喜市栗橋B&G海洋センター
興亜化工株式会社
幸手市教育委員会
埼玉福興株式会社
三伸機材株式会社
三信船舶電具株式会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人ありす福祉会
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
社会福祉法人ゆうき福祉会
社会福祉法人ルロワ
社会福祉法人愛抱会
社会福祉法人育心会

社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人温和会
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
社会福祉法人熊谷福祉会
社会福祉法人敬寿会
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
社会福祉法人埼玉のぞみの園深谷たんぽぽ
社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団
社会福祉法人埼玉県身体障害者福祉協会
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
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人入間川福祉会
社会福祉法人博愛福祉会
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
社会福祉法人歩む会福祉会
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
松勘工業株式会社
松伏町
森林霊園管理事務所
神川町教育委員会
代田橋自動車有限会社
大陽工業株式会社
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わんぱくクラブ
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
北辰商事株式会社
有限会社ケアブレーン
嵐山町
千葉県
NPO法人i&i
NPO法人Village
エームサービス株式会社
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
リサイクルマート君津店
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
一般社団法人恩送り
横芝光町教育委員会
学校法人日本体育大学柏高等学校
株式会社アイ・エス・ビー
株式会社サンテック
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
株式会社ほがらか
株式会社吉川自動車
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
株式会社誠和グループ
株式会社石山
株式会社富士総業
公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団
公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
細田自動車有限会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人あかぎ万葉
社会福祉法人あすなろ会障害者支援施設どんぐりの郷
社会福祉法人うぐいす会
社会福祉法人うぐいす会からは～い
社会福祉法人かずさ萬燈会
社会福祉法人ささえ愛
社会福祉法人さつき会
社会福祉法人ジョイまつど
社会福祉法人なゆた
社会福祉法人まごころ
社会福祉法人マリンピアケアハウスマリンピア銚子
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
社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会児童養護施設望みの門かずさの里
社会福祉法人ロザリオの聖母会
社会福祉法人ロザリオの聖母会障害者支援施設聖マリア園
社会福祉法人ロザリオの聖母会聖マリア園
社会福祉法人愛光
社会福祉法人愛光障害者支援施設リホープ
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
社会福祉法人関西中央福祉会
社会福祉法人桐友学園
社会福祉法人九十九里ホーム
社会福祉法人栗の木
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人兼愛会
社会福祉法人広文会
社会福祉法人三誠会
社会福祉法人児童愛護会青松学園
社会福祉法人修央会
社会福祉法人秋桜会
社会福祉法人淑徳福祉会
社会福祉法人松の実会
社会福祉法人松里福祉会
社会福祉法人心友会
社会福祉法人新柏会
社会福祉法人神聖会
社会福祉法人翠皍会
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清郷会
社会福祉法人清郷会十倉厚生園
社会福祉法人聖隷福祉事業団松戸愛光園
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院
社会福祉法人斉信会
社会福祉法人千葉県福祉援護会
社会福祉法人千葉県福祉援護会特別養護老人
ホームローゼンヴィラはま野
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会でい・まさご
社会福祉法人泉寿会
社会福祉法人浅間の杜特別養護老人ホーム長寿園
社会福祉法人創成会
社会福祉法人創明会
社会福祉法人太陽会
社会福祉法人泰斗会
社会福祉法人鶴心会
社会福祉法人鶴心会特別養護老人ホームトータス
社会福祉法人定山会地域密着型特別養護老人ホームひばりの郷
社会福祉法人天光会特別養護老人ホーム恵光園シャイニー中央
社会福祉法人徳和会特別養護老人ホームあかいの郷
社会福祉法人薄光会
社会福祉法人薄光会あおいそら
社会福祉法人八千代美香会
社会福祉法人八千代美香会船橋市特別養護老人ホーム朋松苑
社会福祉法人父の樹会
社会福祉法人芙蓉会
社会福祉法人福祉楽団
社会福祉法人福寿会特別養護老人ホーム福寿園

社会福祉法人豊裕会六日町あいあい特別養護老人ホーム
社会福祉法人悠々会
社会福祉法人陽光会いちょうの家
舟形町B&G海洋センター
大和メディカル株式会社
鶴岡地区医師会
特定非営利活動法人くれよんはうす
南陽市役所
有限会社家岸造船所
福島県
NPO法人あさがお
NPO法人ウッドピアはなわ
NPO法人みんなのまーち
ムサシノ機器株式会社
ムサシノ機器株式会社白河工場
やしおみ荘
医療法人社団メンタルクリニックなごみ
一般社団法人ジパング
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
株式会社ヴィオーラ
株式会社ウェーブ21
株式会社エヌジェイアイ
株式会社サンパワー
株式会社ワイズ山川
株式会社共栄ブレーン
株式会社興洋
株式会社金美堂
株式会社孔輪閣
株式会社同仁社
社会福祉法人いわき福音協会
社会福祉法人いわき福音協会はまぎく荘
社会福祉法人いわき福音協会はまなす荘
社会福祉法人くわの福祉会
社会福祉法人しのぶ福祉会あづま授産所
社会福祉法人しんち福祉会
社会福祉法人スマイルワーク就労支援事業所スマイルセンター
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
社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑
社会福祉法人みどりのかぜ生活介護事業所のはら
社会福祉法人ライフ・タイム・福島
社会福祉法人愛誠会せいざん荘
社会福祉法人愛誠会介護老人保健施設佳勝園
社会福祉法人育成会
社会福祉法人育成会いわき学園
社会福祉法人育成会みなみテラス
社会福祉法人希望の杜福祉会
社会福祉法人玉川村社会福祉協議会
社会福祉法人甲子の里福祉会
社会福祉法人桜ヶ岡福祉会特別養護老人ホーム絆
社会福祉法人慈仁会
社会福祉法人昌平黌医療センター片寄診療所
社会福祉法人昌平黌介護老人保健施設二ツ箭荘
社会福祉法人心愛会
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁愛会レンガ通りデイサービスセンター
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人清峰会さざなみ学園
社会福祉法人生愛福祉事業団
社会福祉法人誠心会
社会福祉法人千桜会
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
社会福祉法人多宝会
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
社会福祉法人田村福祉会特別養護老人ホームあぶくま荘
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
社会福祉法人南陽会
社会福祉法人博愛会特別養護老人ホーム会津みどりホーム
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
社会福祉法人福島愛育園児童養護施設福島愛育園
社会福祉法人福島県福祉事業協会

介護老人福祉施設藤香苑
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IHI原動機
株式会社JTBコーポレートセールス
株式会社KEYクリエーション
株式会社MIC
株式会社TBSグロウディア
株式会社WITHケアハウスまぁむ北区豊島
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グローバル
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社エイフェス
株式会社エクセノヤマミズ
株式会社カワサキライフコーポレーション
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
株式会社サテリット
株式会社スタートライン
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
株式会社ディンプル
株式会社テクノコア
株式会社トーコロ
株式会社マツイ
株式会社みやこ食品
株式会社レオン・インターナショナル
株式会社レリアン
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
株式会社松村組東京本店
株式会社石川組
株式会社第一情報システムズ
株式会社島村工業
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
株式会社日産クリエイティブサービス
株式会社北澤電機製作所
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
公益財団法人笹川平和財団
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
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター
公益財団法人母と学生の会
公益社団法人日本観光振興協会
公益社団法人宝生会
今治造船株式会社
三根株式会社
三鷹市民協働ネットワーク
山一商事株式会社
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
社会福祉法人アゼリヤ会
社会福祉法人ウエルス東京
社会福祉法人カリタスの園
社会福祉法人グリーンウッド
社会福祉法人けやきの杜
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人さわらび会特別養護老人ホーム山河
社会福祉法人サン
社会福祉法人シルヴァーウィング
社会福祉法人セント･ジョセフ会
社会福祉法人ドリームヴィ
社会福祉法人にんじんの会
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家
社会福祉法人ほうえい会
社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会
社会福祉法人マザアス
社会福祉法人マザアス特別養護老人ホームマザアス日野
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
社会福祉法人むうぷ
社会福祉法人やまゆり福祉会
社会福祉法人愛隣会
社会福祉法人安立園
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人永寿会
社会福祉法人楽晴会世田谷希望丘ホーム
社会福祉法人共助会
社会福祉法人共生会東四つ木ほほえみの里
社会福祉法人協和会特別養護老人ホームきく
社会福祉法人暁会メディカルケアタウン東大島
社会福祉法人錦華学院
社会福祉法人啓光福祉会
社会福祉法人原町成年寮
社会福祉法人光塩会
社会福祉法人恒陽会
社会福祉法人江戸川豊生会
社会福祉法人江東園
社会福祉法人合掌苑
社会福祉法人三徳会
社会福祉法人賛育会
社会福祉法人四葉晃耀会
社会福祉法人子供の家
社会福祉法人至誠学舎立川
社会福祉法人至誠学舎立川至誠ホームオンニ
社会福祉法人七日会
社会福祉法人七日会杜の園
社会福祉法人秋川あすなろ会
社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会景丘の家
社会福祉法人春光福祉会
社会福祉法人小茂根の郷
社会福祉法人松柏児童園
社会福祉法人章佑会
社会福祉法人親の家
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁生社
社会福祉法人正吉福祉会府中市立よつや苑
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人聖救主福祉会
社会福祉法人聖明福祉協会
社会福祉法人青少年福祉センター
社会福祉法人青梅福祉協会
社会福祉法人泉陽会
社会福祉法人泉陽会新町光陽苑
社会福祉法人全国スモンの会
社会福祉法人創和会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人草むら
社会福祉法人村山苑
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
社会福祉法人鶴風会西多摩療育支援センター
社会福祉法人天寿園会
社会福祉法人田無の会たんぽぽ
社会福祉法人東京コロニー
社会福祉法人東京サレジオ学園
社会福祉法人東京リハビリ協会
社会福祉法人東京栄和会
社会福祉法人東京援護協会
社会福祉法人東京聖労院
社会福祉法人東京武尊会
社会福祉法人東京福祉会
社会福祉法人東京有隣会
社会福祉法人同愛会
社会福祉法人同愛会日の出福祉園
社会福祉法人同胞互助会
社会福祉法人道心会
社会福祉法人南風会
社会福祉法人二葉保育園
社会福祉法人日の基社会事業団日の基青老閣
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
社会福祉法人白十字会介護老人保健施設東京ばんなん白光園
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
社会福祉法人福音寮
社会福祉法人福信会麦久保園
社会福祉法人福陽会特別養護老人ホーム第２サンシャインビラ
社会福祉法人兵庫福祉会
社会福祉法人奉優会
社会福祉法人蓬莱会高齢者総合ケアセンターケアプラザ多摩
社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
社会福祉法人睦月会
社会福祉法人未来こどもランド
社会福祉法人友愛十字会特別養護老人ホーム友愛荘
社会福祉法人緑愛会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会ラぺ日野
社会福祉法人緑秀会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人練馬区社会福祉事業団田柄特別養護老人ホーム
社会福祉法人櫻継会
宗教法人明治神宮
秋元康寛
小林弘英
信金中金ビジネス株式会社
新巧塗装工業株式会社
神薬工業株式会社
川崎重工業株式会社
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
大日本土木株式会社東京支店
大陽工業株式会社
炭火焼鳥だいすけ
地域活動支援センターはるえ野
中国塗料株式会社
中嶋竜生
町田市美術工芸館
天理教豊眞分教会
渡辺公義
東海汽船株式会社
東京スガキ印刷株式会社
東京計器株式会社/東京計器テクノポート株式会社
東京拘置所
東京都済生会中央病院
東邦重機開発株式会社
東洋熱工業株式会社
特定医療法人研精会
特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ
特定非営利活動法人こぴあクラブ
特定非営利活動法人すずらん
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東京自立支援センター
特別養護老人ホーム第二青梅園
日産自動車販売株式会社
日本アイラック株式会社
日本紙通商株式会社
日本体育大学医療専門学校
認定NPO法人語らいの家
飯田和枝
富永物産株式会社
富士電機株式会社
北砂2丁目だい整形外科
墨田川造船株式会社
有限会社錦部製作所
有限会社劇団俳優座
有限会社蓮田電設
立川拘置所
神奈川県
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法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会横浜支部
NPO法人福祉で支え合う会
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
かまくらのおとうふやさん豆寿
かもめプロペラ株式会社
コムテック株式会社
ソフトホーム株式会社
テクノス株式会社
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横浜病院
一般財団法人海上災害防止センター
一般財団法人聖マリアンナ会
一般財団法人日本船員厚生協会
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COM
株式会社ＥＩＧＨＴＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ
株式会社MIC
株式会社アクト
株式会社アドバンテージ
株式会社オーテックジャパン
株式会社シネヴィス
株式会社マグトロニクス
株式会社マリアンナ･ワールド･サービス
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
株式会社横浜華リハビリデイサービス
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
公益社団法人日本海員掖済会
三上船舶工業株式会社
社会福祉法人SOWET
社会福祉法人かながわ共同会
社会福祉法人かながわ黎明会
社会福祉法人キャマラード
社会福祉法人キャマラード第２みどりの家
社会福祉法人クローバー
社会福祉法人こうよう会
社会福祉法人さくら会
社会福祉法人すぎな会
社会福祉法人すみなす会
社会福祉法人たすけあいゆい
社会福祉法人たすけあい泉
社会福祉法人たちばな会
社会福祉法人たちばな福祉会
社会福祉法人たつき会介護老人福祉施設スミール桜ヶ丘
社会福祉法人つちや社会福祉会
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
社会福祉法人みその
社会福祉法人みどりの風
社会福祉法人みどり共生会
社会福祉法人みどり福祉会
社会福祉法人らぽおるの樹
社会福祉法人ル･プリ
社会福祉法人ル・プリ杜の会事業本部
社会福祉法人阿部睦会
社会福祉法人愛光会
社会福祉法人愛川舜寿会
社会福祉法人育生会
社会福祉法人磯子コスモス福祉会
社会福祉法人一乗会
社会福祉法人横浜やまびこの里
社会福祉法人横浜向陽会
社会福祉法人横浜長寿会
社会福祉法人横浜婦人クラブ愛児園
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
社会福祉法人輝雲会児童養護施設手まり学園
社会福祉法人吉祥会
社会福祉法人栗山会
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
社会福祉法人県央福祉会アイネットきたざと
社会福祉法人県央福祉会エスポワールパーネ
社会福祉法人県央福祉会ふじさわ爽風舎
社会福祉法人県央福祉会ぽらーの上和田
社会福祉法人県央福祉会モンド湘南藤沢
社会福祉法人県央福祉会ワークステーション菜の花
社会福祉法人県央福祉会ワークス桜舎セルプ
社会福祉法人県央福祉会三浦創生舎
社会福祉法人県央福祉会生活介護ふるーる
社会福祉法人県央福祉会大和さくらクリニック
社会福祉法人県西福祉会
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
社会福祉法人幸保園
社会福祉法人紅梅会
社会福祉法人三つ葉会ガーデニア・ごしょみ
社会福祉法人三篠会
社会福祉法人山根会
社会福祉法人紫陽花会
社会福祉法人児童養護施設心泉学園
社会福祉法人慈母会
社会福祉法人若竹大寿会
社会福祉法人若竹大寿会特別養護老人ホーム若竹苑
社会福祉法人寿考会
社会福祉法人寿徳会
社会福祉法人宗得会
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
社会福祉法人新日本学園
社会福祉法人真生会
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
社会福祉法人清光会清光園
社会福祉法人清正会
社会福祉法人聖テレジア会
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
社会福祉法人聖和むつみ会
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
社会福祉法人川崎市社会福祉事業団川崎市柿生学園
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
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人長寿会軽費老人ホーム箱根山荘
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホーム陽光の園
社会福祉法人唐池学園
社会福祉法人唐池学園児童養護施設強羅暁の星園
社会福祉法人藤沢育成会アートスペースわかくさ
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
社会福祉法人同愛会ダイア磯子
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

社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人博愛福祉会小規模多機能型居宅介護ゆとり庵磯部
社会福祉法人白根学園しらねの里
社会福祉法人箱根恵明学園
社会福祉法人富士美特別養護老人ホームヒューマン
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
社会福祉法人蓬莱会
社会福祉法人蓬萊会特別養護老人ホームケアプラザさがみはら
社会福祉法人訪問の家
社会福祉法人訪問の家集
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）
前田医院
太洋テクニカ株式会社
大成建設株式会社
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トムトム
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寺田プランニング
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福祉センター
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
日本新薬株式会社
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
有限会社かみはし
新潟県
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
ミニボートピア阿賀野
一般社団法人燕市スポーツ協会･ミズノグループ
株式会社IHI原動機
株式会社WithYou
株式会社カトー
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
株式会社ワールドステイ
株式会社植木組
株式会社新潟放送
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
社会福祉法人けやき福祉会
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
社会福祉法人すこやか福祉会
社会福祉法人つなん福祉会
社会福祉法人にいがた寿会
社会福祉法人フランシスコ第三会マリア園

社会福祉法人みんなでいきる
社会福祉法人ロングラン
社会福祉法人阿賀北総合福祉協会
社会福祉法人愛宕福祉会
社会福祉法人茨塚福祉会
社会福祉法人燕・西蒲原福祉会
社会福祉法人加茂福祉会
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
社会福祉法人高田福祉会
社会福祉法人佐渡ふれあい福祉会
社会福祉法人佐渡国仲福祉会
社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会
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
社会福祉法人佐渡福祉会第二岩の平園
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
社会福祉法人松波福祉会
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
社会福祉法人上越老人福祉協会
社会福祉法人常陽会
社会福祉法人信濃川令終会
社会福祉法人新井頸南福祉会
社会福祉法人新潟みずほ福祉会
社会福祉法人新潟市社会事業協会特別養護老人ホーム有明園
社会福祉法人新潟市中央福祉会
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
社会福祉法人仁成福祉協会
社会福祉法人仁成福祉協会ケアハウス新寿園
社会福祉法人仁成福祉協会ショートステイことぶき
社会福祉法人青空福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会垂水の里
社会福祉法人村上岩船福祉会特別養護老人ホームさつき園
社会福祉法人村上市社会福祉協議会山北支所
社会福祉法人大形福祉会特別養護老人ホーム逢谷内
社会福祉法人大佐渡福祉会
社会福祉法人中越福祉会
社会福祉法人中越福祉会みのわの里
社会福祉法人中蒲原福祉会
社会福祉法人中東福祉会
社会福祉法人中東福祉会いずみの里
社会福祉法人長岡三古老人福祉会
社会福祉法人長岡東山福祉会高齢者センターふそき
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人長岡福祉協会ケアハウス小千谷さくら
社会福祉法人奴奈川福祉会
社会福祉法人奴奈川福祉会ワークセンターにしうみ
社会福祉法人奴奈川福祉会特別養護老人ホームみやまの里
社会福祉法人東蒲原福祉会
社会福祉法人藤の木原福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会まいこ園
社会福祉法人南魚沼福祉会ゆのさと園
社会福祉法人南魚沼福祉会障害福祉サービス事業所あさひばら
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
社会福祉法人飛翔福祉会特別養護老人ホームシンパシー
社会福祉法人苗場福祉会
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
小千谷市
小竹屋旅館
新潟少年学院
新潟少年鑑別所
有限会社CIRCLE.SEVEN
有限会社めしや
富山県
一般財団法人伏木錬成館
株式会社スリーティ運輸ヘルスケア事業部

社会福祉法人宝寿会
社会福祉法人豊立会
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
社会福祉法人悠久会
社会福祉法人陽光会
社会福祉法人緑の会
社会福祉法人緑海会
社会福祉法人緑陽会特別養護老人ホームおおあみ緑の里
社会福祉法人和光会
社会福祉法人佰和会
社会福祉法人翡翠会
社会福祉法人槇の実会
小川敏雄
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
千葉刑務所
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
大和ハウス工業株式会社柏支社
中島硝子株式会社関東・東庄工場
朝日商事株式会社
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笑らい
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生活支援センターあらかると
特定非営利活動法人虹の会
特別養護老人ホームさわやか苑
富永物産株式会社
法務省市原学園
法務省千葉刑務所
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
東京都
ANAテレマート株式会社
EMCcore
ENEOS保険サービス株式会社
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法人多摩草むらの会
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
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
スバル興業株式会社
ダイハツディーゼル株式会社東京支社
ダイハツ工業株式会社
ダイハツ東京販売株式会社
テンワス株式会社
ナガタ工業株式会社
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
ムサシノ機器株式会社
メゾンN&B
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社東京支社
リシェア株式会社
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
医療法人財団青溪会駒木野病院
医療法人社団而今会
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
一般財団法人日本気象協会
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
一般社団法人ぱざぱ
一般社団法人日本船舶品質管理協会製品安全評価センター
一般社団法人日本舶用工業会

社会福祉法人鳥越福祉会青い鳥
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
社会福祉法人南陽園
社会福祉法人能輝人能輝村
社会福祉法人富樫福祉会
社会福祉法人芙蓉会
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
有限会社石川商会小松工場
福井県
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
株式会社フクタカ
株式会社浪速ポンプ製作所
社会福祉法人おおた福祉会
社会福祉法人かすみが丘学園
社会福祉法人げんきの家
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
社会福祉法人聖徳園
社会福祉法人足羽福祉会
社会福祉法人大日園
社会福祉法人大野福祉会
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
社会福祉法人福授園御幸事業所
社会福祉法人福聚会
社会福祉法人北日野こもれび会
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人友興会特別養護老人ホーム高浜けいあいの里
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B&G海洋センター
勝山市教育委員会
勝山市教育委員会史跡整備課
小浜市視覚障害者福祉協会
総社大神宮
大野市
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
特別養護老人ホーム渓山荘
武生三国モーターボート競走施行組合
福井ケーブルテレビ株式会社
山梨県
けやき園
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

甲斐市
甲府刑務所
社会福祉法人あそびじゅく
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
社会福祉法人ぶどうの里
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
社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会障害者支援施設みだい寮
社会福祉法人子育ち社会福祉法人子育ち・発達の里乳児院ひまわり後援会
社会福祉法人寿真会
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
社会福祉法人友伸福祉会
社会福祉法人友和会
社会福祉法人緑樹会
第一生命保険株式会社
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
特定非営利活動法人来未いろどり
飯富病院
長野県
NPO法人介護屋つむぎ
アサヒプリテック株式会社
みすず精工株式会社
下條村
株式会社北澤電機製作所本社工場
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緑の牧場学園
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
社会福祉法人りんどう信濃会上田悠生寮
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
社会福祉法人稲田会YUIを支える会
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いずみの家
社会福祉法人恵清会
社会福祉法人幸充
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
社会福祉法人上田しいのみ会障害者支援施設上田しいのみ園
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
松本少年刑務所
上松町教育委員会
上松町公民館
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
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟禅
道会総本部
飯綱町役場
有明高原寮
岐阜県
NPOつけちスポーツクラブ
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
加子母B&G海洋センター
株式会社アピスファーマシー
株式会社関ヶ原製作所
株式会社秀商
岐阜刑務所
岐阜日産自動車株式会社本社
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
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人墨友会
社会福祉法人万灯会
大洋電機株式会社
大洋電機株式会社岐阜羽島工場
大洋電機株式会社岐阜工場
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在宅支援グループみんなの手
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
静岡県
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
バリュー・トーカイ株式会社
ボートレースチケットショップ焼津
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障がい者通所事業所クローバー
一般社団法人原里愛郷振興協会
一般社団法人御前崎スマイルﾌ ﾛ゚ジェクト
学校法人日本体育大学浜松日体中･高等学校
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アイエスエフネットライフ静岡
株式会社カナサシ重工
株式会社ヤマナカ
株式会社ユーモア
株式会社高田ビル
株式会社小杉苑
株式会社榛葉鉄工所
株式会社榛葉鉄工場

株式会社静岡朝日テレビ
株式会社赤阪鐵工所
株式会社村上開明堂
株式会社長谷川鐵工所
丸忠デジタル株式会社
御殿場区コミュニティーセンター
御殿場市川島田区
御殿場市役所
御殿場市役所高根支所
御殿場地区広場管理運営委員会
荒井譲
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
社会福祉法人ひつじ
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
社会福祉法人花草会
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
社会福祉法人慶成会
社会福祉法人桂
社会福祉法人湖成会特別養護老人ホーム百恵の郷
社会福祉法人恒仁会
社会福祉法人三幸会
社会福祉法人三宝会
社会福祉法人三和会
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
社会福祉法人誠信会児童養護施設岩倉学園ニノマルビレッジ
社会福祉法人草笛の会
社会福祉法人大乗会
社会福祉法人大須賀苑
社会福祉法人大善福祉会
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
社会福祉法人天心会
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
社会福祉法人南浜名湖会
社会福祉法人博友会
社会福祉法人磐田興生会おおふじ学園
社会福祉法人富岳会
社会福祉法人富岳会法人本部
社会福祉法人富士宮福祉会
社会福祉法人富士厚生会
社会福祉法人富水会特別養護老人ホーム開寿園
社会福祉法人炉暖会
社会福祉法人和光会
社会福祉法人和松会
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
森之腰中央公民館
静岡少年鑑別所
川根本町本川根B&G海洋センター
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
藤枝市役所

特定非営利活動法人みんなの家
特定非営利活動法人活き生きネットワーク
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
有限会社富岳サービスミニボートピア富士おやま
髙橋正哲
愛知県
NPO法人四ツ葉の会
アイシングループ
エームサービス株式会社
カントリーモーニング
サポートイン南知多アネックス浜茶屋
ファミリーホームわが家
メーキュー株式会社
旭精機株式会社
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ーボート競走会
一般財団法人日本モーターボート競走会蒲郡支部
一般財団法人日本モーターボート競走会常滑支部
一般社団法人Hishigen
一般社団法人OneLife
一般社団法人オーケーサポート
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
岡崎医療刑務所
株式会社K3プラス
株式会社NMCワークス
株式会社Revival.
株式会社アイエスエフネット
株式会社いちょうの樹
株式会社エネテクトレーディング
株式会社カルペディエム
株式会社コムライン
株式会社ジェティ
株式会社ティーバイティー
株式会社トータルレジャー開発
株式会社トライズ
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
株式会社碧海総合研究所
貴城精工株式会社
公益財団法人慈友会児童養護施設慈友学園
公益社団法人日本モーターボート選手会
公益社団法人日本モーターボート選手会勤労青少年水上スポーツセンター
公益社団法人日本モーターボート選手会常設訓練所
公益社団法人日本海員掖済会えきさい看護専門学校
桜井株式会社
三河プロペラ株式会社
児童養護施設豊橋平安寮
社会福祉法人あいち清光会
社会福祉法人あいち清光会サンフレンド
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
社会福祉法人アパティア福祉会
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
社会福祉法人ふれ愛名古屋
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
社会福祉法人愛知育児院特別養護老人ホーム南山の郷
社会福祉法人愛知玉葉会
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
社会福祉法人高久会
社会福祉法人児童養護施設岡崎平和学園
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
社会福祉法人照光会子どもの家ともいき
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
社会福祉法人太陽
社会福祉法人大府福祉会
社会福祉法人大府福祉会たくと大府
社会福祉法人知立福祉会
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホームシルバーピアかりや
社会福祉法人博寿会
社会福祉法人麦
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
社会福祉法人和進奉仕会
常滑市観光協会
新城福祉会西部福祉会館
杉浦パーキング
瀬戸少年院
清水建設株式会社
石関俊昭
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こすもす畑
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ぽんぽこネットワーク
特定非営利活動法人まちのエキスパネット
特定非営利活動法人ゆめじろう
特定非営利活動法人りんりん
特定非営利活動法人一宮まごころ
特定非営利活動法人犬山あんきにくらそう会
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絆
特別養護老人ホーム扶桑苑
風の子スクエア
碧海総合研究所
法務省笠松刑務所
豊ヶ岡学園
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
名古屋文化福祉会
名鉄海上観光船株式会社
有限会社J･クレオ
有限会社エッグ
有限会社黒田トラック
三重県
いなべ市

ニュージャパンマリン株式会社
はなや
ホンダオートボディー株式会社
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津支部
一般社団法人あさひファーム
介護センターオリーブ
海の博物館
学校法人伊勢学園
株式会社宏信
株式会社松井鉄工所
株式会社名張総合研究所
菰野町B&G海洋センター
三重刑務所
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
志摩市総合スポーツ公園
社会福祉法人あがた福祉の会
社会福祉法人アパティア福祉会
社会福祉法人いいたか
社会福祉法人ウェルケア
社会福祉法人はまゆう会
社会福祉法人みどり自由学園
社会福祉法人むつみ福祉会
社会福祉法人モモ
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人安全福祉会
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
社会福祉法人高田福祉事業協会
社会福祉法人三央会
社会福祉法人三重高齢者福祉会協和苑
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
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清和会
社会福祉法人青山福祉会
社会福祉法人青山里会
社会福祉法人長寿の森小規模特別養護老人ホームきらり
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人天年会かなしょうず園
社会福祉法人天年会就労継続支援事業所花ようび
社会福祉法人天年会養護老人ホーム南山
社会福祉法人百楽の会滋賀県
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
社会福祉法人鈴鹿聖十字会
社会福祉法人鈴風会
住友電装株式会社
小野直人
積和建設中部株式会社三重支店
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なちゅらんどりーむ
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
有限会社だいち
滋賀県
カルビー・イートーク株式会社
ダイハツディーゼル株式会社守山第一工場
ダイハツディーゼル株式会社守山第二工場
ダイハツディーゼル株式会社守山寮
びわ湖放送株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
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

株式会社金閣自動車商会
株式会社創和開発
社会福祉法人あかね会
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
社会福祉法人小矢部福祉会
社会福祉法人庄川福祉会
社会福祉法人砺波福祉会
社会福祉法人福岡福祉会特別養護老人ホームアルテン赤丸
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人福鳳会
社会福祉法人有磯会
社会福祉法人梨雲福祉会
社会福祉法人立山福祉会
社会福祉法人立野福祉会グランスパかの苑
社会福祉法人緑寿会
上市町B&G海洋センター
特定非営利活動法人くるみ
特定非営利活動法人知的障害者のくらしを考える会
富山刑務所
富山新聞社
凌雲館村雲道場
石川県
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
ケアハウスファミール
ジェイ・バス株式会社
シオンマネージメント株式会社
リタジャパン株式会社
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
株式会社ワールドステイ
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
金沢刑務所
穴水町
湖南学院
公立穴水総合病院
志賀町
社会福祉千木福祉会
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
社会福祉法人こまつ育成会
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
社会福祉法人希望が丘
社会福祉法人享誠塾児童養護施設享誠塾
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
社会福祉法人石川サニーメイト
社会福祉法人千木福祉会
社会福祉法人相生会
社会福祉法人中央会
社会福祉法人長寿会

社会福祉法人香東園
社会福祉法人秀孝会
社会福祉法人松光会
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人真愛の家
社会福祉法人成光苑
社会福祉法人成光苑サンヒルズ紫豊館
社会福祉法人成光苑ライフ・ステージ舞夢
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
社会福祉法人同和園
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
社会福祉法人利生会特別養護老人ホーム第二亀岡園
新庄鉄筋工業株式会社
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
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都四条営業所
敷島住宅株式会社京都支店
珈琲専門店MARCHBROWN
大阪府
BEMACKiden株式会社
NPO法人さくら
NPO法人堺自立支援センターユニオン
NPO法人夢桜ホーム
アシストワーク株式会社
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
なやクリニック・ヘッドウェイ堺
ふらっとイケダ／池田市立人権文化交流センター
ボートレース住之江
ボルカノ株式会社
ミニボートピアりんくう
ヤンマー株式会社
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近畿支局
一般社団法人ダブル・オー
一般社団法人まつり
英和株式会社
横浜金属商事株式会社
介護老人保健施設えきさい大阪
学校法人四天王寺学園
株式会社CDK
株式会社NextInvestment
株式会社WAON
株式会社アスク
株式会社アスニック
株式会社アドミニ
株式会社アピスファーマシー
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
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
株式会社シロヤ
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
株式会社フジプラス
株式会社フランス屋本部
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
株式会社帝国機械製作所
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
関西鉄工株式会社
近畿金属株式会社
公益社団法人日本海員掖済会大阪掖済会病院
高岡國士
高齢者総合福祉施設社会福祉法人起生会ほほえみの園
寺﨑電気産業株式会社
社会医療法人蒼生会蒼生病院
社会福祉法人あいえる協会
社会福祉法人あおぞらの会
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
社会福祉法人きくのか福祉会
社会福祉法人こごせ福祉会
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人こころの窓
社会福祉法人サライ福祉会
社会福祉法人せんわ
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
社会福祉法人のぞみ古江台ホール花園会
社会福祉法人バルツァ事業会
社会福祉法人ひしの美会
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
社会福祉法人みなと寮
社会福祉法人よしみ会
社会福祉法人ライフサポート協会
社会福祉法人ロータス福祉会
社会福祉法人愛育社
社会福祉法人愛生会豊生園
社会福祉法人愛和福祉会
社会福祉法人遺徳会
社会福祉法人永寿福祉会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
社会福祉法人毅正会
社会福祉法人亀望会
社会福祉法人久栄会
社会福祉法人救世軍社会事業団救世軍希望館
社会福祉法人享佑会
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
社会福祉法人健康会
社会福祉法人健成会
社会福祉法人健輪会
社会福祉法人建仁会
社会福祉法人五常会
社会福祉法人光輝会
社会福祉法人光輝会隆光学園輝きステーション
社会福祉法人光生会
社会福祉法人光輪会
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
社会福祉法人堺中央共生会
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
社会福祉法人燦愛会
社会福祉法人産經新聞厚生文化事業団

社会福祉法人四恩学園
社会福祉法人四天王寺病院
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高槻エルダーセンター
社会福祉法人秀幸福祉会庄栄エルダ－センタ－
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
社会福祉法人伸栄福祉会
社会福祉法人寝屋川聖和福祉会ゆりかご
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
社会福祉法人成光苑高槻けやきの郷
社会福祉法人成光苑吹田竜ヶ池ホーム
社会福祉法人成和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖ヨハネ学園
社会福祉法人聖森会
社会福祉法人青い鳥福祉会青い鳥工房
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
社会福祉法人蒼生福祉会
社会福祉法人大協会
社会福祉法人大阪愛心会
社会福祉法人大阪肢体不自由児者父母の会連合会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団じょぶライフだいせん
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
社会福祉法人長野社会福祉事業財団グループ
ホームスリーハートの丘
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
社会福祉法人天寿会特別養護老人ホーム平尾荘
社会福祉法人田熊会
社会福祉法人東和福祉会
社会福祉法人桃花塾
社会福祉法人篤志会
社会福祉法人奈佐原寮
社会福祉法人南河学園
社会福祉法人南湖会
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団救護施設平和寮
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団障がい者支援施設太平
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
社会福祉法人博光福祉会介護老人福祉施設寿里苑ラピス
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑フルール
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑花舞の郷
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑夢の杜
社会福祉法人柏樹会
社会福祉法人麦の会
社会福祉法人八尾隣保館
社会福祉法人飛翔会
社会福祉法人美木多園
社会福祉法人美和会
社会福祉法人百丈山合掌会
社会福祉法人富翔会
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
社会福祉法人豊中太陽会
社会福祉法人北摂杉の子会
社会福祉法人北摂福祉会ともがき
社会福祉法人門真福祉会脇田こども学園
社会福祉法人弥栄福祉会
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
社会福祉法人和光福祉会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人和秀会

社会福祉法人和泉の国
宗教法人祐照寺
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
千房ホールディングス株式会社
泉佐野ウォーターフロント株式会社
泉佐野市役所
全電通近畿社会福祉事業団
大阪電設工業株式会社
大阪福祉事業財団職員共済会
大成ロテック株式会社
島田燈器工業株式会社
特定非営利活動法人アースグループホーム虹
特定非営利活動法人アースグループホーム虹旭ヶ丘
特定非営利活動法人アースしあわせ作業所ショートステイしあわせ
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あのね
特定非営利活動法人いばらき
特定非営利活動法人ウエルネスいずみ
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堺西自立支援センター
特定非営利活動法人堺西自立支援センターもとまちジョブ
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地域福祉創造協会ウインク
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
特定非営利法人さくら
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
繁栄商事株式会社
富永物産株式会社
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都支店
本城金属株式会社
有限会社ケーワイケー介護サービス
有限会社トーヨー
利州株式会社
兵庫県
hairAnge
NPO法人かがやきステップあっぷ西江井島
NPO法人でかけ隊
アサヒプリテック株式会社テクノセンター
アサヒプリテック株式会社阪神事業所
イーグル工業株式会社
エームサービス株式会社
ダイハツディーゼル姫路株式会社
ボートレースチケットショップ姫路
ボルカノ株式会社
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社特機エンジン
医療法人社団純心会
一般財団法人サニーピア医療保健協会
一般財団法人日本船員厚生協会神戸大倉山海員会館
一般社団法人日本モーターボート選手会兵庫支部
園田機工株式会社
加古川刑務所
株式会社IHI原動機
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
株式会社テクニカ
株式会社ビエント

株式会社ビクトワール
株式会社フジプラス
株式会社ボルテック
株式会社学研アイズ
株式会社栗之浦ドック
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
株式会社大東工作所
株式会社東和電機
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
香美町兵庫県立兎和野高原野外教育センター
阪神内燃機工業株式会社
山根クリニック
山陽ダイヤパーサーヴィス株式会社
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
社会福祉法人ささゆり会特別養護老人ホームサンライフ御立
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サルビア荘
社会福祉法人円融会ナーシングピア加西
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
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬寿記念会
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特別養護老人ホームしいのき荘
社会福祉法人祉栄会
社会福祉法人祉友会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
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
社会福祉法人青葉福祉会特別養護老人ホーム松寿園
社会福祉法人青葉福祉会養護老人ホーム青葉荘
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
社会福祉法人知足会
社会福祉法人朝日の会
社会福祉法人長和福祉会
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
社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人白鷺園
社会福祉法人白百合学園
社会福祉法人姫路尚歯会
社会福祉法人姫路東部福祉会特別養護老人ホーム清寿園
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
社会福祉法人平成会
社会福祉法人本覚寺苑
社会福祉法人明石恵泉福祉会

社会福祉法人陽気会
社会福祉法人立正学園
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人樅の木福祉会
社会福祉法人樅の木福祉会あさぎりの里
社会福祉法人鶯園
新西宮ヨットハーバー株式会社
神戸ペイント株式会社
神戸愛生園
神戸掖済会病院
西村興産株式会社
中川歯科医院
猪名川町
猪名川町B&G海洋センター
東洋カーマックス尼崎レース場前駐車場
特定非営利活動法人えびす
特定非営利活動法人だいこく
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
八鹿鉄工株式会社
姫路社会福祉事業協会
姫路少年刑務所
富永物産株式会社
富士レックス株式会社
富士物流株式会社
富士貿易株式会社
奈良県
NPO法人サンフラワー
NPO法人ライフケア王寺
NPO法人わかくさもえぎ
NPO法人手力男
ミニボートピア大和ごせ
よしむらファミリー歯科
株式会社ゴセケン
株式会社ターン
株式会社崎山組
株式会社大和
旧奈良監獄保存活用株式会社
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
社会福祉法人やまびこ会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人仁南会
社会福祉法人正和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖寿会
社会福祉法人聖仁風会
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
社会福祉法人泰久会
社会福祉法人大地
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
社会福祉法人天理
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

社会福祉法人鳳雛会どんぐり
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
特定非営利活動法人吉野コスモス会
奈良少年院
法相宗大本山薬師寺
壺阪寺収益事業部
和歌山県
ismyホーム株式会社
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
株式会社エル・ワイ・エル
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
社会福祉法人きのくに福祉会
社会福祉法人しあわせ
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
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福祉事業団
社会福祉法人和歌山県福祉事業団作業所あおぎ園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設南紀あけぼの園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良あかつき園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良みのり園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団南紀医療福祉センター
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
和歌山刑務所
鳥取県
NPO法人フェリース
NPO法人就労支援センター和貴の郷
NPO法人地域活動支援センターおおぞら
ウィルモア皆生S
かばはうすホールディングス株式会社
サニーサービス株式会社
つばめタクシー株式会社
パン工房大地の恵み
ヤンマー舶用システム株式会社
医療法人同愛会
皆生タクシー株式会社
皆生プレイパーク運営委員会
株式会社トランスワード
株式会社石橋造船鉄工所
共和水産株式会社
公益社団法人鳥取県西部医師会
社会医療法人仁厚会
社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院
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
社会福祉法人みその児童福祉会米子聖園天使園
社会福祉法人みのり福祉会
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
社会福祉法人慶光会

株式会社カルペディエム
株式会社スポーツプラザ報徳（米原市B&G海洋センター）
株式会社川村鉄工
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
社会福祉法人おおつ福祉会
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会児童養護施設守山学園
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
社会福祉法人楽樹
社会福祉法人共生シンフォニー
社会福祉法人近江笑生会
社会福祉法人甲賀会
社会福祉法人甲賀学園
社会福祉法人甲南会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人慈照会
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
社会福祉法人青い鳥会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人尊徳会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人達真会特別養護老人ホームけやきの杜
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
社会福祉法人六心会
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
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
敷島住宅株式会社滋賀支店
福井化成株式会社
京都府
NPO法人クローバー・サービス
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
株式会社東山堂
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
社会福祉法人あやべ松寿苑
社会福祉法人ききょうの杜
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
社会福祉法人勧修福祉会
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
社会福祉法人聖嬰会イエズスの聖心病院
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
社会福祉法人池修会
社会福祉法人長嶺会
社会福祉法人天恵会
社会福祉法人天水福祉事業会
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
社会福祉法人白日会特別養護老人ホーム照古苑
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星光園
社会福祉法人明照園
社会福祉法人明徳会
社会福祉法人明徳会ケア･ハピネス
社会福祉法人友愛苑
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
社会福祉法人詫麻会
社会福祉法人濵友会
石原造船株式会社
大津町役場
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
湯前町B&G海洋センター
特定非営利活動法人えんぱ
特定非営利活動法人オレンジワークの会
特定非営利活動法人こころみ会
特定非営利活動法人ハピネスハピネスワーク
特定非営利活動法人福ねこ舎
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
大分県
NPO法人おおいた環境保全フォーラム
NPO法人ジョイ・デ・ビブレ
NPO法人みんなのあおぞら
NPO法人作業所すばる
NPO法人支援ハウス豊さん家
NPO法人心和の里
NPO法人福和会
さいき市民放送株式会社
ボートレースチケットショップ由布
ヤンマーエンジニアリング株式会社
旭産業株式会社
医療法人社団親和会
一般財団法人大分県建築住宅センター
一般社団法人SWライフ
一般社団法人大分県歯科医師会
一般社団法人虹色
下ノ江造船株式会社
樫の木後援会
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

株式会社華陽会しらゆり
株式会社三浦造船所
株式会社南日本造船
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
国道九四フェリー
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
社会福祉法人シンフォニー
社会福祉法人つわ蕗会
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
社会福祉法人安岐の郷
社会福祉法人伊呂波福祉会
社会福祉法人一心会
社会福祉法人一燈園
社会福祉法人永生会
社会福祉法人温寿会
社会福祉法人亀鶴会特別養護老人ホーム偕楽園
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
社会福祉法人先心会
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
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県のぞみ園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県日田はぎの園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団地域生活支
援センターはぎの
社会福祉法人大分県盲人協会
社会福祉法人大分市福祉会
社会福祉法人中津市福祉協議会
社会福祉法人長陽会
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
社会福祉法人萌葱の郷
社会福祉法人豊海会
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人豊心会
社会福祉法人豊肥福祉会
社会福祉法人豊友会
社会福祉法人豊友会うばめ園あゆみ
社会福祉法人豊友会うばめ園分場

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
西日本エンジニアリングサービス株式会社
増永海運株式会社
大電工業株式会社
大分少年鑑別所
大和鉄工株式会社
渡辺リカ
特定非営利活動法人CSOおおいた
特定非営利活動法人おおいた環境保全フォーラム
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
特定非営利活動法人福和会じゃんぴんぐVOY
特定非営利活動法人豊後の大地
南日本造船株式会社
南日本造船協力事業協同組合
日本文理大学
豊生商事株式会社
本田重工業株式会社
有限会社さくら荘
有限会社サンスマイル
有限会社吉岡船舶工業
養護老人ホーム寿楽苑
立命館生活協同組合
宮崎県
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
ボートピア高城
ホテルメリージュ
ヤンマーエンジニアリング株式会社日南サービスグループ
医療法人真愛会高宮病院
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
株式会社エクシス
株式会社だいきち
株式会社響
株式会社光栄総合管理
株式会社森輪商工
宮崎カーフェリー株式会社
宮崎刑務所
宮崎県日南市観光・スポーツ課
軽費老人ホーム青島荘
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
社会福祉法人愛育福祉会児童養護施設みどり学園
社会福祉法人愛育福祉会清松園やわらぎの里（大武タウン）
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
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団センターきりしま
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団向陽の里
社会福祉法人宮崎福祉会
社会福祉法人共生会社会就労センター日向共働社
社会福祉法人金鈴学園
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人恵愛会ケアハウス都城
社会福祉法人慶明会
社会福祉法人光紀会
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
社会福祉法人鐘ヶ浜学園
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
社会福祉法人石井記念友愛社
社会福祉法人石井記念友愛社児童養護施設石井記念有隣園
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
社会福祉法人巴会
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
青島神社
帯谷電機工業株式会社
特定非営利活動法人いろはの森
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ライフカンパニー新富
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
百姓うどん
富士自動販売機宮崎センター
有限会社くるま工房くろぎ
鹿児島県
A"LINEマルエーフェリー株式会社
ＮＩＳＨＩＤＡＯＦＦＩＣＥ
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法人奄美自立支援センターティダワークス
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
ユーミーコーポレーション株式会社
医療法人純青会
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
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
一般社団法人ハルナ
一般社団法人福City
永吉辰男
永原陽子
株式会社LINKS
株式会社MIC
株式会社エクシス
株式会社ケイシン自立支援センターかやの郷
株式会社ゼネラルエンヂニアリング
株式会社なんきゅうドック
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
亀川耕介
吉原道子
弓場建設株式会社
協同組織むぎのめ
見里恒成
幸喜屋
国立療養所星塚敬愛園
甑島商船株式会社
三島村役場
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
社会福祉法人愛真会三州原学園
社会福祉法人愛生会
社会福祉法人愛訪会
社会福祉法人以和貴会
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
社会福祉法人開吉福祉会児童養護施設慈恵学園
社会福祉法人岳風会
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
社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団障害者支
援施設川内自興園
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ワークセンター奄美・ジョイワーク奄美
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薩来園
社会福祉法人聖光会
社会福祉法人青鳥会
社会福祉法人大川福祉会
社会福祉法人大村報徳学園
社会福祉法人長和会
社会福祉法人天上会
社会福祉法人藤照会
社会福祉法人南恵会
社会福祉法人日置福祉会
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
社会福祉法人白鳩会おおすみの園
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
社会福祉法人明澈会
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
社会福祉法人林愛会児童養護施設大隅学舎
社会福祉法人和生会
松元英光
上西正高
川下辰郎
前田シモ
大島産業株式会社
中川運輸株式会社
鳥居タバコ店
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自立支援センター愛ら
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樹

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
特別養護老人ホーム涼松
菱重コールドチェーン株式会社
平昭
明昭産業株式会社
有限会社エムアールナカオ
有限会社コヤマダ建材
有限会社吉徳福祉機器販売
有限会社橋口製作所
有限会社三井・メディックス
有限会社川崎米穀店
有限会社南の太陽ぽかぽか食堂
沖縄県
NPO法人ToiToi
NPO法人名護市障がい者関係団体協議会
ジャガーパーキング久米
パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄株式会社
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
医療法人信愛会
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
一般社団法人かりゆし結
一般社団法人ちゃんぷるハウス
一般社団法人りあん
一般社団法人沖縄ダルク
沖縄刑務所
沖縄少年院
株式会社がんじゅうさー
株式会社シモセン
株式会社ネオテック
株式会社沖縄機械整備
株式会社糸満市物産センター
合同会社四つ竹
合同会社万寿こどもサポートはるかぜ
糸満工業団地協同組合
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社会福祉事業団うるま婦人寮
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団沖縄療育園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団具志川厚生園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団障害者支援
施設都屋の里
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団名護厚生園
社会福祉法人沖縄松楓会
社会福祉法人海邦福祉会
社会福祉法人喜寿会
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
社会福祉法人幸仁会
社会福祉法人高洋会
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
社会福祉法人善隣福祉会
社会福祉法人善隣福祉会特別養護老人ホーム愛誠園
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
社会福祉法人楓葉の会

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
社会福祉法人与勝福祉会特別養護老人ホーム与勝の里
社会福祉法人麗峰会
社会福祉法人偕生会沖縄偕生園
社会福祉法人榕樹会
就労ネットワークオリーブの家
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生活センター・イルカ
特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい
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地域福祉保健推進協会
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
有限会社光和商事
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

一般財団法人熊本県建築住宅センター
一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会
一般財団法人熊本青年会館
一般社団法人九州福祉会
一般社団法人熊本県歯科医師会
一般社団法人結井の郷オリーブの樹
一般社団法人光輪
一般社団法人虹
株式会社アートプロセス
株式会社エクシス
株式会社キッチン･ブレス
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
株式会社太宝
菊池市
玉名市岱明B&G海洋センター
熊本ドック株式会社
熊本刑務所
熊本県球磨郡あさぎり町役場
熊本県精神科病院協同組合あかねクリーン
熊本県長洲町
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
社会福祉法人ぎんなん会山麓
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
社会福祉法人熊本市社会福祉事業団長寿の里デイサービスセンター
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
社会福祉法人御陽会障がい者総合支援センター
ヴィラささゆ（第二明星学園）
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
社会福祉法人山紫会
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
社会福祉法人仁風会
社会福祉法人水光会
社会福祉法人星峰会

大川広域行政組合
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
特別養護老人ホームうたい鳥
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
愛媛県
BEMAC株式会社
F・オートサービス
NPO法人ケアサポート
NPO法人サスケ工房
NPO法人さなえ
NPO法人ひだまり工房
NPO法人みこと会
NPO法人れんげ草
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
うららか福祉サービス株式会社
マリンパーク新居浜
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
一般財団法人積善会十全総合病院
一般社団法人幸創會
宇和島地区広域事務組合きほく優愛の里
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
株式会社ワイズ・ホールディングス
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
三好造船株式会社
山中造船株式会社
四国溶材株式会社
児童養護施設親和園
社会福祉法人あおい会
社会福祉法人コイノニア協会
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
社会福祉法人みその児童福祉会
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厚生協会みどり寮
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
社会福祉法人喜久寿
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
社会福祉法人澄心
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
社会福祉法人悠々会
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
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
地域づくり推進事業部もみの木
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まこと
特定非営利活動法人みこと会
伯方造船株式会社
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
高知県
NPO法人地域福祉サポートあ・とむ
サンガリア商事株式会社（社会福祉法人てくとこ会）
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
株式会社かつお船
株式会社松村鉄工所
株式会社特殊製鋼所
株式会社濱田水道工務店
香南市教育委員会
香美市教育委員会
香美市社会福祉協議会
四万十町窪川B&G海洋センター
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
社会福祉法人ネットファミリー
社会福祉法人ふるさと自然村
社会福祉法人愛成会
社会福祉法人安芸市身体障害者福祉会
社会福祉法人光の村
社会福祉法人厚敬会
社会福祉法人高春福祉会
社会福祉法人室戸はまゆう会
社会福祉法人秋桜会特別養護老人ホームコスモスの里
社会福祉法人正晴会特別養護老人ホームさくら
社会福祉法人太陽福祉会
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
社会福祉法人土佐香美福祉会
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
新高知重工株式会社
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
特定非営利活動法人ワークスみらい高知
入交キャピタル株式会社
入交キャピタル株式会社（ボートピア土佐）
入交グループ本社株式会社
有限会社釜原鋳鋼所
有限会社中之島造船所
福岡県
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北九州工場
ウェルビーイングサービス
グリーンライフ産業株式会社
コインランドリーゆーかりの木
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
ミニボートピア嘉麻
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
芦屋町モーターボート競走事業
囲碁センター西新
一般財団法人日本モーターボート競走会やまと学校
一般財団法人日本モーターボート競走会芦屋支部
一般財団法人日本モーターボート競走会若松支部
一般財団法人日本モーターボート競走会福岡支部
一般社団法人あまね
一般社団法人学生就職支援協会
一般社団法人在宅看護センター北九州
一般社団法人障害者自立支援協会
一般社団法人大牟田観光協会
一般社団法人東建アグリ
一般社団法人友愛
株式会社D･Sヤマセイ
株式会社i･ライフソリューションズ
株式会社LikeLabKataru
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
株式会社カムラック
株式会社カンサイ
株式会社クリーニングのアルファ
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
株式会社南福岡自動車学校
株式会社福岡サンレイクゴルフ倶楽部
株式会社北商事
株式会社毎日介護タクシー
株式会社毎日介護タクシー有料老人ホーム八女津媛
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
公益社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院
公益社団法人福岡県看護協会
阪九フェリー新門司神戸行きターミナル
三井松島ホールディングス株式会社
三信船舶電具株式会社
社会医療法人栄光会
社会福祉法人あけぼの会
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
社会福祉法人すみれ会
社会福祉法人せいうん会
社会福祉法人たからばこ
社会福祉法人ハイジ福祉会
社会福祉法人ほっと福祉会
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
社会福祉法人育心会住宅型有料老人ホームくくる
社会福祉法人稲築福祉会誠心園
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
社会福祉法人甘木山学園
社会福祉法人希望の丘
社会福祉法人久英会
社会福祉法人共栄福祉会板屋学園
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
社会福祉法人敬愛園アットホーム諸岡
社会福祉法人敬親会
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
社会福祉法人高塔会暁の鐘学園
社会福祉法人黒木福祉会
社会福祉法人宰府福祉会
社会福祉法人菜文会
社会福祉法人桜園
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人誠慈会誠慈学園
社会福祉法人赤坂園
社会福祉法人善正会
社会福祉法人相互福祉会
社会福祉法人筑前福祉会
社会福祉法人筑陽会
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
社会福祉法人二葉会砂山デイサービスセンター
社会福祉法人年輪福祉会
社会福祉法人八千代会
社会福祉法人八千代会田主丸一麦寮
社会福祉法人飯盛会
社会福祉法人悲田院
社会福祉法人福岡あけぼの会
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
社会福祉法人福岡県社会事業団和白青松園
社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会
社会福祉法人福祉松快園
社会福祉法人福祉松快園介護老人保健施設友和松快園
社会福祉法人福祉松快園松快園ケアハウス豊の里
社会福祉法人豊徳会
社会福祉法人北九州フレンド社
社会福祉法人北筑前福祉会
社会福祉法人本郷福祉会
社会福祉法人未来駅
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
社会福祉法人和奏会
手打ちうどんちえ福
小倉拘置所
小倉少年鑑別支所
昭光株式会社
常石鉄工株式会社
川崎町
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
筑紫少女苑
筑邦銀行
朝倉市甘木B&G海洋センター
長松山光薫寺
電気興業株式会社九州支店
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
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
福岡国際空港株式会社
福岡少年院
福岡少年鑑別所
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
有限会社久保山自動車
有限会社明治屋
佐賀県
NPO法人のんびらぁと
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
株式会社イマムラ
株式会社イング
株式会社ウェルビジョン九州
株式会社九州PFIクリエイト
株式会社栗山建設
株式会社坂口組
株式会社泰山興業
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

社会福祉法人椎原寿恵会住宅型有料老人ホームグランドハウスまごごろ
社会福祉法人椎原寿恵会特別養護老人ホーム真心の園
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
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
麓刑務所
長崎県
NPO法人あさひ
NPO法人元気っこクラブファイト
NPO法人諫早なかよし村21このゆびとまれ
ボートレース大村
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
株式会社KTNソサエティ
株式会社MIC
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
株式会社マシナリーテック
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
株式会社三恵
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
公益社団法人日本海員掖済会長崎掖済会病院
佐々観光開発株式会社
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
社会福祉法人とみのはら福祉会
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
社会福祉法人敬天会
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

社会福祉法人山陰会
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人福翠会
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
石田コピーセンター株式会社
前畑造船株式会社
大阪鋼管株式会社
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
長崎マリンサービス株式会社
長崎蒲鉾有限会社
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
特定非営利活動法人そよみ
特定非営利活動法人もくもく
特定非営利活動法人県央自立支援センター亜斗務
特定非営利活動法人元気っ子クラブファイト
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
福岡造船株式会社
北松通運株式会社
野母商船株式会社青方代理店
有限会社ツカサフーズ
有限会社吉井工業
熊本県
NPO法人ABCネットワークよつ葉の里
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法人チャイルドサポートきくち
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法人熊本自立支援センターGUMP
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
医療法人おがた会
医療法人社団昭仁会
医療法人社団仁誠会
医療法人池満会ながすクリニック
一般財団法人杏仁会

株式会社香川ダイハツモータース
株式会社香川ダイハツモータース三木店
株式会社香川ダイハツモータース滝宮店
株式会社香川ダイハツモータース詫間店
株式会社高松セントラルスカイビルデイング
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
丸亀市栗熊コミュニティー
企業組合坂出造船所
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（海の科学館）
公益社団法人香川県看護協会
香川船渠株式会社
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
社会福祉法人こがも福祉会
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
社会福祉法人すみれ福祉会特別養護老人ホーム桉樹苑
社会福祉法人ナザレの村かすがの里・あじさい
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人永生会愛生苑
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
社会福祉法人四恩の里亀山学園
社会福祉法人若竹会
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
社会福祉法人善心会
社会福祉法人善通寺福祉会
社会福祉法人多度津福祉会
社会福祉法人多度津福祉会特別養護老人ホーム桃陵苑
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
新極真会香川中央支部坂出道場
清水木材株式会社
青葉工業株式会社
泉鋼業株式会社
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

社会福祉法人壽光会
授産センターよつば
松江市松江B&G海洋センター
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
和幸株式会社
岡山県
NPO瀬戸内
NPO法人杜の家
NPO法人美作自立支援センター
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
イマージュ
オーニック株式会社
カーツ株式会社
コーワン株式会社
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
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人社団岡山純心会
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
一般財団法人倉敷成人病センター
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
一般社団法人岡山県歯科医師会
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
楽器堂
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
株式会社ハーモニー
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
株式会社リードオン
株式会社栄工プラント
株式会社山陽新聞印刷センター
株式会社真栄住研
株式会社瀬戸内クルージング
株式会社藤原工務店
株式会社凪物流
株式会社富士テック
株式会社平野瓦工業所
株式会社宝山
玉島テレビ放送株式会社
公益社団法人岡山県看護協会
社会医療法人清風会
社会福祉法人P.P.P
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
社会福祉法人ことぶき会
社会福祉法人しおかぜ
社会福祉法人ちとせ交友会
社会福祉法人まこと会
社会福祉法人ますみ会
社会福祉法人みずき会
社会福祉法人みどり会
社会福祉法人みどり会介護施設みどり乃杜
社会福祉法人みどり会特別養護老人ホーム鹿田の庄
社会福祉法人みゆき会
社会福祉法人めやす箱
社会福祉法人ももぞの学園
社会福祉法人わかば園
社会福祉法人愛あい会
社会福祉法人愛和会
社会福祉法人旭川荘
社会福祉法人旭川荘旭川乳児院
社会福祉法人旭川荘竜ノ口寮
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
社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会
社会福祉法人閑谷福祉会
社会福祉法人吉備の里
社会福祉法人吉備路の会
社会福祉法人共栄会
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
社会福祉法人光風福祉会
社会福祉法人幸輝会
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
社会福祉法人幸輝会幸輝園
社会福祉法人広虫荘
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特別養護老人ホーム碧山荘
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
社会福祉法人菜花の里
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
社会福祉法人純晴会
社会福祉法人勝明福祉会
社会福祉法人小田・後月三友会
社会福祉法人松園福祉会
社会福祉法人新生寿会
社会福祉法人深山会
社会福祉法人神郷の園
社会福祉法人翠明会
社会福祉法人瀬戸内会
社会福祉法人瀬戸内福祉事業会
社会福祉法人清楼会
社会福祉法人生き活き館
社会福祉法人雪舟福祉会
社会福祉法人千寿福祉会
社会福祉法人千寿福祉会そうじゃ晴々
社会福祉法人千寿福祉会吉備高原清和荘
社会福祉法人千寿福祉会特別養護老人ホームロマンシティあいだ
社会福祉法人泉学園
社会福祉法人創心福祉会
社会福祉法人超寿会
社会福祉法人津山みのり学園
社会福祉法人津山市社会福祉協議会
社会福祉法人津山社会福祉事業会
社会福祉法人津山福祉会
社会福祉法人同仁会
社会福祉法人南野育成園
社会福祉法人日本原荘
社会福祉法人日本原荘介護老人保健施設津山ナーシングホーム
社会福祉法人日輪会
社会福祉法人福愛会
社会福祉法人福実会
社会福祉法人芳仙会
社会福祉法人優風会
社会福祉法人悠優会
社会福祉法人夕凪会
社会福祉法人陽光会
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
真庭市役所北房支局
社会福祉法人倉敷中央天寿会
総社花萬株式会社
総社市役所
中島硝子工業株式会社
帝人ナカシマメディカル株式会社
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岡山自立支援センターきびっ子おかやま

特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子おかやま
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子くめなん
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子みつ
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B&G海洋センター
日生地区海運組合
日生町漁業協同組合
日本ケミカル機器株式会社
武田鋳造株式会社
福祉の店きずな
有限会社吉備高原ファーム
有限会社美作薬局
広島県
BEMAC株式会社
NPO法人就労継続支援施設広島自立支援センターともに
YAMAX株式会社
アサヒプリテック株式会社広島営業所
アルファデンタルオフィス
イーグル工業株式会社呉事業所
ウェーブレッツ株式会社ボートレースチケットショップ安芸高田
エー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
ツネイシチャレンジド株式会社
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
医療法人社団あと会
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
学校法人八正学園ハイロスハイマ幼稚園
株式会社RANON
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
株式会社ニシキプリント
株式会社ファーマシィ
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
株式会社ワールドステイ
株式会社京泉工業
株式会社共立機械製作所
株式会社熊谷組中四国支店
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
株式会社博善
株式会社豊國
宮島ボートレース企業団
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
協成電機株式会社本社
呉精器工業株式会社
向島ドック株式会社
広島県坂町
広島商船高等専門学校
綱田工業株式会社
合同会社ゆうすけ
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
寺本鉄工所
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
社会福祉法人くすの木の会
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
社会福祉法人英寿会
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
社会福祉法人健生会
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
社会福祉法人広島聖光学園
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
社会福祉法人若菜
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
社会福祉法人静方会
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
社会福祉法人大崎福祉会
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
社会福祉法人飛鳥
社会福祉法人尾道さつき会
社会福祉法人尾道のぞみ会
社会福祉法人尾道市社会福祉協議会
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
庄原市口和老人福祉センター
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
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
東広島市安芸津B&G海洋センター
東広島市黒瀬B&G海洋センター
東洋機械株式会社
藤本悦志
特定非営利活動法人あいあい広場
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
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
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
鐵萬商事株式会社
山口県
NPO法人優喜会
YOU介護サービス株式会社
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
旭洋造船株式会社
医療法人緑山会
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
宇部観光株式会社
下関市競艇事業局
株式会社エクシス
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
社会福祉法人E･G･F
社会福祉法人くだまつ平成会
社会福祉法人さわやか会養護老人ホーム長生園
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障害者支援施設高嶺会
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社会福祉事業団山口県社会福祉会館
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アイユウの苑
社会福祉法人新永福祉会
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
社会福祉法人青藍会ハートホーム新山口
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
地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院
長府工産株式会社

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移動ネット山口
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
有限会社ハシモト
有限会社フォーマックス
有限会社末永整骨院
徳島県
NPO法人サスケ工房
NPO法人らくえん
NPO法人地域活動支援センターあなん
SUNNYDAYS
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
ヤマトホームコンビニエンス株式会社四国ビジネスサポート支店
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
阿南市スポーツ振興課
阿南市教育委員会
阿南市役所
阿北特別養護老人ホーム
医療法人至誠会
医療法人成悠会
医療法人青志会
医療法人川内内科
医療法人道志社
医療法人芳越会
医療法人鈴木会
井村造船株式会社
株式会社テレビ鳴門
株式会社ファミリヤ
株式会社フクブル
株式会社新来島徳島どっく
株式会社村上造船所
宮和海運株式会社
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
自治労阿南市職員労働組合連合会
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
社会福祉法人さわらび会
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
社会福祉法人みらい
社会福祉法人ルミエール
社会福祉法人阿南淡島会
社会福祉法人阿南福祉会
社会福祉法人阿波市社会福祉協議会
社会福祉法人愛育会
社会福祉法人愛心会
社会福祉法人愛泉会
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敬和会
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
社会福祉法人成蹊会
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
社会福祉法人石井町社会福祉協議会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人大麻福祉の町

社会福祉法人大麻福祉の町Bande桧
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社会福祉事業団希望の郷
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
社会福祉法人徳島県身体障害者連合会小星園
社会福祉法人徳島蒼生福祉会
社会福祉法人博友会
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
社会福祉法人美馬市社会福祉協議会
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
社会福祉法人由岐福祉会
社会福祉法人凌雲福祉会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会介護老人福祉施設おおつ苑
宗教法人常楽寺
松村歯科医院
松茂町役場
障害者支援施設ルキーナうだつ
森谷商店
神例造船株式会社
全水道鳴門水道労働組合
大塚製薬株式会社徳島支店
東みよし町三加茂B&G海洋センター
徳島刑務所
徳島県心身障害者福祉会
徳島市B&G海洋センター
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ふれあい福祉の会山びこへるぷ
特定非営利活動法人巣立就労継続支援センター巣立
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
日本モーターボート競走会鳴門支部
美波町
美馬市
美馬市役所
睦技研株式会社
牟岐町
鳴門市企業局
鳴門市身体障碍者連合会
鳴門市母子寡婦福祉連合会
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
香川県
BEMAC株式会社
サンコー株式会社
サンショク合同会社
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル寒川
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル三木
ヤンマー舶用システム株式会社
葵工業株式会社
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
医療法人社団以和貴会いわき病院
医療法人社団純心会
医療法人社団清風会中山病院
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
一般社団法人SKYあーと
学校法人やしま学園
楽笑福祉会歩笑
株式会社セーフティーサポート
株式会社マキタ
株式会社マルメン製麺所
株式会社幸真

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
社会福祉法人真誠会
社会福祉法人親誠会
社会福祉法人青谷福祉会青谷こども学園
社会福祉法人中部福祉会
社会福祉法人鳥取こども学園
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
社会福祉法人博愛会
社会福祉法人遊歩
社会福祉法人麗明会
社会福祉法人和
鳥取日産自動車販売株式会社
特定非営利活動法人YSSだいせん
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鳥取青少年ピアサポート
日産プリンス鳥取販売株式会社
日本交通株式会社
美保学園
有限会社ドアーズ
有限会社旭鉄工所
由良タクシー有限会社
島根県
L物流株式会社
NPO法人えんJOY
NPO法人さくらんぼのお家
NPO法人ふきのとう
NPO法人益田自立支援センター
かばはうすホールディングス株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社松江事業部
株式会社吉田ふるさと村
株式会社内村電機工務店
公益財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
合同会社Robse
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
社会福祉法人おおつか福祉会介護老人保健施設もくもく
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ケアポートよしだ
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
社会福祉法人金太郎の家
社会福祉法人桑友
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
社会福祉法人吾郷会養護老人ホームまほろば大和
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ケアハウス寿生の郷
社会福祉法人出雲南福祉会薫風の丘
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
社会福祉法人大田市社会福祉事業団
社会福祉法人島根ライトハウス
社会福祉法人島根県社会福祉事業団
社会福祉法人梅寿会軽費老人ホームコーポ「ますだ」
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



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
社会福祉法人恵庭光風会恵庭光と風の里
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特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘
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
社会福祉法人彩咲会
社会福祉法人朔風
社会福祉法人札親会
社会福祉法人札幌この実会
社会福祉法人札幌協働福祉会
社会福祉法人札幌肢体不自由福祉会
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
社会福祉法人手稲ロータス会特別養護老人ホーム手稲ロータス
社会福祉法人小樽育成院
社会福祉法人小樽高島福祉会
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
社会福祉法人雪の聖母園就労支援センターオプス
社会福祉法人千歳いずみ学園
社会福祉法人大悲会特別養護老人ホームあそか苑
社会福祉法人朝日福祉会
社会福祉法人長井学園
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
社会福祉法人美々川福祉会
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リハビリー
社会福祉法人北海道光生会
社会福祉法人北海道光生舎
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友愛福祉会ケアハウスゆうあい
社会福祉法人北海道友愛福祉会静苑ホーム
社会福祉法人北海道療育園
社会福祉法人北見有愛会
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
帯広刑務所
帯広少年院
鷹栖町教育委員会
秩父別町B&G海洋センター
津軽海峡フェリー株式会社
当麻町教育委員会
当麻町母子寡婦会
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さらら壮瞥
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ゆう
特定非営利活動法人恵生会
特定非営利活動法人工房・虹と夢後援会
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手と手
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
特別養護老人ホーム手稲ロータス
苫重建設株式会社
農村公園
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
北洋無線株式会社
有限会社Colors
有限会社藤電機システム
有限会社函館厚生商事
青森県
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
よこまちストア
一般財団法人日々木の森
一般社団法人アイループ
株式会社KASAKO就労移行支援事業所C-ROAD
株式会社サンパワー
株式会社リバース
株式会社高橋
株式会社小笠原新聞店
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
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
社会福祉法人義栄会障碍者支援事業所じょいん
社会福祉法人義乃会
社会福祉法人吉幸会
社会福祉法人吉幸会特別養護老人ホーム野辺地ホーム
社会福祉法人桐栄会
社会福祉法人恵徳会
社会福祉法人桂久会
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特別養護老人ホーム青山荘
社会福祉法人拓心会
社会福祉法人中央福祉会
社会福祉法人長老会
社会福祉法人田舎館村社会福祉協議会
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
社会福祉法人藤聖母園特別養護老人ホーム藤の園
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
社会福祉法人明恵会
社会福祉法人明和会
社会福祉法人友の会
社会福祉法人養正会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和幸園
心の里うぐいす
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
東北医療福祉事業協同組合
特定非営利活動法人team.Stepbystep
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双松福祉会
特定非営利活動法人陽だまりの家
特定非営利法人三本の木
特別養護老人ホーム森の里
南部町教育委員会南部町名川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
岩手県
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
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
宮古市魚市場
宮古湾漁業協同組合
鍬ヶ崎番屋
公益財団法人岩手県予防医学協会
三陸やまだ漁業協同組合
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（佐藤宮司宅）
社会福祉法人いつつ星会
社会福祉法人カナンの園ヒソプ工房

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
社会福祉法人岩手和敬会青山和敬荘
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
社会福祉法人燦々会
社会福祉法人志和大樹会
社会福祉法人紫波会
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盛岡杉生園
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
社会福祉法人新生会
社会福祉法人新里紫桐会
社会福祉法人清智会
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
社会福祉法人天神会
社会福祉法人田老和心会
社会福祉法人博愛会
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特別養護老人ホーム敬愛園
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
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
田老町漁業協同組合
東北医療福祉事業協同組合
東北汽船港運株式会社
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ックの家
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
特別養護老人ホーム麗峰苑
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
北日本造船株式会社久慈工場
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
有限会社大船渡ドック
宮城県
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
アライオートオークション仙台株式会社
エームサービス
ヒノケン株式会社
レインボー川崎
医療法人金上仁友会金上病院
一般社団法人まなびの森
一般社団法人悠優会
牡鹿漁業協同組合
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
株式会社ダイリツプランニング(ボートピア川崎)
株式会社マルイチ
株式会社みらい造船
株式会社ヤマニシ
株式会社阿部和工務店
株式会社三亥塩釜支店
株式会社小野寺鐵工所
株式会社新和エンジンサービス
株式会社聖人堀鐵工所
株式会社鈴木造船所
久我建設株式会社
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
宮城県漁業協同組合塩釜総合支所
宮城県漁業協同組合宮戸支所
宮城県漁業協同組合石巻総合支所
宮城県蔵王町
宮城県大郷町教育委員会
公益財団法人宮城県対がん協会
公益社団法人日本海員掖済会宮城利府掖済会病院
佐藤造船所
笹谷温泉湯元一乃湯
社会福祉法人おおさきさくら福祉会すずかけの里
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
社会福祉法人愛の郷
社会福祉法人愛泉会
社会福祉法人旭壽会
社会福祉法人旭壽会特別養護老人ホーム一心苑
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
社会福祉法人恵泉会パルめぐみ
社会福祉法人恵泉会特別養護老人ホーム光風園
社会福祉法人慶和会

社会福祉法人敬寿会特別養護老人ホーム仙台敬寿園
社会福祉法人敬長福祉会
社会福祉法人向陽会
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
社会福祉法人国見会
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
社会福祉法人仙萩の杜ぴぁ
社会福祉法人仙萩の杜障がい者福祉サービス事業所まどか西中田
社会福祉法人千賀の浦福祉会特別養護老人ホーム松島長松苑
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
社会福祉法人洗心会第二高松園
社会福祉法人大崎誠心会
社会福祉法人大石ヶ原会
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
社会福祉法人白石陽光園
社会福祉法人八木山福祉会
社会福祉法人和仁福祉会特別養護老人ホーム和香園
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
仙台ビーナス会
千賀の浦福祉会多賀城苑
千賀の浦福祉会第二清楽苑
大衡村役場
大崎八幡宮
東北医療福祉事業協同組合
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サポートこもれび
特定非営利活動法人桑の木
認定NPO法人さわおとの森
法務省仙台矯正管区
豊里コミュニティ推進協議会
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
亘理町教育委員会
秋田県
NPO法人能代市体育協会
ボートピア河辺
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
株式会社ホリスティックホールティングス
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
社会福祉法人あけぼの会なごみのさと
社会福祉法人ｸ ﾘ゙ｰﾝﾛｰｽﾞ
社会福祉法人つるまい福祉会水林新生園
社会福祉法人はまなす会
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
社会福祉法人みそのみそのホーム
社会福祉法人みその聖園天使園
社会福祉法人横手福祉会
社会福祉法人河辺ふくし会
社会福祉法人花輪ふくし会
社会福祉法人久盛会
社会福祉法人琴丘ふくし会
社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人敬仁会地域密着型特別養護老人ホーム聚恵苑
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
社会福祉法人交楽会障害者支援施設森幸園
社会福祉法人晃和会
社会福祉法人慈泉会
社会福祉法人秋田ふくしハートネット
社会福祉法人秋田旭川福祉会

社会福祉法人秋田育明会竹生寮
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
社会福祉法人秋田福祉協会
社会福祉法人上小阿仁村社会福祉協議会
社会福祉法人水交苑
社会福祉法人水交会
社会福祉法人成光会
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
社会福祉法人能代ふくし会指定障害福祉サービス事業所ねむの木苑
社会福祉法人比内ふくし会
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
社会福祉法人友愛の園
社会福祉法人六縁会
社会福祉法人六郷仙南福祉会
社会福祉法人六郷仙南福祉会ロートピア仙南
秋田キャッスルホテル
秋田刑務所
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
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
山形県
NPO法人置賜ひまわり会
アルファクラブ東北株式会社
オーリンク株式会社介護付有料老人ホームフォーリーフ嶋
ひまわり南陽
医療法人敬愛会
株式会社STAY
株式会社サンパワー
株式会社ユートピアライフ介護付有料老人ホームやすらぎ苑
株式会社千歳建設
株式会社蔵王サプライズ黒沢工場
株式会社未来創造館
株式会社有賀組
山形県社会福祉事業団山形県慈丘園
社会医療法人二本松会かみのやま病院
社会福祉法人いずみノ杜
社会福祉法人ふじの里
社会福祉法人みのり福祉会
社会福祉法人やまがた市民福祉会
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
社会福祉法人恵泉会恵泉会シニアサポートともえ
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬天会
社会福祉法人敬天会指定障害者支援施設水明苑
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
社会福祉法人慈敬会
社会福祉法人慈風会
社会福祉法人舟和会
社会福祉法人庄内福祉会
社会福祉法人松風会特別養護老人ホームはとみね荘
社会福祉法人親和会
社会福祉法人千宏会
社会福祉法人双葉会特別養護老人ホーム太陽の里ふたば
社会福祉法人村山光厚生会養護老人ホーム村山光ホーム
社会福祉法人朝日敬慎会
社会福祉法人朝日町福祉会
社会福祉法人東根福祉会
社会福祉法人徳良会
社会福祉法人南陽恵和会特別養護老人ホームこぶし荘
社会福祉法人白鷹福祉会
社会福祉法人尾花沢福祉会特別養護老人ホームよつば荘
社会福祉法人米沢仏教興道会

北海道
NPO法人自立支援センター歩歩路
アサヒプリテック株式会社
せたな町B&G海洋センター
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
リサイクルマート名寄店
愛別町教育委員会
旭川少年鑑別所
医療法人渓仁会
医療法人渓仁会札幌西円山病院
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院
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
一般社団法人はるか
一般社団法人パレット
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
株式会社アイティ・コミュニケーションズ
株式会社クリーンリースウェルフェア
株式会社クリエイティブ・ケイ
株式会社グロウス
株式会社コンテック
株式会社ナイネンキ
株式会社プロット
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
株式会社繁富工務店
株式会社北海道オフィスプロダクツ
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(古平町B&G海洋センター)
五洋建設株式会社札幌支店
公益社団法人日本海員掖済会小樽掖済会病院
合同会社癸方苑
根室造船株式会社
札幌矯正管区第一部
札幌刑務所
札幌佐々木畜産株式会社
斜里町
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
社会福祉法人あけぼの福祉会岩内あけぼの学園
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
社会福祉法人よいち福祉会
社会福祉法人旭川たいせつ福祉会
社会福祉法人旭川旭親会
社会福祉法人旭川育児院
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
社会福祉法人栄和会
社会福祉法人楽生会
社会福祉法人岩内厚生園
社会福祉法人空知の風

社会福祉法人福島県福祉事業協会ワークスペース・アシスト
社会福祉法人福島県福祉事業協会原町共生授産園
社会福祉法人福島県福祉事業協会障がい者多機能型事業所せきれい
社会福祉法人福島県福祉事業協会多機能型事業所田村
社会福祉法人福島福祉会
社会福祉法人柳愛会
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
社会福祉法人緑風福祉会
社会福祉法人緑風福祉会いいざか花桃館
社会福祉法人緑風福祉会桑折緑風園
小名浜造船株式会社
石川町役場新庁舎
川内村役場
相浦造船鉄工所
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クローバー福祉会
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つくしの里福祉会
特定非営利活動法人ひまわり福祉会
特定非営利活動法人ほっとアクト
特定非営利活動法人ポプラ福祉会
特定非営利活動法人わいわい作業所
塙町教育委員会
福島刑務所
放課後等デイサービスわくわく新白河
有限会社及川造船所
和喜輸送株式会社東北支店
茨城県
N&A
NPO法人愛・LOVE・みらい
いばらき少年剣友会
かんてい局つくば店
ナカノカイロプラクティックオフィス
愛和会
医療法人幸樹会
一般社団法人OHANA
茨城中央園芸農業協同組合
株式会社アサヒヤ
株式会社いばらきのケア
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
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
株式会社マタニ武道具
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
金井信彦
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
社会福祉法人マリンピア
社会福祉法人みどり会
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
社会福祉法人愛和会特別養護老人ホームあそうの郷
社会福祉法人栄寿会
社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院
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

社会福祉法人創志会ライフサポートセンターいたこ
社会福祉法人筑水会
社会福祉法人筑峰学園
社会福祉法人日照養徳園
社会福祉法人博友会
社会福祉法人白銀会
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
第一常陸野公園
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キララこそだて支援センター
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結
特定非営利活動法人虹
特定非営利法人ひだまり
独立行政法人日本原子力研究開発機構
日本メクトロン株式会社
品川重工株式会社
不二造園土木株式会社
法務省水戸少年鑑別所
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
栃木県
FLATワークス
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
みゆきの杜
ユートピアにしかた
医療法人社団星野会
医療法人社団洋精会
一般財団法人栃木県青年会館
株式会社エヌゼットケイ
株式会社トライターム
株式会社ミンナのミカタ
株式会社ワールドステイ
株式会社宇都宮ユーミー建設
株式会社三協
株式会社小堀建設
株式会社大昌電子
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
社会福祉法人エルム福祉会
社会福祉法人こころみる会
社会福祉法人こぶしの会
社会福祉法人すかい
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
社会福祉法人つむぎ
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
社会福祉法人みその聖園ヨゼフ老人ホーム
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
社会福祉法人愛和会通所介護事業所スーパーデイみらい
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
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人美明会
社会福祉法人福寿会
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
社会福祉法人豊岡福祉会
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
太陽会
大日電機工業株式会社
東京計器株式会社
東京計器株式会社矢板工場
特定非営利活動法人CCVウェルフェア
特定非営利活動法人はばたき
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デイホームさつき
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
特別養護老人ホーム而今桜
栃木刑務所
那須烏山市役所教育委員会
那須塩原市
日産プリンス栃木販売株式会社
富士精密株式会社
芳賀町B&G海洋センター
有限会社はが介護サービス
群馬県
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
NPO法人山脈
おさかな茶寮
クローバー･ジャパン株式会社
パーソルサンクス株式会社
ヤマト発動機株式会社
ライフライン・サポート株式会社
医療法人山崎会
医療法人山崎会グループホームカーサ・アルカディア
医療法人社団田口会新橋病院
医療法人社団美心会
医療法人社団平形会介護老人保健施設銀鈴
医療法人大誠会
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IHI原動機太田工場
株式会社アライ
株式会社エー･アンド･ズィー
株式会社オアシス
株式会社ケアアンジュ
株式会社シーアンド・エス

株式会社せいらん大志社
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
株式会社むさしのかんてい局前橋店
株式会社やんば
株式会社ワールドステイ
株式会社小淵
株式会社上州ミート
株式会社榛名厚生会
株式会社針塚農産
株式会社相沢商店共愛学園前橋国際大学内
玉村町B&G海洋センター
群馬県みどり市
群馬県住宅供給公社
群馬県立二葉高等特別支援学校
群馬県立二葉特別支援学校
公益社団法人前橋積善会
国立療養所栗生楽泉園
社会福祉法人あかぎの響
社会福祉法人あんなか福祉会
社会福祉法人おおぎだ
社会福祉法人おおぎだ特別養護老人ホームローズヒル
社会福祉法人ことぶき
社会福祉法人チハヤ会
社会福祉法人のぞみ
社会福祉法人はるな郷
社会福祉法人プライム
社会福祉法人ほたか会
社会福祉法人みやぎ会あゆみの里
社会福祉法人みやび会
社会福祉法人もくせい会
社会福祉法人ゆずりは会
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人愛星会
社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会
社会福祉法人永光会
社会福祉法人鎌倉会
社会福祉法人館邑会
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
社会福祉法人協栄会多機能型事業所のぞみ
社会福祉法人玉樹会
社会福祉法人玉風会
社会福祉法人薫英会
社会福祉法人薫英会障害福祉サービス事業所ワークショップくんえい
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園そめやの里
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム菱風園
社会福祉法人群馬厚生会
社会福祉法人恵済会
社会福祉法人恵風会
社会福祉法人後閑あさひ福祉会あさひ第二保育園
社会福祉法人後閑あさひ福祉会後閑あさひ保育園
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
社会福祉法人三愛荘
社会福祉法人三喜会特別養護老人ホーム吉井セピア
社会福祉法人三国塩原会
社会福祉法人山紫会特別養護老人ホーム音和の園
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
社会福祉法人潤青会
社会福祉法人昭和ゆたか会
社会福祉法人上川会
社会福祉法人上毛愛隣社
社会福祉法人上毛愛隣社めぐみ保育園
社会福祉法人植竹会
社会福祉法人新生会
社会福祉法人榛永会
社会福祉法人榛桐会
社会福祉法人仁和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人誠光会
社会福祉法人青風舎ケアハウスきょうめ
社会福祉法人青和会
社会福祉法人赤城の家

社会福祉法人千代の会
社会福祉法人大平台会
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
社会福祉法人尾瀬長寿会桜花苑
社会福祉法人美幸会
社会福祉法人平成会
社会福祉法人北毛清流会
社会福祉法人明清会
社会福祉法人悠仁会
社会福祉法人邑友会
社会福祉法人邑友会やまつつじ
社会福祉法人龍峰会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑陽会軽費老人ホームグリーンハイツ
社会福祉法人圓会
小野里工業株式会社
大洋電機株式会社
第一生命保険株式会社
藤間精錬株式会社
特定非営利活動法人エイチ・ツー・オー
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すだち
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麦わら屋
特定非営利法人妙義会
農事組合法人さんぽ道
明和町役場
有限会社ヤマモトサービス
有限会社草津リゾート
理研鍛造株式会社
埼玉県
NPO法人あおい糸
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関東事業所
アサヒプリテック株式会社埼玉工場
アサヒ建工株式会社
いながき動物病院
ジャパンウェイスト株式会社
リコージャパン株式会社
医療法人豊仁会三井病院
一般財団法人日本モーターボート競走会
一般社団法人あるかでぃあ
一般社団法人ノーマライズうらわ
一般社団法人日本モーターボート選手会埼玉支部
株式会社MIC
株式会社あすなろ
株式会社サイサン
株式会社とだか建設
株式会社ベストロジ埼玉
株式会社ポプラ
株式会社岡部コントリビューションパーク
株式会社岡部コントリビューションパーク代表取締役中島卓也
株式会社幸大ハイテック
株式会社倉本産業
株式会社倉本産業川越工場
株式会社日立ニコトランスミッション
久喜市栗橋B&G海洋センター
興亜化工株式会社
幸手市教育委員会
埼玉福興株式会社
三伸機材株式会社
三信船舶電具株式会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人ありす福祉会
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
社会福祉法人ゆうき福祉会
社会福祉法人ルロワ
社会福祉法人愛抱会
社会福祉法人育心会

社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人温和会
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
社会福祉法人熊谷福祉会
社会福祉法人敬寿会
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
社会福祉法人埼玉のぞみの園深谷たんぽぽ
社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団
社会福祉法人埼玉県身体障害者福祉協会
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
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人入間川福祉会
社会福祉法人博愛福祉会
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
社会福祉法人歩む会福祉会
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
松勘工業株式会社
松伏町
森林霊園管理事務所
神川町教育委員会
代田橋自動車有限会社
大陽工業株式会社
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わんぱくクラブ
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
北辰商事株式会社
有限会社ケアブレーン
嵐山町
千葉県
NPO法人i&i
NPO法人Village
エームサービス株式会社
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
リサイクルマート君津店
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
一般社団法人恩送り
横芝光町教育委員会
学校法人日本体育大学柏高等学校
株式会社アイ・エス・ビー
株式会社サンテック
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
株式会社ほがらか
株式会社吉川自動車
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
株式会社誠和グループ
株式会社石山
株式会社富士総業
公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団
公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
細田自動車有限会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人あかぎ万葉
社会福祉法人あすなろ会障害者支援施設どんぐりの郷
社会福祉法人うぐいす会
社会福祉法人うぐいす会からは～い
社会福祉法人かずさ萬燈会
社会福祉法人ささえ愛
社会福祉法人さつき会
社会福祉法人ジョイまつど
社会福祉法人なゆた
社会福祉法人まごころ
社会福祉法人マリンピアケアハウスマリンピア銚子
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
社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会児童養護施設望みの門かずさの里
社会福祉法人ロザリオの聖母会
社会福祉法人ロザリオの聖母会障害者支援施設聖マリア園
社会福祉法人ロザリオの聖母会聖マリア園
社会福祉法人愛光
社会福祉法人愛光障害者支援施設リホープ
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
社会福祉法人関西中央福祉会
社会福祉法人桐友学園
社会福祉法人九十九里ホーム
社会福祉法人栗の木
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人兼愛会
社会福祉法人広文会
社会福祉法人三誠会
社会福祉法人児童愛護会青松学園
社会福祉法人修央会
社会福祉法人秋桜会
社会福祉法人淑徳福祉会
社会福祉法人松の実会
社会福祉法人松里福祉会
社会福祉法人心友会
社会福祉法人新柏会
社会福祉法人神聖会
社会福祉法人翠皍会
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清郷会
社会福祉法人清郷会十倉厚生園
社会福祉法人聖隷福祉事業団松戸愛光園
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院
社会福祉法人斉信会
社会福祉法人千葉県福祉援護会
社会福祉法人千葉県福祉援護会特別養護老人
ホームローゼンヴィラはま野
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会でい・まさご
社会福祉法人泉寿会
社会福祉法人浅間の杜特別養護老人ホーム長寿園
社会福祉法人創成会
社会福祉法人創明会
社会福祉法人太陽会
社会福祉法人泰斗会
社会福祉法人鶴心会
社会福祉法人鶴心会特別養護老人ホームトータス
社会福祉法人定山会地域密着型特別養護老人ホームひばりの郷
社会福祉法人天光会特別養護老人ホーム恵光園シャイニー中央
社会福祉法人徳和会特別養護老人ホームあかいの郷
社会福祉法人薄光会
社会福祉法人薄光会あおいそら
社会福祉法人八千代美香会
社会福祉法人八千代美香会船橋市特別養護老人ホーム朋松苑
社会福祉法人父の樹会
社会福祉法人芙蓉会
社会福祉法人福祉楽団
社会福祉法人福寿会特別養護老人ホーム福寿園

社会福祉法人豊裕会六日町あいあい特別養護老人ホーム
社会福祉法人悠々会
社会福祉法人陽光会いちょうの家
舟形町B&G海洋センター
大和メディカル株式会社
鶴岡地区医師会
特定非営利活動法人くれよんはうす
南陽市役所
有限会社家岸造船所
福島県
NPO法人あさがお
NPO法人ウッドピアはなわ
NPO法人みんなのまーち
ムサシノ機器株式会社
ムサシノ機器株式会社白河工場
やしおみ荘
医療法人社団メンタルクリニックなごみ
一般社団法人ジパング
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
株式会社ヴィオーラ
株式会社ウェーブ21
株式会社エヌジェイアイ
株式会社サンパワー
株式会社ワイズ山川
株式会社共栄ブレーン
株式会社興洋
株式会社金美堂
株式会社孔輪閣
株式会社同仁社
社会福祉法人いわき福音協会
社会福祉法人いわき福音協会はまぎく荘
社会福祉法人いわき福音協会はまなす荘
社会福祉法人くわの福祉会
社会福祉法人しのぶ福祉会あづま授産所
社会福祉法人しんち福祉会
社会福祉法人スマイルワーク就労支援事業所スマイルセンター
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
社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑
社会福祉法人みどりのかぜ生活介護事業所のはら
社会福祉法人ライフ・タイム・福島
社会福祉法人愛誠会せいざん荘
社会福祉法人愛誠会介護老人保健施設佳勝園
社会福祉法人育成会
社会福祉法人育成会いわき学園
社会福祉法人育成会みなみテラス
社会福祉法人希望の杜福祉会
社会福祉法人玉川村社会福祉協議会
社会福祉法人甲子の里福祉会
社会福祉法人桜ヶ岡福祉会特別養護老人ホーム絆
社会福祉法人慈仁会
社会福祉法人昌平黌医療センター片寄診療所
社会福祉法人昌平黌介護老人保健施設二ツ箭荘
社会福祉法人心愛会
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁愛会レンガ通りデイサービスセンター
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人清峰会さざなみ学園
社会福祉法人生愛福祉事業団
社会福祉法人誠心会
社会福祉法人千桜会
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
社会福祉法人多宝会
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
社会福祉法人田村福祉会特別養護老人ホームあぶくま荘
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
社会福祉法人南陽会
社会福祉法人博愛会特別養護老人ホーム会津みどりホーム
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
社会福祉法人福島愛育園児童養護施設福島愛育園
社会福祉法人福島県福祉事業協会

介護老人福祉施設藤香苑
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IHI原動機
株式会社JTBコーポレートセールス
株式会社KEYクリエーション
株式会社MIC
株式会社TBSグロウディア
株式会社WITHケアハウスまぁむ北区豊島
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グローバル
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社エイフェス
株式会社エクセノヤマミズ
株式会社カワサキライフコーポレーション
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
株式会社サテリット
株式会社スタートライン
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
株式会社ディンプル
株式会社テクノコア
株式会社トーコロ
株式会社マツイ
株式会社みやこ食品
株式会社レオン・インターナショナル
株式会社レリアン
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
株式会社松村組東京本店
株式会社石川組
株式会社第一情報システムズ
株式会社島村工業
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
株式会社日産クリエイティブサービス
株式会社北澤電機製作所
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
公益財団法人笹川平和財団
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
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター
公益財団法人母と学生の会
公益社団法人日本観光振興協会
公益社団法人宝生会
今治造船株式会社
三根株式会社
三鷹市民協働ネットワーク
山一商事株式会社
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
社会福祉法人アゼリヤ会
社会福祉法人ウエルス東京
社会福祉法人カリタスの園
社会福祉法人グリーンウッド
社会福祉法人けやきの杜
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人さわらび会特別養護老人ホーム山河
社会福祉法人サン
社会福祉法人シルヴァーウィング
社会福祉法人セント･ジョセフ会
社会福祉法人ドリームヴィ
社会福祉法人にんじんの会
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家
社会福祉法人ほうえい会
社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会
社会福祉法人マザアス
社会福祉法人マザアス特別養護老人ホームマザアス日野
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
社会福祉法人むうぷ
社会福祉法人やまゆり福祉会
社会福祉法人愛隣会
社会福祉法人安立園
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人永寿会
社会福祉法人楽晴会世田谷希望丘ホーム
社会福祉法人共助会
社会福祉法人共生会東四つ木ほほえみの里
社会福祉法人協和会特別養護老人ホームきく
社会福祉法人暁会メディカルケアタウン東大島
社会福祉法人錦華学院
社会福祉法人啓光福祉会
社会福祉法人原町成年寮
社会福祉法人光塩会
社会福祉法人恒陽会
社会福祉法人江戸川豊生会
社会福祉法人江東園
社会福祉法人合掌苑
社会福祉法人三徳会
社会福祉法人賛育会
社会福祉法人四葉晃耀会
社会福祉法人子供の家
社会福祉法人至誠学舎立川
社会福祉法人至誠学舎立川至誠ホームオンニ
社会福祉法人七日会
社会福祉法人七日会杜の園
社会福祉法人秋川あすなろ会
社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会景丘の家
社会福祉法人春光福祉会
社会福祉法人小茂根の郷
社会福祉法人松柏児童園
社会福祉法人章佑会
社会福祉法人親の家
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁生社
社会福祉法人正吉福祉会府中市立よつや苑
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人聖救主福祉会
社会福祉法人聖明福祉協会
社会福祉法人青少年福祉センター
社会福祉法人青梅福祉協会
社会福祉法人泉陽会
社会福祉法人泉陽会新町光陽苑
社会福祉法人全国スモンの会
社会福祉法人創和会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人草むら
社会福祉法人村山苑
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
社会福祉法人鶴風会西多摩療育支援センター
社会福祉法人天寿園会
社会福祉法人田無の会たんぽぽ
社会福祉法人東京コロニー
社会福祉法人東京サレジオ学園
社会福祉法人東京リハビリ協会
社会福祉法人東京栄和会
社会福祉法人東京援護協会
社会福祉法人東京聖労院
社会福祉法人東京武尊会
社会福祉法人東京福祉会
社会福祉法人東京有隣会
社会福祉法人同愛会
社会福祉法人同愛会日の出福祉園
社会福祉法人同胞互助会
社会福祉法人道心会
社会福祉法人南風会
社会福祉法人二葉保育園
社会福祉法人日の基社会事業団日の基青老閣
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
社会福祉法人白十字会介護老人保健施設東京ばんなん白光園
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
社会福祉法人福音寮
社会福祉法人福信会麦久保園
社会福祉法人福陽会特別養護老人ホーム第２サンシャインビラ
社会福祉法人兵庫福祉会
社会福祉法人奉優会
社会福祉法人蓬莱会高齢者総合ケアセンターケアプラザ多摩
社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
社会福祉法人睦月会
社会福祉法人未来こどもランド
社会福祉法人友愛十字会特別養護老人ホーム友愛荘
社会福祉法人緑愛会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会ラぺ日野
社会福祉法人緑秀会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人練馬区社会福祉事業団田柄特別養護老人ホーム
社会福祉法人櫻継会
宗教法人明治神宮
秋元康寛
小林弘英
信金中金ビジネス株式会社
新巧塗装工業株式会社
神薬工業株式会社
川崎重工業株式会社
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
大日本土木株式会社東京支店
大陽工業株式会社
炭火焼鳥だいすけ
地域活動支援センターはるえ野
中国塗料株式会社
中嶋竜生
町田市美術工芸館
天理教豊眞分教会
渡辺公義
東海汽船株式会社
東京スガキ印刷株式会社
東京計器株式会社/東京計器テクノポート株式会社
東京拘置所
東京都済生会中央病院
東邦重機開発株式会社
東洋熱工業株式会社
特定医療法人研精会
特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ
特定非営利活動法人こぴあクラブ
特定非営利活動法人すずらん
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東京自立支援センター
特別養護老人ホーム第二青梅園
日産自動車販売株式会社
日本アイラック株式会社
日本紙通商株式会社
日本体育大学医療専門学校
認定NPO法人語らいの家
飯田和枝
富永物産株式会社
富士電機株式会社
北砂2丁目だい整形外科
墨田川造船株式会社
有限会社錦部製作所
有限会社劇団俳優座
有限会社蓮田電設
立川拘置所
神奈川県
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法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会横浜支部
NPO法人福祉で支え合う会
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
かまくらのおとうふやさん豆寿
かもめプロペラ株式会社
コムテック株式会社
ソフトホーム株式会社
テクノス株式会社
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横浜病院
一般財団法人海上災害防止センター
一般財団法人聖マリアンナ会
一般財団法人日本船員厚生協会
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COM
株式会社ＥＩＧＨＴＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ
株式会社MIC
株式会社アクト
株式会社アドバンテージ
株式会社オーテックジャパン
株式会社シネヴィス
株式会社マグトロニクス
株式会社マリアンナ･ワールド･サービス
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
株式会社横浜華リハビリデイサービス
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
公益社団法人日本海員掖済会
三上船舶工業株式会社
社会福祉法人SOWET
社会福祉法人かながわ共同会
社会福祉法人かながわ黎明会
社会福祉法人キャマラード
社会福祉法人キャマラード第２みどりの家
社会福祉法人クローバー
社会福祉法人こうよう会
社会福祉法人さくら会
社会福祉法人すぎな会
社会福祉法人すみなす会
社会福祉法人たすけあいゆい
社会福祉法人たすけあい泉
社会福祉法人たちばな会
社会福祉法人たちばな福祉会
社会福祉法人たつき会介護老人福祉施設スミール桜ヶ丘
社会福祉法人つちや社会福祉会
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
社会福祉法人みその
社会福祉法人みどりの風
社会福祉法人みどり共生会
社会福祉法人みどり福祉会
社会福祉法人らぽおるの樹
社会福祉法人ル･プリ
社会福祉法人ル・プリ杜の会事業本部
社会福祉法人阿部睦会
社会福祉法人愛光会
社会福祉法人愛川舜寿会
社会福祉法人育生会
社会福祉法人磯子コスモス福祉会
社会福祉法人一乗会
社会福祉法人横浜やまびこの里
社会福祉法人横浜向陽会
社会福祉法人横浜長寿会
社会福祉法人横浜婦人クラブ愛児園
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
社会福祉法人輝雲会児童養護施設手まり学園
社会福祉法人吉祥会
社会福祉法人栗山会
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
社会福祉法人県央福祉会アイネットきたざと
社会福祉法人県央福祉会エスポワールパーネ
社会福祉法人県央福祉会ふじさわ爽風舎
社会福祉法人県央福祉会ぽらーの上和田
社会福祉法人県央福祉会モンド湘南藤沢
社会福祉法人県央福祉会ワークステーション菜の花
社会福祉法人県央福祉会ワークス桜舎セルプ
社会福祉法人県央福祉会三浦創生舎
社会福祉法人県央福祉会生活介護ふるーる
社会福祉法人県央福祉会大和さくらクリニック
社会福祉法人県西福祉会
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
社会福祉法人幸保園
社会福祉法人紅梅会
社会福祉法人三つ葉会ガーデニア・ごしょみ
社会福祉法人三篠会
社会福祉法人山根会
社会福祉法人紫陽花会
社会福祉法人児童養護施設心泉学園
社会福祉法人慈母会
社会福祉法人若竹大寿会
社会福祉法人若竹大寿会特別養護老人ホーム若竹苑
社会福祉法人寿考会
社会福祉法人寿徳会
社会福祉法人宗得会
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
社会福祉法人新日本学園
社会福祉法人真生会
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
社会福祉法人清光会清光園
社会福祉法人清正会
社会福祉法人聖テレジア会
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
社会福祉法人聖和むつみ会
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
社会福祉法人川崎市社会福祉事業団川崎市柿生学園
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
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人長寿会軽費老人ホーム箱根山荘
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホーム陽光の園
社会福祉法人唐池学園
社会福祉法人唐池学園児童養護施設強羅暁の星園
社会福祉法人藤沢育成会アートスペースわかくさ
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
社会福祉法人同愛会ダイア磯子
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

社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人博愛福祉会小規模多機能型居宅介護ゆとり庵磯部
社会福祉法人白根学園しらねの里
社会福祉法人箱根恵明学園
社会福祉法人富士美特別養護老人ホームヒューマン
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
社会福祉法人蓬莱会
社会福祉法人蓬萊会特別養護老人ホームケアプラザさがみはら
社会福祉法人訪問の家
社会福祉法人訪問の家集
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）
前田医院
太洋テクニカ株式会社
大成建設株式会社
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トムトム
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寺田プランニング
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福祉センター
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
日本新薬株式会社
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
有限会社かみはし
新潟県
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
ミニボートピア阿賀野
一般社団法人燕市スポーツ協会･ミズノグループ
株式会社IHI原動機
株式会社WithYou
株式会社カトー
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
株式会社ワールドステイ
株式会社植木組
株式会社新潟放送
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
社会福祉法人けやき福祉会
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
社会福祉法人すこやか福祉会
社会福祉法人つなん福祉会
社会福祉法人にいがた寿会
社会福祉法人フランシスコ第三会マリア園

社会福祉法人みんなでいきる
社会福祉法人ロングラン
社会福祉法人阿賀北総合福祉協会
社会福祉法人愛宕福祉会
社会福祉法人茨塚福祉会
社会福祉法人燕・西蒲原福祉会
社会福祉法人加茂福祉会
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
社会福祉法人高田福祉会
社会福祉法人佐渡ふれあい福祉会
社会福祉法人佐渡国仲福祉会
社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会
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
社会福祉法人佐渡福祉会第二岩の平園
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
社会福祉法人松波福祉会
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
社会福祉法人上越老人福祉協会
社会福祉法人常陽会
社会福祉法人信濃川令終会
社会福祉法人新井頸南福祉会
社会福祉法人新潟みずほ福祉会
社会福祉法人新潟市社会事業協会特別養護老人ホーム有明園
社会福祉法人新潟市中央福祉会
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
社会福祉法人仁成福祉協会
社会福祉法人仁成福祉協会ケアハウス新寿園
社会福祉法人仁成福祉協会ショートステイことぶき
社会福祉法人青空福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会垂水の里
社会福祉法人村上岩船福祉会特別養護老人ホームさつき園
社会福祉法人村上市社会福祉協議会山北支所
社会福祉法人大形福祉会特別養護老人ホーム逢谷内
社会福祉法人大佐渡福祉会
社会福祉法人中越福祉会
社会福祉法人中越福祉会みのわの里
社会福祉法人中蒲原福祉会
社会福祉法人中東福祉会
社会福祉法人中東福祉会いずみの里
社会福祉法人長岡三古老人福祉会
社会福祉法人長岡東山福祉会高齢者センターふそき
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人長岡福祉協会ケアハウス小千谷さくら
社会福祉法人奴奈川福祉会
社会福祉法人奴奈川福祉会ワークセンターにしうみ
社会福祉法人奴奈川福祉会特別養護老人ホームみやまの里
社会福祉法人東蒲原福祉会
社会福祉法人藤の木原福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会まいこ園
社会福祉法人南魚沼福祉会ゆのさと園
社会福祉法人南魚沼福祉会障害福祉サービス事業所あさひばら
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
社会福祉法人飛翔福祉会特別養護老人ホームシンパシー
社会福祉法人苗場福祉会
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
小千谷市
小竹屋旅館
新潟少年学院
新潟少年鑑別所
有限会社CIRCLE.SEVEN
有限会社めしや
富山県
一般財団法人伏木錬成館
株式会社スリーティ運輸ヘルスケア事業部

社会福祉法人宝寿会
社会福祉法人豊立会
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
社会福祉法人悠久会
社会福祉法人陽光会
社会福祉法人緑の会
社会福祉法人緑海会
社会福祉法人緑陽会特別養護老人ホームおおあみ緑の里
社会福祉法人和光会
社会福祉法人佰和会
社会福祉法人翡翠会
社会福祉法人槇の実会
小川敏雄
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
千葉刑務所
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
大和ハウス工業株式会社柏支社
中島硝子株式会社関東・東庄工場
朝日商事株式会社
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笑らい
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生活支援センターあらかると
特定非営利活動法人虹の会
特別養護老人ホームさわやか苑
富永物産株式会社
法務省市原学園
法務省千葉刑務所
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
東京都
ANAテレマート株式会社
EMCcore
ENEOS保険サービス株式会社
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法人多摩草むらの会
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
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
スバル興業株式会社
ダイハツディーゼル株式会社東京支社
ダイハツ工業株式会社
ダイハツ東京販売株式会社
テンワス株式会社
ナガタ工業株式会社
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
ムサシノ機器株式会社
メゾンN&B
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社東京支社
リシェア株式会社
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
医療法人財団青溪会駒木野病院
医療法人社団而今会
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
一般財団法人日本気象協会
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
一般社団法人ぱざぱ
一般社団法人日本船舶品質管理協会製品安全評価センター
一般社団法人日本舶用工業会

社会福祉法人鳥越福祉会青い鳥
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
社会福祉法人南陽園
社会福祉法人能輝人能輝村
社会福祉法人富樫福祉会
社会福祉法人芙蓉会
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
有限会社石川商会小松工場
福井県
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
株式会社フクタカ
株式会社浪速ポンプ製作所
社会福祉法人おおた福祉会
社会福祉法人かすみが丘学園
社会福祉法人げんきの家
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
社会福祉法人聖徳園
社会福祉法人足羽福祉会
社会福祉法人大日園
社会福祉法人大野福祉会
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
社会福祉法人福授園御幸事業所
社会福祉法人福聚会
社会福祉法人北日野こもれび会
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人友興会特別養護老人ホーム高浜けいあいの里
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B&G海洋センター
勝山市教育委員会
勝山市教育委員会史跡整備課
小浜市視覚障害者福祉協会
総社大神宮
大野市
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
特別養護老人ホーム渓山荘
武生三国モーターボート競走施行組合
福井ケーブルテレビ株式会社
山梨県
けやき園
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

甲斐市
甲府刑務所
社会福祉法人あそびじゅく
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
社会福祉法人ぶどうの里
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
社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会障害者支援施設みだい寮
社会福祉法人子育ち社会福祉法人子育ち・発達の里乳児院ひまわり後援会
社会福祉法人寿真会
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
社会福祉法人友伸福祉会
社会福祉法人友和会
社会福祉法人緑樹会
第一生命保険株式会社
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
特定非営利活動法人来未いろどり
飯富病院
長野県
NPO法人介護屋つむぎ
アサヒプリテック株式会社
みすず精工株式会社
下條村
株式会社北澤電機製作所本社工場
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緑の牧場学園
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
社会福祉法人りんどう信濃会上田悠生寮
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
社会福祉法人稲田会YUIを支える会
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いずみの家
社会福祉法人恵清会
社会福祉法人幸充
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
社会福祉法人上田しいのみ会障害者支援施設上田しいのみ園
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
松本少年刑務所
上松町教育委員会
上松町公民館
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
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟禅
道会総本部
飯綱町役場
有明高原寮
岐阜県
NPOつけちスポーツクラブ
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
加子母B&G海洋センター
株式会社アピスファーマシー
株式会社関ヶ原製作所
株式会社秀商
岐阜刑務所
岐阜日産自動車株式会社本社
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
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人墨友会
社会福祉法人万灯会
大洋電機株式会社
大洋電機株式会社岐阜羽島工場
大洋電機株式会社岐阜工場
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在宅支援グループみんなの手
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
静岡県
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
バリュー・トーカイ株式会社
ボートレースチケットショップ焼津
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障がい者通所事業所クローバー
一般社団法人原里愛郷振興協会
一般社団法人御前崎スマイルﾌ ﾛ゚ジェクト
学校法人日本体育大学浜松日体中･高等学校
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アイエスエフネットライフ静岡
株式会社カナサシ重工
株式会社ヤマナカ
株式会社ユーモア
株式会社高田ビル
株式会社小杉苑
株式会社榛葉鉄工所
株式会社榛葉鉄工場

株式会社静岡朝日テレビ
株式会社赤阪鐵工所
株式会社村上開明堂
株式会社長谷川鐵工所
丸忠デジタル株式会社
御殿場区コミュニティーセンター
御殿場市川島田区
御殿場市役所
御殿場市役所高根支所
御殿場地区広場管理運営委員会
荒井譲
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
社会福祉法人ひつじ
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
社会福祉法人花草会
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
社会福祉法人慶成会
社会福祉法人桂
社会福祉法人湖成会特別養護老人ホーム百恵の郷
社会福祉法人恒仁会
社会福祉法人三幸会
社会福祉法人三宝会
社会福祉法人三和会
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
社会福祉法人誠信会児童養護施設岩倉学園ニノマルビレッジ
社会福祉法人草笛の会
社会福祉法人大乗会
社会福祉法人大須賀苑
社会福祉法人大善福祉会
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
社会福祉法人天心会
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
社会福祉法人南浜名湖会
社会福祉法人博友会
社会福祉法人磐田興生会おおふじ学園
社会福祉法人富岳会
社会福祉法人富岳会法人本部
社会福祉法人富士宮福祉会
社会福祉法人富士厚生会
社会福祉法人富水会特別養護老人ホーム開寿園
社会福祉法人炉暖会
社会福祉法人和光会
社会福祉法人和松会
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
森之腰中央公民館
静岡少年鑑別所
川根本町本川根B&G海洋センター
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
藤枝市役所

特定非営利活動法人みんなの家
特定非営利活動法人活き生きネットワーク
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
有限会社富岳サービスミニボートピア富士おやま
髙橋正哲
愛知県
NPO法人四ツ葉の会
アイシングループ
エームサービス株式会社
カントリーモーニング
サポートイン南知多アネックス浜茶屋
ファミリーホームわが家
メーキュー株式会社
旭精機株式会社
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ーボート競走会
一般財団法人日本モーターボート競走会蒲郡支部
一般財団法人日本モーターボート競走会常滑支部
一般社団法人Hishigen
一般社団法人OneLife
一般社団法人オーケーサポート
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
岡崎医療刑務所
株式会社K3プラス
株式会社NMCワークス
株式会社Revival.
株式会社アイエスエフネット
株式会社いちょうの樹
株式会社エネテクトレーディング
株式会社カルペディエム
株式会社コムライン
株式会社ジェティ
株式会社ティーバイティー
株式会社トータルレジャー開発
株式会社トライズ
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
株式会社碧海総合研究所
貴城精工株式会社
公益財団法人慈友会児童養護施設慈友学園
公益社団法人日本モーターボート選手会
公益社団法人日本モーターボート選手会勤労青少年水上スポーツセンター
公益社団法人日本モーターボート選手会常設訓練所
公益社団法人日本海員掖済会えきさい看護専門学校
桜井株式会社
三河プロペラ株式会社
児童養護施設豊橋平安寮
社会福祉法人あいち清光会
社会福祉法人あいち清光会サンフレンド
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
社会福祉法人アパティア福祉会
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
社会福祉法人ふれ愛名古屋
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
社会福祉法人愛知育児院特別養護老人ホーム南山の郷
社会福祉法人愛知玉葉会
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
社会福祉法人高久会
社会福祉法人児童養護施設岡崎平和学園
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
社会福祉法人照光会子どもの家ともいき
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
社会福祉法人太陽
社会福祉法人大府福祉会
社会福祉法人大府福祉会たくと大府
社会福祉法人知立福祉会
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホームシルバーピアかりや
社会福祉法人博寿会
社会福祉法人麦
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
社会福祉法人和進奉仕会
常滑市観光協会
新城福祉会西部福祉会館
杉浦パーキング
瀬戸少年院
清水建設株式会社
石関俊昭
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こすもす畑
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ぽんぽこネットワーク
特定非営利活動法人まちのエキスパネット
特定非営利活動法人ゆめじろう
特定非営利活動法人りんりん
特定非営利活動法人一宮まごころ
特定非営利活動法人犬山あんきにくらそう会
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絆
特別養護老人ホーム扶桑苑
風の子スクエア
碧海総合研究所
法務省笠松刑務所
豊ヶ岡学園
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
名古屋文化福祉会
名鉄海上観光船株式会社
有限会社J･クレオ
有限会社エッグ
有限会社黒田トラック
三重県
いなべ市

ニュージャパンマリン株式会社
はなや
ホンダオートボディー株式会社
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津支部
一般社団法人あさひファーム
介護センターオリーブ
海の博物館
学校法人伊勢学園
株式会社宏信
株式会社松井鉄工所
株式会社名張総合研究所
菰野町B&G海洋センター
三重刑務所
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
志摩市総合スポーツ公園
社会福祉法人あがた福祉の会
社会福祉法人アパティア福祉会
社会福祉法人いいたか
社会福祉法人ウェルケア
社会福祉法人はまゆう会
社会福祉法人みどり自由学園
社会福祉法人むつみ福祉会
社会福祉法人モモ
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人安全福祉会
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
社会福祉法人高田福祉事業協会
社会福祉法人三央会
社会福祉法人三重高齢者福祉会協和苑
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
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清和会
社会福祉法人青山福祉会
社会福祉法人青山里会
社会福祉法人長寿の森小規模特別養護老人ホームきらり
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人天年会かなしょうず園
社会福祉法人天年会就労継続支援事業所花ようび
社会福祉法人天年会養護老人ホーム南山
社会福祉法人百楽の会滋賀県
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
社会福祉法人鈴鹿聖十字会
社会福祉法人鈴風会
住友電装株式会社
小野直人
積和建設中部株式会社三重支店
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なちゅらんどりーむ
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
有限会社だいち
滋賀県
カルビー・イートーク株式会社
ダイハツディーゼル株式会社守山第一工場
ダイハツディーゼル株式会社守山第二工場
ダイハツディーゼル株式会社守山寮
びわ湖放送株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
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

株式会社金閣自動車商会
株式会社創和開発
社会福祉法人あかね会
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
社会福祉法人小矢部福祉会
社会福祉法人庄川福祉会
社会福祉法人砺波福祉会
社会福祉法人福岡福祉会特別養護老人ホームアルテン赤丸
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人福鳳会
社会福祉法人有磯会
社会福祉法人梨雲福祉会
社会福祉法人立山福祉会
社会福祉法人立野福祉会グランスパかの苑
社会福祉法人緑寿会
上市町B&G海洋センター
特定非営利活動法人くるみ
特定非営利活動法人知的障害者のくらしを考える会
富山刑務所
富山新聞社
凌雲館村雲道場
石川県
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
ケアハウスファミール
ジェイ・バス株式会社
シオンマネージメント株式会社
リタジャパン株式会社
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
株式会社ワールドステイ
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
金沢刑務所
穴水町
湖南学院
公立穴水総合病院
志賀町
社会福祉千木福祉会
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
社会福祉法人こまつ育成会
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
社会福祉法人希望が丘
社会福祉法人享誠塾児童養護施設享誠塾
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
社会福祉法人石川サニーメイト
社会福祉法人千木福祉会
社会福祉法人相生会
社会福祉法人中央会
社会福祉法人長寿会

社会福祉法人香東園
社会福祉法人秀孝会
社会福祉法人松光会
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人真愛の家
社会福祉法人成光苑
社会福祉法人成光苑サンヒルズ紫豊館
社会福祉法人成光苑ライフ・ステージ舞夢
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
社会福祉法人同和園
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
社会福祉法人利生会特別養護老人ホーム第二亀岡園
新庄鉄筋工業株式会社
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
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都四条営業所
敷島住宅株式会社京都支店
珈琲専門店MARCHBROWN
大阪府
BEMACKiden株式会社
NPO法人さくら
NPO法人堺自立支援センターユニオン
NPO法人夢桜ホーム
アシストワーク株式会社
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
なやクリニック・ヘッドウェイ堺
ふらっとイケダ／池田市立人権文化交流センター
ボートレース住之江
ボルカノ株式会社
ミニボートピアりんくう
ヤンマー株式会社
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近畿支局
一般社団法人ダブル・オー
一般社団法人まつり
英和株式会社
横浜金属商事株式会社
介護老人保健施設えきさい大阪
学校法人四天王寺学園
株式会社CDK
株式会社NextInvestment
株式会社WAON
株式会社アスク
株式会社アスニック
株式会社アドミニ
株式会社アピスファーマシー
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
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
株式会社シロヤ
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
株式会社フジプラス
株式会社フランス屋本部
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
株式会社帝国機械製作所
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
関西鉄工株式会社
近畿金属株式会社
公益社団法人日本海員掖済会大阪掖済会病院
高岡國士
高齢者総合福祉施設社会福祉法人起生会ほほえみの園
寺﨑電気産業株式会社
社会医療法人蒼生会蒼生病院
社会福祉法人あいえる協会
社会福祉法人あおぞらの会
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
社会福祉法人きくのか福祉会
社会福祉法人こごせ福祉会
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人こころの窓
社会福祉法人サライ福祉会
社会福祉法人せんわ
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
社会福祉法人のぞみ古江台ホール花園会
社会福祉法人バルツァ事業会
社会福祉法人ひしの美会
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
社会福祉法人みなと寮
社会福祉法人よしみ会
社会福祉法人ライフサポート協会
社会福祉法人ロータス福祉会
社会福祉法人愛育社
社会福祉法人愛生会豊生園
社会福祉法人愛和福祉会
社会福祉法人遺徳会
社会福祉法人永寿福祉会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
社会福祉法人毅正会
社会福祉法人亀望会
社会福祉法人久栄会
社会福祉法人救世軍社会事業団救世軍希望館
社会福祉法人享佑会
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
社会福祉法人健康会
社会福祉法人健成会
社会福祉法人健輪会
社会福祉法人建仁会
社会福祉法人五常会
社会福祉法人光輝会
社会福祉法人光輝会隆光学園輝きステーション
社会福祉法人光生会
社会福祉法人光輪会
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
社会福祉法人堺中央共生会
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
社会福祉法人燦愛会
社会福祉法人産經新聞厚生文化事業団

社会福祉法人四恩学園
社会福祉法人四天王寺病院
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高槻エルダーセンター
社会福祉法人秀幸福祉会庄栄エルダ－センタ－
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
社会福祉法人伸栄福祉会
社会福祉法人寝屋川聖和福祉会ゆりかご
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
社会福祉法人成光苑高槻けやきの郷
社会福祉法人成光苑吹田竜ヶ池ホーム
社会福祉法人成和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖ヨハネ学園
社会福祉法人聖森会
社会福祉法人青い鳥福祉会青い鳥工房
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
社会福祉法人蒼生福祉会
社会福祉法人大協会
社会福祉法人大阪愛心会
社会福祉法人大阪肢体不自由児者父母の会連合会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団じょぶライフだいせん
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
社会福祉法人長野社会福祉事業財団グループ
ホームスリーハートの丘
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
社会福祉法人天寿会特別養護老人ホーム平尾荘
社会福祉法人田熊会
社会福祉法人東和福祉会
社会福祉法人桃花塾
社会福祉法人篤志会
社会福祉法人奈佐原寮
社会福祉法人南河学園
社会福祉法人南湖会
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団救護施設平和寮
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団障がい者支援施設太平
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
社会福祉法人博光福祉会介護老人福祉施設寿里苑ラピス
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑フルール
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑花舞の郷
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑夢の杜
社会福祉法人柏樹会
社会福祉法人麦の会
社会福祉法人八尾隣保館
社会福祉法人飛翔会
社会福祉法人美木多園
社会福祉法人美和会
社会福祉法人百丈山合掌会
社会福祉法人富翔会
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
社会福祉法人豊中太陽会
社会福祉法人北摂杉の子会
社会福祉法人北摂福祉会ともがき
社会福祉法人門真福祉会脇田こども学園
社会福祉法人弥栄福祉会
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
社会福祉法人和光福祉会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人和秀会

社会福祉法人和泉の国
宗教法人祐照寺
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
千房ホールディングス株式会社
泉佐野ウォーターフロント株式会社
泉佐野市役所
全電通近畿社会福祉事業団
大阪電設工業株式会社
大阪福祉事業財団職員共済会
大成ロテック株式会社
島田燈器工業株式会社
特定非営利活動法人アースグループホーム虹
特定非営利活動法人アースグループホーム虹旭ヶ丘
特定非営利活動法人アースしあわせ作業所ショートステイしあわせ
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あのね
特定非営利活動法人いばらき
特定非営利活動法人ウエルネスいずみ
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堺西自立支援センター
特定非営利活動法人堺西自立支援センターもとまちジョブ
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地域福祉創造協会ウインク
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
特定非営利法人さくら
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
繁栄商事株式会社
富永物産株式会社
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都支店
本城金属株式会社
有限会社ケーワイケー介護サービス
有限会社トーヨー
利州株式会社
兵庫県
hairAnge
NPO法人かがやきステップあっぷ西江井島
NPO法人でかけ隊
アサヒプリテック株式会社テクノセンター
アサヒプリテック株式会社阪神事業所
イーグル工業株式会社
エームサービス株式会社
ダイハツディーゼル姫路株式会社
ボートレースチケットショップ姫路
ボルカノ株式会社
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社特機エンジン
医療法人社団純心会
一般財団法人サニーピア医療保健協会
一般財団法人日本船員厚生協会神戸大倉山海員会館
一般社団法人日本モーターボート選手会兵庫支部
園田機工株式会社
加古川刑務所
株式会社IHI原動機
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
株式会社テクニカ
株式会社ビエント

株式会社ビクトワール
株式会社フジプラス
株式会社ボルテック
株式会社学研アイズ
株式会社栗之浦ドック
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
株式会社大東工作所
株式会社東和電機
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
香美町兵庫県立兎和野高原野外教育センター
阪神内燃機工業株式会社
山根クリニック
山陽ダイヤパーサーヴィス株式会社
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
社会福祉法人ささゆり会特別養護老人ホームサンライフ御立
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サルビア荘
社会福祉法人円融会ナーシングピア加西
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
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬寿記念会
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特別養護老人ホームしいのき荘
社会福祉法人祉栄会
社会福祉法人祉友会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
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
社会福祉法人青葉福祉会特別養護老人ホーム松寿園
社会福祉法人青葉福祉会養護老人ホーム青葉荘
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
社会福祉法人知足会
社会福祉法人朝日の会
社会福祉法人長和福祉会
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
社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人白鷺園
社会福祉法人白百合学園
社会福祉法人姫路尚歯会
社会福祉法人姫路東部福祉会特別養護老人ホーム清寿園
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
社会福祉法人平成会
社会福祉法人本覚寺苑
社会福祉法人明石恵泉福祉会

社会福祉法人陽気会
社会福祉法人立正学園
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人樅の木福祉会
社会福祉法人樅の木福祉会あさぎりの里
社会福祉法人鶯園
新西宮ヨットハーバー株式会社
神戸ペイント株式会社
神戸愛生園
神戸掖済会病院
西村興産株式会社
中川歯科医院
猪名川町
猪名川町B&G海洋センター
東洋カーマックス尼崎レース場前駐車場
特定非営利活動法人えびす
特定非営利活動法人だいこく
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
八鹿鉄工株式会社
姫路社会福祉事業協会
姫路少年刑務所
富永物産株式会社
富士レックス株式会社
富士物流株式会社
富士貿易株式会社
奈良県
NPO法人サンフラワー
NPO法人ライフケア王寺
NPO法人わかくさもえぎ
NPO法人手力男
ミニボートピア大和ごせ
よしむらファミリー歯科
株式会社ゴセケン
株式会社ターン
株式会社崎山組
株式会社大和
旧奈良監獄保存活用株式会社
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
社会福祉法人やまびこ会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人仁南会
社会福祉法人正和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖寿会
社会福祉法人聖仁風会
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
社会福祉法人泰久会
社会福祉法人大地
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
社会福祉法人天理
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

社会福祉法人鳳雛会どんぐり
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
特定非営利活動法人吉野コスモス会
奈良少年院
法相宗大本山薬師寺
壺阪寺収益事業部
和歌山県
ismyホーム株式会社
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
株式会社エル・ワイ・エル
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
社会福祉法人きのくに福祉会
社会福祉法人しあわせ
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
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福祉事業団
社会福祉法人和歌山県福祉事業団作業所あおぎ園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設南紀あけぼの園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良あかつき園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良みのり園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団南紀医療福祉センター
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
和歌山刑務所
鳥取県
NPO法人フェリース
NPO法人就労支援センター和貴の郷
NPO法人地域活動支援センターおおぞら
ウィルモア皆生S
かばはうすホールディングス株式会社
サニーサービス株式会社
つばめタクシー株式会社
パン工房大地の恵み
ヤンマー舶用システム株式会社
医療法人同愛会
皆生タクシー株式会社
皆生プレイパーク運営委員会
株式会社トランスワード
株式会社石橋造船鉄工所
共和水産株式会社
公益社団法人鳥取県西部医師会
社会医療法人仁厚会
社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院
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
社会福祉法人みその児童福祉会米子聖園天使園
社会福祉法人みのり福祉会
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
社会福祉法人慶光会

株式会社カルペディエム
株式会社スポーツプラザ報徳（米原市B&G海洋センター）
株式会社川村鉄工
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
社会福祉法人おおつ福祉会
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会児童養護施設守山学園
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
社会福祉法人楽樹
社会福祉法人共生シンフォニー
社会福祉法人近江笑生会
社会福祉法人甲賀会
社会福祉法人甲賀学園
社会福祉法人甲南会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人慈照会
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
社会福祉法人青い鳥会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人尊徳会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人達真会特別養護老人ホームけやきの杜
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
社会福祉法人六心会
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
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
敷島住宅株式会社滋賀支店
福井化成株式会社
京都府
NPO法人クローバー・サービス
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
株式会社東山堂
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
社会福祉法人あやべ松寿苑
社会福祉法人ききょうの杜
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
社会福祉法人勧修福祉会
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
社会福祉法人聖嬰会イエズスの聖心病院
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
社会福祉法人池修会
社会福祉法人長嶺会
社会福祉法人天恵会
社会福祉法人天水福祉事業会
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
社会福祉法人白日会特別養護老人ホーム照古苑
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星光園
社会福祉法人明照園
社会福祉法人明徳会
社会福祉法人明徳会ケア･ハピネス
社会福祉法人友愛苑
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
社会福祉法人詫麻会
社会福祉法人濵友会
石原造船株式会社
大津町役場
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
湯前町B&G海洋センター
特定非営利活動法人えんぱ
特定非営利活動法人オレンジワークの会
特定非営利活動法人こころみ会
特定非営利活動法人ハピネスハピネスワーク
特定非営利活動法人福ねこ舎
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
大分県
NPO法人おおいた環境保全フォーラム
NPO法人ジョイ・デ・ビブレ
NPO法人みんなのあおぞら
NPO法人作業所すばる
NPO法人支援ハウス豊さん家
NPO法人心和の里
NPO法人福和会
さいき市民放送株式会社
ボートレースチケットショップ由布
ヤンマーエンジニアリング株式会社
旭産業株式会社
医療法人社団親和会
一般財団法人大分県建築住宅センター
一般社団法人SWライフ
一般社団法人大分県歯科医師会
一般社団法人虹色
下ノ江造船株式会社
樫の木後援会
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

株式会社華陽会しらゆり
株式会社三浦造船所
株式会社南日本造船
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
国道九四フェリー
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
社会福祉法人シンフォニー
社会福祉法人つわ蕗会
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
社会福祉法人安岐の郷
社会福祉法人伊呂波福祉会
社会福祉法人一心会
社会福祉法人一燈園
社会福祉法人永生会
社会福祉法人温寿会
社会福祉法人亀鶴会特別養護老人ホーム偕楽園
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
社会福祉法人先心会
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
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県のぞみ園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県日田はぎの園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団地域生活支
援センターはぎの
社会福祉法人大分県盲人協会
社会福祉法人大分市福祉会
社会福祉法人中津市福祉協議会
社会福祉法人長陽会
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
社会福祉法人萌葱の郷
社会福祉法人豊海会
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人豊心会
社会福祉法人豊肥福祉会
社会福祉法人豊友会
社会福祉法人豊友会うばめ園あゆみ
社会福祉法人豊友会うばめ園分場

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
西日本エンジニアリングサービス株式会社
増永海運株式会社
大電工業株式会社
大分少年鑑別所
大和鉄工株式会社
渡辺リカ
特定非営利活動法人CSOおおいた
特定非営利活動法人おおいた環境保全フォーラム
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
特定非営利活動法人福和会じゃんぴんぐVOY
特定非営利活動法人豊後の大地
南日本造船株式会社
南日本造船協力事業協同組合
日本文理大学
豊生商事株式会社
本田重工業株式会社
有限会社さくら荘
有限会社サンスマイル
有限会社吉岡船舶工業
養護老人ホーム寿楽苑
立命館生活協同組合
宮崎県
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
ボートピア高城
ホテルメリージュ
ヤンマーエンジニアリング株式会社日南サービスグループ
医療法人真愛会高宮病院
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
株式会社エクシス
株式会社だいきち
株式会社響
株式会社光栄総合管理
株式会社森輪商工
宮崎カーフェリー株式会社
宮崎刑務所
宮崎県日南市観光・スポーツ課
軽費老人ホーム青島荘
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
社会福祉法人愛育福祉会児童養護施設みどり学園
社会福祉法人愛育福祉会清松園やわらぎの里（大武タウン）
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
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団センターきりしま
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団向陽の里
社会福祉法人宮崎福祉会
社会福祉法人共生会社会就労センター日向共働社
社会福祉法人金鈴学園
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人恵愛会ケアハウス都城
社会福祉法人慶明会
社会福祉法人光紀会
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
社会福祉法人鐘ヶ浜学園
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
社会福祉法人石井記念友愛社
社会福祉法人石井記念友愛社児童養護施設石井記念有隣園
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
社会福祉法人巴会
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
青島神社
帯谷電機工業株式会社
特定非営利活動法人いろはの森
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ライフカンパニー新富
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
百姓うどん
富士自動販売機宮崎センター
有限会社くるま工房くろぎ
鹿児島県
A"LINEマルエーフェリー株式会社
ＮＩＳＨＩＤＡＯＦＦＩＣＥ
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法人奄美自立支援センターティダワークス
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
ユーミーコーポレーション株式会社
医療法人純青会
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
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
一般社団法人ハルナ
一般社団法人福City
永吉辰男
永原陽子
株式会社LINKS
株式会社MIC
株式会社エクシス
株式会社ケイシン自立支援センターかやの郷
株式会社ゼネラルエンヂニアリング
株式会社なんきゅうドック
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
亀川耕介
吉原道子
弓場建設株式会社
協同組織むぎのめ
見里恒成
幸喜屋
国立療養所星塚敬愛園
甑島商船株式会社
三島村役場
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
社会福祉法人愛真会三州原学園
社会福祉法人愛生会
社会福祉法人愛訪会
社会福祉法人以和貴会
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
社会福祉法人開吉福祉会児童養護施設慈恵学園
社会福祉法人岳風会
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
社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団障害者支
援施設川内自興園
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ワークセンター奄美・ジョイワーク奄美
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薩来園
社会福祉法人聖光会
社会福祉法人青鳥会
社会福祉法人大川福祉会
社会福祉法人大村報徳学園
社会福祉法人長和会
社会福祉法人天上会
社会福祉法人藤照会
社会福祉法人南恵会
社会福祉法人日置福祉会
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
社会福祉法人白鳩会おおすみの園
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
社会福祉法人明澈会
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
社会福祉法人林愛会児童養護施設大隅学舎
社会福祉法人和生会
松元英光
上西正高
川下辰郎
前田シモ
大島産業株式会社
中川運輸株式会社
鳥居タバコ店
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自立支援センター愛ら
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樹

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
特別養護老人ホーム涼松
菱重コールドチェーン株式会社
平昭
明昭産業株式会社
有限会社エムアールナカオ
有限会社コヤマダ建材
有限会社吉徳福祉機器販売
有限会社橋口製作所
有限会社三井・メディックス
有限会社川崎米穀店
有限会社南の太陽ぽかぽか食堂
沖縄県
NPO法人ToiToi
NPO法人名護市障がい者関係団体協議会
ジャガーパーキング久米
パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄株式会社
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
医療法人信愛会
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
一般社団法人かりゆし結
一般社団法人ちゃんぷるハウス
一般社団法人りあん
一般社団法人沖縄ダルク
沖縄刑務所
沖縄少年院
株式会社がんじゅうさー
株式会社シモセン
株式会社ネオテック
株式会社沖縄機械整備
株式会社糸満市物産センター
合同会社四つ竹
合同会社万寿こどもサポートはるかぜ
糸満工業団地協同組合
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社会福祉事業団うるま婦人寮
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団沖縄療育園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団具志川厚生園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団障害者支援
施設都屋の里
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団名護厚生園
社会福祉法人沖縄松楓会
社会福祉法人海邦福祉会
社会福祉法人喜寿会
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
社会福祉法人幸仁会
社会福祉法人高洋会
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
社会福祉法人善隣福祉会
社会福祉法人善隣福祉会特別養護老人ホーム愛誠園
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
社会福祉法人楓葉の会

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
社会福祉法人与勝福祉会特別養護老人ホーム与勝の里
社会福祉法人麗峰会
社会福祉法人偕生会沖縄偕生園
社会福祉法人榕樹会
就労ネットワークオリーブの家
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生活センター・イルカ
特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい
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地域福祉保健推進協会
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
有限会社光和商事
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

一般財団法人熊本県建築住宅センター
一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会
一般財団法人熊本青年会館
一般社団法人九州福祉会
一般社団法人熊本県歯科医師会
一般社団法人結井の郷オリーブの樹
一般社団法人光輪
一般社団法人虹
株式会社アートプロセス
株式会社エクシス
株式会社キッチン･ブレス
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
株式会社太宝
菊池市
玉名市岱明B&G海洋センター
熊本ドック株式会社
熊本刑務所
熊本県球磨郡あさぎり町役場
熊本県精神科病院協同組合あかねクリーン
熊本県長洲町
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
社会福祉法人ぎんなん会山麓
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
社会福祉法人熊本市社会福祉事業団長寿の里デイサービスセンター
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
社会福祉法人御陽会障がい者総合支援センター
ヴィラささゆ（第二明星学園）
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
社会福祉法人山紫会
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
社会福祉法人仁風会
社会福祉法人水光会
社会福祉法人星峰会

大川広域行政組合
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
特別養護老人ホームうたい鳥
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
愛媛県
BEMAC株式会社
F・オートサービス
NPO法人ケアサポート
NPO法人サスケ工房
NPO法人さなえ
NPO法人ひだまり工房
NPO法人みこと会
NPO法人れんげ草
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
うららか福祉サービス株式会社
マリンパーク新居浜
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
一般財団法人積善会十全総合病院
一般社団法人幸創會
宇和島地区広域事務組合きほく優愛の里
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
株式会社ワイズ・ホールディングス
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
三好造船株式会社
山中造船株式会社
四国溶材株式会社
児童養護施設親和園
社会福祉法人あおい会
社会福祉法人コイノニア協会
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
社会福祉法人みその児童福祉会
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厚生協会みどり寮
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
社会福祉法人喜久寿
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
社会福祉法人澄心
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
社会福祉法人悠々会
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
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
地域づくり推進事業部もみの木
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まこと
特定非営利活動法人みこと会
伯方造船株式会社
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
高知県
NPO法人地域福祉サポートあ・とむ
サンガリア商事株式会社（社会福祉法人てくとこ会）
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
株式会社かつお船
株式会社松村鉄工所
株式会社特殊製鋼所
株式会社濱田水道工務店
香南市教育委員会
香美市教育委員会
香美市社会福祉協議会
四万十町窪川B&G海洋センター
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
社会福祉法人ネットファミリー
社会福祉法人ふるさと自然村
社会福祉法人愛成会
社会福祉法人安芸市身体障害者福祉会
社会福祉法人光の村
社会福祉法人厚敬会
社会福祉法人高春福祉会
社会福祉法人室戸はまゆう会
社会福祉法人秋桜会特別養護老人ホームコスモスの里
社会福祉法人正晴会特別養護老人ホームさくら
社会福祉法人太陽福祉会
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
社会福祉法人土佐香美福祉会
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
新高知重工株式会社
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
特定非営利活動法人ワークスみらい高知
入交キャピタル株式会社
入交キャピタル株式会社（ボートピア土佐）
入交グループ本社株式会社
有限会社釜原鋳鋼所
有限会社中之島造船所
福岡県
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北九州工場
ウェルビーイングサービス
グリーンライフ産業株式会社
コインランドリーゆーかりの木
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
ミニボートピア嘉麻
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
芦屋町モーターボート競走事業
囲碁センター西新
一般財団法人日本モーターボート競走会やまと学校
一般財団法人日本モーターボート競走会芦屋支部
一般財団法人日本モーターボート競走会若松支部
一般財団法人日本モーターボート競走会福岡支部
一般社団法人あまね
一般社団法人学生就職支援協会
一般社団法人在宅看護センター北九州
一般社団法人障害者自立支援協会
一般社団法人大牟田観光協会
一般社団法人東建アグリ
一般社団法人友愛
株式会社D･Sヤマセイ
株式会社i･ライフソリューションズ
株式会社LikeLabKataru
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
株式会社カムラック
株式会社カンサイ
株式会社クリーニングのアルファ
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
株式会社南福岡自動車学校
株式会社福岡サンレイクゴルフ倶楽部
株式会社北商事
株式会社毎日介護タクシー
株式会社毎日介護タクシー有料老人ホーム八女津媛
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
公益社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院
公益社団法人福岡県看護協会
阪九フェリー新門司神戸行きターミナル
三井松島ホールディングス株式会社
三信船舶電具株式会社
社会医療法人栄光会
社会福祉法人あけぼの会
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
社会福祉法人すみれ会
社会福祉法人せいうん会
社会福祉法人たからばこ
社会福祉法人ハイジ福祉会
社会福祉法人ほっと福祉会
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
社会福祉法人育心会住宅型有料老人ホームくくる
社会福祉法人稲築福祉会誠心園
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
社会福祉法人甘木山学園
社会福祉法人希望の丘
社会福祉法人久英会
社会福祉法人共栄福祉会板屋学園
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
社会福祉法人敬愛園アットホーム諸岡
社会福祉法人敬親会
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
社会福祉法人高塔会暁の鐘学園
社会福祉法人黒木福祉会
社会福祉法人宰府福祉会
社会福祉法人菜文会
社会福祉法人桜園
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人誠慈会誠慈学園
社会福祉法人赤坂園
社会福祉法人善正会
社会福祉法人相互福祉会
社会福祉法人筑前福祉会
社会福祉法人筑陽会
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
社会福祉法人二葉会砂山デイサービスセンター
社会福祉法人年輪福祉会
社会福祉法人八千代会
社会福祉法人八千代会田主丸一麦寮
社会福祉法人飯盛会
社会福祉法人悲田院
社会福祉法人福岡あけぼの会
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
社会福祉法人福岡県社会事業団和白青松園
社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会
社会福祉法人福祉松快園
社会福祉法人福祉松快園介護老人保健施設友和松快園
社会福祉法人福祉松快園松快園ケアハウス豊の里
社会福祉法人豊徳会
社会福祉法人北九州フレンド社
社会福祉法人北筑前福祉会
社会福祉法人本郷福祉会
社会福祉法人未来駅
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
社会福祉法人和奏会
手打ちうどんちえ福
小倉拘置所
小倉少年鑑別支所
昭光株式会社
常石鉄工株式会社
川崎町
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
筑紫少女苑
筑邦銀行
朝倉市甘木B&G海洋センター
長松山光薫寺
電気興業株式会社九州支店
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
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
福岡国際空港株式会社
福岡少年院
福岡少年鑑別所
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
有限会社久保山自動車
有限会社明治屋
佐賀県
NPO法人のんびらぁと
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
株式会社イマムラ
株式会社イング
株式会社ウェルビジョン九州
株式会社九州PFIクリエイト
株式会社栗山建設
株式会社坂口組
株式会社泰山興業
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

社会福祉法人椎原寿恵会住宅型有料老人ホームグランドハウスまごごろ
社会福祉法人椎原寿恵会特別養護老人ホーム真心の園
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
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
麓刑務所
長崎県
NPO法人あさひ
NPO法人元気っこクラブファイト
NPO法人諫早なかよし村21このゆびとまれ
ボートレース大村
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
株式会社KTNソサエティ
株式会社MIC
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
株式会社マシナリーテック
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
株式会社三恵
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
公益社団法人日本海員掖済会長崎掖済会病院
佐々観光開発株式会社
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
社会福祉法人とみのはら福祉会
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
社会福祉法人敬天会
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

社会福祉法人山陰会
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人福翠会
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
石田コピーセンター株式会社
前畑造船株式会社
大阪鋼管株式会社
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
長崎マリンサービス株式会社
長崎蒲鉾有限会社
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
特定非営利活動法人そよみ
特定非営利活動法人もくもく
特定非営利活動法人県央自立支援センター亜斗務
特定非営利活動法人元気っ子クラブファイト
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
福岡造船株式会社
北松通運株式会社
野母商船株式会社青方代理店
有限会社ツカサフーズ
有限会社吉井工業
熊本県
NPO法人ABCネットワークよつ葉の里
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法人チャイルドサポートきくち
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法人熊本自立支援センターGUMP
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
医療法人おがた会
医療法人社団昭仁会
医療法人社団仁誠会
医療法人池満会ながすクリニック
一般財団法人杏仁会

株式会社香川ダイハツモータース
株式会社香川ダイハツモータース三木店
株式会社香川ダイハツモータース滝宮店
株式会社香川ダイハツモータース詫間店
株式会社高松セントラルスカイビルデイング
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
丸亀市栗熊コミュニティー
企業組合坂出造船所
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（海の科学館）
公益社団法人香川県看護協会
香川船渠株式会社
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
社会福祉法人こがも福祉会
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
社会福祉法人すみれ福祉会特別養護老人ホーム桉樹苑
社会福祉法人ナザレの村かすがの里・あじさい
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人永生会愛生苑
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
社会福祉法人四恩の里亀山学園
社会福祉法人若竹会
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
社会福祉法人善心会
社会福祉法人善通寺福祉会
社会福祉法人多度津福祉会
社会福祉法人多度津福祉会特別養護老人ホーム桃陵苑
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
新極真会香川中央支部坂出道場
清水木材株式会社
青葉工業株式会社
泉鋼業株式会社
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

社会福祉法人壽光会
授産センターよつば
松江市松江B&G海洋センター
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
和幸株式会社
岡山県
NPO瀬戸内
NPO法人杜の家
NPO法人美作自立支援センター
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
イマージュ
オーニック株式会社
カーツ株式会社
コーワン株式会社
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
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人社団岡山純心会
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
一般財団法人倉敷成人病センター
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
一般社団法人岡山県歯科医師会
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
楽器堂
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
株式会社ハーモニー
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
株式会社リードオン
株式会社栄工プラント
株式会社山陽新聞印刷センター
株式会社真栄住研
株式会社瀬戸内クルージング
株式会社藤原工務店
株式会社凪物流
株式会社富士テック
株式会社平野瓦工業所
株式会社宝山
玉島テレビ放送株式会社
公益社団法人岡山県看護協会
社会医療法人清風会
社会福祉法人P.P.P
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
社会福祉法人ことぶき会
社会福祉法人しおかぜ
社会福祉法人ちとせ交友会
社会福祉法人まこと会
社会福祉法人ますみ会
社会福祉法人みずき会
社会福祉法人みどり会
社会福祉法人みどり会介護施設みどり乃杜
社会福祉法人みどり会特別養護老人ホーム鹿田の庄
社会福祉法人みゆき会
社会福祉法人めやす箱
社会福祉法人ももぞの学園
社会福祉法人わかば園
社会福祉法人愛あい会
社会福祉法人愛和会
社会福祉法人旭川荘
社会福祉法人旭川荘旭川乳児院
社会福祉法人旭川荘竜ノ口寮
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
社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会
社会福祉法人閑谷福祉会
社会福祉法人吉備の里
社会福祉法人吉備路の会
社会福祉法人共栄会
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
社会福祉法人光風福祉会
社会福祉法人幸輝会
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
社会福祉法人幸輝会幸輝園
社会福祉法人広虫荘
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特別養護老人ホーム碧山荘
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
社会福祉法人菜花の里
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
社会福祉法人純晴会
社会福祉法人勝明福祉会
社会福祉法人小田・後月三友会
社会福祉法人松園福祉会
社会福祉法人新生寿会
社会福祉法人深山会
社会福祉法人神郷の園
社会福祉法人翠明会
社会福祉法人瀬戸内会
社会福祉法人瀬戸内福祉事業会
社会福祉法人清楼会
社会福祉法人生き活き館
社会福祉法人雪舟福祉会
社会福祉法人千寿福祉会
社会福祉法人千寿福祉会そうじゃ晴々
社会福祉法人千寿福祉会吉備高原清和荘
社会福祉法人千寿福祉会特別養護老人ホームロマンシティあいだ
社会福祉法人泉学園
社会福祉法人創心福祉会
社会福祉法人超寿会
社会福祉法人津山みのり学園
社会福祉法人津山市社会福祉協議会
社会福祉法人津山社会福祉事業会
社会福祉法人津山福祉会
社会福祉法人同仁会
社会福祉法人南野育成園
社会福祉法人日本原荘
社会福祉法人日本原荘介護老人保健施設津山ナーシングホーム
社会福祉法人日輪会
社会福祉法人福愛会
社会福祉法人福実会
社会福祉法人芳仙会
社会福祉法人優風会
社会福祉法人悠優会
社会福祉法人夕凪会
社会福祉法人陽光会
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
真庭市役所北房支局
社会福祉法人倉敷中央天寿会
総社花萬株式会社
総社市役所
中島硝子工業株式会社
帝人ナカシマメディカル株式会社
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岡山自立支援センターきびっ子おかやま

特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子おかやま
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子くめなん
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子みつ
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B&G海洋センター
日生地区海運組合
日生町漁業協同組合
日本ケミカル機器株式会社
武田鋳造株式会社
福祉の店きずな
有限会社吉備高原ファーム
有限会社美作薬局
広島県
BEMAC株式会社
NPO法人就労継続支援施設広島自立支援センターともに
YAMAX株式会社
アサヒプリテック株式会社広島営業所
アルファデンタルオフィス
イーグル工業株式会社呉事業所
ウェーブレッツ株式会社ボートレースチケットショップ安芸高田
エー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
ツネイシチャレンジド株式会社
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
医療法人社団あと会
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
学校法人八正学園ハイロスハイマ幼稚園
株式会社RANON
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
株式会社ニシキプリント
株式会社ファーマシィ
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
株式会社ワールドステイ
株式会社京泉工業
株式会社共立機械製作所
株式会社熊谷組中四国支店
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
株式会社博善
株式会社豊國
宮島ボートレース企業団
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
協成電機株式会社本社
呉精器工業株式会社
向島ドック株式会社
広島県坂町
広島商船高等専門学校
綱田工業株式会社
合同会社ゆうすけ
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
寺本鉄工所
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
社会福祉法人くすの木の会
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
社会福祉法人英寿会
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
社会福祉法人健生会
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
社会福祉法人広島聖光学園
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
社会福祉法人若菜
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
社会福祉法人静方会
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
社会福祉法人大崎福祉会
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
社会福祉法人飛鳥
社会福祉法人尾道さつき会
社会福祉法人尾道のぞみ会
社会福祉法人尾道市社会福祉協議会
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
庄原市口和老人福祉センター
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
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
東広島市安芸津B&G海洋センター
東広島市黒瀬B&G海洋センター
東洋機械株式会社
藤本悦志
特定非営利活動法人あいあい広場
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
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
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
鐵萬商事株式会社
山口県
NPO法人優喜会
YOU介護サービス株式会社
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
旭洋造船株式会社
医療法人緑山会
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
宇部観光株式会社
下関市競艇事業局
株式会社エクシス
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
社会福祉法人E･G･F
社会福祉法人くだまつ平成会
社会福祉法人さわやか会養護老人ホーム長生園
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障害者支援施設高嶺会
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社会福祉事業団山口県社会福祉会館
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アイユウの苑
社会福祉法人新永福祉会
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
社会福祉法人青藍会ハートホーム新山口
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
地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院
長府工産株式会社

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移動ネット山口
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
有限会社ハシモト
有限会社フォーマックス
有限会社末永整骨院
徳島県
NPO法人サスケ工房
NPO法人らくえん
NPO法人地域活動支援センターあなん
SUNNYDAYS
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
ヤマトホームコンビニエンス株式会社四国ビジネスサポート支店
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
阿南市スポーツ振興課
阿南市教育委員会
阿南市役所
阿北特別養護老人ホーム
医療法人至誠会
医療法人成悠会
医療法人青志会
医療法人川内内科
医療法人道志社
医療法人芳越会
医療法人鈴木会
井村造船株式会社
株式会社テレビ鳴門
株式会社ファミリヤ
株式会社フクブル
株式会社新来島徳島どっく
株式会社村上造船所
宮和海運株式会社
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
自治労阿南市職員労働組合連合会
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
社会福祉法人さわらび会
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
社会福祉法人みらい
社会福祉法人ルミエール
社会福祉法人阿南淡島会
社会福祉法人阿南福祉会
社会福祉法人阿波市社会福祉協議会
社会福祉法人愛育会
社会福祉法人愛心会
社会福祉法人愛泉会
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敬和会
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
社会福祉法人成蹊会
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
社会福祉法人石井町社会福祉協議会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人大麻福祉の町

社会福祉法人大麻福祉の町Bande桧
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社会福祉事業団希望の郷
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
社会福祉法人徳島県身体障害者連合会小星園
社会福祉法人徳島蒼生福祉会
社会福祉法人博友会
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
社会福祉法人美馬市社会福祉協議会
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
社会福祉法人由岐福祉会
社会福祉法人凌雲福祉会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会介護老人福祉施設おおつ苑
宗教法人常楽寺
松村歯科医院
松茂町役場
障害者支援施設ルキーナうだつ
森谷商店
神例造船株式会社
全水道鳴門水道労働組合
大塚製薬株式会社徳島支店
東みよし町三加茂B&G海洋センター
徳島刑務所
徳島県心身障害者福祉会
徳島市B&G海洋センター
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ふれあい福祉の会山びこへるぷ
特定非営利活動法人巣立就労継続支援センター巣立
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
日本モーターボート競走会鳴門支部
美波町
美馬市
美馬市役所
睦技研株式会社
牟岐町
鳴門市企業局
鳴門市身体障碍者連合会
鳴門市母子寡婦福祉連合会
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
香川県
BEMAC株式会社
サンコー株式会社
サンショク合同会社
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル寒川
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル三木
ヤンマー舶用システム株式会社
葵工業株式会社
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
医療法人社団以和貴会いわき病院
医療法人社団純心会
医療法人社団清風会中山病院
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
一般社団法人SKYあーと
学校法人やしま学園
楽笑福祉会歩笑
株式会社セーフティーサポート
株式会社マキタ
株式会社マルメン製麺所
株式会社幸真

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
社会福祉法人真誠会
社会福祉法人親誠会
社会福祉法人青谷福祉会青谷こども学園
社会福祉法人中部福祉会
社会福祉法人鳥取こども学園
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
社会福祉法人博愛会
社会福祉法人遊歩
社会福祉法人麗明会
社会福祉法人和
鳥取日産自動車販売株式会社
特定非営利活動法人YSSだいせん
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鳥取青少年ピアサポート
日産プリンス鳥取販売株式会社
日本交通株式会社
美保学園
有限会社ドアーズ
有限会社旭鉄工所
由良タクシー有限会社
島根県
L物流株式会社
NPO法人えんJOY
NPO法人さくらんぼのお家
NPO法人ふきのとう
NPO法人益田自立支援センター
かばはうすホールディングス株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社松江事業部
株式会社吉田ふるさと村
株式会社内村電機工務店
公益財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
合同会社Robse
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
社会福祉法人おおつか福祉会介護老人保健施設もくもく
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ケアポートよしだ
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
社会福祉法人金太郎の家
社会福祉法人桑友
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
社会福祉法人吾郷会養護老人ホームまほろば大和
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ケアハウス寿生の郷
社会福祉法人出雲南福祉会薫風の丘
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
社会福祉法人大田市社会福祉事業団
社会福祉法人島根ライトハウス
社会福祉法人島根県社会福祉事業団
社会福祉法人梅寿会軽費老人ホームコーポ「ますだ」
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



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
社会福祉法人恵庭光風会恵庭光と風の里
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特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘
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
社会福祉法人彩咲会
社会福祉法人朔風
社会福祉法人札親会
社会福祉法人札幌この実会
社会福祉法人札幌協働福祉会
社会福祉法人札幌肢体不自由福祉会
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
社会福祉法人手稲ロータス会特別養護老人ホーム手稲ロータス
社会福祉法人小樽育成院
社会福祉法人小樽高島福祉会
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
社会福祉法人雪の聖母園就労支援センターオプス
社会福祉法人千歳いずみ学園
社会福祉法人大悲会特別養護老人ホームあそか苑
社会福祉法人朝日福祉会
社会福祉法人長井学園
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
社会福祉法人美々川福祉会
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リハビリー
社会福祉法人北海道光生会
社会福祉法人北海道光生舎
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友愛福祉会ケアハウスゆうあい
社会福祉法人北海道友愛福祉会静苑ホーム
社会福祉法人北海道療育園
社会福祉法人北見有愛会
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
帯広刑務所
帯広少年院
鷹栖町教育委員会
秩父別町B&G海洋センター
津軽海峡フェリー株式会社
当麻町教育委員会
当麻町母子寡婦会
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さらら壮瞥
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ゆう
特定非営利活動法人恵生会
特定非営利活動法人工房・虹と夢後援会
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手と手
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
特別養護老人ホーム手稲ロータス
苫重建設株式会社
農村公園
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
北洋無線株式会社
有限会社Colors
有限会社藤電機システム
有限会社函館厚生商事
青森県
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
よこまちストア
一般財団法人日々木の森
一般社団法人アイループ
株式会社KASAKO就労移行支援事業所C-ROAD
株式会社サンパワー
株式会社リバース
株式会社高橋
株式会社小笠原新聞店
公益財団法人シルバーリハビリテーション協会
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
社会福祉法人義栄会障碍者支援事業所じょいん
社会福祉法人義乃会
社会福祉法人吉幸会
社会福祉法人吉幸会特別養護老人ホーム野辺地ホーム
社会福祉法人桐栄会
社会福祉法人恵徳会
社会福祉法人桂久会
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特別養護老人ホーム青山荘
社会福祉法人拓心会
社会福祉法人中央福祉会
社会福祉法人長老会
社会福祉法人田舎館村社会福祉協議会
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
社会福祉法人藤聖母園特別養護老人ホーム藤の園
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
社会福祉法人明恵会
社会福祉法人明和会
社会福祉法人友の会
社会福祉法人養正会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和幸園
心の里うぐいす
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
東北医療福祉事業協同組合
特定非営利活動法人team.Stepbystep
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双松福祉会
特定非営利活動法人陽だまりの家
特定非営利法人三本の木
特別養護老人ホーム森の里
南部町教育委員会南部町名川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
岩手県
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
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
宮古市魚市場
宮古湾漁業協同組合
鍬ヶ崎番屋
公益財団法人岩手県予防医学協会
三陸やまだ漁業協同組合
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（佐藤宮司宅）
社会福祉法人いつつ星会
社会福祉法人カナンの園ヒソプ工房

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
社会福祉法人岩手和敬会青山和敬荘
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
社会福祉法人燦々会
社会福祉法人志和大樹会
社会福祉法人紫波会
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盛岡杉生園
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
社会福祉法人新生会
社会福祉法人新里紫桐会
社会福祉法人清智会
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
社会福祉法人天神会
社会福祉法人田老和心会
社会福祉法人博愛会
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特別養護老人ホーム敬愛園
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
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
田老町漁業協同組合
東北医療福祉事業協同組合
東北汽船港運株式会社
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ックの家
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
特別養護老人ホーム麗峰苑
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
北日本造船株式会社久慈工場
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
有限会社大船渡ドック
宮城県
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
アライオートオークション仙台株式会社
エームサービス
ヒノケン株式会社
レインボー川崎
医療法人金上仁友会金上病院
一般社団法人まなびの森
一般社団法人悠優会
牡鹿漁業協同組合
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
株式会社ダイリツプランニング(ボートピア川崎)
株式会社マルイチ
株式会社みらい造船
株式会社ヤマニシ
株式会社阿部和工務店
株式会社三亥塩釜支店
株式会社小野寺鐵工所
株式会社新和エンジンサービス
株式会社聖人堀鐵工所
株式会社鈴木造船所
久我建設株式会社
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
宮城県漁業協同組合塩釜総合支所
宮城県漁業協同組合宮戸支所
宮城県漁業協同組合石巻総合支所
宮城県蔵王町
宮城県大郷町教育委員会
公益財団法人宮城県対がん協会
公益社団法人日本海員掖済会宮城利府掖済会病院
佐藤造船所
笹谷温泉湯元一乃湯
社会福祉法人おおさきさくら福祉会すずかけの里
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
社会福祉法人愛の郷
社会福祉法人愛泉会
社会福祉法人旭壽会
社会福祉法人旭壽会特別養護老人ホーム一心苑
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
社会福祉法人恵泉会パルめぐみ
社会福祉法人恵泉会特別養護老人ホーム光風園
社会福祉法人慶和会

社会福祉法人敬寿会特別養護老人ホーム仙台敬寿園
社会福祉法人敬長福祉会
社会福祉法人向陽会
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
社会福祉法人国見会
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
社会福祉法人仙萩の杜ぴぁ
社会福祉法人仙萩の杜障がい者福祉サービス事業所まどか西中田
社会福祉法人千賀の浦福祉会特別養護老人ホーム松島長松苑
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
社会福祉法人洗心会第二高松園
社会福祉法人大崎誠心会
社会福祉法人大石ヶ原会
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
社会福祉法人白石陽光園
社会福祉法人八木山福祉会
社会福祉法人和仁福祉会特別養護老人ホーム和香園
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
仙台ビーナス会
千賀の浦福祉会多賀城苑
千賀の浦福祉会第二清楽苑
大衡村役場
大崎八幡宮
東北医療福祉事業協同組合
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サポートこもれび
特定非営利活動法人桑の木
認定NPO法人さわおとの森
法務省仙台矯正管区
豊里コミュニティ推進協議会
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
亘理町教育委員会
秋田県
NPO法人能代市体育協会
ボートピア河辺
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
株式会社ホリスティックホールティングス
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
社会福祉法人あけぼの会なごみのさと
社会福祉法人ｸ ﾘ゙ｰﾝﾛｰｽﾞ
社会福祉法人つるまい福祉会水林新生園
社会福祉法人はまなす会
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
社会福祉法人みそのみそのホーム
社会福祉法人みその聖園天使園
社会福祉法人横手福祉会
社会福祉法人河辺ふくし会
社会福祉法人花輪ふくし会
社会福祉法人久盛会
社会福祉法人琴丘ふくし会
社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人敬仁会地域密着型特別養護老人ホーム聚恵苑
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
社会福祉法人交楽会障害者支援施設森幸園
社会福祉法人晃和会
社会福祉法人慈泉会
社会福祉法人秋田ふくしハートネット
社会福祉法人秋田旭川福祉会

社会福祉法人秋田育明会竹生寮
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
社会福祉法人秋田福祉協会
社会福祉法人上小阿仁村社会福祉協議会
社会福祉法人水交苑
社会福祉法人水交会
社会福祉法人成光会
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
社会福祉法人能代ふくし会指定障害福祉サービス事業所ねむの木苑
社会福祉法人比内ふくし会
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
社会福祉法人友愛の園
社会福祉法人六縁会
社会福祉法人六郷仙南福祉会
社会福祉法人六郷仙南福祉会ロートピア仙南
秋田キャッスルホテル
秋田刑務所
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
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
山形県
NPO法人置賜ひまわり会
アルファクラブ東北株式会社
オーリンク株式会社介護付有料老人ホームフォーリーフ嶋
ひまわり南陽
医療法人敬愛会
株式会社STAY
株式会社サンパワー
株式会社ユートピアライフ介護付有料老人ホームやすらぎ苑
株式会社千歳建設
株式会社蔵王サプライズ黒沢工場
株式会社未来創造館
株式会社有賀組
山形県社会福祉事業団山形県慈丘園
社会医療法人二本松会かみのやま病院
社会福祉法人いずみノ杜
社会福祉法人ふじの里
社会福祉法人みのり福祉会
社会福祉法人やまがた市民福祉会
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
社会福祉法人恵泉会恵泉会シニアサポートともえ
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬天会
社会福祉法人敬天会指定障害者支援施設水明苑
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
社会福祉法人慈敬会
社会福祉法人慈風会
社会福祉法人舟和会
社会福祉法人庄内福祉会
社会福祉法人松風会特別養護老人ホームはとみね荘
社会福祉法人親和会
社会福祉法人千宏会
社会福祉法人双葉会特別養護老人ホーム太陽の里ふたば
社会福祉法人村山光厚生会養護老人ホーム村山光ホーム
社会福祉法人朝日敬慎会
社会福祉法人朝日町福祉会
社会福祉法人東根福祉会
社会福祉法人徳良会
社会福祉法人南陽恵和会特別養護老人ホームこぶし荘
社会福祉法人白鷹福祉会
社会福祉法人尾花沢福祉会特別養護老人ホームよつば荘
社会福祉法人米沢仏教興道会

北海道
NPO法人自立支援センター歩歩路
アサヒプリテック株式会社
せたな町B&G海洋センター
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
リサイクルマート名寄店
愛別町教育委員会
旭川少年鑑別所
医療法人渓仁会
医療法人渓仁会札幌西円山病院
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院
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
一般社団法人はるか
一般社団法人パレット
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
株式会社アイティ・コミュニケーションズ
株式会社クリーンリースウェルフェア
株式会社クリエイティブ・ケイ
株式会社グロウス
株式会社コンテック
株式会社ナイネンキ
株式会社プロット
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
株式会社繁富工務店
株式会社北海道オフィスプロダクツ
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(古平町B&G海洋センター)
五洋建設株式会社札幌支店
公益社団法人日本海員掖済会小樽掖済会病院
合同会社癸方苑
根室造船株式会社
札幌矯正管区第一部
札幌刑務所
札幌佐々木畜産株式会社
斜里町
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
社会福祉法人あけぼの福祉会岩内あけぼの学園
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
社会福祉法人よいち福祉会
社会福祉法人旭川たいせつ福祉会
社会福祉法人旭川旭親会
社会福祉法人旭川育児院
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
社会福祉法人栄和会
社会福祉法人楽生会
社会福祉法人岩内厚生園
社会福祉法人空知の風

社会福祉法人福島県福祉事業協会ワークスペース・アシスト
社会福祉法人福島県福祉事業協会原町共生授産園
社会福祉法人福島県福祉事業協会障がい者多機能型事業所せきれい
社会福祉法人福島県福祉事業協会多機能型事業所田村
社会福祉法人福島福祉会
社会福祉法人柳愛会
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
社会福祉法人緑風福祉会
社会福祉法人緑風福祉会いいざか花桃館
社会福祉法人緑風福祉会桑折緑風園
小名浜造船株式会社
石川町役場新庁舎
川内村役場
相浦造船鉄工所
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クローバー福祉会
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つくしの里福祉会
特定非営利活動法人ひまわり福祉会
特定非営利活動法人ほっとアクト
特定非営利活動法人ポプラ福祉会
特定非営利活動法人わいわい作業所
塙町教育委員会
福島刑務所
放課後等デイサービスわくわく新白河
有限会社及川造船所
和喜輸送株式会社東北支店
茨城県
N&A
NPO法人愛・LOVE・みらい
いばらき少年剣友会
かんてい局つくば店
ナカノカイロプラクティックオフィス
愛和会
医療法人幸樹会
一般社団法人OHANA
茨城中央園芸農業協同組合
株式会社アサヒヤ
株式会社いばらきのケア
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
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
株式会社マタニ武道具
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
金井信彦
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
社会福祉法人マリンピア
社会福祉法人みどり会
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
社会福祉法人愛和会特別養護老人ホームあそうの郷
社会福祉法人栄寿会
社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院
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

社会福祉法人創志会ライフサポートセンターいたこ
社会福祉法人筑水会
社会福祉法人筑峰学園
社会福祉法人日照養徳園
社会福祉法人博友会
社会福祉法人白銀会
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
第一常陸野公園
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キララこそだて支援センター
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結
特定非営利活動法人虹
特定非営利法人ひだまり
独立行政法人日本原子力研究開発機構
日本メクトロン株式会社
品川重工株式会社
不二造園土木株式会社
法務省水戸少年鑑別所
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
栃木県
FLATワークス
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
みゆきの杜
ユートピアにしかた
医療法人社団星野会
医療法人社団洋精会
一般財団法人栃木県青年会館
株式会社エヌゼットケイ
株式会社トライターム
株式会社ミンナのミカタ
株式会社ワールドステイ
株式会社宇都宮ユーミー建設
株式会社三協
株式会社小堀建設
株式会社大昌電子
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
社会福祉法人エルム福祉会
社会福祉法人こころみる会
社会福祉法人こぶしの会
社会福祉法人すかい
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
社会福祉法人つむぎ
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
社会福祉法人みその聖園ヨゼフ老人ホーム
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
社会福祉法人愛和会通所介護事業所スーパーデイみらい
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
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人美明会
社会福祉法人福寿会
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
社会福祉法人豊岡福祉会
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
太陽会
大日電機工業株式会社
東京計器株式会社
東京計器株式会社矢板工場
特定非営利活動法人CCVウェルフェア
特定非営利活動法人はばたき
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デイホームさつき
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
特別養護老人ホーム而今桜
栃木刑務所
那須烏山市役所教育委員会
那須塩原市
日産プリンス栃木販売株式会社
富士精密株式会社
芳賀町B&G海洋センター
有限会社はが介護サービス
群馬県
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
NPO法人山脈
おさかな茶寮
クローバー･ジャパン株式会社
パーソルサンクス株式会社
ヤマト発動機株式会社
ライフライン・サポート株式会社
医療法人山崎会
医療法人山崎会グループホームカーサ・アルカディア
医療法人社団田口会新橋病院
医療法人社団美心会
医療法人社団平形会介護老人保健施設銀鈴
医療法人大誠会
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IHI原動機太田工場
株式会社アライ
株式会社エー･アンド･ズィー
株式会社オアシス
株式会社ケアアンジュ
株式会社シーアンド・エス

株式会社せいらん大志社
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
株式会社むさしのかんてい局前橋店
株式会社やんば
株式会社ワールドステイ
株式会社小淵
株式会社上州ミート
株式会社榛名厚生会
株式会社針塚農産
株式会社相沢商店共愛学園前橋国際大学内
玉村町B&G海洋センター
群馬県みどり市
群馬県住宅供給公社
群馬県立二葉高等特別支援学校
群馬県立二葉特別支援学校
公益社団法人前橋積善会
国立療養所栗生楽泉園
社会福祉法人あかぎの響
社会福祉法人あんなか福祉会
社会福祉法人おおぎだ
社会福祉法人おおぎだ特別養護老人ホームローズヒル
社会福祉法人ことぶき
社会福祉法人チハヤ会
社会福祉法人のぞみ
社会福祉法人はるな郷
社会福祉法人プライム
社会福祉法人ほたか会
社会福祉法人みやぎ会あゆみの里
社会福祉法人みやび会
社会福祉法人もくせい会
社会福祉法人ゆずりは会
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人愛星会
社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会
社会福祉法人永光会
社会福祉法人鎌倉会
社会福祉法人館邑会
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
社会福祉法人協栄会多機能型事業所のぞみ
社会福祉法人玉樹会
社会福祉法人玉風会
社会福祉法人薫英会
社会福祉法人薫英会障害福祉サービス事業所ワークショップくんえい
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム高風園そめやの里
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団特別養護老人ホーム菱風園
社会福祉法人群馬厚生会
社会福祉法人恵済会
社会福祉法人恵風会
社会福祉法人後閑あさひ福祉会あさひ第二保育園
社会福祉法人後閑あさひ福祉会後閑あさひ保育園
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
社会福祉法人三愛荘
社会福祉法人三喜会特別養護老人ホーム吉井セピア
社会福祉法人三国塩原会
社会福祉法人山紫会特別養護老人ホーム音和の園
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
社会福祉法人潤青会
社会福祉法人昭和ゆたか会
社会福祉法人上川会
社会福祉法人上毛愛隣社
社会福祉法人上毛愛隣社めぐみ保育園
社会福祉法人植竹会
社会福祉法人新生会
社会福祉法人榛永会
社会福祉法人榛桐会
社会福祉法人仁和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人誠光会
社会福祉法人青風舎ケアハウスきょうめ
社会福祉法人青和会
社会福祉法人赤城の家

社会福祉法人千代の会
社会福祉法人大平台会
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
社会福祉法人尾瀬長寿会桜花苑
社会福祉法人美幸会
社会福祉法人平成会
社会福祉法人北毛清流会
社会福祉法人明清会
社会福祉法人悠仁会
社会福祉法人邑友会
社会福祉法人邑友会やまつつじ
社会福祉法人龍峰会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑陽会軽費老人ホームグリーンハイツ
社会福祉法人圓会
小野里工業株式会社
大洋電機株式会社
第一生命保険株式会社
藤間精錬株式会社
特定非営利活動法人エイチ・ツー・オー
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すだち
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麦わら屋
特定非営利法人妙義会
農事組合法人さんぽ道
明和町役場
有限会社ヤマモトサービス
有限会社草津リゾート
理研鍛造株式会社
埼玉県
NPO法人あおい糸
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関東事業所
アサヒプリテック株式会社埼玉工場
アサヒ建工株式会社
いながき動物病院
ジャパンウェイスト株式会社
リコージャパン株式会社
医療法人豊仁会三井病院
一般財団法人日本モーターボート競走会
一般社団法人あるかでぃあ
一般社団法人ノーマライズうらわ
一般社団法人日本モーターボート選手会埼玉支部
株式会社MIC
株式会社あすなろ
株式会社サイサン
株式会社とだか建設
株式会社ベストロジ埼玉
株式会社ポプラ
株式会社岡部コントリビューションパーク
株式会社岡部コントリビューションパーク代表取締役中島卓也
株式会社幸大ハイテック
株式会社倉本産業
株式会社倉本産業川越工場
株式会社日立ニコトランスミッション
久喜市栗橋B&G海洋センター
興亜化工株式会社
幸手市教育委員会
埼玉福興株式会社
三伸機材株式会社
三信船舶電具株式会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人ありす福祉会
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
社会福祉法人ゆうき福祉会
社会福祉法人ルロワ
社会福祉法人愛抱会
社会福祉法人育心会

社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人温和会
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
社会福祉法人熊谷福祉会
社会福祉法人敬寿会
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
社会福祉法人埼玉のぞみの園深谷たんぽぽ
社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団
社会福祉法人埼玉県身体障害者福祉協会
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
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人入間川福祉会
社会福祉法人博愛福祉会
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
社会福祉法人歩む会福祉会
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
松勘工業株式会社
松伏町
森林霊園管理事務所
神川町教育委員会
代田橋自動車有限会社
大陽工業株式会社
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わんぱくクラブ
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
北辰商事株式会社
有限会社ケアブレーン
嵐山町
千葉県
NPO法人i&i
NPO法人Village
エームサービス株式会社
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
リサイクルマート君津店
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
一般社団法人恩送り
横芝光町教育委員会
学校法人日本体育大学柏高等学校
株式会社アイ・エス・ビー
株式会社サンテック
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
株式会社ほがらか
株式会社吉川自動車
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
株式会社誠和グループ
株式会社石山
株式会社富士総業
公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団
公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
細田自動車有限会社
篠崎運輸株式会社
社会福祉法人あかぎ万葉
社会福祉法人あすなろ会障害者支援施設どんぐりの郷
社会福祉法人うぐいす会
社会福祉法人うぐいす会からは～い
社会福祉法人かずさ萬燈会
社会福祉法人ささえ愛
社会福祉法人さつき会
社会福祉法人ジョイまつど
社会福祉法人なゆた
社会福祉法人まごころ
社会福祉法人マリンピアケアハウスマリンピア銚子
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
社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会児童養護施設望みの門かずさの里
社会福祉法人ロザリオの聖母会
社会福祉法人ロザリオの聖母会障害者支援施設聖マリア園
社会福祉法人ロザリオの聖母会聖マリア園
社会福祉法人愛光
社会福祉法人愛光障害者支援施設リホープ
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
社会福祉法人関西中央福祉会
社会福祉法人桐友学園
社会福祉法人九十九里ホーム
社会福祉法人栗の木
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人兼愛会
社会福祉法人広文会
社会福祉法人三誠会
社会福祉法人児童愛護会青松学園
社会福祉法人修央会
社会福祉法人秋桜会
社会福祉法人淑徳福祉会
社会福祉法人松の実会
社会福祉法人松里福祉会
社会福祉法人心友会
社会福祉法人新柏会
社会福祉法人神聖会
社会福祉法人翠皍会
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清郷会
社会福祉法人清郷会十倉厚生園
社会福祉法人聖隷福祉事業団松戸愛光園
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院
社会福祉法人斉信会
社会福祉法人千葉県福祉援護会
社会福祉法人千葉県福祉援護会特別養護老人
ホームローゼンヴィラはま野
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会でい・まさご
社会福祉法人泉寿会
社会福祉法人浅間の杜特別養護老人ホーム長寿園
社会福祉法人創成会
社会福祉法人創明会
社会福祉法人太陽会
社会福祉法人泰斗会
社会福祉法人鶴心会
社会福祉法人鶴心会特別養護老人ホームトータス
社会福祉法人定山会地域密着型特別養護老人ホームひばりの郷
社会福祉法人天光会特別養護老人ホーム恵光園シャイニー中央
社会福祉法人徳和会特別養護老人ホームあかいの郷
社会福祉法人薄光会
社会福祉法人薄光会あおいそら
社会福祉法人八千代美香会
社会福祉法人八千代美香会船橋市特別養護老人ホーム朋松苑
社会福祉法人父の樹会
社会福祉法人芙蓉会
社会福祉法人福祉楽団
社会福祉法人福寿会特別養護老人ホーム福寿園

社会福祉法人豊裕会六日町あいあい特別養護老人ホーム
社会福祉法人悠々会
社会福祉法人陽光会いちょうの家
舟形町B&G海洋センター
大和メディカル株式会社
鶴岡地区医師会
特定非営利活動法人くれよんはうす
南陽市役所
有限会社家岸造船所
福島県
NPO法人あさがお
NPO法人ウッドピアはなわ
NPO法人みんなのまーち
ムサシノ機器株式会社
ムサシノ機器株式会社白河工場
やしおみ荘
医療法人社団メンタルクリニックなごみ
一般社団法人ジパング
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
株式会社ヴィオーラ
株式会社ウェーブ21
株式会社エヌジェイアイ
株式会社サンパワー
株式会社ワイズ山川
株式会社共栄ブレーン
株式会社興洋
株式会社金美堂
株式会社孔輪閣
株式会社同仁社
社会福祉法人いわき福音協会
社会福祉法人いわき福音協会はまぎく荘
社会福祉法人いわき福音協会はまなす荘
社会福祉法人くわの福祉会
社会福祉法人しのぶ福祉会あづま授産所
社会福祉法人しんち福祉会
社会福祉法人スマイルワーク就労支援事業所スマイルセンター
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
社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑
社会福祉法人みどりのかぜ生活介護事業所のはら
社会福祉法人ライフ・タイム・福島
社会福祉法人愛誠会せいざん荘
社会福祉法人愛誠会介護老人保健施設佳勝園
社会福祉法人育成会
社会福祉法人育成会いわき学園
社会福祉法人育成会みなみテラス
社会福祉法人希望の杜福祉会
社会福祉法人玉川村社会福祉協議会
社会福祉法人甲子の里福祉会
社会福祉法人桜ヶ岡福祉会特別養護老人ホーム絆
社会福祉法人慈仁会
社会福祉法人昌平黌医療センター片寄診療所
社会福祉法人昌平黌介護老人保健施設二ツ箭荘
社会福祉法人心愛会
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁愛会レンガ通りデイサービスセンター
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人清峰会さざなみ学園
社会福祉法人生愛福祉事業団
社会福祉法人誠心会
社会福祉法人千桜会
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
社会福祉法人多宝会
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
社会福祉法人田村福祉会特別養護老人ホームあぶくま荘
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
社会福祉法人南陽会
社会福祉法人博愛会特別養護老人ホーム会津みどりホーム
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
社会福祉法人福島愛育園児童養護施設福島愛育園
社会福祉法人福島県福祉事業協会

介護老人福祉施設藤香苑
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IHI原動機
株式会社JTBコーポレートセールス
株式会社KEYクリエーション
株式会社MIC
株式会社TBSグロウディア
株式会社WITHケアハウスまぁむ北区豊島
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グローバル
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社エイフェス
株式会社エクセノヤマミズ
株式会社カワサキライフコーポレーション
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
株式会社サテリット
株式会社スタートライン
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
株式会社ディンプル
株式会社テクノコア
株式会社トーコロ
株式会社マツイ
株式会社みやこ食品
株式会社レオン・インターナショナル
株式会社レリアン
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
株式会社松村組東京本店
株式会社石川組
株式会社第一情報システムズ
株式会社島村工業
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
株式会社日産クリエイティブサービス
株式会社北澤電機製作所
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
公益財団法人笹川平和財団
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
公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター
公益財団法人母と学生の会
公益社団法人日本観光振興協会
公益社団法人宝生会
今治造船株式会社
三根株式会社
三鷹市民協働ネットワーク
山一商事株式会社
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
社会福祉法人アゼリヤ会
社会福祉法人ウエルス東京
社会福祉法人カリタスの園
社会福祉法人グリーンウッド
社会福祉法人けやきの杜
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人さわらび会特別養護老人ホーム山河
社会福祉法人サン
社会福祉法人シルヴァーウィング
社会福祉法人セント･ジョセフ会
社会福祉法人ドリームヴィ
社会福祉法人にんじんの会
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家
社会福祉法人ほうえい会
社会福祉法人ボワ・すみれ福祉会
社会福祉法人マザアス
社会福祉法人マザアス特別養護老人ホームマザアス日野
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
社会福祉法人むうぷ
社会福祉法人やまゆり福祉会
社会福祉法人愛隣会
社会福祉法人安立園
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人雲柱社
社会福祉法人永寿会
社会福祉法人楽晴会世田谷希望丘ホーム
社会福祉法人共助会
社会福祉法人共生会東四つ木ほほえみの里
社会福祉法人協和会特別養護老人ホームきく
社会福祉法人暁会メディカルケアタウン東大島
社会福祉法人錦華学院
社会福祉法人啓光福祉会
社会福祉法人原町成年寮
社会福祉法人光塩会
社会福祉法人恒陽会
社会福祉法人江戸川豊生会
社会福祉法人江東園
社会福祉法人合掌苑
社会福祉法人三徳会
社会福祉法人賛育会
社会福祉法人四葉晃耀会
社会福祉法人子供の家
社会福祉法人至誠学舎立川
社会福祉法人至誠学舎立川至誠ホームオンニ
社会福祉法人七日会
社会福祉法人七日会杜の園
社会福祉法人秋川あすなろ会
社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会景丘の家
社会福祉法人春光福祉会
社会福祉法人小茂根の郷
社会福祉法人松柏児童園
社会福祉法人章佑会
社会福祉法人親の家
社会福祉法人仁愛会
社会福祉法人仁生社
社会福祉法人正吉福祉会府中市立よつや苑
社会福祉法人清峰会
社会福祉法人聖救主福祉会
社会福祉法人聖明福祉協会
社会福祉法人青少年福祉センター
社会福祉法人青梅福祉協会
社会福祉法人泉陽会
社会福祉法人泉陽会新町光陽苑
社会福祉法人全国スモンの会
社会福祉法人創和会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人草むら
社会福祉法人村山苑
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
社会福祉法人鶴風会西多摩療育支援センター
社会福祉法人天寿園会
社会福祉法人田無の会たんぽぽ
社会福祉法人東京コロニー
社会福祉法人東京サレジオ学園
社会福祉法人東京リハビリ協会
社会福祉法人東京栄和会
社会福祉法人東京援護協会
社会福祉法人東京聖労院
社会福祉法人東京武尊会
社会福祉法人東京福祉会
社会福祉法人東京有隣会
社会福祉法人同愛会
社会福祉法人同愛会日の出福祉園
社会福祉法人同胞互助会
社会福祉法人道心会
社会福祉法人南風会
社会福祉法人二葉保育園
社会福祉法人日の基社会事業団日の基青老閣
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
社会福祉法人白十字会介護老人保健施設東京ばんなん白光園
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
社会福祉法人福音寮
社会福祉法人福信会麦久保園
社会福祉法人福陽会特別養護老人ホーム第２サンシャインビラ
社会福祉法人兵庫福祉会
社会福祉法人奉優会
社会福祉法人蓬莱会高齢者総合ケアセンターケアプラザ多摩
社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
社会福祉法人睦月会
社会福祉法人未来こどもランド
社会福祉法人友愛十字会特別養護老人ホーム友愛荘
社会福祉法人緑愛会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会ラぺ日野
社会福祉法人緑秀会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人練馬区社会福祉事業団田柄特別養護老人ホーム
社会福祉法人櫻継会
宗教法人明治神宮
秋元康寛
小林弘英
信金中金ビジネス株式会社
新巧塗装工業株式会社
神薬工業株式会社
川崎重工業株式会社
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
大日本土木株式会社東京支店
大陽工業株式会社
炭火焼鳥だいすけ
地域活動支援センターはるえ野
中国塗料株式会社
中嶋竜生
町田市美術工芸館
天理教豊眞分教会
渡辺公義
東海汽船株式会社
東京スガキ印刷株式会社
東京計器株式会社/東京計器テクノポート株式会社
東京拘置所
東京都済生会中央病院
東邦重機開発株式会社
東洋熱工業株式会社
特定医療法人研精会
特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ
特定非営利活動法人こぴあクラブ
特定非営利活動法人すずらん
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東京自立支援センター
特別養護老人ホーム第二青梅園
日産自動車販売株式会社
日本アイラック株式会社
日本紙通商株式会社
日本体育大学医療専門学校
認定NPO法人語らいの家
飯田和枝
富永物産株式会社
富士電機株式会社
北砂2丁目だい整形外科
墨田川造船株式会社
有限会社錦部製作所
有限会社劇団俳優座
有限会社蓮田電設
立川拘置所
神奈川県
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法人日本武道総合格闘技連盟空手道禅道会横浜支部
NPO法人福祉で支え合う会
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
かまくらのおとうふやさん豆寿
かもめプロペラ株式会社
コムテック株式会社
ソフトホーム株式会社
テクノス株式会社
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横浜病院
一般財団法人海上災害防止センター
一般財団法人聖マリアンナ会
一般財団法人日本船員厚生協会
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COM
株式会社ＥＩＧＨＴＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ
株式会社MIC
株式会社アクト
株式会社アドバンテージ
株式会社オーテックジャパン
株式会社シネヴィス
株式会社マグトロニクス
株式会社マリアンナ･ワールド･サービス
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
株式会社横浜華リハビリデイサービス
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
公益社団法人日本海員掖済会
三上船舶工業株式会社
社会福祉法人SOWET
社会福祉法人かながわ共同会
社会福祉法人かながわ黎明会
社会福祉法人キャマラード
社会福祉法人キャマラード第２みどりの家
社会福祉法人クローバー
社会福祉法人こうよう会
社会福祉法人さくら会
社会福祉法人すぎな会
社会福祉法人すみなす会
社会福祉法人たすけあいゆい
社会福祉法人たすけあい泉
社会福祉法人たちばな会
社会福祉法人たちばな福祉会
社会福祉法人たつき会介護老人福祉施設スミール桜ヶ丘
社会福祉法人つちや社会福祉会
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
社会福祉法人みその
社会福祉法人みどりの風
社会福祉法人みどり共生会
社会福祉法人みどり福祉会
社会福祉法人らぽおるの樹
社会福祉法人ル･プリ
社会福祉法人ル・プリ杜の会事業本部
社会福祉法人阿部睦会
社会福祉法人愛光会
社会福祉法人愛川舜寿会
社会福祉法人育生会
社会福祉法人磯子コスモス福祉会
社会福祉法人一乗会
社会福祉法人横浜やまびこの里
社会福祉法人横浜向陽会
社会福祉法人横浜長寿会
社会福祉法人横浜婦人クラブ愛児園
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
社会福祉法人輝雲会児童養護施設手まり学園
社会福祉法人吉祥会
社会福祉法人栗山会
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
社会福祉法人県央福祉会アイネットきたざと
社会福祉法人県央福祉会エスポワールパーネ
社会福祉法人県央福祉会ふじさわ爽風舎
社会福祉法人県央福祉会ぽらーの上和田
社会福祉法人県央福祉会モンド湘南藤沢
社会福祉法人県央福祉会ワークステーション菜の花
社会福祉法人県央福祉会ワークス桜舎セルプ
社会福祉法人県央福祉会三浦創生舎
社会福祉法人県央福祉会生活介護ふるーる
社会福祉法人県央福祉会大和さくらクリニック
社会福祉法人県西福祉会
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
社会福祉法人幸保園
社会福祉法人紅梅会
社会福祉法人三つ葉会ガーデニア・ごしょみ
社会福祉法人三篠会
社会福祉法人山根会
社会福祉法人紫陽花会
社会福祉法人児童養護施設心泉学園
社会福祉法人慈母会
社会福祉法人若竹大寿会
社会福祉法人若竹大寿会特別養護老人ホーム若竹苑
社会福祉法人寿考会
社会福祉法人寿徳会
社会福祉法人宗得会
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
社会福祉法人新日本学園
社会福祉法人真生会
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
社会福祉法人清光会清光園
社会福祉法人清正会
社会福祉法人聖テレジア会
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
社会福祉法人聖和むつみ会
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
社会福祉法人川崎市社会福祉事業団川崎市柿生学園
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
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人長寿会軽費老人ホーム箱根山荘
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホーム陽光の園
社会福祉法人唐池学園
社会福祉法人唐池学園児童養護施設強羅暁の星園
社会福祉法人藤沢育成会アートスペースわかくさ
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
社会福祉法人同愛会ダイア磯子
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

社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人博愛福祉会小規模多機能型居宅介護ゆとり庵磯部
社会福祉法人白根学園しらねの里
社会福祉法人箱根恵明学園
社会福祉法人富士美特別養護老人ホームヒューマン
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
社会福祉法人蓬莱会
社会福祉法人蓬萊会特別養護老人ホームケアプラザさがみはら
社会福祉法人訪問の家
社会福祉法人訪問の家集
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）
前田医院
太洋テクニカ株式会社
大成建設株式会社
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トムトム
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寺田プランニング
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福祉センター
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
日本新薬株式会社
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
有限会社かみはし
新潟県
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
ミニボートピア阿賀野
一般社団法人燕市スポーツ協会･ミズノグループ
株式会社IHI原動機
株式会社WithYou
株式会社カトー
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
株式会社ワールドステイ
株式会社植木組
株式会社新潟放送
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
社会福祉法人けやき福祉会
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
社会福祉法人すこやか福祉会
社会福祉法人つなん福祉会
社会福祉法人にいがた寿会
社会福祉法人フランシスコ第三会マリア園

社会福祉法人みんなでいきる
社会福祉法人ロングラン
社会福祉法人阿賀北総合福祉協会
社会福祉法人愛宕福祉会
社会福祉法人茨塚福祉会
社会福祉法人燕・西蒲原福祉会
社会福祉法人加茂福祉会
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
社会福祉法人高田福祉会
社会福祉法人佐渡ふれあい福祉会
社会福祉法人佐渡国仲福祉会
社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会
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
社会福祉法人佐渡福祉会第二岩の平園
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
社会福祉法人松波福祉会
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
社会福祉法人上越老人福祉協会
社会福祉法人常陽会
社会福祉法人信濃川令終会
社会福祉法人新井頸南福祉会
社会福祉法人新潟みずほ福祉会
社会福祉法人新潟市社会事業協会特別養護老人ホーム有明園
社会福祉法人新潟市中央福祉会
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
社会福祉法人仁成福祉協会
社会福祉法人仁成福祉協会ケアハウス新寿園
社会福祉法人仁成福祉協会ショートステイことぶき
社会福祉法人青空福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会
社会福祉法人村上岩船福祉会垂水の里
社会福祉法人村上岩船福祉会特別養護老人ホームさつき園
社会福祉法人村上市社会福祉協議会山北支所
社会福祉法人大形福祉会特別養護老人ホーム逢谷内
社会福祉法人大佐渡福祉会
社会福祉法人中越福祉会
社会福祉法人中越福祉会みのわの里
社会福祉法人中蒲原福祉会
社会福祉法人中東福祉会
社会福祉法人中東福祉会いずみの里
社会福祉法人長岡三古老人福祉会
社会福祉法人長岡東山福祉会高齢者センターふそき
社会福祉法人長岡福祉協会
社会福祉法人長岡福祉協会ケアハウス小千谷さくら
社会福祉法人奴奈川福祉会
社会福祉法人奴奈川福祉会ワークセンターにしうみ
社会福祉法人奴奈川福祉会特別養護老人ホームみやまの里
社会福祉法人東蒲原福祉会
社会福祉法人藤の木原福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会
社会福祉法人南魚沼福祉会まいこ園
社会福祉法人南魚沼福祉会ゆのさと園
社会福祉法人南魚沼福祉会障害福祉サービス事業所あさひばら
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
社会福祉法人飛翔福祉会特別養護老人ホームシンパシー
社会福祉法人苗場福祉会
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
小千谷市
小竹屋旅館
新潟少年学院
新潟少年鑑別所
有限会社CIRCLE.SEVEN
有限会社めしや
富山県
一般財団法人伏木錬成館
株式会社スリーティ運輸ヘルスケア事業部

社会福祉法人宝寿会
社会福祉法人豊立会
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
社会福祉法人悠久会
社会福祉法人陽光会
社会福祉法人緑の会
社会福祉法人緑海会
社会福祉法人緑陽会特別養護老人ホームおおあみ緑の里
社会福祉法人和光会
社会福祉法人佰和会
社会福祉法人翡翠会
社会福祉法人槇の実会
小川敏雄
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
千葉刑務所
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
大和ハウス工業株式会社柏支社
中島硝子株式会社関東・東庄工場
朝日商事株式会社
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笑らい
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生活支援センターあらかると
特定非営利活動法人虹の会
特別養護老人ホームさわやか苑
富永物産株式会社
法務省市原学園
法務省千葉刑務所
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
東京都
ANAテレマート株式会社
EMCcore
ENEOS保険サービス株式会社
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法人多摩草むらの会
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
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
スバル興業株式会社
ダイハツディーゼル株式会社東京支社
ダイハツ工業株式会社
ダイハツ東京販売株式会社
テンワス株式会社
ナガタ工業株式会社
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
ムサシノ機器株式会社
メゾンN&B
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社東京支社
リシェア株式会社
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
医療法人財団青溪会駒木野病院
医療法人社団而今会
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
一般財団法人日本気象協会
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
一般社団法人ぱざぱ
一般社団法人日本船舶品質管理協会製品安全評価センター
一般社団法人日本舶用工業会

社会福祉法人鳥越福祉会青い鳥
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
社会福祉法人南陽園
社会福祉法人能輝人能輝村
社会福祉法人富樫福祉会
社会福祉法人芙蓉会
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
有限会社石川商会小松工場
福井県
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
株式会社フクタカ
株式会社浪速ポンプ製作所
社会福祉法人おおた福祉会
社会福祉法人かすみが丘学園
社会福祉法人げんきの家
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
社会福祉法人聖徳園
社会福祉法人足羽福祉会
社会福祉法人大日園
社会福祉法人大野福祉会
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
社会福祉法人福授園御幸事業所
社会福祉法人福聚会
社会福祉法人北日野こもれび会
社会福祉法人友愛会
社会福祉法人友興会特別養護老人ホーム高浜けいあいの里
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B&G海洋センター
勝山市教育委員会
勝山市教育委員会史跡整備課
小浜市視覚障害者福祉協会
総社大神宮
大野市
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
特別養護老人ホーム渓山荘
武生三国モーターボート競走施行組合
福井ケーブルテレビ株式会社
山梨県
けやき園
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

甲斐市
甲府刑務所
社会福祉法人あそびじゅく
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
社会福祉法人ぶどうの里
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
社会福祉法人山梨県手をつなぐ親の会障害者支援施設みだい寮
社会福祉法人子育ち社会福祉法人子育ち・発達の里乳児院ひまわり後援会
社会福祉法人寿真会
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
社会福祉法人友伸福祉会
社会福祉法人友和会
社会福祉法人緑樹会
第一生命保険株式会社
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
特定非営利活動法人来未いろどり
飯富病院
長野県
NPO法人介護屋つむぎ
アサヒプリテック株式会社
みすず精工株式会社
下條村
株式会社北澤電機製作所本社工場
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緑の牧場学園
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
社会福祉法人りんどう信濃会上田悠生寮
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
社会福祉法人稲田会YUIを支える会
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いずみの家
社会福祉法人恵清会
社会福祉法人幸充
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
社会福祉法人上田しいのみ会障害者支援施設上田しいのみ園
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
松本少年刑務所
上松町教育委員会
上松町公民館
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
特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟禅
道会総本部
飯綱町役場
有明高原寮
岐阜県
NPOつけちスポーツクラブ
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
加子母B&G海洋センター
株式会社アピスファーマシー
株式会社関ヶ原製作所
株式会社秀商
岐阜刑務所
岐阜日産自動車株式会社本社
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
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人墨友会
社会福祉法人万灯会
大洋電機株式会社
大洋電機株式会社岐阜羽島工場
大洋電機株式会社岐阜工場
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在宅支援グループみんなの手
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
静岡県
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
バリュー・トーカイ株式会社
ボートレースチケットショップ焼津
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障がい者通所事業所クローバー
一般社団法人原里愛郷振興協会
一般社団法人御前崎スマイルﾌ ﾛ゚ジェクト
学校法人日本体育大学浜松日体中･高等学校
株式会社アイエスエフネットライフ
株式会社アイエスエフネットライフ静岡
株式会社カナサシ重工
株式会社ヤマナカ
株式会社ユーモア
株式会社高田ビル
株式会社小杉苑
株式会社榛葉鉄工所
株式会社榛葉鉄工場

株式会社静岡朝日テレビ
株式会社赤阪鐵工所
株式会社村上開明堂
株式会社長谷川鐵工所
丸忠デジタル株式会社
御殿場区コミュニティーセンター
御殿場市川島田区
御殿場市役所
御殿場市役所高根支所
御殿場地区広場管理運営委員会
荒井譲
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
社会福祉法人ひつじ
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
社会福祉法人花草会
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
社会福祉法人慶成会
社会福祉法人桂
社会福祉法人湖成会特別養護老人ホーム百恵の郷
社会福祉法人恒仁会
社会福祉法人三幸会
社会福祉法人三宝会
社会福祉法人三和会
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
社会福祉法人誠信会児童養護施設岩倉学園ニノマルビレッジ
社会福祉法人草笛の会
社会福祉法人大乗会
社会福祉法人大須賀苑
社会福祉法人大善福祉会
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
社会福祉法人天心会
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
社会福祉法人南浜名湖会
社会福祉法人博友会
社会福祉法人磐田興生会おおふじ学園
社会福祉法人富岳会
社会福祉法人富岳会法人本部
社会福祉法人富士宮福祉会
社会福祉法人富士厚生会
社会福祉法人富水会特別養護老人ホーム開寿園
社会福祉法人炉暖会
社会福祉法人和光会
社会福祉法人和松会
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
森之腰中央公民館
静岡少年鑑別所
川根本町本川根B&G海洋センター
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
藤枝市役所

特定非営利活動法人みんなの家
特定非営利活動法人活き生きネットワーク
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
有限会社富岳サービスミニボートピア富士おやま
髙橋正哲
愛知県
NPO法人四ツ葉の会
アイシングループ
エームサービス株式会社
カントリーモーニング
サポートイン南知多アネックス浜茶屋
ファミリーホームわが家
メーキュー株式会社
旭精機株式会社
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ーボート競走会
一般財団法人日本モーターボート競走会蒲郡支部
一般財団法人日本モーターボート競走会常滑支部
一般社団法人Hishigen
一般社団法人OneLife
一般社団法人オーケーサポート
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
岡崎医療刑務所
株式会社K3プラス
株式会社NMCワークス
株式会社Revival.
株式会社アイエスエフネット
株式会社いちょうの樹
株式会社エネテクトレーディング
株式会社カルペディエム
株式会社コムライン
株式会社ジェティ
株式会社ティーバイティー
株式会社トータルレジャー開発
株式会社トライズ
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
株式会社碧海総合研究所
貴城精工株式会社
公益財団法人慈友会児童養護施設慈友学園
公益社団法人日本モーターボート選手会
公益社団法人日本モーターボート選手会勤労青少年水上スポーツセンター
公益社団法人日本モーターボート選手会常設訓練所
公益社団法人日本海員掖済会えきさい看護専門学校
桜井株式会社
三河プロペラ株式会社
児童養護施設豊橋平安寮
社会福祉法人あいち清光会
社会福祉法人あいち清光会サンフレンド
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
社会福祉法人アパティア福祉会
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
社会福祉法人ふれ愛名古屋
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
社会福祉法人愛知育児院特別養護老人ホーム南山の郷
社会福祉法人愛知玉葉会
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
社会福祉法人高久会
社会福祉法人児童養護施設岡崎平和学園
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
社会福祉法人照光会子どもの家ともいき
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
社会福祉法人太陽
社会福祉法人大府福祉会
社会福祉法人大府福祉会たくと大府
社会福祉法人知立福祉会
社会福祉法人長寿会特別養護老人ホームシルバーピアかりや
社会福祉法人博寿会
社会福祉法人麦
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
社会福祉法人和進奉仕会
常滑市観光協会
新城福祉会西部福祉会館
杉浦パーキング
瀬戸少年院
清水建設株式会社
石関俊昭
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こすもす畑
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ぽんぽこネットワーク
特定非営利活動法人まちのエキスパネット
特定非営利活動法人ゆめじろう
特定非営利活動法人りんりん
特定非営利活動法人一宮まごころ
特定非営利活動法人犬山あんきにくらそう会
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絆
特別養護老人ホーム扶桑苑
風の子スクエア
碧海総合研究所
法務省笠松刑務所
豊ヶ岡学園
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
名古屋文化福祉会
名鉄海上観光船株式会社
有限会社J･クレオ
有限会社エッグ
有限会社黒田トラック
三重県
いなべ市

ニュージャパンマリン株式会社
はなや
ホンダオートボディー株式会社
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津支部
一般社団法人あさひファーム
介護センターオリーブ
海の博物館
学校法人伊勢学園
株式会社宏信
株式会社松井鉄工所
株式会社名張総合研究所
菰野町B&G海洋センター
三重刑務所
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
志摩市総合スポーツ公園
社会福祉法人あがた福祉の会
社会福祉法人アパティア福祉会
社会福祉法人いいたか
社会福祉法人ウェルケア
社会福祉法人はまゆう会
社会福祉法人みどり自由学園
社会福祉法人むつみ福祉会
社会福祉法人モモ
社会福祉法人よつば会
社会福祉法人安全福祉会
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
社会福祉法人高田福祉事業協会
社会福祉法人三央会
社会福祉法人三重高齢者福祉会協和苑
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
社会福祉法人晴山会
社会福祉法人清和会
社会福祉法人青山福祉会
社会福祉法人青山里会
社会福祉法人長寿の森小規模特別養護老人ホームきらり
社会福祉法人長寿会
社会福祉法人天年会かなしょうず園
社会福祉法人天年会就労継続支援事業所花ようび
社会福祉法人天年会養護老人ホーム南山
社会福祉法人百楽の会滋賀県
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
社会福祉法人鈴鹿聖十字会
社会福祉法人鈴風会
住友電装株式会社
小野直人
積和建設中部株式会社三重支店
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なちゅらんどりーむ
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
有限会社だいち
滋賀県
カルビー・イートーク株式会社
ダイハツディーゼル株式会社守山第一工場
ダイハツディーゼル株式会社守山第二工場
ダイハツディーゼル株式会社守山寮
びわ湖放送株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
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

株式会社金閣自動車商会
株式会社創和開発
社会福祉法人あかね会
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
社会福祉法人小矢部福祉会
社会福祉法人庄川福祉会
社会福祉法人砺波福祉会
社会福祉法人福岡福祉会特別養護老人ホームアルテン赤丸
社会福祉法人福寿会
社会福祉法人福鳳会
社会福祉法人有磯会
社会福祉法人梨雲福祉会
社会福祉法人立山福祉会
社会福祉法人立野福祉会グランスパかの苑
社会福祉法人緑寿会
上市町B&G海洋センター
特定非営利活動法人くるみ
特定非営利活動法人知的障害者のくらしを考える会
富山刑務所
富山新聞社
凌雲館村雲道場
石川県
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
ケアハウスファミール
ジェイ・バス株式会社
シオンマネージメント株式会社
リタジャパン株式会社
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
株式会社ワールドステイ
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
金沢刑務所
穴水町
湖南学院
公立穴水総合病院
志賀町
社会福祉千木福祉会
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
社会福祉法人こまつ育成会
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
社会福祉法人希望が丘
社会福祉法人享誠塾児童養護施設享誠塾
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
社会福祉法人石川サニーメイト
社会福祉法人千木福祉会
社会福祉法人相生会
社会福祉法人中央会
社会福祉法人長寿会

社会福祉法人香東園
社会福祉法人秀孝会
社会福祉法人松光会
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人真愛の家
社会福祉法人成光苑
社会福祉法人成光苑サンヒルズ紫豊館
社会福祉法人成光苑ライフ・ステージ舞夢
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
社会福祉法人同和園
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
社会福祉法人利生会特別養護老人ホーム第二亀岡園
新庄鉄筋工業株式会社
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
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都四条営業所
敷島住宅株式会社京都支店
珈琲専門店MARCHBROWN
大阪府
BEMACKiden株式会社
NPO法人さくら
NPO法人堺自立支援センターユニオン
NPO法人夢桜ホーム
アシストワーク株式会社
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
なやクリニック・ヘッドウェイ堺
ふらっとイケダ／池田市立人権文化交流センター
ボートレース住之江
ボルカノ株式会社
ミニボートピアりんくう
ヤンマー株式会社
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近畿支局
一般社団法人ダブル・オー
一般社団法人まつり
英和株式会社
横浜金属商事株式会社
介護老人保健施設えきさい大阪
学校法人四天王寺学園
株式会社CDK
株式会社NextInvestment
株式会社WAON
株式会社アスク
株式会社アスニック
株式会社アドミニ
株式会社アピスファーマシー
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
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
株式会社シロヤ
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
株式会社フジプラス
株式会社フランス屋本部
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
株式会社帝国機械製作所
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
関西鉄工株式会社
近畿金属株式会社
公益社団法人日本海員掖済会大阪掖済会病院
高岡國士
高齢者総合福祉施設社会福祉法人起生会ほほえみの園
寺﨑電気産業株式会社
社会医療法人蒼生会蒼生病院
社会福祉法人あいえる協会
社会福祉法人あおぞらの会
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
社会福祉法人きくのか福祉会
社会福祉法人こごせ福祉会
社会福祉法人こころの家族
社会福祉法人こころの窓
社会福祉法人サライ福祉会
社会福祉法人せんわ
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
社会福祉法人のぞみ古江台ホール花園会
社会福祉法人バルツァ事業会
社会福祉法人ひしの美会
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
社会福祉法人みなと寮
社会福祉法人よしみ会
社会福祉法人ライフサポート協会
社会福祉法人ロータス福祉会
社会福祉法人愛育社
社会福祉法人愛生会豊生園
社会福祉法人愛和福祉会
社会福祉法人遺徳会
社会福祉法人永寿福祉会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
社会福祉法人毅正会
社会福祉法人亀望会
社会福祉法人久栄会
社会福祉法人救世軍社会事業団救世軍希望館
社会福祉法人享佑会
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
社会福祉法人健康会
社会福祉法人健成会
社会福祉法人健輪会
社会福祉法人建仁会
社会福祉法人五常会
社会福祉法人光輝会
社会福祉法人光輝会隆光学園輝きステーション
社会福祉法人光生会
社会福祉法人光輪会
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
社会福祉法人堺中央共生会
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
社会福祉法人燦愛会
社会福祉法人産經新聞厚生文化事業団

社会福祉法人四恩学園
社会福祉法人四天王寺病院
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高槻エルダーセンター
社会福祉法人秀幸福祉会庄栄エルダ－センタ－
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
社会福祉法人伸栄福祉会
社会福祉法人寝屋川聖和福祉会ゆりかご
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
社会福祉法人成光苑高槻けやきの郷
社会福祉法人成光苑吹田竜ヶ池ホーム
社会福祉法人成和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖ヨハネ学園
社会福祉法人聖森会
社会福祉法人青い鳥福祉会青い鳥工房
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
社会福祉法人蒼生福祉会
社会福祉法人大協会
社会福祉法人大阪愛心会
社会福祉法人大阪肢体不自由児者父母の会連合会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団じょぶライフだいせん
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
社会福祉法人長野社会福祉事業財団グループ
ホームスリーハートの丘
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
社会福祉法人天寿会特別養護老人ホーム平尾荘
社会福祉法人田熊会
社会福祉法人東和福祉会
社会福祉法人桃花塾
社会福祉法人篤志会
社会福祉法人奈佐原寮
社会福祉法人南河学園
社会福祉法人南湖会
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団救護施設平和寮
社会福祉法人日本ヘレンケラー財団障がい者支援施設太平
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
社会福祉法人博光福祉会介護老人福祉施設寿里苑ラピス
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑フルール
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑花舞の郷
社会福祉法人博光福祉会特別養護老人ホーム寿里苑夢の杜
社会福祉法人柏樹会
社会福祉法人麦の会
社会福祉法人八尾隣保館
社会福祉法人飛翔会
社会福祉法人美木多園
社会福祉法人美和会
社会福祉法人百丈山合掌会
社会福祉法人富翔会
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
社会福祉法人豊中太陽会
社会福祉法人北摂杉の子会
社会福祉法人北摂福祉会ともがき
社会福祉法人門真福祉会脇田こども学園
社会福祉法人弥栄福祉会
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
社会福祉法人和光福祉会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人和秀会

社会福祉法人和泉の国
宗教法人祐照寺
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
千房ホールディングス株式会社
泉佐野ウォーターフロント株式会社
泉佐野市役所
全電通近畿社会福祉事業団
大阪電設工業株式会社
大阪福祉事業財団職員共済会
大成ロテック株式会社
島田燈器工業株式会社
特定非営利活動法人アースグループホーム虹
特定非営利活動法人アースグループホーム虹旭ヶ丘
特定非営利活動法人アースしあわせ作業所ショートステイしあわせ
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あのね
特定非営利活動法人いばらき
特定非営利活動法人ウエルネスいずみ
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堺西自立支援センター
特定非営利活動法人堺西自立支援センターもとまちジョブ
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地域福祉創造協会ウインク
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
特定非営利法人さくら
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
繁栄商事株式会社
富永物産株式会社
敷島住宅株式会社
敷島住宅株式会社京都支店
本城金属株式会社
有限会社ケーワイケー介護サービス
有限会社トーヨー
利州株式会社
兵庫県
hairAnge
NPO法人かがやきステップあっぷ西江井島
NPO法人でかけ隊
アサヒプリテック株式会社テクノセンター
アサヒプリテック株式会社阪神事業所
イーグル工業株式会社
エームサービス株式会社
ダイハツディーゼル姫路株式会社
ボートレースチケットショップ姫路
ボルカノ株式会社
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
ヤンマー株式会社
ヤンマー株式会社特機エンジン
医療法人社団純心会
一般財団法人サニーピア医療保健協会
一般財団法人日本船員厚生協会神戸大倉山海員会館
一般社団法人日本モーターボート選手会兵庫支部
園田機工株式会社
加古川刑務所
株式会社IHI原動機
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
株式会社テクニカ
株式会社ビエント

株式会社ビクトワール
株式会社フジプラス
株式会社ボルテック
株式会社学研アイズ
株式会社栗之浦ドック
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
株式会社大東工作所
株式会社東和電機
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
香美町兵庫県立兎和野高原野外教育センター
阪神内燃機工業株式会社
山根クリニック
山陽ダイヤパーサーヴィス株式会社
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
社会福祉法人ささゆり会特別養護老人ホームサンライフ御立
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サルビア荘
社会福祉法人円融会ナーシングピア加西
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
社会福祉法人敬寿会
社会福祉法人敬寿記念会
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特別養護老人ホームしいのき荘
社会福祉法人祉栄会
社会福祉法人祉友会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
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
社会福祉法人青葉福祉会特別養護老人ホーム松寿園
社会福祉法人青葉福祉会養護老人ホーム青葉荘
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
社会福祉法人知足会
社会福祉法人朝日の会
社会福祉法人長和福祉会
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
社会福祉法人博愛福祉会
社会福祉法人白鷺園
社会福祉法人白百合学園
社会福祉法人姫路尚歯会
社会福祉法人姫路東部福祉会特別養護老人ホーム清寿園
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
社会福祉法人平成会
社会福祉法人本覚寺苑
社会福祉法人明石恵泉福祉会

社会福祉法人陽気会
社会福祉法人立正学園
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人和寿園
社会福祉法人樅の木福祉会
社会福祉法人樅の木福祉会あさぎりの里
社会福祉法人鶯園
新西宮ヨットハーバー株式会社
神戸ペイント株式会社
神戸愛生園
神戸掖済会病院
西村興産株式会社
中川歯科医院
猪名川町
猪名川町B&G海洋センター
東洋カーマックス尼崎レース場前駐車場
特定非営利活動法人えびす
特定非営利活動法人だいこく
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
八鹿鉄工株式会社
姫路社会福祉事業協会
姫路少年刑務所
富永物産株式会社
富士レックス株式会社
富士物流株式会社
富士貿易株式会社
奈良県
NPO法人サンフラワー
NPO法人ライフケア王寺
NPO法人わかくさもえぎ
NPO法人手力男
ミニボートピア大和ごせ
よしむらファミリー歯科
株式会社ゴセケン
株式会社ターン
株式会社崎山組
株式会社大和
旧奈良監獄保存活用株式会社
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
社会福祉法人やまびこ会
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
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人仁南会
社会福祉法人正和会
社会福祉法人清光会
社会福祉法人聖寿会
社会福祉法人聖仁風会
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
社会福祉法人泰久会
社会福祉法人大地
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
社会福祉法人天理
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

社会福祉法人鳳雛会どんぐり
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
特定非営利活動法人吉野コスモス会
奈良少年院
法相宗大本山薬師寺
壺阪寺収益事業部
和歌山県
ismyホーム株式会社
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
株式会社エル・ワイ・エル
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
社会福祉法人きのくに福祉会
社会福祉法人しあわせ
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
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福祉事業団
社会福祉法人和歌山県福祉事業団作業所あおぎ園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設南紀あけぼの園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良あかつき園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団障害者支援施設由良みのり園
社会福祉法人和歌山県福祉事業団南紀医療福祉センター
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
和歌山刑務所
鳥取県
NPO法人フェリース
NPO法人就労支援センター和貴の郷
NPO法人地域活動支援センターおおぞら
ウィルモア皆生S
かばはうすホールディングス株式会社
サニーサービス株式会社
つばめタクシー株式会社
パン工房大地の恵み
ヤンマー舶用システム株式会社
医療法人同愛会
皆生タクシー株式会社
皆生プレイパーク運営委員会
株式会社トランスワード
株式会社石橋造船鉄工所
共和水産株式会社
公益社団法人鳥取県西部医師会
社会医療法人仁厚会
社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院
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
社会福祉法人みその児童福祉会米子聖園天使園
社会福祉法人みのり福祉会
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
社会福祉法人慶光会

株式会社カルペディエム
株式会社スポーツプラザ報徳（米原市B&G海洋センター）
株式会社川村鉄工
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
社会福祉法人おおつ福祉会
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会児童養護施設守山学園
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
社会福祉法人楽樹
社会福祉法人共生シンフォニー
社会福祉法人近江笑生会
社会福祉法人甲賀会
社会福祉法人甲賀学園
社会福祉法人甲南会
社会福祉法人志賀福祉会
社会福祉法人慈照会
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
社会福祉法人青い鳥会
社会福祉法人雪野会
社会福祉法人尊徳会
社会福祉法人大阪自彊館
社会福祉法人達真会特別養護老人ホームけやきの杜
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
社会福祉法人六心会
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
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
敷島住宅株式会社滋賀支店
福井化成株式会社
京都府
NPO法人クローバー・サービス
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
株式会社東山堂
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
社会福祉法人あやべ松寿苑
社会福祉法人ききょうの杜
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
社会福祉法人勧修福祉会
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
社会福祉法人聖嬰会イエズスの聖心病院
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
社会福祉法人池修会
社会福祉法人長嶺会
社会福祉法人天恵会
社会福祉法人天水福祉事業会
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
社会福祉法人白日会特別養護老人ホーム照古苑
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星光園
社会福祉法人明照園
社会福祉法人明徳会
社会福祉法人明徳会ケア･ハピネス
社会福祉法人友愛苑
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
社会福祉法人詫麻会
社会福祉法人濵友会
石原造船株式会社
大津町役場
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
湯前町B&G海洋センター
特定非営利活動法人えんぱ
特定非営利活動法人オレンジワークの会
特定非営利活動法人こころみ会
特定非営利活動法人ハピネスハピネスワーク
特定非営利活動法人福ねこ舎
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
大分県
NPO法人おおいた環境保全フォーラム
NPO法人ジョイ・デ・ビブレ
NPO法人みんなのあおぞら
NPO法人作業所すばる
NPO法人支援ハウス豊さん家
NPO法人心和の里
NPO法人福和会
さいき市民放送株式会社
ボートレースチケットショップ由布
ヤンマーエンジニアリング株式会社
旭産業株式会社
医療法人社団親和会
一般財団法人大分県建築住宅センター
一般社団法人SWライフ
一般社団法人大分県歯科医師会
一般社団法人虹色
下ノ江造船株式会社
樫の木後援会
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

株式会社華陽会しらゆり
株式会社三浦造船所
株式会社南日本造船
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
国道九四フェリー
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
社会福祉法人シンフォニー
社会福祉法人つわ蕗会
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
社会福祉法人安岐の郷
社会福祉法人伊呂波福祉会
社会福祉法人一心会
社会福祉法人一燈園
社会福祉法人永生会
社会福祉法人温寿会
社会福祉法人亀鶴会特別養護老人ホーム偕楽園
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
社会福祉法人先心会
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
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県のぞみ園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団大分県日田はぎの園
社会福祉法人大分県社会福祉事業団地域生活支
援センターはぎの
社会福祉法人大分県盲人協会
社会福祉法人大分市福祉会
社会福祉法人中津市福祉協議会
社会福祉法人長陽会
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
社会福祉法人萌葱の郷
社会福祉法人豊海会
社会福祉法人豊寿会
社会福祉法人豊心会
社会福祉法人豊肥福祉会
社会福祉法人豊友会
社会福祉法人豊友会うばめ園あゆみ
社会福祉法人豊友会うばめ園分場

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
西日本エンジニアリングサービス株式会社
増永海運株式会社
大電工業株式会社
大分少年鑑別所
大和鉄工株式会社
渡辺リカ
特定非営利活動法人CSOおおいた
特定非営利活動法人おおいた環境保全フォーラム
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
特定非営利活動法人福和会じゃんぴんぐVOY
特定非営利活動法人豊後の大地
南日本造船株式会社
南日本造船協力事業協同組合
日本文理大学
豊生商事株式会社
本田重工業株式会社
有限会社さくら荘
有限会社サンスマイル
有限会社吉岡船舶工業
養護老人ホーム寿楽苑
立命館生活協同組合
宮崎県
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
ボートピア高城
ホテルメリージュ
ヤンマーエンジニアリング株式会社日南サービスグループ
医療法人真愛会高宮病院
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
株式会社エクシス
株式会社だいきち
株式会社響
株式会社光栄総合管理
株式会社森輪商工
宮崎カーフェリー株式会社
宮崎刑務所
宮崎県日南市観光・スポーツ課
軽費老人ホーム青島荘
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
社会福祉法人愛育福祉会児童養護施設みどり学園
社会福祉法人愛育福祉会清松園やわらぎの里（大武タウン）
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
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団センターきりしま
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団向陽の里
社会福祉法人宮崎福祉会
社会福祉法人共生会社会就労センター日向共働社
社会福祉法人金鈴学園
社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人恵愛会ケアハウス都城
社会福祉法人慶明会
社会福祉法人光紀会
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
社会福祉法人鐘ヶ浜学園
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
社会福祉法人石井記念友愛社
社会福祉法人石井記念友愛社児童養護施設石井記念有隣園
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
社会福祉法人巴会
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
青島神社
帯谷電機工業株式会社
特定非営利活動法人いろはの森
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ライフカンパニー新富
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
百姓うどん
富士自動販売機宮崎センター
有限会社くるま工房くろぎ
鹿児島県
A"LINEマルエーフェリー株式会社
ＮＩＳＨＩＤＡＯＦＦＩＣＥ
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法人奄美自立支援センターティダワークス
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
ユーミーコーポレーション株式会社
医療法人純青会
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
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
一般社団法人ハルナ
一般社団法人福City
永吉辰男
永原陽子
株式会社LINKS
株式会社MIC
株式会社エクシス
株式会社ケイシン自立支援センターかやの郷
株式会社ゼネラルエンヂニアリング
株式会社なんきゅうドック
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
亀川耕介
吉原道子
弓場建設株式会社
協同組織むぎのめ
見里恒成
幸喜屋
国立療養所星塚敬愛園
甑島商船株式会社
三島村役場
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
社会福祉法人愛真会三州原学園
社会福祉法人愛生会
社会福祉法人愛訪会
社会福祉法人以和貴会
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
社会福祉法人開吉福祉会児童養護施設慈恵学園
社会福祉法人岳風会
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
社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団障害者支
援施設川内自興園
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ワークセンター奄美・ジョイワーク奄美
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薩来園
社会福祉法人聖光会
社会福祉法人青鳥会
社会福祉法人大川福祉会
社会福祉法人大村報徳学園
社会福祉法人長和会
社会福祉法人天上会
社会福祉法人藤照会
社会福祉法人南恵会
社会福祉法人日置福祉会
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
社会福祉法人白鳩会おおすみの園
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
社会福祉法人明澈会
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
社会福祉法人林愛会児童養護施設大隅学舎
社会福祉法人和生会
松元英光
上西正高
川下辰郎
前田シモ
大島産業株式会社
中川運輸株式会社
鳥居タバコ店
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自立支援センター愛ら
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樹

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
特別養護老人ホーム涼松
菱重コールドチェーン株式会社
平昭
明昭産業株式会社
有限会社エムアールナカオ
有限会社コヤマダ建材
有限会社吉徳福祉機器販売
有限会社橋口製作所
有限会社三井・メディックス
有限会社川崎米穀店
有限会社南の太陽ぽかぽか食堂
沖縄県
NPO法人ToiToi
NPO法人名護市障がい者関係団体協議会
ジャガーパーキング久米
パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄株式会社
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
医療法人信愛会
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
一般社団法人かりゆし結
一般社団法人ちゃんぷるハウス
一般社団法人りあん
一般社団法人沖縄ダルク
沖縄刑務所
沖縄少年院
株式会社がんじゅうさー
株式会社シモセン
株式会社ネオテック
株式会社沖縄機械整備
株式会社糸満市物産センター
合同会社四つ竹
合同会社万寿こどもサポートはるかぜ
糸満工業団地協同組合
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社会福祉事業団うるま婦人寮
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団沖縄療育園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団具志川厚生園
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団障害者支援
施設都屋の里
社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団名護厚生園
社会福祉法人沖縄松楓会
社会福祉法人海邦福祉会
社会福祉法人喜寿会
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
社会福祉法人幸仁会
社会福祉法人高洋会
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
社会福祉法人善隣福祉会
社会福祉法人善隣福祉会特別養護老人ホーム愛誠園
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
社会福祉法人楓葉の会

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
社会福祉法人与勝福祉会特別養護老人ホーム与勝の里
社会福祉法人麗峰会
社会福祉法人偕生会沖縄偕生園
社会福祉法人榕樹会
就労ネットワークオリーブの家
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生活センター・イルカ
特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい
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地域福祉保健推進協会
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
有限会社光和商事
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

一般財団法人熊本県建築住宅センター
一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会
一般財団法人熊本青年会館
一般社団法人九州福祉会
一般社団法人熊本県歯科医師会
一般社団法人結井の郷オリーブの樹
一般社団法人光輪
一般社団法人虹
株式会社アートプロセス
株式会社エクシス
株式会社キッチン･ブレス
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
株式会社太宝
菊池市
玉名市岱明B&G海洋センター
熊本ドック株式会社
熊本刑務所
熊本県球磨郡あさぎり町役場
熊本県精神科病院協同組合あかねクリーン
熊本県長洲町
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
社会福祉法人ぎんなん会山麓
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
社会福祉法人熊本市社会福祉事業団長寿の里デイサービスセンター
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
社会福祉法人御陽会障がい者総合支援センター
ヴィラささゆ（第二明星学園）
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
社会福祉法人山紫会
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
社会福祉法人仁風会
社会福祉法人水光会
社会福祉法人星峰会

大川広域行政組合
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
特別養護老人ホームうたい鳥
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
愛媛県
BEMAC株式会社
F・オートサービス
NPO法人ケアサポート
NPO法人サスケ工房
NPO法人さなえ
NPO法人ひだまり工房
NPO法人みこと会
NPO法人れんげ草
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
うららか福祉サービス株式会社
マリンパーク新居浜
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
一般財団法人積善会十全総合病院
一般社団法人幸創會
宇和島地区広域事務組合きほく優愛の里
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
株式会社ワイズ・ホールディングス
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
三好造船株式会社
山中造船株式会社
四国溶材株式会社
児童養護施設親和園
社会福祉法人あおい会
社会福祉法人コイノニア協会
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
社会福祉法人みその児童福祉会
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厚生協会みどり寮
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
社会福祉法人喜久寿
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
社会福祉法人澄心
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
社会福祉法人悠々会
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
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
地域づくり推進事業部もみの木
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まこと
特定非営利活動法人みこと会
伯方造船株式会社
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
高知県
NPO法人地域福祉サポートあ・とむ
サンガリア商事株式会社（社会福祉法人てくとこ会）
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
株式会社かつお船
株式会社松村鉄工所
株式会社特殊製鋼所
株式会社濱田水道工務店
香南市教育委員会
香美市教育委員会
香美市社会福祉協議会
四万十町窪川B&G海洋センター
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
社会福祉法人ネットファミリー
社会福祉法人ふるさと自然村
社会福祉法人愛成会
社会福祉法人安芸市身体障害者福祉会
社会福祉法人光の村
社会福祉法人厚敬会
社会福祉法人高春福祉会
社会福祉法人室戸はまゆう会
社会福祉法人秋桜会特別養護老人ホームコスモスの里
社会福祉法人正晴会特別養護老人ホームさくら
社会福祉法人太陽福祉会
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
社会福祉法人土佐香美福祉会
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
新高知重工株式会社
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
特定非営利活動法人ワークスみらい高知
入交キャピタル株式会社
入交キャピタル株式会社（ボートピア土佐）
入交グループ本社株式会社
有限会社釜原鋳鋼所
有限会社中之島造船所
福岡県
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北九州工場
ウェルビーイングサービス
グリーンライフ産業株式会社
コインランドリーゆーかりの木
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
ミニボートピア嘉麻
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
芦屋町モーターボート競走事業
囲碁センター西新
一般財団法人日本モーターボート競走会やまと学校
一般財団法人日本モーターボート競走会芦屋支部
一般財団法人日本モーターボート競走会若松支部
一般財団法人日本モーターボート競走会福岡支部
一般社団法人あまね
一般社団法人学生就職支援協会
一般社団法人在宅看護センター北九州
一般社団法人障害者自立支援協会
一般社団法人大牟田観光協会
一般社団法人東建アグリ
一般社団法人友愛
株式会社D･Sヤマセイ
株式会社i･ライフソリューションズ
株式会社LikeLabKataru
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
株式会社カムラック
株式会社カンサイ
株式会社クリーニングのアルファ
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
株式会社南福岡自動車学校
株式会社福岡サンレイクゴルフ倶楽部
株式会社北商事
株式会社毎日介護タクシー
株式会社毎日介護タクシー有料老人ホーム八女津媛
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
公益社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院
公益社団法人福岡県看護協会
阪九フェリー新門司神戸行きターミナル
三井松島ホールディングス株式会社
三信船舶電具株式会社
社会医療法人栄光会
社会福祉法人あけぼの会
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
社会福祉法人すみれ会
社会福祉法人せいうん会
社会福祉法人たからばこ
社会福祉法人ハイジ福祉会
社会福祉法人ほっと福祉会
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
社会福祉法人育心会住宅型有料老人ホームくくる
社会福祉法人稲築福祉会誠心園
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
社会福祉法人甘木山学園
社会福祉法人希望の丘
社会福祉法人久英会
社会福祉法人共栄福祉会板屋学園
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
社会福祉法人敬愛園アットホーム諸岡
社会福祉法人敬親会
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
社会福祉法人高塔会暁の鐘学園
社会福祉法人黒木福祉会
社会福祉法人宰府福祉会
社会福祉法人菜文会
社会福祉法人桜園
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人誠慈会誠慈学園
社会福祉法人赤坂園
社会福祉法人善正会
社会福祉法人相互福祉会
社会福祉法人筑前福祉会
社会福祉法人筑陽会
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
社会福祉法人二葉会砂山デイサービスセンター
社会福祉法人年輪福祉会
社会福祉法人八千代会
社会福祉法人八千代会田主丸一麦寮
社会福祉法人飯盛会
社会福祉法人悲田院
社会福祉法人福岡あけぼの会
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
社会福祉法人福岡県社会事業団和白青松園
社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会
社会福祉法人福祉松快園
社会福祉法人福祉松快園介護老人保健施設友和松快園
社会福祉法人福祉松快園松快園ケアハウス豊の里
社会福祉法人豊徳会
社会福祉法人北九州フレンド社
社会福祉法人北筑前福祉会
社会福祉法人本郷福祉会
社会福祉法人未来駅
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
社会福祉法人和奏会
手打ちうどんちえ福
小倉拘置所
小倉少年鑑別支所
昭光株式会社
常石鉄工株式会社
川崎町
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
筑紫少女苑
筑邦銀行
朝倉市甘木B&G海洋センター
長松山光薫寺
電気興業株式会社九州支店
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
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
福岡国際空港株式会社
福岡少年院
福岡少年鑑別所
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
有限会社久保山自動車
有限会社明治屋
佐賀県
NPO法人のんびらぁと
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
株式会社イマムラ
株式会社イング
株式会社ウェルビジョン九州
株式会社九州PFIクリエイト
株式会社栗山建設
株式会社坂口組
株式会社泰山興業
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

社会福祉法人椎原寿恵会住宅型有料老人ホームグランドハウスまごごろ
社会福祉法人椎原寿恵会特別養護老人ホーム真心の園
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
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
麓刑務所
長崎県
NPO法人あさひ
NPO法人元気っこクラブファイト
NPO法人諫早なかよし村21このゆびとまれ
ボートレース大村
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
株式会社KTNソサエティ
株式会社MIC
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
株式会社マシナリーテック
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
株式会社三恵
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
公益社団法人日本海員掖済会長崎掖済会病院
佐々観光開発株式会社
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
社会福祉法人とみのはら福祉会
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
社会福祉法人敬天会
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

社会福祉法人山陰会
社会福祉法人慈愛会
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
社会福祉法人福翠会
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
石田コピーセンター株式会社
前畑造船株式会社
大阪鋼管株式会社
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
長崎マリンサービス株式会社
長崎蒲鉾有限会社
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
特定非営利活動法人そよみ
特定非営利活動法人もくもく
特定非営利活動法人県央自立支援センター亜斗務
特定非営利活動法人元気っ子クラブファイト
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
福岡造船株式会社
北松通運株式会社
野母商船株式会社青方代理店
有限会社ツカサフーズ
有限会社吉井工業
熊本県
NPO法人ABCネットワークよつ葉の里
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法人チャイルドサポートきくち
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法人熊本自立支援センターGUMP
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
医療法人おがた会
医療法人社団昭仁会
医療法人社団仁誠会
医療法人池満会ながすクリニック
一般財団法人杏仁会

株式会社香川ダイハツモータース
株式会社香川ダイハツモータース三木店
株式会社香川ダイハツモータース滝宮店
株式会社香川ダイハツモータース詫間店
株式会社高松セントラルスカイビルデイング
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
丸亀市栗熊コミュニティー
企業組合坂出造船所
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（海の科学館）
公益社団法人香川県看護協会
香川船渠株式会社
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
社会福祉法人こがも福祉会
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
社会福祉法人すみれ福祉会特別養護老人ホーム桉樹苑
社会福祉法人ナザレの村かすがの里・あじさい
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
社会福祉法人鵜足津福祉会
社会福祉法人永生会愛生苑
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
社会福祉法人四恩の里亀山学園
社会福祉法人若竹会
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
社会福祉法人善心会
社会福祉法人善通寺福祉会
社会福祉法人多度津福祉会
社会福祉法人多度津福祉会特別養護老人ホーム桃陵苑
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
新極真会香川中央支部坂出道場
清水木材株式会社
青葉工業株式会社
泉鋼業株式会社
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

社会福祉法人壽光会
授産センターよつば
松江市松江B&G海洋センター
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
和幸株式会社
岡山県
NPO瀬戸内
NPO法人杜の家
NPO法人美作自立支援センター
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
イマージュ
オーニック株式会社
カーツ株式会社
コーワン株式会社
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
ヤンマー農機製造株式会社
医療法人社団岡山純心会
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
一般財団法人倉敷成人病センター
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
一般社団法人岡山県歯科医師会
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
楽器堂
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
株式会社ハーモニー
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
株式会社リードオン
株式会社栄工プラント
株式会社山陽新聞印刷センター
株式会社真栄住研
株式会社瀬戸内クルージング
株式会社藤原工務店
株式会社凪物流
株式会社富士テック
株式会社平野瓦工業所
株式会社宝山
玉島テレビ放送株式会社
公益社団法人岡山県看護協会
社会医療法人清風会
社会福祉法人P.P.P
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
社会福祉法人ことぶき会
社会福祉法人しおかぜ
社会福祉法人ちとせ交友会
社会福祉法人まこと会
社会福祉法人ますみ会
社会福祉法人みずき会
社会福祉法人みどり会
社会福祉法人みどり会介護施設みどり乃杜
社会福祉法人みどり会特別養護老人ホーム鹿田の庄
社会福祉法人みゆき会
社会福祉法人めやす箱
社会福祉法人ももぞの学園
社会福祉法人わかば園
社会福祉法人愛あい会
社会福祉法人愛和会
社会福祉法人旭川荘
社会福祉法人旭川荘旭川乳児院
社会福祉法人旭川荘竜ノ口寮
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
社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会
社会福祉法人閑谷福祉会
社会福祉法人吉備の里
社会福祉法人吉備路の会
社会福祉法人共栄会
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
社会福祉法人光風福祉会
社会福祉法人幸輝会
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
社会福祉法人幸輝会幸輝園
社会福祉法人広虫荘
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特別養護老人ホーム碧山荘
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
社会福祉法人菜花の里
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
社会福祉法人純晴会
社会福祉法人勝明福祉会
社会福祉法人小田・後月三友会
社会福祉法人松園福祉会
社会福祉法人新生寿会
社会福祉法人深山会
社会福祉法人神郷の園
社会福祉法人翠明会
社会福祉法人瀬戸内会
社会福祉法人瀬戸内福祉事業会
社会福祉法人清楼会
社会福祉法人生き活き館
社会福祉法人雪舟福祉会
社会福祉法人千寿福祉会
社会福祉法人千寿福祉会そうじゃ晴々
社会福祉法人千寿福祉会吉備高原清和荘
社会福祉法人千寿福祉会特別養護老人ホームロマンシティあいだ
社会福祉法人泉学園
社会福祉法人創心福祉会
社会福祉法人超寿会
社会福祉法人津山みのり学園
社会福祉法人津山市社会福祉協議会
社会福祉法人津山社会福祉事業会
社会福祉法人津山福祉会
社会福祉法人同仁会
社会福祉法人南野育成園
社会福祉法人日本原荘
社会福祉法人日本原荘介護老人保健施設津山ナーシングホーム
社会福祉法人日輪会
社会福祉法人福愛会
社会福祉法人福実会
社会福祉法人芳仙会
社会福祉法人優風会
社会福祉法人悠優会
社会福祉法人夕凪会
社会福祉法人陽光会
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
真庭市役所北房支局
社会福祉法人倉敷中央天寿会
総社花萬株式会社
総社市役所
中島硝子工業株式会社
帝人ナカシマメディカル株式会社
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岡山自立支援センターきびっ子おかやま

特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子おかやま
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子くめなん
特定非営利活動法人岡山自立支援センターももっ子みつ
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B&G海洋センター
日生地区海運組合
日生町漁業協同組合
日本ケミカル機器株式会社
武田鋳造株式会社
福祉の店きずな
有限会社吉備高原ファーム
有限会社美作薬局
広島県
BEMAC株式会社
NPO法人就労継続支援施設広島自立支援センターともに
YAMAX株式会社
アサヒプリテック株式会社広島営業所
アルファデンタルオフィス
イーグル工業株式会社呉事業所
ウェーブレッツ株式会社ボートレースチケットショップ安芸高田
エー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
ツネイシチャレンジド株式会社
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
医療法人社団あと会
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
学校法人八正学園ハイロスハイマ幼稚園
株式会社RANON
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
株式会社ニシキプリント
株式会社ファーマシィ
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
株式会社ワールドステイ
株式会社京泉工業
株式会社共立機械製作所
株式会社熊谷組中四国支店
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
株式会社博善
株式会社豊國
宮島ボートレース企業団
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
協成電機株式会社本社
呉精器工業株式会社
向島ドック株式会社
広島県坂町
広島商船高等専門学校
綱田工業株式会社
合同会社ゆうすけ
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
寺本鉄工所
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
社会福祉法人くすの木の会
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
社会福祉法人英寿会
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
社会福祉法人健生会
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
社会福祉法人広島聖光学園
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
社会福祉法人若菜
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
社会福祉法人静方会
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
社会福祉法人大崎福祉会
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
社会福祉法人飛鳥
社会福祉法人尾道さつき会
社会福祉法人尾道のぞみ会
社会福祉法人尾道市社会福祉協議会
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
庄原市口和老人福祉センター
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
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
東広島市安芸津B&G海洋センター
東広島市黒瀬B&G海洋センター
東洋機械株式会社
藤本悦志
特定非営利活動法人あいあい広場
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
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
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
鐵萬商事株式会社
山口県
NPO法人優喜会
YOU介護サービス株式会社
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
旭洋造船株式会社
医療法人緑山会
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
宇部観光株式会社
下関市競艇事業局
株式会社エクシス
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
社会福祉法人E･G･F
社会福祉法人くだまつ平成会
社会福祉法人さわやか会養護老人ホーム長生園
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障害者支援施設高嶺会
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社会福祉事業団山口県社会福祉会館
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アイユウの苑
社会福祉法人新永福祉会
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
社会福祉法人青藍会ハートホーム新山口
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
地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院
長府工産株式会社

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移動ネット山口
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
有限会社ハシモト
有限会社フォーマックス
有限会社末永整骨院
徳島県
NPO法人サスケ工房
NPO法人らくえん
NPO法人地域活動支援センターあなん
SUNNYDAYS
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
ヤマトホームコンビニエンス株式会社四国ビジネスサポート支店
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
阿南市スポーツ振興課
阿南市教育委員会
阿南市役所
阿北特別養護老人ホーム
医療法人至誠会
医療法人成悠会
医療法人青志会
医療法人川内内科
医療法人道志社
医療法人芳越会
医療法人鈴木会
井村造船株式会社
株式会社テレビ鳴門
株式会社ファミリヤ
株式会社フクブル
株式会社新来島徳島どっく
株式会社村上造船所
宮和海運株式会社
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
自治労阿南市職員労働組合連合会
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
社会福祉法人さわらび会
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
社会福祉法人みらい
社会福祉法人ルミエール
社会福祉法人阿南淡島会
社会福祉法人阿南福祉会
社会福祉法人阿波市社会福祉協議会
社会福祉法人愛育会
社会福祉法人愛心会
社会福祉法人愛泉会
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敬和会
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
社会福祉法人成蹊会
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
社会福祉法人石井町社会福祉協議会
社会福祉法人双葉会
社会福祉法人大麻福祉の町

社会福祉法人大麻福祉の町Bande桧
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社会福祉事業団希望の郷
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
社会福祉法人徳島県身体障害者連合会小星園
社会福祉法人徳島蒼生福祉会
社会福祉法人博友会
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
社会福祉法人美馬市社会福祉協議会
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
社会福祉法人由岐福祉会
社会福祉法人凌雲福祉会
社会福祉法人緑会
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人緑樹会介護老人福祉施設おおつ苑
宗教法人常楽寺
松村歯科医院
松茂町役場
障害者支援施設ルキーナうだつ
森谷商店
神例造船株式会社
全水道鳴門水道労働組合
大塚製薬株式会社徳島支店
東みよし町三加茂B&G海洋センター
徳島刑務所
徳島県心身障害者福祉会
徳島市B&G海洋センター
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ふれあい福祉の会山びこへるぷ
特定非営利活動法人巣立就労継続支援センター巣立
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
日本モーターボート競走会鳴門支部
美波町
美馬市
美馬市役所
睦技研株式会社
牟岐町
鳴門市企業局
鳴門市身体障碍者連合会
鳴門市母子寡婦福祉連合会
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
香川県
BEMAC株式会社
サンコー株式会社
サンショク合同会社
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル寒川
社会福祉法人祐正福祉会ヌーベル三木
ヤンマー舶用システム株式会社
葵工業株式会社
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
医療法人社団以和貴会いわき病院
医療法人社団純心会
医療法人社団清風会中山病院
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
一般社団法人SKYあーと
学校法人やしま学園
楽笑福祉会歩笑
株式会社セーフティーサポート
株式会社マキタ
株式会社マルメン製麺所
株式会社幸真

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
社会福祉法人真誠会
社会福祉法人親誠会
社会福祉法人青谷福祉会青谷こども学園
社会福祉法人中部福祉会
社会福祉法人鳥取こども学園
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
社会福祉法人博愛会
社会福祉法人遊歩
社会福祉法人麗明会
社会福祉法人和
鳥取日産自動車販売株式会社
特定非営利活動法人YSSだいせん
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鳥取青少年ピアサポート
日産プリンス鳥取販売株式会社
日本交通株式会社
美保学園
有限会社ドアーズ
有限会社旭鉄工所
由良タクシー有限会社
島根県
L物流株式会社
NPO法人えんJOY
NPO法人さくらんぼのお家
NPO法人ふきのとう
NPO法人益田自立支援センター
かばはうすホールディングス株式会社
ヤンマーキャステクノ株式会社松江事業部
株式会社吉田ふるさと村
株式会社内村電機工務店
公益財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
合同会社Robse
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
社会福祉法人おおつか福祉会介護老人保健施設もくもく
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ケアポートよしだ
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
社会福祉法人金太郎の家
社会福祉法人桑友
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
社会福祉法人吾郷会養護老人ホームまほろば大和
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ケアハウス寿生の郷
社会福祉法人出雲南福祉会薫風の丘
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
社会福祉法人大田市社会福祉事業団
社会福祉法人島根ライトハウス
社会福祉法人島根県社会福祉事業団
社会福祉法人梅寿会軽費老人ホームコーポ「ますだ」
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


