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2015/5/26 3 商工会 広島県商工会連合会　安芸太田町商工会戸河内筒賀支所 157,934 広島県 山県郡 安芸太田町

2015/4/8 4 商工会 広島県商工会連合会　安芸高田市商工会 928,666 広島県 安芸高田市 吉田町

2015/5/27 5 商工会 広島県商工会連合会　安芸津商工会 606,700 広島県 東広島市 安芸津町

2015/5/29 11 商工会 広島県商工会連合会　大崎上島町商工会 1,294,629 広島県 豊田郡 大崎上島町

2015/5/29 12 商工会 広島県商工会連合会　大野町商工会 817,002 広島県 廿日市市 大野

2015/5/31 13 商工会 広島県商工会連合会  尾道しまなみ商工会　本所 743,138 広島県 尾道市 向島町

2015/5/30 14 商工会 広島県商工会連合会  尾道しまなみ商工会 瀬戸田 2,924 広島県 尾道市 向島町

2015/5/16 15 商工会 広島県商工会連合会　神辺町商工会 360,124 広島県 福山市 神辺町

2015/5/30 16 商工会 広島県商工会連合会　祇園町商工会 373,940 広島県 広島市 安佐南区

2015/5/30 17 商工会 広島県商工会連合会　北広島商工会 1,850,150 広島県 山県郡 北広島町

2015/5/30 18 商工会 広島県商工会連合会　熊野町商工会 108,533 広島県 安芸郡 熊野町

2015/5/30 21 商工会 広島県商工会連合会　高陽町商工会 482,858 広島県 広島市 安佐北区

2015/5/29 24 商工会 広島県商工会連合会　神石高原町商工会 326,664 広島県 神石郡 神石高原町

2015/5/29 25 商工会 広島県商工会連合会　世羅町商工会 561,522 広島県 世羅郡 世羅町

2016/5/26 25 商工会 世羅町商工会　女性部 593,342 広島県 世羅郡 世羅町

2015/5/27 26 商工会 広島県商工会連合会　東城町商工会 365,042 広島県 庄原市 東城町

2015/5/27 28 商工会 広島県商工会連合会　沼隈内海商工会 210,424 広島県 福山市 沼隈町

2015/5/28 33 商工会 広島県商工会連合会　広島東商工会　安芸支所 365,853 広島県 広島市 東区

2015/5/30 34 商工会 広島県商工会連合会　広島東商工会  瀬野川支部　 791,939 広島県 広島市 安芸区

2015/5/23 35 商工会 広島県商工会連合会　広島東商工会　矢野支所 658,661 広島県 広島市 安芸区

2015/5/27 36 商工会 広島県商工会連合会　福山あしな商工会 419,783 広島県 福山市 芦田町

2016/6/10 36 商工会 福山あしな商工会　　女性部 462,783 広島県 福山市 芦田町

2015/11/18 37 商工会 福山北商工会　女性部 1,771,882 広島県 福山市 加茂町
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2015/3/30 40 商工会 広島県商工会連合会　三原臨空商工会  本所 654,194 広島県 三原市 本郷南

2018/12/3 40 商工会 三原臨空商工会  女性部 1,093,482 広島県 三原市 本郷南

2015/5/30 41 商工会 広島県商工会連合会　宮島町商工会 446,682 広島県 廿日市市 宮島町

2015/5/29 42 商工会 広島県商工会連合会　三次広域商工会 775,886 広島県 三次市 三良坂町

2015/6/3 43 商工会 広島県商工会連合会　安古市町商工会 463,055 広島県 広島市 安佐南区

2015/4/13 11006 個　人 大村　恭子 129 広島県

2015/3/23 12010 個　人 久保田　光夏 1,075 広島県

2018/11/21 12011 個　人 栗田　伸治 47,606 広島県

2016/7/4 13002 個　人 佐々木　秀爾　　 8,129 広島県

2018/12/2 13004 個　人 笹山　清美 109,607 広島県

2017/5/17 13007 個　人 清水　弘美 3,806 広島県

2018/10/16 14004 個　人 武田　麻友子 258 広島県

2017/7/27 15001 個　人 仲子　美恵子 5,785 広島県

2016/11/2 15006 個　人 中島　和宏 2,236 広島県

2017/2/17 16007 個　人 林　　　泉 989 広島県

2018/2/14 16008 個　人 濱越　信行 2,365 広島県

2018/10/4 16009 個　人 PCMU数見悟史　 1,204 広島県

2017/11/22 17008 個　人 村上　佐和美 37,692 広島県

2018/8/27 17010 個　人 桝田　奈波 172 広島県

2018/8/23 18006 個　人 山根　茂明 86 広島県

2017/3/22 18006 個　人 吉田　愛 1,247 広島県

2018/12/14 18007 個　人 横尾　さかゑ 5117 広島県

2016/6/10 1010404 会　社 (有）ヒノカワ自動車 12,473 広島県 安芸高田市 八千代町
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2017/6/23 1010505 会  社 宮川興業（株） 吉田営業所 9,374 広島県 安芸高田市 吉田町

2018/12/5 1021901 会　社 ＪＢハイウェイサービス（株）　しまなみ営業部 586,711 広島県 尾道市 東御所町

2016/4/28 1030104 その他 尾道せとうちライオンズクラブ 150,066 広島県 尾道市 因島土生町

2018/10/12 1030105 その他 尾道因島ライオンズクラブ 10,492 広島県 尾道市 因島土生町

2018/8/20 1030401 会　社 串カツ一口 9,073 広島県 尾道市 久保

2018/5/2 1030501 会  社 共和工機（株） 7,826 広島県 尾道市 栗原西

2018/4/12 1030805 その他 広島県労働者福祉協議会　尾道地区 424,909 広島県 広島市 南区金屋町

2017/11/15 1031101 その他 ＡＰＴＦ東広島　尾道支部 44,160 広島県 尾道市 新高山

2017/3/3 1031201 スーパー （株）エブリィ　尾道新浜店 86,047 広島県 尾道市 新浜

2018/8/7 1031203 保　険 明治安田生命保険（相）　尾道営業所 249,975 広島県 尾道市 新浜

2016/10/13 1031204 保　険 明治安田生命保険（相）　尾道東営業所 329,918 広島県 尾道市 新浜

2017/3/30 1031401 小学校 栗原小学校児童会　（尾道市立） 305,655 広島県 尾道市 西則末町

2016/12/7 1031402 会 社 （株）エバルス　尾道支店 13,425 広島県 尾道市 西則末町

2015/3/23 1031501 中学校 栗原中学校　（尾道市立） 40,850 広島県 尾道市 東則末町

2015/4/2 1031802 その他 尾道市久保地区社会福祉協議会 1,157,200 広島県 尾道市 西久保町

2017/12/8 1031903 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　尾道駅 251,182 広島県 尾道市 東御所町

2018/11/14 1032101 小学校 三成小学校　（尾道市立） 925,609 広島県 尾道市 美乃郷三成

2016/3/17 1032103 中学校 美木中学校　（尾道市立） 117,777 広島県 尾道市 美ノ郷町

2015/4/9 1032203 スーパー （株）エブリィ向島店 69,531 広島県 尾道市 向島町

2018/12/10 1032205 中学校 向島中学校（尾道市立） 46,741 広島県 尾道市 向島町

2017/3/17 1032501 高　校 御調高等学校　（広島県立） 76,760 広島県 尾道市 御調町

2016/12/22 1032601 中学校 久保中学校(尾道市立） 11,567 広島県 尾道市 防地町

2018/12/1 1032701 中学校 長江中学校（尾道市立） 26,961 広島県 尾道市 長江
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2018/8/9 1040202 保　険 明治安田生命保険（相）　広島支社　呉東営業所 72,728 広島県 呉市 川尻町

2017/8/29 1040702 会　社 原洋装店 23,220 広島県 呉市 中通

2015/3/4 1041103 　高　校 広高等学校　（広島県立） 29,442 広島県 呉市 広大新開

2018/12/12 1041201 保　険 明治安田生命保険（相）　呉営業所 445,589 広島県 呉市 本通

2018/5/12 1041202 その他 小さな親切運動　呉支部 10,836 広島県 呉市 本町

2018/9/11 1050101 ゴルフ 庄原カントリークラブ 149,525 広島県 庄原市 板橋町

2018/2/18 1050403 その他 口和地区公衆衛生推進会 45,193 広島県 庄原市 口和町

2016/3/24 1050602 その他 休暇村　帝釈峡 13,062 広島県 庄原市 東城町三坂

2017/7/20 1050801 会　社 備北交通（株） 579,740 広島県 庄原市 東本町

2018/1/15 1060202 その他 休暇村　大久野島 32,419 広島県 竹原市 忠海町

2018/12/6 1060204 会　社 アヲハタ(株) 30,057 広島県 竹原市 忠海町

2018/10/9 1060205 その他 竹原三新会 9,116 広島県 竹原市 忠海東町

2018/8/23 1060401 会　社 創建ホーム（株） 22,796 広島県 竹原市 中央

2018/3/31 1060403 その他 竹原市勤労者青少年ホームちょこﾎﾞﾗｻｰｸﾙ 1,378,644 広島県 竹原市 中央

2015/3/30 1060501 中学校 賀茂川中学校　（竹原市立） 143,818 広島県 竹原市 東野町

2018/8/9 1060502 小学校 東野小学校環境委員会（竹原市立） 5,203 広島県 竹原市 東野町

2018/3/13 1060601 会　社 テスコ（株） 162,325 広島県 竹原市 吉名町

2015/3/31 1100501 大　学 山陽女子短期大学　S・R・V 157,723 広島県 廿日市市 佐方本町

2017/1/7 1100701 会　社 パーラーＮｅｗＦ１ 96,181 広島県 廿日市市 住吉

2018/12/14 1100901 保　険 明治安田生命保険（相）　廿日市営業所 162,262 広島県 廿日市市 本町

2017/5/17 1120101 ホーム （医）ひがしの会小規模多機能ホーム　みのりの里安芸津 387,229 広島県 東広島市 安芸津町

2018/8/21 1120301 その他 東広島市社会福祉協議会　河内支所 131,664 広島県 東広島市 河内町

2018/8/21 1120302 その他 水と緑と自然の会 166,934 広島県 東広島市 河内町
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2015/8/31 1120303 会　社 パナソニックエコソリューションズ内装建材　広島工場 1,677 広島県 東広島市 河内町

2018/8/21 1120304 高　校 河内高等学校生徒会（広島県立） 16,168 広島県 東広島市 河内町

2018/8/21 1120305 その他 河内小規模多機能ホームみのりの里 8,600 広島県 東広島市 河内町

2018/12/19 1120306 保育所 河内西保育所 2,150 広島県 東広島市 河内町

2017/6/27 1120401 会　社 ウメトク（株）広島支店 12,800 広島県 東広島市 黒瀬町

2017/3/17 1120404 その他 黒瀬特別支援学校　（広島県立） 67,639 広島県 東広島市 黒瀬町

2018/10/12 1120501 その他 広島県労働者福祉協議会　賀茂豊田労福協 1,032,421 広島県 東広島市 西条町

2016/12/17 1120602 中学校 松賀(ﾏﾂｶﾞ）中学校（東広島市立） 6,235 広島県 東広島市 西条町

2018/8/21 1121701 駅 JR西日本旅客鉄道（株）　西条管理駅 105,995 広島県 東広島市 西条本町

2017/11/27 1121702 その他 　東広島市役所　河内支所 14,147 広島県 東広島市 西条本町

2018/12/6 1120801 J    A ＪＡ広島中央女性部 807,621 広島県 東広島市 西条栄町

2018/10/22 1121401 病　院 こまざわ小児科 12,777 広島県 東広島市 西条町

2016/7/11 1121801 会　社 （株）大創産業 99,044 広島県 東広島市 西条吉行

2015/6/30 1121802 会　社 広島スチールセンター（株） 57,751 広島県 東広島市 西条吉行

2018/3/22 1151903 会社 東亜道路工事（株）　中四国支社 7,220 広島県 東広島市 志和町

2018/10/30 1122005 その他 宗教法人　元浄寺 246,212 広島県 東広島市 高屋町

2016/11/17 1122006 その他 社会福祉法人平成会　西の池学園 344,994 広島県 東広島市 高屋町

2016/3/24 1122007 中学校 広島中・高等学校（広島県立） 20,511 広島県 東広島市 高屋町

2018/8/27 1122102 その他 東広島市社会福祉協議会　デイサービスセンター豊栄 781,522 広島県 東広島市 豊栄町

2018/11/10 1122105 その他 認定こども園　とよさか 132,483 広島県 東広島市 豊栄町

2017/5/19 1122205 施　設 広島県立障害者療育支援ｾﾝﾀｰ　松陽寮 691,061 広島県 東広島市 八本松町

2017/6/27 1122302 中学校 福富中学校　（東広島市立） 34,658 広島県 東広島市 福富町

2016/8/25 1122401 会　社 ポプラ入野店 7,955 広島県 東広島市 入野町
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2015/8/11 1130101 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　福山駅 292,183 広島県 福山市 三之丸町

2016/9/14 1130102 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　福山施設管理ｾﾝﾀｰ 35,504 広島県 福山市 三之丸町

2017/11/22 1130103 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　福山電気区 33,392 広島県 福山市 三之丸町

2016/9/14 1130104 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　松永駅 20,142 広島県 福山市 松永町

2017/5/11 1130105 駅 西日本旅客鉄道（株）　新幹線管理本部　福山新幹線保線区 77,285 広島県 福山市 三之丸町

2016/9/14 1130106 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社せとうち乗務員センター(旧糸崎乗務員センター） 59,995 広島県 福山市 三之丸町

2018/10/31 1130107 駅 JR西日本　福山保線区 2,924 広島県 福山市 三之

2018/9/26 1130501 会　社 福山通運（株）　福山北支店 47,100 広島県 福山市 駅家町

2018/2/24 1130502 小学校 駅家小学校5年3組（福山市立） 5,590 広島県 福山市 駅家町

2018/10/12 1130604 病　院 （医）祥和会脳神経センター　大田記念病院 912,746 広島県 福山市 沖野上町

2016/10/7 1130606 会　社 （有）ワンホープ 416,472 広島県 福山市 沖野上町

2016/2/3 1130704 会　社 （株）エス・ユー・ティー　185ST 63,812 広島県 福山市 春日町

2017/3/16 1130705 小学校 緑ヶ丘小学校（福山市立） 16,813 広島県 福山市 春日町

2018/6/1 1130801 会　社 PFU西日本（株） 8,858 広島県 福山市 霞町

2015/7/27 1131001 会　社 アマノ企業（株） 18,988 広島県 福山市 神村町

2017/1/7 1131101 中学校 広瀬中学校生徒会　（福山市立） 32,809 広島県 福山市 加茂町

2018/10/23 1131301 会　社 信菱液化ガス（株）　神辺営業所 852,823 広島県 福山市 神辺町

2017/5/26 1131309 会　社 ワミレスサロン神辺クオーレ 7,267 広島県 福山市 神辺町

2018/3/27 1131501 中学校 城北中学校　（福山市立） 303,922 広島県 福山市 木之庄町

2018/5/18 1131502 会　社 （株）Ｂ.Ａ.Ｐ 29,885 広島県 福山市 木之庄町

2018/3/23 1131703 会　社 福山ポートサービス（株） 17,329 広島県 福山市 鋼管町

2018/9/17 1131801 会　社 花王グループカスタマーマーケティング（株）　福山オフィス 28,509 広島県 福山市 紅葉町

2015/4/7 1132101 会　社 西日本高速道路（株）中国支社　福山高速道路事務所 36,248 広島県 福山市 蔵王町
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2018/3/5 1132102 会　社 西日本高速道路パトロール中国（株）福山基地 13,975 広島県 福山市 蔵王町

2017/11/16 1136301
高・中学

校
近畿大学付属広島高等学校中学校　福山校 167,829 広島県 福山市 佐波町

2018/6/12 1136302 病　院 医療法人大林会福山こころの病院 5,934 広島県 福山市 佐波町

2015/4/24 1132301 会　社 （株）ココマツハマ　ブテイィック 27,387 広島県 福山市 昭和町

2015/4/4 1132303 保　険 明治安田生命保険相互会社　福山城東営業所 27,074 広島県 福山市 昭和町

2018/10/6 1132401 ホテル サンホテル福山 130,982 広島県 福山市 城見町

2018/3/16 1132501 会　社 COーCOS　コーコス信岡 174,822 広島県 福山市 新市町戸手

2016/6/25 1132504 会　社 山和（株）　　（ﾔﾏﾜｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ） 7,990 広島県 福山市 新市町

2017/8/10 1132508 高　校 芦品まなび学園高等学校　（広島県立） 134,084 広島県 福山市 新市町

2016/5/19 1132601 会　社 （株）サン・メディカル 251,635 広島県 福山市 新涯町

2017/3/13 1132702 会　社 パーフェクトサンライズ 62,876 広島県 福山市 瀬戸町

2017/3/24 1132902 小学校 ぎんがの郷小学校 22,254 広島県 福山市 大門町

2017/7/22 1151604 労　組 シャープ労働組合　福山支部 1,013,697 広島県 福山市 大門町

2018/3/27 1132909 小学校 野々浜小学校（福山市立） 34,185 広島県 福山市 大門町

2016/8/8 1133310 中学校 至誠中学校（福山市立） 10,062 広島県 福山市 沼隈町

2018/10/3 1133306 会　社 常石造船（株）業務室 3,741 広島県 福山市 沼隈町常石

2018/4/27 1133401 会　社 幼児教室　コペル・リムふくやま教室 46,010 広島県 福山市 西町

2018/3/2 1133404 会　社 オッペン化粧品（株）中国エリア福山支店 473 広島県 福山市 西町

2015/12/25 1133502 小学校 福山市立暁の星小学校　 108,397 広島県 福山市 西深津

2018/12/5 1133902 その他 広島県労働者福祉協議会　福山地区 1,229,636 広島県 広島市 南区金屋町

2015/2/23 1134101 会　社 ペットワールド　アミーゴ東深津店 53,105 広島県 福山市 東深津

2018/11/19 1134102 会　社 福山通運（株）　本社 23,220 広島県 福山市 東深津

2018/5/28 1134205 会　社 （株）藤原建工 8,204 広島県 福山市 引野町
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2015/2/21 1134212 病　院 なかむら歯科クリニック 4,214 広島県 福山市 引野町

2018/7/4 1134213 会　社 （株）CFP 6,235 広島県 福山市 引野町

2015/12/26 1134214 小学校 引野小学校4年生　（福山市立） 17,974 広島県 福山市 引野町

2018/10/6 1134901 その他 ゲタリンピック実行委員会 41,222 広島県 福山市 松永町

2017/12/21 1134902 保　険 明治安田生命保険相互会社　福山松永営業所 34,142 広島県 福山市 松永町

2018/9/26 1135001 会　社 （株）栄工社　松浜工場 78,159 広島県 福山市 松浜町

2016/1/9 1135201 会　社 積水ハウス（株）広島カスタマーズセンター　福山オフィス 6,020 広島県 福山市 御門町

2016/8/22 1135302 会　社 ＴＯＴＯリモデルクラブ　福山店会 155,598 広島県 福山市 引野町

2015/10/5 1135305 スーパー （株）エブリィ　蔵王店 841,230 広島県 福山市 南蔵王町

2017/7/20 1135802 会　社 マナック（株）　福山工場 19,952 広島県 福山市 箕沖町

2018/12/4 1135902 スーパー （株）エブリィ御幸店 420,444 広島県 福山市 御幸町

2018/2/3 1135903 大　学 福山平成大学ボランティアサークル　シグマ 4,558 広島県 福山市 御幸町

2015/4/4 1136102 銀　行 三井住友信託銀行　福山支店 76,474 広島県 福山市 元町

2018/1/6 1136202 中学校 城西中学校　（福山市立） 26,875 広島県 福山市 山手町

2018/11/30 1136501 会　社 （株）フジゼミ　藤岡朋子 4,902 広島県 福山市 本町

2018/11/12 1140302 その他 砂川クリーンクラブ 2,295,071 広島県 府中市 高木町

2017/2/18 1140401 高  校 府中高等学校　（広島県立） 236,930 広島県 府中市 出口町

2016/8/10 1140501 会　社 カーポート佐々木グループ　地域貢献チーム 168,723 広島県 府中市 中須町

2016/9/14 1140702 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　府中駅 192,257 広島県 府中市 府川町

2018/9/10 1141101 その他 NTT-OB府中電友会 5,375 広島県 府中市 高木町

2018/5/29 1150003 駅 西日本旅客鉄道（株）広島支社　三原地域鉄道部　三原駅 115,894 広島県 三原市 城町

2015/3/30 1150004 駅 西日本旅客鉄道（株）広島支社　三原地域鉄道部　三原電気管理センター 946 広島県 三原市 城町

2016/3/31 1150005 駅 西日本旅客鉄道（株）広島支社　新幹線管理本部　三原新幹線電気区 1,419 広島県 三原市 城町
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2016/2/13 1150107 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　  第一中学校 20,081 広島県 三原市 糸崎

2018/1/26 1150201 その他 三原リージョンプラザ（サービスセンター三原） 300,779 広島県 三原市 円一町

2018/6/19 1150410 その他 三原市公立中学校生徒会連合会　　久井小中学校 121,948 広島県 三原市 久井町

2016/10/4 1150410-2 小・中校 三原市立　久井小中学校 7,525 広島県 三原市 久井町

2018/11/24 1150413 ホーム 笑顔くい 31,003 広島県 三原市 久井町

2018/11/16 1150414 ホーム 社会福祉法人　亀甲会 30,143 広島県 三原市 久井町

2015/7/28 1150415 その他 久井図書館 559 広島県 三原市 久井町

2015/9/12 1150416 その他 昇雲の会　（太極拳　悠の会内） 516 広島県 三原市 久井町

2015/12/19 1150417 その他 羽倉子供会（ﾊｸﾞﾗｺﾄﾞﾓｶｲ） 1,677 広島県 三原市 久井町

2016/8/30 1150418 会　社 くすりの新歩一 387 広島県 三原市 久井町

2016/12/5 1150502 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　　幸崎中学校 32,207 広島県 三原市 幸崎能地

2018/6/11 1150601 会　社 （株）金光組 166,571 広島県 三原市 城町

2018/11/9 1150603 スーパー （株）エブリィ三原店 102,947 広島県 三原市 城町

2018/12/19 1150604 その他 小さな親切運動　三原支部 1,987,047 広島県 三原市 城町

2016/2/13 1150605 その他 三原市教育委員会 8,385 広島県 三原市 城町

2018/11/30 1150606 その他 広島県労働者福祉協議会  三原地区労福協 1,531,697 広島県 広島市 南区金屋町

2016/8/30 1150607 ホテル （株）三原国際ホテル 10,234 広島県 三原市 城町

2016/2/13 1150802 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　  第三中学校　 41,538 広島県 三原市 宮沖

2017/8/29 1150901 小学校 田野浦小学校　（三原市立） 353,820 広島県 三原市 宗郷

2018/10/16 1151002 会　社 ホクト（株）　西日本生産部 234,221 広島県 三原市 大和町

2018/12/1 1151010 その他 神田公民館　　(ｶﾝﾀﾞｺｳﾐﾝｶﾝ） 79,249 広島県 三原市 大和町

2016/9/18 1151011 その他 三原･白竜湖トレイルランレース実行委員会 1,118 広島県 三原市 大和町

2016/2/13 1151012 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　　大和中学校 57,706 広島県 三原市 大和町
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2018/10/5 1151013 その他 椹梨公民館　（ｸﾜﾅｼｺｳﾐﾝｶﾝ） 43,387 広島県 三原市 大和町

2017/7/6 1151014 その他 カワセミ 559 広島県 三原市 大和町

2016/11/17 1151301 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　  第二中学校　 78,174 広島県 三原市 中之町

2018/4/18 1151303 会　社 中国開発調査（株）　三原支社 4,988 広島県 三原市 中之町

2018/3/2 1151501 その他 三原市立放課後児童クラブ　西宮児童ｸﾗﾌﾞ 78,763 広島県 三原市 西宮

2018/10/30 1151601 会　社 広島ガス（株）　備後工場 18,235 広島県 三原市 沼田西町

2016/4/20 1151704 その他 広島県ビーチボール協会　瀬戸内カップ 2,881 広島県 三原市 沼田東

2016/4/20 1151704-2 その他 広島県ビーチボール協会　だるまカップ 1,161 広島県 三原市 沼田東

2016/2/13 1151706 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　  第四中学校　 7,826 広島県 三原市 須波ハイツ

2018/8/9 1151707 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　　第五中学校　 637,379 広島県 三原市 沼田東町

2018/11/24 1151708 会  社 ラウンジ奈菜 18,017 広島県 三原市 沼田東町末光

2017/11/24 1151801 高　校 如水館中学高等学校 インターアクト部 194,197 広島県 三原市 深町

2018/10/24 1151904 会　社 東洋製罐（株）広島工場 105,247 広島県 三原市 下北方

2017/4/20 1151905 会　社 東洋メビウス（株）　広島支店 52,516 広島県 三原市 下北方

2016/2/13 1151908 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　　本郷中学校　 114,595 広島県 三原市 下北方

2017/5/13 1152001 会　社 牛ちゃん 330,958 広島県 三原市 港町

2018/8/8 1152003 保　険 明治安田生命保険相互会社　三原営業所 434,764 広島県 三原市 港町

2016/11/30 1152004 会  社 （株）勝村商店 1,591 広島県 三原市 港町

2018/9/5 1152101 会　社 三平商事（有） 87,721 広島県 三原市 皆実

2016/4/11 1152102 会　社 （株）中央 204,446 広島県 三原市 皆実

2018/12/19 1152108 その他 三原やっさ祭り実行委員会　ゴミへらし隊エコレンジャー委員会 9,587 広島県 三原市 皆実

2018/4/2 1152202 高  校 三原高等学校生徒会（広島県立） 500,659 広島県 三原市 宮沖

2018/8/2 1152202-1 高　校 三原高等学校定時制（広島県立） 20,468 広島県 三原市 宮沖
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2017/5/23 1152303 会　社 読売センター　広島みはら 136,377 広島県 三原市 宮浦

2015/7/17 1152304 会　社 リ・バース　三原店 39,994 広島県 三原市 宮浦

2016/2/13 1152305 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　  宮浦中学校　 329,274 広島県 三原市 宮浦

2017/10/3 1152502 中学校 広島大学付属三原中学校 127,974 広島県 三原市 館町

2015/9/16 1152602 神　社 御調八幡宮（ﾐﾂｷﾊﾁﾏﾝｸﾞｳ) 344 広島県 三原市 八幡町宮内

2018/2/28 1152701 組　合 三原遊技業協同組合 376,919 広島県 三原市 西野

2016/11/22 1152801 大　学 県立広島大学三原キャンパス 24,381 広島県 三原市 学園町

2015/4/5 1160101 小学校 青河小学校  （三次市立） 33,785 広島県 三次市 青河町

2018/10/29 1160501 その他 江の川カヌー公園工さくぎ 242,197 広島県 三次市 作木町

2018/8/2 1050602 小学校 十日市小学校（三次市立） 66,005 広島県 三次市 十日市中

2017/7/7 1190107 会  社 （株）丸正商会　 2,086 広島県 世羅郡 世羅町

2017/5/29 1190108 会　社 ラビット 59,899 広島県 世羅郡 世羅町

2015/10/21 1190110 ゴルフ 備後観光開発（株）　尾道カントリークラブ 172,163 広島県 世羅郡 世羅町

2018/5/14 1190111 その他 エコ　コープ委員会（エコクラブ） 35,708 広島県 世羅郡 世羅町

2018/9/20 1190112 その他 社会福祉法人　世羅町社会福祉協議会 766,075 広島県 世羅郡 世羅町

2017/12/28 1190116 保　険 フコク生命外野倶楽部 110,996 広島県 世羅郡 世羅町

2015/12/29 111010402 スーパー （株）エブリィ船越店 383,326 広島県 広島市 安芸区

2015/4/30 111030402 スーパー （株）エブリィ可部店 220,959 広島県 広島市 安佐北区

2018/2/23 111030801 会  社 （株）仙台銘板　広島営業所 12,786 広島県 広島市 安佐北区三入

2018/12/14 111040102 会　社 冨士メディカル（株） メリィハウス西風新都 274,724 広島県 広島市 安佐南区

2017/3/16 111040601 会　社 トヨタカローラ広島（株）　祇園店 39,517 広島県 広島市 安佐南区西原

2016/1/27 111041001 会　社 東急スポーツ　アルフェ 168,962 広島県 広島市 安佐南区八木

2017/8/2 111030203 中学校 清和中学校（広島市立） 41,753 広島県 広島市 安佐北区安佐町
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2015/3/17 111050101 会　社 ヴィータ　グローバー 135,499 広島県 広島市 佐伯区

2015/9/9 111050103 会　社 　ＲＯＳＳＯF1 20,175 広島県 広島市 佐伯区

2017/7/10 111050501 保　険 明治安田生命保険（相）　広島佐伯営業所 94,448 広島県 広島市 佐伯区

2017/3/7 111060701 その他 小さな親切運動　広島県本部 332,407 広島県 広島市 中区胡町

2018/10/29 111060703 労　組 福屋労働組合 219,313 広島県 広島市 中区胡町

2018/10/17 111040802 会　社 大旗連合建築設計株式会社 27,006 広島県 広島市 中区大手町

2015/10/9 111060803 会　社 三菱地所コミュニティ（株）　広島営業所 23,991 広島県 広島市 中区大手町

2015/3/18 111060805 会　社 キャノンマーケティングジャパン（株）広島支店 40,318 広島県 広島市 中区大手町

2018/11/13 111060808 会　社 （株）みづま工房　 52,440 広島県 広島市 中区大手町

2018/6/15 111061002 会　社 栗原工業（株）　中国支店 68,899 広島県 広島市 中区上幟町

2017/7/7 111061104 会　社 山下　江　法律事務所 9,645 広島県 広島市 中区上八丁堀

2018/8/9 111061302 会　社 あずさ監査法人広島事務所 43,511 広島県 広島市 中区紙屋町

2018/11/2 111061303 銀　行 （株）広島銀行　人事総務部　総務課 953,101 広島県 広島市 中区紙屋町

2015/6/30 111061305 労　組 JTB中国四国労働組合 82,859 広島県 広島市 中区紙屋町

2018/7/27 111061307 会　社　　　 （株）日立プラントサービス　中国支社　 24,626 広島県 広島市 中区紙屋町

2018/6/13 111061503 会　社 （株）ティーズネット　（トータテグループ） 179,144 広島県 広島市 中区国泰寺町

2016/10/17 111061602 会　社 大成建設（株）　中国支店 広島地区第一ＣＳセンター 59,942 広島県 広島市 中区小町

2017/3/28 111061603 会　社 大成建設（株）　中国支店 113,300 広島県 広島市 中区小町

2018/3/15 111061604 会  社 （株）フソウ　中国支社 860 広島県 広島市 中区小町

2017/3/31 111062102 会　社 NTTファイナンス（株）中国支店 13,663 広島県 広島市 中区立町

2018/8/4 111062103 会　社 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾒｰｹﾁｨﾝｸﾞ（株）CE社　中国・四国支社 128,497 広島県 広島市 中区立町

2018/12/20 111062302 会　社 高砂熱学工業（株）　広島支店 126,755 広島県 広島市 中区鉄砲町

2017/9/5 111062610 会　社 エーザイ(株)　ユニオン 52,385 広島県 広島市 中区中町
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2018/12/7 111063001 労　組 NTT労働組合持株グループ本部　ファシリティーズ中国分会 20,812 広島県 広島市 中区東白鳥町

2018/10/1 111063102 会　社 アサヒファシリティズ　広島支店 4,687 広島県 広島市 中区橋本町

2018/12/7 111063205 会　社 （株）ミルックス　広島支店 11,424 広島県 広島市 中区八丁堀

2018/12/13 111063402 会　社 （株）日立製作所　中国支社 406,351 広島県 広島市 中区袋町

2015/3/10 111063503 会　社 （株）銭高組　広島支店 6,192 広島県 広島市 中区舟入南

2018/2/20 111063505 会　社 (株)SANKYO 1,892 広島県 広島市 中区舟入本町

2015/3/12 111063802 会　社 （株）三菱電機ビジネスシステム　中国支社 92,484 広島県 広島市 中区本通

2018/8/9 111064002 報　道 朝日新聞社　広島総局 24,638 広島県 広島市 中区鉄砲町

2018/11/12 111064301 会　社 日清ﾍﾟｯﾄフード（株）広島営業所 3,612 広島県 広島市 中区宝町

2018/6/8 111070401 会　社 日立コンシューマ・マーケティング（株）　　　　　　　西日本支社 55,899 広島県 広島市 西区観音

2015/3/5 111070908 会　社 伊藤忠食品（株）中国支店 3,268 広島県 広島市 西区商工ｾﾝﾀｰ

2016/4/19 111070909 会　社 （株）ユニカ 83,325 広島県 広島市 西区商工センター

2018/4/6 111080407 会　社 （株）日立国際電気　中国支社 9,849 広島県 広島市 東区光町

2018/8/7 111080409 会　社 東洋建設(株)　中国支店 9,288 広島県 広島市 東区光町

2015/11/25 111081101 会　社
大成建設（株）　Jイ地域医療支援センター・高度放射線治療
センター合築施設建設工事作業所

5,418 広島県 広島市 東区大須賀町

2018/8/15 111062605 労　組 全日通商事労働組合　 9,890 広島県 広島市 南区西蟹屋

2018/11/2 111090203 会　社 富士ゼロックス広島（株） 157,957 広島県 広島市 南区稲荷町

2015/9/4 111090402 会　社 瀬戸内海汽船（株） 226,538 広島県 広島市 南区宇品海岸

2018/7/4 111090403 会　社 トータリゼータエンジニアリング（株） 25,708 広島県 広島市 南区宇品海岸

2018/11/28 111091002 会　社 花王カスタマーマーケティング（株）中国四国支社 91,031 広島県 広島市 南区京橋

2018/1/24 111091003 保　険 明治安田生命保険相互会社　広島平和大通営業所 10,707 広島県 広島市 南区京橋町

2018/11/17 200040637 労　組 カネボウ労働組合　化粧品中四国支部 249,509 広島県 広島市 南区京橋町

2018/11/20 111091501 会　社 江崎グリコ（株）　中・四国統括支店 48,520 広島県 広島市 南区比治山本町
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2018/5/24 111091803 会　社 JXTGエネルギー（株）　中国支店 65,833 広島県 広島市 南区的場町

2018/9/11 20004002 個　人 藤田　文子 817 岡山県 岡山市 北区

2015/3/18 200000004 商工会 真庭商工会　女性部/美甘エリア 161,186 岡山県 真庭市 美甘

2016/9/14 200010101 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社 笠岡駅 34,950 岡山県 笠岡市 笠岡

2016/9/14 200010102 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　岡山運転区 52,148 岡山県 岡山市 北区

2016/9/14 200010103 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　岡山車掌区 50,955 岡山県 岡山市 北区

2016/9/14 200010104 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社 新倉敷駅 12,298 岡山県 倉敷市 玉島瓜崎

2018/9/21 200010648 会  社 （株）竹中工務店　岡山中山下1丁目1番地区第一種市街地再開発事業作業所 4,902 岡山県 岡山市 北区中山下

2017/11/27 200010649 会　社 （株）プレコハウス 344 岡山県 岡山市 北区下中野

2017/12/11 200010650 会　社 （株）JK 2,279 岡山県 岡山市 北区厚生町

2018/5/24 200020701 会　社 ブリヂストン物流西日本支社　岡山事業所 5,074 岡山県 赤磐市 小瀬木

2015/4/28 200030101 会　社 井原精機株式会社 738,070 岡山県 井原市 上出部町

2018/5/24 200040604 会　社 （株）　森通商  サンキワールド　美作店 481,665 岡山県 岡山市 北区今

2016/5/14 200040613 ホテル ホテルメルパルクOKAYAMA 228,296 岡山県 岡山市 北区桑田町

2018/1/29 200040621 会　社 大成建設（株）　岡山地区ＣＳセンター 8,514 岡山県 岡山市 北区下中野

2018/1/6 200040641 その他 （宗）円蔵院　太陽の会 30,434 岡山県 岡山市 南区

2015/6/10 200040642 会　社　　　 富士通（株）岡山支店 56,209 岡山県 岡山市 磨屋町

2015/10/19 200040646 病　院　　　 岡山大学病院内　学生ボランティア　ぽぽ 10,965 岡山県 岡山市 北区鹿田町

2016/7/13 200040647 会  社　　　 フェデラルエクスプレス　岡山営業所 1,161 岡山県 岡山市 北区大内田

2018/11/1 200040651 その他 社会福祉法人旭川荘いづみ寮 10,492 岡山県 岡山市 北区中原

2018/11/16 200040652 会  社 (株)ストライプインターナショナル 2,279 岡山県 岡山市 北区幸町

2017/11/30 200040804 会　社 (株)森通商　サンキワールド　瀬戸店 57,921 岡山県 岡山市 東区瀬戸町

2018/10/3 200051401 会　社 積水化成品工業(株) 7,654 岡山県 笠岡市 用之江
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2018/7/31 200050701 会　社 ダウ化工(株)　笠岡工場 2,881 岡山県 笠岡市 茂平

2018/11/6 200061601 会  社 大和ハウス工業(株)　倉敷支店 3,440 岡山県 倉敷市 西中新田

2018/5/31 200062001 会　社 （株）アクトス　倉敷 74,667 岡山県 倉敷市 連島町

2017/4/22 200061502 会  社 日清オイリオグループ（株）　水島工場 12,040 岡山県 倉敷市 水島海岸通

2018/5/31 200062302 会　社 （株）明治　岡山工場 7,783 岡山県 倉敷市 西阿知町

2017/10/19 200062501 スーパー （株）エブリィ 倉敷林店 238,091 岡山県 倉敷市 林

2015/5/13 200062601 会　社 （株）日立プラントコンストラクション　水島事業所 46,034 岡山県 倉敷市 東塚

2016/12/24 200062602 会　社 ウエスタン　マルハチ　水島店 11,782 岡山県 倉敷市 東塚

2015/7/27 200062901 会　社 西華産業（株）岡山支店 5,621 岡山県 倉敷市 水島青葉町

2018/9/1 200062903 会　社 (株)森通商　サンキワールド　児島店 119,540 岡山県 倉敷市 児島下の町

2016/11/19 200063001 会　社 大成建設（株）中国支店　三菱自工水島作業所 1,032 岡山県 倉敷市 海岸通

2018/8/23 200103501 会　社 マルハチ　宇野店 123,221 岡山県 玉野市 宇野

2018/3/8 200103502 小学校 鉾立小学校（玉野市立） 13,932 岡山県 玉野市 北方

2018/9/21 200040604 会　社 （株）岡山システム 688 岡山県 岡山市 北区今

2015/5/28 200114001 会　社 大成建設（株）正田食品（株）津山工場建設工事（作） 1,634 岡山県 津山市 下田邑

2017/3/18 200114101 会　社 日本フィールドシステム（株） 27,916 岡山県 津山市 高尾

2017/1/27 200070101 高　校 津山工業高校　ボランティア委員会　（岡山県立） 8,256 岡山県 津山市 山北

2017/8/2 200080101 ホテル 高梁ベンチャークラブ（高梁国際ホテル） 35,389 岡山県 高梁市 正宗町

2018/8/23 200090101 会　社 （株）森通商 12,384 岡山県 美作市 明見

2018/9/18 200120101 学　法 学校法人おかやま希望学園 7,611 岡山県 加賀郡 吉備中央町

2018/12/10 300008001 個　人 吉田　要 84,725 島根県

2018/11/22 300030202 大　学 国立大学法人島根大学医学部　会計課施設管理室　環境マネジメント 589,057 島根県 出雲市 塩冶町

2015/3/24 300030908 その他 出雲維持安全協議会 10,148 島根県 出雲市 斐川町
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2016/12/28 300030909 中学校 斐川西中学校　（斐川町立） 76,791 島根県 出雲市 斐川町

2018/11/14 300031206 会　社 松井株式会社 4,730 島根県 出雲市 渡橋町

2018/9/20 300060201 会　社 Ｃａｒｓ　Ｄｒｅａｍ　　　「旧（有）ホンダ販売」 130,264 島根県 江津市 敬川町

2016/1/6 300070201 高　校 浜田商業高等学校保健委員会 66,400 島根県 浜田市 熱田町

2015/3/18 300070801 病　院 西川病院　 9,331 島根県 浜田市 浜町

2017/4/3 300070902 高　校 浜田高等学校(島根県立） 7,654 島根県 浜田市 黒川町

2018/10/26 300071002 看護学校 浜田医療センター付属看護学校 18,920 島根県 浜田市 浅井町

2015/3/17 300080601 中学校 東陽中学校　生徒会 (益田市立） 6,063 島根県 益田市 津田町

2015/6/12 300080801 会　社 益田自動車工業（株） 3,139 島根県 益田市 有明町

2018/3/12 300080901 その他 社会福祉法人益田市社会福祉協議会 201,240 島根県 益田市 須子町

2018/3/12 300081001 中学校 益田中学校厚生委員会（益田市立） 10,019 島根県 益田市 栄町

2018/12/18 300090105 保　険 明治安田生命保険（相）　山陰支社 2,353,051 島根県 松江市 朝日町

2018/10/10 300090401 会　社 （株）ハウステック　山陰営業所（有） 209,282 島根県 松江市 東出雲町

2016/3/2 300090405 その他 松江市総合体育館 97,763 島根県 松江市 学園南

2015/5/18 300091901 その他 城西公民館　城西エコ+１ 1,284,587 島根県 松江市 堂形町

2018/7/4 300092102 会　社 ごうぎん証券(株) 2,021 島根県 松江市 津田町

2015/3/11 300092901 会　社 （株）松和　国道485号道路改良第13期 731 島根県 松江市 東川津町

2017/5/18 300090303 会  社 東京海上日動火災保険（株）　島根損保課 5,590 島根県 松江市 御手船場町

2017/12/23 300090304 会　社 東京海上日動火災保険（株）　山陰業務グループ 10,922 島根県 松江市 御手船場町

2018/11/10 400020802 労　組 日本労働組合総連合会　鳥取県連合会 2,184,655 鳥取県 鳥取市 天神町

2018/4/7 400021202 保　険 東京海上日動火災保険（株）　鳥取損害サービス課 4,816 鳥取県 鳥取市 東町

2018/12/15 400021601 会　社 NTT西日本鳥取支店 141,771 鳥取県 鳥取市 湯所町

2017/1/7 400021701 病　院 大成建設(株)・大和建設共同企業体 共和薬品(株)鳥取工場建設工事 2,881 鳥取県 鳥取市 南吉方
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2018/6/21 400021801 高　校 鳥取東高等学校　生徒会（鳥取県立） 5,805 鳥取県 鳥取市 立川町

2015/12/5 400030801 病　院 鳥取大学医学部付属病院　病棟3階B 102,433 鳥取県 米子市 西町

2016/7/5 400031101 会　社 （株）石原技研 430 鳥取県 米子市 皆生温泉

2018/10/11 400031002 会　社 花王ロジスティクス（株）米子第２センター 116,129 鳥取県 米子市 流通町

2016/9/16 400031003 会　社 双葉運輸（株）米子物流センター 3,139 鳥取県 米子市 流通町

2018/3/2 400031004 会　社 花王カスタマーマーケティング（株）米子オフィス 9,718 鳥取県 米子市 流通町

2015/5/29 400040109 その他 南部町社会福祉協議会　南部中学校（南部町立） 47,859 鳥取県 西伯郡 南部町

2015/3/21 400040105 その他 南部町社会福祉協議会　西伯小学校（南部町立） 31,866 鳥取県 西伯郡 南部町

2016/3/8 400040106 その他 南部町社会福祉協議会　さくら保育園（南部町立） 40,698 鳥取県 西伯郡 南部町

2016/3/8 400040107 その他 南部町社会福祉協議会　すみれ保育園（南部町立） 68,705 鳥取県 西伯郡 南部町

2016/3/8 400040108 その他 南部町社会福祉協議会　つくし保育園（南部町立） 69,872 鳥取県 西伯郡 南部町

2016/3/8 400040110 その他 南部町社会福祉協議会　ひまわり保育園（南部町立） 142,186 鳥取県 西伯郡 南部町

2015/5/22 400060101 ゴルフ 日本海ゴルフ倶楽部 13,158 鳥取県 岩美郡 岩美町

2018/12/17 50002002 個　人 宅和　恭代 1,032 山口県

2016/9/15 500010101 会　社 日本製紙物流（株）　岩国事業部 5,647 山口県 岩国市 新港町

2018/2/24 500020702 会　社 大成建設（株）　山口地区CSセンター 52,102 山口県 宇部市 東本町

2018/9/2 500050301 会　社 日東建設工業（株） 4,472 山口県 下松市 平田

2015/8/22 500060401 会　社 新日本道路施設（株） 18,081 山口県 周南市 久米鳥越

2017/3/30 500061101 会　社 栗原工業（株）　山口営業所 43,694 山口県 周南市 清水

2016/5/23 500090201 会　社 東洋建設(株)　山口営業所 2,473 山口県 防府市 駅南町

2018/8/21 600030101 会　社 ユニ・チャーム（株）　四国営業所 10,020 愛媛県 四国中央市 川之江町

2018/6/14 600030102 会  社 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾒｰｹﾁｨﾝｸﾞ（株）CE社　中国・四国支社四国オフィス 4,429 愛媛県 四国中央市 三島金子

2015/9/14 600050901 会　社 山本自動車工業(株) 1,075 愛媛県 松山市 美沢
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2016/11/30 600060101 会　社 花王カスタマーマーケティング　松山オフィス 5,977 愛媛県 伊予市 下三谷

2018/8/2 600070101 その他 上島町社会福祉協議会 12,900 愛媛県 越智郡 上島町

2017/9/30 700000001 個　人 天野　彩恵 215 香川県

2016/11/14 700010101 会　社 花王マーケティング高松支店 6,235 香川県 高松市 十川東町

2017/8/31 700010301 会　社 大成有楽不動産(株)四国支店 6,794 香川県 高松市 サンポート

2018/3/19 700020101 会　社 日清製粉（株）坂出工場 5,633 香川県 坂出市 入船町

2018/2/2 700030201 その他 丸亀平山郵便局 10,750 香川県 丸亀市 西平山町

2018/9/14 800010101 その他 一社）高知県労働者福祉協議会 5,448,862 高知県 高知市 本町

2015/9/19 800010102 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　室戸岬小学校様分 4,472 高知県 高知市 本町

2016/9/22 800010103 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　ｻﾆｰｺｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ労働組合連合会ｳｨﾙ労働組合様分178,536 高知県 高知市 本町

2015/10/1 800010104 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　ﾙﾈｻｽｸﾞﾙｰﾌﾟ連合高知地区支部様分 11,266 高知県 高知市 本町

2018/11/20 800010105 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　アサヒビール高知支社様分 12,599 高知県 高知市 本町

2018/6/27 800010106 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　全農林高知分会様分 12,556 高知県 高知市 本町

2015/10/24 800010107 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　室戸市立佐喜浜小学校様分 7,138 高知県 高知市 本町

2017/3/17 800010108 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　情報労連高知県協議会様分 35,002 高知県 高知市 本町

2016/4/5 800010109 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　高知共済会館様分 14,577 高知県 高知市 本町

2017/12/29 800010110 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　朝倉第二小学校様分 116,831 高知県 高知市 本町

2017/2/11 800010111 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　小高坂小学校様分 55,814 高知県 高知市 本町

2016/3/31 800010112 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　室戸市立吉良川中学校様分 25,499 高知県 高知市 本町

2016/7/12 800010113 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　高知南高等学校（高知県立）様分 5,719 高知県 高知市 本町

2018/9/1 800010114 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　高知県立高知若草養護学校様分 313,427 高知県 高知市 本町

2016/12/6 800010115 その他
一社）高知県労働者福祉協議会　国立研究開発法人森林総合研究
所　　　　森林整備センター高知水源林整備事務所様分

1,505 高知県 高知市 本町

2017/3/29 800010116 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　とさでん交通労働組合様分 5,805 高知県 高知市 本町
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2017/2/28 800010117 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　黒瀬町立大方中学校様分 23,263 高知県 高知市 本町

2017/3/29 800010118 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　土佐清水市立幡陽小学校様分 54,610 高知県 高知市 本町

2018/6/15 800010119 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　朝日生命労働組合高知支部様分 91,590 高知県 高知市 本町

2017/12/29 800010120 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　（株）東和設備様分 6,708 高知県 高知市 本町

2018/1/24 800010121 小学校 一社）高知県労働者福祉協議会　鴨田小学校様分 5,891 高知県 高知市 本町

2018/3/20 800010122 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　とさみずきライオンズクラブ様分 4,085 高知県 高知市 本町

2018/9/14 800010123 その他 一社）高知県労働者福祉協議会　全労済高知推進本部様分 3,096 高知県 高知市 本町

2018/4/10 800010301 会　社 株式会社　地研 4,214 高知県 高知市 円行寺

2016/11/14 800010401 会　社 花王マーケティング高知支社　 5,762 高知県 高知市 池

2015/6/12 900010101 会　社 (有）ガレージ岡本 258 徳島県 阿南市 那賀川町

2018/12/18 900030101 労　組 徳島県労働者福祉協議会 1,613,863 徳島県 徳島市 昭和町

2016/12/1 900040101 会　社 花王販売（株）徳島支店 2,021 徳島県 名西郡 石井町

2018/11/22 900050101 高　校 鳴門高等学校（徳島県立） 688 徳島県 鳴門市 撫養町斎田

2015/3/24 1000030102 会　社 エーエムサービス（株）花みずき・和の風事業所 120,280 大分県 佐伯市 池田

2015/5/9 1000030201 会　社 エームサービス（株）　長門記念病院事業所 252,027 大分県 佐伯市 鶴岡町

2016/5/19 1101010201 会　社 （株）エイチ・アイ・エス福岡本店国内セクション 2,150 福岡県 福岡市 中央区

2016/12/22 1101060402 会　社 富士テレコム(株)九州営業所 3,225 福岡県 福岡市 南区高宮

2018/7/23 1101030203 会　社 江崎グリコ（株）九州統括支店　グループ総務部（九州）　 17,888 福岡県 福岡市 博多駅南

2018/3/30 1101030801 会　社 フィリップモリスジャパン（同） 1,032 福岡県 福岡市 博多区

2017/12/19 1101030901 会　社 （株）きょくとう 1,806 福岡県 福岡市 博多区

2018/11/8 1104010201 会  社 安川エンジニアリング（株）　本社 7,740 福岡県 北九州市 小倉北区

2018/12/20 1113000101 労　組 安川エンジニアリング労働組合　九州支部 32,035 福岡県 行橋市 西宮市

2018/12/5 1201000101 会　社 安川エンジニアリング（株）　関東支店 61,189 埼玉県 入間市 大字新光
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2018/8/20 1301000101 会　社 安川エンジニアリング（株）　関西支店 10,793 大阪府 摂津市 千里丘

2018/5/16 1401000101 会　社 安川エンジニアリング（株）　名古屋 支店 14,921 愛知県 名古屋市 中区千代田

2018/10/19 1401010101 会　社 サーミット工業(株)　名古屋営業所 989 愛知県 名古屋市 中村区名駅

2018/8/7 1402000101 会　社 安川エンジニアリング（株）　中部 支店 2,451 愛知県 みよし市 根浦町

2015年2月19日分から記載しております。 2018年 12/20日現 株式会社 みどり商会


