
東北シャノン株式会社 

旭エンジニアリング株式会社 

一般社団法人ココ・アルバ 

株式会社上町家守舎 

株式会社伊藤組 

株式会社アイオー精密 

株式会社亀屋 

和同産業株式会社 

株式会社小友木材店 

JA いわて花巻（花巻本部） 

JA いわて花巻（北上統括） 

イーエヌ大塚製薬株式会社 

花巻機械金属工業団地組合 

サンポット株式会社 

株式会社新興製作所 

株式会社ナガソノ 

花巻温泉株式会社 

株式会社照甲組 

株式会社 TSD 

株式会社 TSD(2 回目） 

株式会社伸和光機 

岩手県空港ターミナルビル株式会社 

有限会社藤双製作所 

花巻市役所 

株式会社アイオー精密(2 回目） 

株式会社ツガワ 

谷村電気精機株式会社 

リコーインダストリアルソリューションズ株式会社 

フェイス接骨院 

株式会社中央コーポレーション 

株式会社グリーン・ライフ 

株式会社山下組 

日興電気株式会社 

花巻信用金庫 

フェイス接骨院(２回目） 

道の駅はなまき西南 

東北シャノン株式会社(２回目） 

フェイス接骨院(３回目） 

（株）タカヤ 

株式会社小田島組 

岩手県立花巻南高等学校 

リコーインダストリアルソリューションズ株式会社 

東北日東工業（株） 

パン屋√ｓ 

いわてグルージャ盛岡 

花巻市社会福祉協議会 

法政大学後援会茨城支部 

JA ひたち野美野里支店 

常陽銀行美野里支店 

水戸信用金庫美野里支店 

堅倉郵便局 

タイヤステーション 

トップクリーニング 

茨城スバル自動車 

(株)ミナキ 

学習塾絆 

店内ボックス集計 

竹園高等学校 

竹園高等学校 

大垣自動車学校 

少林寺拳法道院長北川康弘 

広沢自動車学校 

OK スポーツクラブ山城校 

OK スポーツクラブ藍住校 

（株）マイクロ岩手 

（株）タカヤ 

（株）橋市・橋市道場 

雫石社会福祉協議会 

盛岡市社会福祉協議会 

リコージャパン岩手支社（１回目） 

岩手ダイハツ販売 

（株）タカヤ（２回目） 

（株）橋市・橋市道場（２回目） 

さくらや盛岡店（５件） 

リコージャパン岩手支社（２回目） 

盛岡みなみ教会 

DS cafe i５ 

ouchishop chikchik 

たきざわ日曜朝市 

いわてグルージャ盛岡 

盛岡信用金庫 天昌寺支店 

盛岡信用金庫 青山町支店 

盛岡信用金庫 みたけ支店 

ファミリーマート盛岡三ツ割店 

  同   盛岡高松１丁目店 

  同   盛岡高松４丁目店 



  同   盛岡北厨川店 

  同   岩手大学前店 

  同   盛岡西松園店 

  同   盛岡東松園店 

  同   盛岡松園南口店 

  同   盛岡舘向店 

学習塾セミナークレスト（1 回目） 

ワシオ株式会社 

学習塾サイプレス 

公文式船頭教室 

公文式友沢教室（1 回目） 

公文式高砂伊保教室（1 回目） 

マーブルカフェ 

学習室スピカ（1 回目） 

公文式日岡教室 

公文式河原教室 

公文式美乃利教室 

公文式加古川駅前教室 

公文式友沢教室（2 回目） 

学習室スピカ（2 回目） 

公文式高砂伊保教室（2 回目） 

兵庫ヤクルト販売株式会社 

株式会社サンファイン 

ハローズ高砂店 

ｺﾐｭﾆﾃｨ食堂つわなぎさん家（1 回目） 

個別指導塾 W ㏂野口校 

個別指導塾 W ㏂東加古川校 

さくらや加古川店 

学習塾セミナークレスト（2 回目） 

総合学習塾 Will 

高野ピアノ教室 

ｺﾐｭﾆﾃｨ食堂つわなぎさん家（2 回目） 

学習室スピカ（3 回目） 

ヘアーサロン ベレッザ 

半額倉庫 

公文式友沢教室（3 回目） 

学研松陽イーワン教室 

学研伊保イーワン教室 

ｺﾐｭﾆﾃｨ食堂つわなぎさん家（3 回目） 

ハローズ東加古川店 

山陰合同銀行 米子 5 支店合同 

ファミリーマート用瀬インター店 

オリンピック小金井店 

オリンピック国立店 

オリンピック高井戸店 

オリンピック瑞穂店 

オリンピック東川口店 

オリンピック武蔵浦和店 

オリンピック朝霞台店 

オリンピック志村坂下店 

個人回収 

昭島市フローラカルチャークラブ 

ベーカリー&カフェぱすてる 

社会福祉法人松花苑ワークスおーい 

アミューズ美容専門学校 

さくらや亀岡店（7 件） 

勅使百華幼稚園 

八千代市社会福祉協議会 

ＭＥＧＡドンキ習志野店 

マコト学園 

てもみサロン 

美容室 bloom 

cafe ふくろう 

店舗前回収ＢＯＸ 

大正村浪漫亭 

中山道会館 

まごころ cafe ハニー・ハウス 

MRGA ドンキ UNY 恵那 

ミツカン Mizkan（1 回目） 

ささゆりの湯 

スマイル（パルティせと） 

デンソー阿久比製作所（1 回目） 

マン・ネン 

セブンイレブン椋岡店（1 回目） 

メイワプラザ（1 回目） 

an-nan（1 回目） 

埼玉りそな銀行 

スギヤマ巧芸社 

めっちゃうまたこ源 clap×clap 

コミュニティ喫茶たいむ（子ども食堂） 

東浦和店（22 件） 

瓦町フラッグ高松市民センター 

まちけん kid´s 

三井住友海上火災保険㈱高松支店(２回目) 

香川県庁子ども政策課(２回目) 

香川県庁環境森林部(１回目) 



高松市立古高松中学校 

ハローズレインボー店 

ハローズ仏生山店 

ハローズ六条店 

ハローズ春日店 

クリエアナブキ 

四国ガス 

高松市立中央小学校 

高松信用金庫 

NNT 西日本香川支部 

三井住友海上火災保険㈱高松支店 

㈱四国旅客鉄道 

西日本高速道路サービス四国 NEXCO 

富士ゼロックス四国株式会社 

㈱タダノ 

㈱レクザム 

㈱香川オリーブガイナーズ球団 

ＮＴＴ西日本香川支部(２回目) 

富士ゼロックス四国株式会社(２回目) 

LIXIL 

香川県庁子ども政策課(１回目) 

四国運輸局 

一本堂 

八百屋ひとみ 

フィンズスイミングスクール 

ヤクルト中央センター・林センター 

かねとう 

ホームランドーム 

GEM 英会話スクール 

Bodyshop㈱オオクボ 

大前会計事務所 

株式会社 tao 

高松短期大学 

大手前高松中学・高等学校 

三井住友海上火災保険㈱高松支店(2 回目) 

NTT 西日本香川支部(３回目) 

NTT 西日本関西事業本部大阪グループ 

水戸店 

水城高等学校 

税理士法人アイタックスワールド 

クリーニングショップ白洗舎 

明治安田生命 

本庄市社会福祉協議会 

㈱渋沢 

静岡市立有度第一小学校 

株式会社ホワイトウイングス 

静鉄自動車学校 

(株)ぱど(埼玉支局) 

喜楽湯 

ホワイト急便並木工場（~6/30 迄） 

南九イリョー株式会社 

本田工業株式会社 

鹿児島相互信用金庫 

御菓子司 吉乃屋松原 

くらまえ整骨院 

洋菓子店 Mika doi YASU 

御菓子司 吉乃屋松原 

NAGATA-GYM 永田道場 

ヤオマサ株式会社 

おぐぱそ 

小田原市立白山中学校 

小田原市立城南中学校 

さがみ信用金庫 

横浜銀行小田原支店 

岡株式会社 

しあわせお菓子工房 ichika 

陸上自衛隊大村駐屯地内 売店 

株式会社 富建 

第一生命 諫早支社 

第一生命 大村支社 

株式会社 さなる九州 

トータルマークコーヨー 

有限会社 テイクオフ 

エイトドライ 

株式会社 ジブラルタ生命 

ビートスイミング 

株式会社 九州ガス 諫早支店 

株式会社 ジーエスエレテック九州 

にじいろマルシェ 

石屋製菓 株式会社 

株式会社 セコマ 

札幌地下歩行空間（イベント） 

ばれろん堂 

土浦自動車学校  (モトヤユナイテッド） 

フェイス接骨院(4 回目） 

大和信用金庫 坊城支店 



日本総合園芸 

日本生命 奈良営業部 

大和信用金庫 全店 

スイミングスクールあす香 

橿原青年会議所 

日興薬品 

ディスカウントストア エース 

キユーピー仙川キユーポート 

キユーピー渋谷本社 

キユーピー仙川キユーポート 

美容室 CARED 

大東銀行 平支店 

大東銀行 神谷支店 

大東銀行 いわき東支店 

大東銀行 小名浜支店 

大東銀行 湯本支店 

大東銀行 植田支店 

YANASE 

白洋舎 高松本店  

クリーニング洗たくや宮町店 

仙台市役所 

株式会社塩釜商会マリンピア北浜給油所 

いわてグルージャ盛岡 

盛岡店店頭 

ファミリーマート盛岡三ツ割店 

ファミリーマート盛岡高松一丁目店 

ファミリーマート盛岡松園南口店 

ファミリーマート盛岡高松四丁目店 

ファミリーマート盛岡舘向店 

ファミリーマート岩手大学前店 

雫石町社会福祉協議会 

盛岡信用金庫天昌寺支店 

ラソス ソサイチ＆フットサルフィールド 

株式会社星光舎 

エニシア高松インテリジェントパーク 

個人 

株式会社 M-one 

店頭寄付 

北海道理容美容専門学校 

HBC 北海道放送 

大東銀行 平支店 

大東銀行 湯本支店 

大東銀行 植田支店 

美容室 ZAZA グループ 

日本生命保険相互会社(高松支社) 

高松信用金庫(香川県内３１店舗全店) 

明治安田生命保険相互会社(仙台支社塩釜営業所) 

塩釜市役所 

room338 

ドレミ音楽教室 

白根英語塾ありあどね 

SUNDAY 

サングリン不動産 

クリーニングすわん(山梨県内 3 店舗） 

Anvio ginza kofu 

学校法人岩田学園 いづみ幼稚園 

甲斐大学予備校 

株式会社ジットセレモニー(山梨県内 2 か所） 

甲斐ゼミナール（山梨県内 35 教室全教室） 

TMS 

井上商店 

認定こども園 さいしょうじ幼稚園 

ソニー生命保険（株）久留米支社 

ペットサロン パピーシュシュ 

個別指導 リード 

九州個別指導学院 小郡教室 

九州個別指導学院 久留米教室 

九州個別指導学院 柳川教室 

九州個別指導学院 久留米中央教室 

エフコープ久留米店 

住友生命保険相互会社 久留米支社八女支部 

社会保険労務士法人 ほまれ 

しあわせ居酒屋 寿里 

筑邦銀行 八女支店 

子育てネットワーク TUNAGU 

いちい須賀川東店 

くもん和田道教室 

須賀川市立第三小学校 

さぬき麵市場(伏石店) 

さぬき麺市場(郷東店) 

さぬき麺市場(林中央インター店) 

児童発達支援・放課後等デイサービスいろは 

大東銀行  平支店 

大東銀行  いわき東支店 

大東銀行  小名浜支店 

大東銀行  湯本支店 



ホワイト急便モンテシト団子坂店 

ホワイト急便モンテシト西日暮里店 

サンレモン千石店 

サンレモンマツヤ 

サンレモン小石川店 

サンレモン文京春日店 

サンレモン白山店 

サンレモン本郷菊坂店 

ワークスペースさきちゃんち 

クリーニングＯＣＥＡＮ 

美容室 bloom 

マコト学園 

八千代市社会福祉協議会 

art×cafe 晴れ空プロジェクト 

ホシクリーニング 

クリーニングＯＣＥＡＮ 

明治安田生命竜ヶ崎営業所 

取手自動車教習所（ﾓﾄﾔﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ様） 

子供服と雑貨のお店 KOOKA 

くまもと整骨院 

盛岡信用金庫天昌寺支店 

盛岡信用金庫松園支店 

盛岡信用金庫厨川支店 

ファミリーマート盛岡三ツ割店 

ファミリーマート盛岡松園南口店 

ファミリーマート盛岡高松一丁目店 

盛岡店店頭 

公文式西葛西グリーン教室 

ホワイト急便荒川工場前店 

美容院髪師 

㈱ビクトリー ミセル興宮町工場店 

   〃   ミセル瑞江駅前店 

   〃   ミセル東瑞江店 

   〃   ミセル南篠崎店 

   〃   ミセル松島店 

   〃   ミセル錦糸町店 

  〃 小岩南口ミセル昭和通店 

  〃 小岩南口ミセルフラワーロード店 

  〃  小岩南口ミセル中央通り店 

第一生命保険株式会社 東四国支社 新高松営業オフィ

ス 

株式会社星光舎 ２回目 

ハローズ高砂店 

ハローズ東加古川店 

公文式加古川船頭教室（2 回目） 

兵庫ヤクルト販売株式会社（2 回目） 

1day さくらや 

半額倉庫 

兵庫ヤクルト販売株式会社（3 回目） 

さくらや加古川店 

"東京海上日動火災保険株式会社 

東北業務支援部" 

利府町役場 

タニカワクリーニング 

土浦自動車学校 (モトヤユナイテッド) 

わたなべクリーニング(洗濯王) 

ヤマゾエクリーニング 

文理学院（山梨県内 11 教室） 

(有)トミ美容室（山梨県内 8 店舗） 

河野スポーツ 

フルウント甲府 

ファミリーマート みたけ五丁目店 

    同    オガール紫波店 

    同    紫波中央店 

盛岡店店内 

ハレルヤ保育園 

ベジカフェレストラン リコ 

北川産業 

ヨシハラクリーニング 

市内金融機関 

店頭寄付 

とらいあんぐる MY-FIT 

九州電力株式会社 大村営業所 

美容室 バランス 

いさはやコンピュータ・カレッジ 

SUMCO TECHXIV 株式会社 

クラシティ CLACITY    1F 

ヘアーサロン マチダ 

ダスキン安積店 

Cafe 路花 

ファミリーマートサテライト石鳥谷前店 

ファミリーマート花巻四日町店 

ファミリーマート花巻桜町店 

ファミリーマート花巻鍋倉店 

ファミリーマート花巻小舟渡店 

ファミリーマート富士大学前店 



ファミリーマート花巻若葉町店 

ファミリーマート花巻大通り店 

ファミリーマート花巻大迫町店 

ファミリーマート道の駅はなまき西南 

ファミリーマート花巻南温泉峡口店 

ファミリーマート花巻やまの神店 

岩手スバル自動車株式会社北上店 

岩手スバル自動車株式会社花巻空港店 

ほめのば学習塾 

日東工業株式会社花巻工場 

リコーインダストリアルソリューションズ株式会社 

第一生命保険株式会社北上営業オフィス 

第一生命保険株式会社花巻営業オフィス 

 

ホワイト急便並木工場（~12/28 迄） 

サンレモンクリーニング 戸田ベルク店 

アトリエ ミモザ 

大東銀行  神谷支店 

大東銀行  植田支店 

大東銀行  小名浜支店 

大東銀行  湯本支店 

イトーヨーカドー宇都宮店 

ドンドンダウン・オン・ウェンズデイ 

栃木サッカークラブ 

クリーニングミツボシ 

とちぎんエシカルフェア 

フジドライ 

徳成寺 

大東銀行  平支店 

錦ケ丘コミュニティセンター 

木村牧場 本社 

東部ガス㈱茨城南支社 守谷営業所 

大東銀行  平支店 

大東銀行  神谷支店 

大東銀行  いわき東支店 

大東銀行  植田支店 

パピルス （文具店） 

イオンモールいわき小名浜 

さくらや・いわき店 店頭 

Dione 高松サンフラワー通り店 

大東銀行  平支店 

大東銀行  小名浜支店 

大東銀行  いわき東支店 

大東銀行  植田支店 

大東銀行  湯本支店 

パピルス （文具店） 

イオンモールいわき小名浜 

スタジオ COCO イオンいわき 

ヤマゾエクリーニング 

㈱ビクトリー ミセル錦糸町店 

㈱ビクトリー ミセル小岩南口昭和通り店 

㈱ビクトリー ミセル瑞江駅前店 

㈱ビクトリー ミセル南篠崎店 

㈱ビクトリー ミセル松島店 

松本接骨院 

香川県庁子ども政策課(３回目) 

香川県庁環境森林部(２回目) 

山添自動車学園 

旭川理容美容専門学校 

北海道クミアイ自動車学園 

情報ビジネス専門学校 

旭川大学生活協同組合 

㈱道北アークス 市内スーパー8 店舗 

イオンモール旭川駅前 

茨城県信用組合 美野里支店 

水戸信用金庫 美野里支店 

水戸信用金庫 羽鳥支店 

第一生命水戸支社石岡営業オフィス 

店内設置分 

はりぶん西友滝呂店 

窯のひろば 

デンソー阿久比製作所（2 回目） 

明知鉄道 

ふれあいエコプラザ（1 回目） 

ミツカン Mizkan （２箱目） 

いぶき音楽教室 

ともいき学舎 

ロクハ荘 

ドックサロンラクレア 

NPO 湘南クリエイターズプロジェクト運営手づくり委

託販売催事スペースギャラリエポルテ 

湘南平塚モータースクール 

軽スタジオ茅ヶ崎 

プロス西海岸 

ユニディ湘南平塚店 

カフェよしの国府宮店 



㈱東海理化（社内にて） 

療育サポートプラザ チャイブ 

シン中央会計 

フォレオ大津一里山 

オーベル川口 

ハローズ児島店 

ハローズ連島店 

ハローズ羽島店 

ハローズ広江店 

ハローズ中庄店 

ハローズ田ノ上店 

ハローズ玉島店 

ハローズ乙島店 

ハローズ新倉敷店 

パソコンわくわく広場 

車検のコバック児島店 

車検のコバック羽島店 

ヤマダデンキテックランド児島店 

なんば建築工房 

かたやま物産 

大井川漁協直営 さくら 

焼津自動車学校 

子供服と雑貨のお店 mood maker 

美容院ハピネス 

パン教室 縁 

三福 

第一生命保険株式会社静岡支社島田営業オフィス 

お茶の長谷川園 and Sa-chi 

第一生命保険株式会社静岡支社焼津オフィス 

第一生命保険株式会社静岡支社藤枝中央オフィス 

第一生命保険株式会社静岡支社藤枝中央オフィス 

第一生命保険株式会社静岡支社藤枝青木オフィス 

地域連携ステーションフミコム（文京区社会福祉協議会） 

ヤギーズファームめえめえカフェ 

小泉進学セミナー 

島田市社会福祉協議会 

つむぎ CAFE 

焼津市役所商工課前 

漢方薬 イケダ薬局 

松葉畳店エール市場 

アクアショップトトロ 

小澤接骨院 

認定こども園 さいしょうじ幼稚園 

ソニー生命保険（株）久留米支社 

個別指導リード 

九州個別指導学院（久留米教室） 

九州個別指導学院（久留米中央教室） 

九州個別指導学院（柳川教室） 

パピーシュシュ 

社会保険労務士法人ほまれ 

しあわせ居酒屋寿里 

筑邦銀行八女支店 

パソコンスクールアムリタ 

HairSalon  Lugn  

hair salon Nut's 

HondaCars 八女 八女インター店 

HondaCars 八女 久留米東合川店 

八女市社会福祉協議会 

広川町商工会/広川町産業展示会館 

プリントポート 

ワールド＋ジム小手指店 

エフコープ久留米店（2 回目） 

ZIP テニスアリーナ大宮 

筑波進研スクール日進教室 

東大宮テニススクール 

放課後児童クラブしまっ子 

トライプラス東大宮 

明光義塾日進教室 

To Win 東大宮 

こうゆうかん南与野教室 

セイハ英語学院イオン西大宮 

そろばん教室 88 くんイオン西大宮教室 

慈恩寺中学校 

うさちゃんクリーニング宮原店 

うさちゃんクリーニングさいたま北店 

うさちゃんクリーニング東武ストア土呂店 

うさちゃんクリーニング宮原北店 

うさちゃんクリーニング日進店 

うさちゃんクリーニング東川口店 

第一生命保険株式会社浜松支社金谷営業オフィス 

 


