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概 要 

 

ここが 

ポイント 

◆港区版ふるさと納税制度を活用した

「団体応援補助金」を７団体に交付。 

◆令和２年４月から１２月までに、「団体応

援寄付金」に係る寄付件数３９件、総額

１,５９７万３,８００円。 

事業費 1,１１８万１千円 

 

課 長  企画課         西川 

☎   ０３－3578－2085（直通） 

係 長  企画課 企画担当  老後 

☎   ０３－3578－2０８６（直通） 
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令 和 3 年 6 月 2 日 

港区区長定例記者発表  

 

問合せ 

～港区版ふるさと納税制度の寄付金を原資として実施～ 

公益的活動団体に初めて補助金を交付します！ 

＜港区版ふるさと納税制度「団体応援寄付金」とは＞ 
区内の公益的活動団体の活動が、より一層地域社会の発展につながるよう寄付金

の７割を団体に交付します。 
 
 
 
 
 
■支援の方法 

寄付を申込む際に、対象団体から応援したい団体を指定すると、その団体に対し、寄
付金の７割を「港区版ふるさと納税制度団体応援補助金」として交付します。 

 
 
 
 
 
 
 

■指定できる対象団体 別紙２「『団体応援寄付金』で指定できる団体一覧」のとおり

令和３年度補助金交付の概要 

■補助金交付団体数 ７団体 
 
 
 
 
 
■補助総額 1,118 万 1,000 円 
■交付時期 令和３年８月(予定) ※交付には対象団体からの申請が必要 

（公財） アイスタイル芸術スポーツ振興財団 （公財）国際文化会館 

（公財） グルー・バンクロフト基金 （公社） アニマル・ドネーション 

認定 NPO 法人 プラチナ美容塾 認定 NPO 法人 AfriMedico 

（公財） 風に立つライオン基金 — 

寄付を通じて活力あふれる地域共生社会の基盤づくりを推進するため、「納税者が
自ら寄付先を選択し、地域を応援する」というふるさと納税制度本来の趣旨を踏ま
え、返礼品によらず、寄付者自身が寄付の使い道を選ぶことにより、区の取組を応援
していただく制度です。 

寄付金の活用先は別紙１「寄付活用先一覧」のとおり 

＜港区版ふるさと納税制度とは＞ 

（補助金額） 

【令和２年４月～令和２年１２月の団体応援寄付金の実績】 

寄付件数 ３９件 
団体応援寄付金総額 1,597 万 3,800 円 

団体応援補助金 

(寄付額の７割) 団体応援寄付金 



港区版ふるさと納税制度寄付活用先 

 

 

別紙１ 



令和2年12月末時点

番号 団体種類 団体名称 団体名フリガナ 住所

1 国立大学法人 政策研究大学院大学 セイサクケンキュウダイガクインダイガク 六本木7丁目22番1号

2 国立大学法人 東京海洋大学 トウキョウカイヨウダイガク 港南4丁目5番7号

3 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 コウギョウショユウケンジョウホウ・ケンシュウカン 虎ノ門4丁目3番1号城山トラストタワー8階

4 独立行政法人 国立印刷局 コクリツインサツキョク 虎ノ門2丁目2番5号 共同通信会館

5 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 セキユテンネンガス・キンゾクコウブツシゲンキコウ 虎ノ門2丁目10番1号

6 独立行政法人 地域医療機能推進機構 チイキイリョウキノウスイシンキコウ 高輪3丁目22番12号

7 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 チュウショウキギョウキバンセイビキコウ 虎ノ門3丁目5番1号

8 独立行政法人 駐留軍等労働者労務管理機構 チュウリュウグントウロウドウシャロウムカンリキコウ 三田3丁目13番12号　三田MTビル

9 独立行政法人 日本スポーツ振興センター ニホンスポーツシンコウセンター 北青山2丁目8番35号

10 独立行政法人 日本貿易振興機構 ニホンボウエキシンコウキコウ 赤坂1丁目12番32号

11 独立行政法人 年金積立金管理運用独立行政法人 ネンキンツミタテキンカンリウンヨウドクリツギョウセイホウジン 虎ノ門1丁目23番1号

12 独立行政法人 農業者年金基金 ノウギョウシャネンキンキキン 西新橋1丁目6番21号

13 独立行政法人 農畜産業振興機構 ノウチクサンギョウシンコウキコウ 麻布台2丁目2番1号

14 独立行政法人 福祉医療機構 フクシイリョウキコウ 虎ノ門4丁目3番13号

15 独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 ユウビンチョキンカンイセイメイホケンカンリ・ユウビンキョクネットワークシエンキコウ 虎ノ門5丁目13番1号　虎ノ門40ＭＴビル3階

16 特殊法人 日本赤十字社【全国組織】 ニホンセキジュウジシャ【ゼンコクソシキ】 芝大門1丁目1番3号

17 公益財団法人 アイスタイル芸術スポーツ振興財団 アイスタイルゲイジュツスポーツシンコウザイダン 赤坂1丁目12番32号アーク森ビル34階

18 公益財団法人 アジア教育文化交流協会 アジアキョウイクブンカコウリュウキョウカイ 南麻布5丁目2番32号　興和広尾ビル　

19 公益財団法人 アジア共生教育財団 アジアキョウセイキョウイクザイダン 西新橋1丁目20番3号　虎ノ門法曹ビル9階

20 公益財団法人 アジア人口・開発協会 アジアジンコウ・カイハツキョウカイ 西新橋2丁目19番5号　カザマビル8階

21 公益財団法人 アジア福祉教育財団 アジアフクシキョウイクザイダン 南麻布5丁目1番27号

22 公益財団法人 味の素食の文化センター アジノモトショクノブンカセンター 高輪3丁目13番65号

23 公益財団法人 あすのば アスノバ 赤坂3丁目21番6号　河村ビル

24 公益財団法人 アパ日本再興財団 アパニホンサイコウザイダン 赤坂3丁目2番3号

25 公益財団法人 アフィニス文化財団 アフィニスブンカザイダン 赤坂2丁目13番5号

26 公益財団法人 奄美奨学会 アマミショウガクカイ 芝5丁目13番14号　松坂税理士・社労士事務所

27 公益財団法人 ＡＬＳＯＫありがとう運動財団 アルソックアリガトウウンドウザイダン 元赤坂1丁目6番6号

28 公益財団法人 石橋由紀子記念基金 イシバシユキコキネンキキン 新橋2丁目16番1-402-1号

29 公益財団法人 伊藤忠記念財団 イトウチュウキネンザイダン 北青山2丁目5番1号

30 公益財団法人 イハラサイエンス中野記念財団 イハラサイエンスナカノキネンザイダン 高輪3丁目11番3号

31 公益財団法人 医療科学研究所 イリョウカガクケンキュウジョ 赤坂3丁目2番12号　赤坂ノアビル5階

32 公益財団法人 医療研修推進財団 イリョウケンシュウスイシンザイダン 西新橋1丁目6番11号

33 公益財団法人 岩谷時子音楽文化振興財団 イワタニトキコオンガクブンカシンコウザイダン 六本木6丁目10番1号　六本木ヒルズ森タワー23階

34 公益財団法人 インナートリップ国際交流協会 インナートリップコクサイコウリュウキョウカイ 麻布台1丁目9番8号

35 公益財団法人 インペックス教育交流財団 インペックスキョウイクコウリュウザイダン 赤坂5丁目3番1号　赤坂Bizﾀﾜｰ34階

36 公益財団法人 ウェスレー財団 ウェスレーザイダン 南青山6丁目10番11号

37 公益財団法人 運行管理者試験センター ウンコウカンリシャシケンセンター 芝大門1丁目16番地3号芝大門116ビル7階

38 公益財団法人 ＡＦＳ日本協会 エーエフエスニホンキョウカイ 新橋5丁目22番10号　松岡田村町ビル7F

39 公益財団法人 ＳＢＩ子ども希望財団 エスビーアイコドモキボウザイダン 六本木1丁目6番1号

40 公益財団法人 江副記念リクルート財団 エゾエキネンリクルートザイダン 西新橋1丁目18番6号

41 公益財団法人 ＮＥＣ　Ｃ＆Ｃ財団 エヌイーシー シーアンドシーザイダン 芝5丁目7番1号　ＮＥＣ本社ビル

42 公益財団法人 ＮＨＫ交響楽団 エヌエイチケイコウキョウガクダン 高輪2丁目16番49号

43 公益財団法人 ＥＮＥＯＳ東燃ゼネラル研究奨励・奨学会 エネオストウネンゼネラルケンキュウショウガクカイ 港南1丁目8番15号

44 公益財団法人 大倉和親記念財団 オオクラカズチカキネンザイダン 海岸1丁目2番20号　汐留ビルディング24階

45 公益財団法人 大倉文化財団 オオクラブンカザイダン 虎ノ門2丁目10番3号

46 公益財団法人 大河内記念会 オオコウチキネンカイ 虎ノ門1丁目21番10号　グランスィート虎ノ門1501

47 公益財団法人 岡崎嘉平太国際奨学財団 オカザキカヘイタコクサイショウガクザイダン 東新橋1丁目5番2号

48 公益財団法人 小笠原協会 オガサワラキョウカイ 海岸1丁目12番2号

49 公益財団法人 小笠原敏晶記念財団 オガサワラトシアキキネンザイダン 芝5丁目36番7号 三田ベルジュビル20階 株式会社ニフコ内

50 公益財団法人 岡本太郎記念現代芸術振興財団 オカモトタロウキネンゲンダイゲイジュツシンコウザイダン 南青山6丁目1番19号

51 公益財団法人 冲中記念成人病研究所 オキナカキネンセイジンビョウケンキュウショ 虎ノ門2丁目2番2号

52 公益財団法人 オリックス宮内財団 オリックスミヤウチザイダン 芝浦1丁目1番1号

53 公益財団法人 海外漁業協力財団 カイガイギョキョウキョウリョクザイダン 虎ノ門3丁目2番2号　虎ノ門30森ビル

54 公益財団法人 海外子女教育振興財団 カイガイシジョキョウイクシンコウザイダン 愛宕1丁目3番4号　愛宕東洋ビル6階

55 公益財団法人 鹿島育英会 カジマイクエイカイ 赤坂6丁目5番11号　鹿島赤坂別館

56 公益財団法人 鹿島学術振興財団 カジマガクジュツシンコウザイダン 赤坂6丁目5番30号　

57 公益財団法人 鹿島美術財団 カジマビジュツザイダン 赤坂6丁目5番30号　

58 公益財団法人 風に立つライオン基金 カゼニタツライオンキキン 赤坂6丁目12番11号

59 公益財団法人 火薬工業技術奨励会 カヤクコウギョウギジュツショウレイカイ 麻布台2丁目3番22号　一乗寺ビル3階Ａ

60 公益財団法人 川本・森奨学財団 カワモトモリショウガクザイダン 芝浦3丁目18番21号　第二吾妻ビル

61 公益財団法人 韓国教育財団 カンコクキョウイクザイダン 三田4丁目6番18号　エムアンドエムビル6階

62 公益財団法人 菊池美術財団 キクチビジュツザイダン 虎ノ門4丁目1番35号　西久保ビル

63 公益財団法人 喫煙科学研究財団 キツエンカガクケンキュウザイダン 赤坂2丁目5番7号　NIKKEN赤坂ビル

64 公益財団法人 グルー・バンクロフト基金 グルー・バンクロフトキキン 六本木5丁目11番16号　国際文化会館内

65 公益財団法人 競馬保安協会 ケイバホアンキョウカイ 新橋4丁目5番4号

66 公益財団法人 芸備協会 ゲイビキョウカイ 虎ノ門1丁目2番8号

67 公益財団法人 健康科学財団 ケンコウカガクザイダン 六本木1丁目7番27号

68 公益財団法人 健康・体力づくり事業財団 ケンコウタイリョクヅクリジギョウザイダン 東新橋2丁目6番10号　大東京ビル7Ｆ

69 公益財団法人 原子力安全研究協会 ゲンシリョクアンゼンケンキュウキョウカイ 新橋5丁目18番7号

70 公益財団法人 原子力バックエンド推進センター ゲンシリョクバックエンドスイシンセンター 虎ノ門1丁目7番6号　升本ビル

71 公益財団法人 建設業福祉共済団 ケンセツギョウフクシキョウサイダン 虎ノ門1丁目2番8号虎ノ門琴平タワー11階

※　指定することができる団体は、区内に主たる事業所があり、公益的な団体で税制優遇を認められた以下の団体（港区特別区税条例で指定する税額控除団体）です。

港区版ふるさと納税制度「団体応援寄付金」で指定できる団体一覧
別紙2
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番号 団体種類 団体名称 団体名フリガナ 住所

72 公益財団法人 現代芸術振興財団 ゲンダイゲイジュツシンコウザイダン 六本木6丁目6番9号

73 公益財団法人 公益推進協会 コウエキスイシンキョウカイ 新橋6丁目7番9号　新橋アイランドビル2階

74 公益財団法人 航空機国際共同開発促進基金 コウクウキコクサイキョウドウカイハツソクシンキキン 虎ノ門3丁目6番2号　第2秋山ビルディング虎ノ門

75 公益財団法人 航空輸送技術研究センター コウクウユソウギジュツケンキュウセンター 三田1丁目3番39号　勝田ビル8階

76 公益財団法人 公正取引協会 コウセイトリヒキキョウカイ 赤坂1丁目4番1号　赤坂ＫＳビル2階

77 公益財団法人 高速道路調査会 コウソクドウロチョウサカイ 南麻布2丁目11番10号

78 公益財団法人 交通安全振興機構 コウツウアンゼンシンコウキコウ 新橋1丁目12番10号　康楽ビル4階

79 公益財団法人 交通研究協会 コウツウケンキュウキョウカイ 虎ノ門1丁目12番11号　虎ノ門ファーストビル3階

80 公益財団法人 コカ・コーラ教育・環境財団 コカ・コーラキョウイク・カンキョウザイダン 六本木6丁目2番31号 

81 公益財団法人 国際医療福祉教育財団 コクサイイリョウフクシキョウイクザイダン 麻布台2丁目2番1号

82 公益財団法人 国際科学技術財団 コクサイカガクギジュツザイダン 赤坂1丁目12番32号

83 公益財団法人 国際研修交流協会 コクサイケンシュウコウリュウキョウカイ 赤坂3丁目2番8号

84 公益財団法人 国際港湾協会協力財団 コクサイコウワンキョウカイキョウリョクザイダン 海岸1丁目16番1号　ニューピア竹芝サウスタワー7階

85 公益財団法人 国際障害者年記念ナイスハート基金 コクサイショウガイシャネンキネンナイスハートキキン 海岸1丁目4番26号　ゆうらいふセンター

86 公益財団法人 国際人財開発機構 コクサイジンザイカイハツキコウ 西新橋1丁目20番3号

87 公益財団法人 国際人材協力機構 コクサイジンザイキョウリョクキコウ 芝浦2丁目11番5号

88 公益財団法人 国際文化会館 コクサイブンカカイカン 六本木5丁目11番16号

89 公益財団法人 国際民商事法センター コクサイミンショウジホウセンター 赤坂1丁目3番5号　赤坂アビタシオンビル

90 公益財団法人 小塩報恩会 コシオホウオンカイ 高輪4丁目16番10号

91 公益財団法人 寿財団 コトブキザイダン 南青山2丁目2番15号　ウィン青山1212

92 公益財団法人 子ども未來財団 コドモミライザイダン 六本木6丁目15番21号

93 公益財団法人 小林製薬青い鳥財団 コバヤシセイヤクアオイトリザイダン 六本木1丁目7番27号

94 公益財団法人 笹川スポーツ財団 ササカワスポーツザイダン 赤坂1丁目2番2号　日本財団ビル3階

95 公益財団法人 笹川平和財団 ササカワヘイワザイダン 虎ノ門1丁目15番16号　笹川平和財団ビル

96 公益財団法人 笹川保健財団 ササカワホケンザイダン 赤坂1丁目2番2号　日本財団ビル3階

97 公益財団法人 佐藤陽国際奨学財団 サトウヨウコクサイショウガクザイダン 芝浦3丁⽬1番1号msb Tamachi田町ステーションタワーＮ26階

98 公益財団法人 さわやか福祉財団 サワヤカフクシザイダン 芝公園2丁目6番8号

99 公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 サンギョウハイキブツショリジギョウシンコウザイダン 虎ノ門1丁目1番18号

100 公益財団法人 三康文化研究所 サンコウブンカケンキュショ 芝公園4丁目7番4号　明照会館

101 公益財団法人 サントリー芸術財団 サントリーゲイジュツザイダン 赤坂1丁目12番32号　アーク森ビル22階

102 公益財団法人 ＪＲ東海生涯学習財団 ジェイアールトウカイショウガイガクシュウザイダン 港南2丁目1番95号　ＪＲ東海品川ビルＢ棟5階

103 公益財団法人 ＪＫＡ ジェーケーエー 港南1丁目2番70号品川シーズンテラス25階

104 公益財団法人 重田教育財団 シゲタキョウイクザイダン 虎ノ門3丁目18番6号　朝日虎ノ門マンション314

105 公益財団法人 自然エネルギー財団 シゼンエネルギーザイダン 虎ノ門1丁目10番5号　KDX虎ノ門一丁目ビル11階

106 公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団 ジドウシャリサイクルコウドカザイダン 新橋6丁目19番19号

107 公益財団法人 自動車リサイクル促進センター ジドウシャリサイクルソクシンセンター 芝大門1丁目1番30号

108 公益財団法人 篠原育英会 シノハライクエイカイ 虎ノ門5丁目11番1号

109 公益財団法人 社会貢献支援財団 シャカイコウケンシエンザイダン 西新橋1丁目18番6号

110 公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル ジャパンスタッドブックインターナショナル 新橋4丁目5番4号

111 公益財団法人 柔道整復研修試験財団 ジュウドウセイフクケンシュウシケンザイダン 西新橋1丁目11番地4号

112 公益財団法人 浄土宗ともいき財団 ジョウドシュウトモイキザイダン 芝公園4丁目7番4号　　　

113 公益財団法人 消防育英会 ショウボウイクエイカイ 東新橋1丁目1番19号　ヤクルト本社ビル内

114 公益財団法人 昭和奨学会 ショウワショウガクカイ 浜松町2丁目12番9号

115 公益財団法人 食の安全・安心財団 ショクノアンゼン・アンシンザイダン 浜松町1丁目29番6号

116 公益財団法人 書壇院 ショダンイン 虎ノ門5丁目5番1-101号

117 公益財団法人 人権教育啓発推進センター ジンケンキョウイクケイハツスイシンセンター 芝大門2丁目10番12号

118 公益財団法人 心臓血管研究所 シンゾウケッカンケンキュウジョ 西麻布3丁目2番19号

119 公益財団法人 スズキ財団 スズキザイダン 東新橋2丁目2番8号

120 公益財団法人 スターダンサーズ・バレエ団 スターダンサーズバレエダン 南青山2丁目22番4号

121 公益財団法人 スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団 スペインブヨウシンコウマルワザイダン 芝3丁目16番地13号　MARUWAビル2階

122 公益財団法人 スペシャルオリンピックス日本 スペシャルオリンピックスニホン 西新橋2丁目22番1号

123 公益財団法人 スポーツ安全協会 スポーツアンゼンキョウカイ 西新橋1丁目6番11号

124 公益財団法人 住友財団 スミトモザイダン 芝大門1丁目12番16号　住友芝大門ビル2号館

125 公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン セカイシゼンホゴキキンジャパン 三田1丁目4番28号　三田国際ビル3Ｆ

126 公益財団法人 千賀法曹育英会 センガホウソウイクエイカイ 西新橋1丁目20番3号　虎ノ門法曹ビル9階

127 公益財団法人 全国競馬・畜産振興会 ゼンコクケイバ・チクサンシンコウカイ 新橋4丁目5番4号

128 公益財団法人 全国里親会 ゼンコクサトオヤカイ 赤坂9丁目1番7号　秀和レジデンシャルホテル内

129 公益財団法人 全国書美術振興会 ゼンコクショビジュツシンコウカイ 赤坂2丁目11番1号　デルックス溜池山王内　

130 公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター ゼンコクセイカツエイセイエイギョウシドウセンター 新橋6丁目8番2号

131 公益財団法人 全日本仏教会 ゼンニホンブッキョウカイ 芝公園4丁目7番4号

132 公益財団法人 前立腺研究財団 ゼンリツセンケンキュウザイダン 東新橋2丁目9番3号ラ ピアッツオーラ601号

133 公益財団法人 ソルト・サイエンス研究財団 ソルト・サイエンスケンキュウザイダン 六本木7丁目15番14号

134 公益財団法人 大師会 ダイシカイ 芝公園2丁目2番17号　ウエダビル2階

135 公益財団法人 タカセ国際奨学財団 タカセコクサイショウガクザイダン 新橋1丁目10番9号　タカセビル

136 公益財団法人 タカタ財団 タカタザイダン 赤坂5丁目2番20号

137 公益財団法人 高梨学術奨励基金 タカナシガクジュツショウレイキキン 芝浦2丁目14番4号

138 公益財団法人 高原環境財団 タカハラカンキョウザイダン 高輪3丁目25番23号

139 公益財団法人 高松宮妃癌研究基金 タカマツノミヤヒガンケンキュウキキン 高輪1丁目14番15号102

140 公益財団法人 畜産近代化リース協会 チクサンキンダイカリースキョウカイ 六本木2丁目1番13号

141 公益財団法人 中央果実協会 チュウオウカジツキョウカイ 赤坂1丁目9番13号

142 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 チュウオウケイバウマヌシシャカイフクシザイダン 虎ノ門1丁目2番10号　虎ノ門桜田通ビル2階

143 公益財団法人 中国残留孤児援護基金 チュウゴクザンリュウコジエンゴキキン 虎ノ門1丁目5番8号

144 公益財団法人 鎮守の森のプロジェクト チンジュノモリノプロジェクト 虎ノ門3丁目7番2号

145 公益財団法人 痛風・尿酸財団 ツウフウニョウサンザイダン 西新橋1丁目11番5号　西新橋福徳ビル3階

146 公益財団法人 電気通信普及財団 デンキツウシンフキュウザイダン 西新橋2丁目4番2号
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番号 団体種類 団体名称 団体名フリガナ 住所

147 公益財団法人 電磁応用研究所 デンジオウヨウケンキュウジョ 南青山5丁目1番10号　南青山第一マンションズ808号室

148 公益財団法人 東京エムオウユウ事務局 トウキョウエムオウユウジムキョク 新橋6丁目19番19号

149 公益財団法人 東京財団政策研究所 トウキョウザイダンセイサクケンキュウショ 六本木3丁目2番1号　六本木グランドタワー34階

150 公益財団法人 東京都人権啓発センター トウキョウトジンケンケイハツセンター 芝2丁目5番6号

151 公益財団法人 東京都島しょ振興公社 トウキョウトトウショシンコウコウシャ 海岸1丁目4番15号

152 公益財団法人 東京労働者福祉厚生協会 トウキョウロウドウシャフクシコウセイキョウカイ 虎ノ門5丁目11番11号　虎ノ門ＭＫビル6階

153 公益財団法人 東芝国際交流財団 トウシバコクサイコウリュウザイダン 芝浦1丁目1番1号　東芝ビルディング3階

154 公益財団法人 東ソー奨学会 トウソーショウガクカイ 芝3丁目8番2号　東ソー株式会社内

155 公益財団法人 東燃国際奨学財団 トウネンコクサイショウガクザイダン 港南1丁目8番15号　Wビル

156 公益財団法人 独立書人団 ドクリツショジンダン 芝2丁目27番8号

157 公益財団法人 都市化研究公室 トシカケンキュウコウシツ 南青山2丁目2番15-534号

158 公益財団法人 戸田壽一・成郎育英財団 北青山3丁目10番18号　北青山本田ビル3階

159 公益財団法人 中島記念国際交流財団 ナカジマキネンコクサイコウリュウザイダン 六本木6丁目10番1号

160 公益財団法人 中曽根康弘世界平和研究所 ナカソネヤスヒロセカイヘイワケンキュウジョ 虎ノ門3丁目2番2号　虎ノ門30森ビル6階

161 公益財団法人 西原育英文化事業団 ニシハライクエイブンカジギョウダン 芝浦3丁目6番18号

162 公益財団法人 日伊協会 ニチイキョウカイ 赤坂7丁目2番17　赤坂中央マンション207号

163 公益財団法人 日露医学医療交流財団 ニチロイガクイリョウコウリュウザイダン 新橋5丁目7番13号　ビュロー新橋603　

164 公益財団法人 ニッセイ緑の財団 ニッセイミドリノザイダン 虎ノ門1丁目21番17号　虎ノ門NNビル8階

165 公益財団法人 日本音楽財団 ニッポンオンガクザイダン 赤坂1丁目2番2号

166 公益財団法人 日本財団 ニッポンザイダン 赤坂1丁目2番2号　日本財団ビル6階

167 公益財団法人 日本財団学生ボランティアセンター ニッポンザイダンガクセイボランティアセンター 虎ノ門1丁目11番2号　日本財団第二ビル

168 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 ニッポンザイダンパラリンピックサポートセンター 赤坂1丁目2番2号　日本財団ビル4階

169 公益財団法人 日本消防協会 ニッポンショウボウキョウカイ 東新橋1丁目1番19号

170 公益財団法人 日本太鼓財団 ニッポンタイコザイダン 虎ノ門1丁目11番2号

171 公益財団法人 日本通運育英会 ニッポンツウウンイクエイカイ 東新橋1丁目9番3号　日本通運株式会社内

172 公益財団法人 ニッポンドットコム ニッポンドットコム 虎ノ門1丁目15番16号　笹川平和財団ビル

173 公益財団法人 日本ユニフォームセンター ニッポンユニフォームセンター 元赤坂1丁目4番21号　赤坂パレスビル5階

174 公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 ニホンイタガラスザイリョウコウガクジョセイカイ 三田3丁目5番27号　住友不動産三田ツインビル西館

175 公益財団法人 日本エステティック研究財団 ニホンエステティックケンキュウザイダン 西新橋1丁目23番10号

176 公益財団法人 日本科学協会 ニホンカガクキョウカイ 赤坂1丁目2番2号　日本財団ビル5Ｆ

177 公益財団法人 日本学術協力財団 ニホンガクジュツキョウリョクザイダン 赤坂4丁目9番3号

178 公益財団法人 日本学生航空連盟 ニホンガクセイコウクウレンメイ 新橋1丁目18番2号　明宏ビル本館5Ｆ

179 公益財団法人 日本学校保健会 ニホンガッコウホケンカイ 虎ノ門2丁目3番17号

180 公益財団法人 日本環境教育機構 ニホンカンキョウキョウイクキコウ 南青山5丁目12番6号　青山第2和田ビル7階

181 公益財団法人 日本吟剣詩舞振興会 ニホンギンケンシブシンコウカイ 虎ノ門3丁目4番10号

182 公益財団法人 日本グローバル・インフラストラクチャー研究財団 ニホングローバルインフラストラクチャーケンキュウザイダン 虎ノ門5丁目3番20号　仙石山アネックス内

183 公益財団法人 日本厚生文化振興財団 ニホンコウセイブンカシンコウザイダン 赤坂3丁目2番2号　日総第24ビル6Ｆ

184 公益財団法人 日本交通公社 ニホンコウツウコウシャ 南青山2丁目7番29号

185 公益財団法人 日本合板検査会 ニホンゴウハンケンサカイ 西新橋3丁目13番3号　西新橋ビル

186 公益財団法人 日本国際交流センター ニホンコクサイコウリュウセンター 赤坂1丁目1番12号　明産溜池ビル7F

187 公益財団法人 日本国際フォーラム ニホンコクサイフォーラム 赤坂2丁目17番12号　チュリス赤坂1301

188 公益財団法人 日本自動車教育振興財団 ニホンジドウシャキョウイクシンコウザイダン 芝大門1丁目1番30号

189 公益財団法人 日本宗教連盟 ニホンシュウキョウレンメイ 芝公園4丁目7番4号、明照会館内公益財団法人全日本仏教会事務総局内

190 公益財団法人 日本食肉消費総合センター ニホンショクニクショウヒソウゴウセンター 赤坂6丁目13番16号

191 公益財団法人 日本食肉生産技術開発センター ニホンショクニクセイサンギジュツカイハツセンター 赤坂6丁目13番16号　アジミックビル

192 公益財団法人 日本女性学習財団 ニホンジョセイガクシュウザイダン 芝公園2丁目6番8号

193 公益財団法人 日本スペイン協会 ニホンスペインキョウカイ 芝4丁目5番18号

194 公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団 ニホンセンインフクリコウセイキキンザイダン 六本木7丁目15番26号　海員ビル

195 公益財団法人 日本台湾交流協会 ニホンタイワンコウリュウキョウカイ 六本木3丁目16番33号　青葉六本木ビル7階

196 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会 ニホンチテキショウガイシャフクシキョウカイ 浜松町2丁目7番19号

197 公益財団法人 日本適合性認定協会 ニホンテキゴウセイニンテイキョウカイ 芝4丁目2番3号　ＮＭＦ芝ビル2階

198 公益財団法人 日本デザイン振興会 ニホンデザインシンコウカイ 赤坂9丁目7番1号　ミッドタウン・タワー5階

199 公益財団法人 日本動物愛護協会 ニホンドウブツアイゴキョウカイ 南青山1丁目15番15号　乃木坂バークフロント2階

200 公益財団法人 日本特産農作物種苗協会 ニホントクサンノウサクモツシュビョウキョウカイ 赤坂2丁目4番1号

201 公益財団法人 日本特産農産物協会 ニホントクサンノウサンブツキョウカイ 赤坂1丁目9番13号

202 公益財団法人 日本農林漁業振興会 ニホンノウリンギョギョウシンコウカイ 赤坂1丁目9番13号

203 公益財団法人 日本葉たばこ技術開発協会 ニホンハタバコギジュツカイハツキョウカイ 浜松町2丁目7番1号

204 公益財団法人 日本花の会 ニホンハナノカイ 赤坂2丁目3番6号コマツビル

205 公益財団法人 日本ヒューマン・ライツ・ウォッチ協会 ニホンヒューマンライツウォッチキョウカイ 東麻布1丁目9番16号　MTP東麻布ビル5階

206 公益財団法人 日本服飾文化振興財団 ニホンフクショクブンカシンコウザイダン 赤坂8丁目1番19号　日本生命赤坂ビル8階

207 公益財団法人 日本文化藝術財団 ニホンブンカゲイジュツザイダン 北青山1丁目7番15号

208 公益財団法人 日本防犯安全振興財団 ニホンボウハンアンゼンシンコウザイダン 新橋2丁⽬20番15号 新橋駅前ビル1号

209 公益財団法人 日本豆類協会 ニホンマメルイキョウカイ 赤坂1丁目9番13号

210 公益財団法人 日本未来財団 ニホンミライザイダン 三田2丁目14番5号　フロイントゥ三田604

211 公益財団法人 日本薬剤師研修センター ニホンヤクザイシケンシュウセンター 赤坂1丁目9番13号

212 公益財団法人 日本ユースリーダー協会 ニホンユースリーダーキョウカイ 赤坂1丁目1番14号　ＮＯＦ溜池ビル5階

213 公益財団法人 日本ユニセフ協会 ニホンユニセフキョウカイ 高輪4丁目6番12号　ユニセフハウス

214 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 ニホンヨウキホウソウリサイクルキョウカイ 虎ノ門1丁目14番1号　郵政福祉琴平ビル2階

215 公益財団法人 日本ライフセービング協会 ニホンライフセービングキョウカイ 浜松町2丁目1番18号トップスビル1階

216 公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会 ニホンラグビーフットボールキョウカイ 北青山2丁目8番35号　秩父宮ラグビー場クラブハウス内

217 公益財団法人 日本リウマチ財団 ニホンリウマチザイダン 新橋5丁目8番11号　新橋エンタービル11階

218 公益財団法人 根津美術館 ネヅビジュツカン 南青山6丁目5番1号

219 公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構 ネンキンシニアプランソウゴウケンキュウキコウ 高輪1丁目3番13号

220 公益財団法人 年金融資福祉サービス協会 ネンキンユウシフクシサービスキョウカイ 西新橋2丁目5番11号

221 公益財団法人 ノバルティス科学振興財団 ノバルティスカガクシンコウザイダン 虎ノ門1丁目23番1号　虎ノ門ヒルズ森タワー31階
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222 公益財団法人 パナソニック教育財団 パナソニックキョウイクザイダン 虎ノ門1丁目1番10号　第2ローレルビル6階

223 公益財団法人 東日本大震災復興支援財団 ヒガシニホンダイシンサイフッコウシエンザイダン 東新橋1丁目9番1号

224 公益財団法人 日立金属・材料科学財団 ヒタチキンゾクザイリョウカガクザイダン 港南1丁目2番70号　品川シーズンテラス

225 公益財団法人 ヒロセ財団 ヒロセコクサイショウガクザイダン 六本木1丁目7番27号　全特六本木ビルEAST 5F

226 公益財団法人 富士宮育英財団 フジノミヤイクエイザイダン 南青山5丁目10番6号　株式会社九曜社内

227 公益財団法人 仏教伝道協会 ブッキョウデンドウキョウカイ 芝4丁目3番14号

228 公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 ブルーシーアンドグリーンランドザイダン 虎ノ門3丁目4番10号　虎ノ門35森ビル9Ｆ

229 公益財団法人 文化科学教育研究会 ブンカカガクキョウイクケンキュウカイ 麻布十番2丁目16番8号 

230 公益財団法人 平和中島財団 ヘイワナカジマザイダン 赤坂1丁目12番32号　アーク森ビル33Ｆ

231 公益財団法人 報知社会福祉事業団 ホウチシャカイフクシジギョウダン 港南4丁目6番49号　報知新聞社内

232 公益財団法人 防長教育会 ボウチョウキョウイクカイ 高輪3丁目25番23号

233 公益財団法人 防長倶楽部 ボウチョウクラブ 高輪3丁目25番23号　京急第2ビル4階

234 公益財団法人 松尾育英会 マツオイクエイカイ 南青山6丁目1番3号

235 公益財団法人 松尾芸能振興財団 マツオゲイノウシンコウザイダン 南青山6丁目1番3号

236 公益財団法人 松山バレエ団 マツヤマバレエダン 南青山3丁目10番16号

237 公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター マヤクカクセイザイランヨウボウシセンター 港区赤坂2丁目4番1号　白亜ビル9階

238 公益財団法人 マラッカ海峡協議会 マラッカカイキョウキョウギカイ 虎ノ門1丁目12番地1号

239 公益財団法人 マリンスポーツ財団 マリンスポーツザイダン 三田3丁目14番10号

240 公益財団法人 水と緑の惑星保全機構 ミズトミドリノワクセイホゼンキコウ 赤坂1丁目9番13号　三会堂ビルディング8階

241 公益財団法人 三菱ＵＦＪ環境財団 ミツビシユーエフジェイカンキョウザイダン 芝2丁目4番3号　三菱東京ＵＦＪ銀行芝ビル

242 公益財団法人 三菱ＵＦＪ技術育成財団 ミツビシユーエフジェーギジュツイクセイザイダン 芝2丁目4番3号

243 公益財団法人 三菱ＵＦＪ国際財団 ミツビシユーエフジェーコクサイザイダン 芝2丁目4番3号

244 公益財団法人 港区スポーツふれあい文化健康財団  ミナトクスポーツフレアイブンカケンコウザイダン 赤坂4丁目18番13号

245 公益財団法人 宮川庚子記念研究財団 ミヤガワカノエコキネンケンキュウザイダン 南青山2丁目19番8号

246 公益財団法人 みらいＲＩＴＡ ミライリタ 白金台3丁目19-6 白金台ビル5階

247 公益財団法人 民間放送教育協会 ミンカンホウソウキュウイクキョウカイ 六本木6丁目9番1号

248 公益財団法人 モーターボート競走保安協会 モーターボートキョウソウホアンキョウカイ 六本木5丁目16番7号　BOATRACE六本木

249 公益財団法人 盛田正明テニス・ファンド モリタマサアキテニスファンド 南青山5丁目4番29号

250 公益財団法人 森永奉仕会 モリナガホウシカイ 港南3丁目8番1号　港南ビル2階

251 公益財団法人 森永酪農振興協会 モリナガラクノウシンコウキョウカイ 芝5丁目33番1号1

252 公益財団法人 森村豊明会 モリムラホウメイカイ 虎ノ門1丁目13番8号

253 公益財団法人 ヤクルト・バイオサイエンス研究財団 ヤクルトバイオサイエンスケンキュウザイダン 海岸1丁⽬10番30号 ウォーターズ竹芝7階

254 公益財団法人 矢崎科学技術振興記念財団 ヤザキカガクギジュツシンコウキネンザイダン 虎ノ門1丁目13番3号　虎ノ門東洋共同ビル

255 公益財団法人 八洲環境技術振興財団 ヤシマカンキョウギジュツシンコウザイダン 新橋3丁目1番1号

256 公益財団法人 柳井正財団 ヤナイタダシザイダン 赤坂9丁目7番1号　ミッドタウン・タワー

257 公益財団法人 山口内分泌疾患研究振興財団 ヤマグチナイブンピツシッカンケンキュウシンコウザイダン 芝浦2丁目15番6号　オアーゼ芝浦MJビル4階

258 公益財団法人 山路ふみ子文化財団 ヤマジフミコブンカザイダン 元赤坂1丁目1番7号　赤坂モートサイド1201号

259 公益財団法人 ユニ・チャーム共振財団 ユニチャームキョウシンザイダン 三田3丁目5番27号

260 公益財団法人 ライオンズ日本財団 ライオンズニホンザイダン 北青山3丁目3番7号

261 公益財団法人 理想教育財団 リソウキョウイクザイダン 新橋2丁目20番15号　新橋駅前ビル1号館

262 公益財団法人 利用運送振興会 リヨウウンソウシンコウカイ 東新橋1丁目9番3号　日本通運本社ビル9Ｆ

263 公益財団法人 ロータリー日本財団 ロータリーニホンザイダン 三田1丁目4番28号　三田国際ビル24階

264 公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 ロータリーヨネヤマキネンショウガクカイ 芝公園2丁目6番15号

265 公益財団法人 1ｍｏｒｅ　Ｂａｂｙ応援団 ワンモアベビーオウエンダン 高輪3丁目22番9号

266 公益社団法人 麻布法人会 アザブホウジンカイ 元麻布3丁目1番36号

267 公益社団法人 アニマル・ドネーション アニマルドネーション 南青山2丁目15番5号　FARO1階

268 公益社団法人 オーアーゲー・ドイツ東洋文化研究協会 オーアーゲー・ドイツトウヨウブンカケンキュウキョウカイ 赤坂7丁目5番56号

269 公益社団法人 外国人雇用機構 ガイコクジンコヨウキコウ 六本木2丁目4番9号

270 公益社団法人 環境生活文化機構 カンキョウセイカツブンカキコウ 西新橋1丁目20番10号　サンライズ山西ビル6階

271 公益社団法人 企業情報化協会 キギョウジョウホウカキョウカイ 芝公園3丁目1番22号

272 公益社団法人 企業メセナ協議会 キギョウメセナキョウギカイ 芝5丁目3番2号　アイセ芝ビル8階

273 公益社団法人 競走馬育成協会 キョウソウバイクセイキョウカイ 新橋4丁目5番4号

274 公益社団法人 銀鈴会 ギンレイカイ 新橋5丁目7番13号　ビュロー新橋

275 公益社団法人 グローバルヘルス技術振興基金 グローバルヘルスギジュツシンコウキキン 六本木1丁目9番10号　アークヒルズ仙石山森タワー25階

276 公益社団法人 国際経済交流協会 コクサイケイザイコウリュウキョウカイ 芝3丁目6番9号　芝公園プラザビル3F

277 公益社団法人 国際日本語普及協会 コクサイニホンゴフキュウキョウカイ 虎ノ門3丁目25番2号

278 公益社団法人 国際農林業協働協会 コクサイノウリンギョウキョウドウキョウカイ 赤坂8丁目10番39号

279 公益社団法人 こども環境学会 コドモカンキョウガッカイ 東麻布3丁目4番7号　麻布第一コーポ601

280 公益社団法人 ゴルフ緑化促進会 ゴルフリョクカソクシンカイ 赤坂2丁目20番5号　デニス赤坂ビル5階

281 公益社団法人 3．11震災孤児遺児文化・スポーツ支援機構 サンイチイチシンサイコジイジブンカスポーツシエンキコウ 六本木5丁目16番5号　インペリアル六本木908

282 公益社団法人 芝法人会 シバホウジンカイ 芝5丁目9番5号

283 公益社団法人 自由人権協会 ジユウジンケンキョウカイ 愛宕1丁目6番7号　愛宕山弁護士ビル306

284 公益社団法人 商業施設技術団体連合会 ショウギョウシセツギジュツダンタイレンゴウカイ 芝5丁目26番20号　建築会館

285 公益社団法人 食品容器環境美化協会 ショクヒンヨウキカンキョウビカキョウカイ 芝浦2丁目15番16号　田町Ｋ・Ｓビル6階

286 公益社団法人 スポーツ健康産業団体連合会 スポーツケンコウサンギョウダンタイレンゴウカイ 六本木6丁目2番33号

287 公益社団法人 全国開拓振興協会 ゼンコクカイタクシンコウキョウカイ 赤坂1丁目9番13号

288 公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 ゼンコクカテイデンキセイヒンコウセイトリヒキキョウギカイ 西新橋2丁目8番11号　7東洋海自ビル10階

289 公益社団法人 全国漁港漁場協会 ゼンコクギョコウギョジョウキョウカイ 赤坂1丁目9番13号

290 公益社団法人 全国公営住宅火災共済機構 ゼンコクコウエイジュウタクカサイキョウサイキコウ 虎ノ門2丁目3番17号　虎ノ門2丁目タワー

291 公益社団法人 全国公民館連合会 ゼンコクコウミンカンレンゴウカイ 虎ノ門1丁目16番8号　飯島ビル3Ｆ

292 公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会 ゼンコクコクミンケンコウホケンシンリョウシセツキョウギカイ 芝大門2丁目6番6号

293 公益社団法人 全国産業資源循環連合会 ゼンコクサンギョウシゲンジュンカンレンゴウカイ 六本木3丁目1番17号　第2ABビル4階

294 公益社団法人 全国柔道整復学校協会 ゼンコクジュウドウセイフクガッコウキョウカイ 浜松町1丁目6番2号　丸神ビル1Ｆ

295 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 ゼンコクジョウバクラブシンコウキョウカイ 新橋4丁目5番4号　日本中央競馬会新橋分館5階

296 公益社団法人 全国老人保健施設協会 ゼンコクロウジンホケンシセツキョウカイ 芝公園2丁目6番15号　黒龍芝公園ビル6階

4



番号 団体種類 団体名称 団体名フリガナ 住所

297 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 ゼンコクロウドウエイセイダンタイレンゴウカイ 芝4丁目11番5号

298 公益社団法人 全日本郷土芸能協会 ゼンニホンキョウドゲイノウキョウカイ 六本木4丁目3番6号

299 公益社団法人 全日本ダンス協会連合会 ゼンニホンダンスキョウカイレンゴウカイ 新橋1丁目18番13号

300 公益社団法人 大日本山林会 ダイニッポンサンリンカイ 赤坂1丁目9番13号　三会堂ビル7Ｆ

301 公益社団法人 大日本農会 ダイニホンノウカイ 赤坂1丁目9番13号　三会堂ビル7Ｆ

302 公益社団法人 長寿社会文化協会 チョウジュシャカイブンカキョウカイ 芝公園2丁目6番8号

303 公益社団法人 銕仙会 テッセンカイ 南青山4丁目21番29号

304 公益社団法人 東京慈恵会 トウキョウジケイカイ 西新橋3丁目25番8号

305 公益社団法人 東京都獣医師会 トウキョウトジュウイシカイ 南青山1丁目1番1号

306 公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 トウキョウトフドウサンカンテイシキョウカイ 虎ノ門3丁目12番1号　ニッセイ虎ノ門ビル6Ｆ

307 公益社団法人 東京都港区麻布赤坂歯科医師会 トウキョウトミナトクアザブアカサカシカイシカイ 南青山1丁目15番2号

308 公益社団法人 東京都港区芝歯科医師会 トウキョウトミナトクシバシカイシカイ 浜松町2丁目1番11号

309 公益社団法人 燈光会 トウコウカイ 西新橋1丁目14番9号　西新橋ビル

310 公益社団法人 東洋療法学校協会 トウヨウリョウホウガッコウキョウカイ 浜松町1丁目12番9号

311 公益社団法人 土地改良測量設計技術協会 トチカイリョウソクリョウセッケイギジュツキョウカイ 新橋5丁目34番4号　農業土木会館

312 公益社団法人 24時間テレビチャリティー委員会 ニジュウヨジカンテレビチャリティーイインカイ 東新橋1丁目6番1号

313 公益社団法人 日・豪・ニュージーランド協会 ニチゴウニュージーランドキョウカイ 虎ノ門3丁目7番5号

314 公益社団法人 日本サイン協会 ニッポンサインキョウカイ 浜松町1丁目21番4号　港ビル5階

315 公益社団法人 日本水産学会 ニッポンスイサンガッカイ 港南4丁目5番7号　東京海洋大学内

316 公益社団法人 日本装削蹄協会 ニッポンソウサクテイキョウカイ 新橋4丁目5番4号

317 公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会 ニホンインダストリアルデザイナーキョウカイ 六本木5丁目17番1号

318 公益社団法人 日本栄養士会 ニホンエイヨウシカイ 新橋5丁目13番5号

319 公益社団法人 日本演奏連盟 ニホンエンソウレンメイ 新橋3丁目1番10号　石井ビル6F

320 公益社団法人 日本海難防止協会 ニホンカイナンボウシキョウカイ 虎ノ門1丁目1番3号　磯村ビル

321 公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会 ニホンガクガンメンインプラントガッカイ 芝5丁目29番22号

322 公益社団法人 日本滑空協会 ニホンカックウキョウカイ 新橋1丁目18番1号　航空会館内

323 公益社団法人 日本眼科医会 ニホンガンカイカイ 芝2丁目2番14号　一星芝ビルディング7階

324 公益社団法人 日本観光振興協会 ニホンカンコウシンコウキョウカイ 虎ノ門3丁目1番1号　虎ノ門3丁目ビルディング6階

325 公益社団法人 日本技術士会 ニホンギジュツシカイ 芝公園3丁目5番8号

326 公益社団法人 日本ギター連盟 ニホンギターレンメイ 新橋6丁目14番4号　和田ビル5階

327 公益社団法人 日本グライダークラブ ニホングライダークラブ 新橋1丁目18番1号　航空会館9F

328 公益社団法人 日本グラフィックデザイナー協会 ニホングラフィックデザイナーキョウカイ 赤坂9丁目7番地1号　ミッドタウン・タワー5階

329 公益社団法人 日本軽種馬協会 ニホンケイシュバキョウカイ 新橋4丁目5番4号

330 公益社団法人 日本建築士会連合会 ニホンケンチクシカイレンゴウカイ 芝5丁目26番20号　建築会館5F

331 公益社団法人 日本建築積算協会 ニホンケンチクセキサンキョウカイ 芝3丁目16番12号

332 公益社団法人 日本工学会 ニホンコウガクカイ 赤坂9丁目6-41　乃木坂ビル3階

333 公益社団法人 日本工学教育協会 ニホンコウガクキョウイクキョウカイ 芝5丁目26番20号　建築会館4階

334 公益社団法人 日本工業英語協会 ニホンコウギョウエイゴキョウカイ 芝公園3丁目1番22号

335 公益社団法人 日本口腔インプラント学会 ニホンコウクウインプラントガッカイ 芝4丁目3番5号　ファースト岡田ビル8Ｆ

336 公益社団法人 日本航空機操縦士協会 ニホンコウクウキソウジュウシキョウカイ 新橋5丁目34番3号　栄進開発ビル2階

337 公益社団法人 日本口腔外科学会 ニホンコウクウゲカガッカイ 高輪2丁目20番26号　セブンスターマンション高輪内

338 公益社団法人 日本広告写真家協会 ニホンコウコクシャシンカキョウカイ 白金台3丁目15番1号　白金台シティハウス2F

339 公益社団法人 日本港湾協会 ニホンコウワンキョウカイ 赤坂3丁目3番5号　住友生命山王ビル8Ｆ

340 公益社団法人 日本作業環境測定協会 ニホンサギョウカンキョウソクテイキョウカイ 芝4丁目4番5号

341 公益社団法人 日本作曲家協会 ニホンサッキョクカキョウカイ 六本木3丁目4番7号

342 公益社団法人 日本三曲協会 ニホンサンキョクキョウカイ 赤坂2丁目15番12号　パール赤坂403

343 公益社団法人 日本歯科先端技術研究所 ニホンシカセンタンギジュツケンキュウジョ 芝1丁目8番25号

344 公益社団法人 日本地震工学会 ニホンジシンコウガクカイ 芝5丁目26番20号

345 公益社団法人 日本地すべり学会 ニホンジスベリガッカイ 新橋5丁目26番8号　新橋加藤ビル

346 公益社団法人 日本獣医師会 ニホンジュウイシカイ 南青山1丁目1番1号

347 公益社団法人 日本女子プロ将棋協会 ニホンジョシプロショウギキョウカイ 芝2丁目24番1号　指田ビル2Ｆ

348 公益社団法人 日本新体操連盟 ニホンシンタイソウレンメイ 西麻布3丁目22番地9号

349 公益社団法人 日本診療放射線技師会 ニホンシンリョウホウシャセンギシカイ 浜松町2丁目4番1号　世界貿易センタービル31階

350 公益社団法人 日本ストリートダンス教育研究所 ニホンストリートダンスキョウイクケンキュウショ 赤坂7-10-8　赤坂江戸清ビル2F

351 公益社団法人 日本精神科病院協会 ニホンセイシンカビョウインキョウカイ 芝浦3丁目15番14号

352 公益社団法人 日本精神保健福祉連盟 ニホンセイシンホケンフクシレンメイ 芝浦3丁目15番14号

353 公益社団法人 日本船舶海洋工学会 ニホンセンパクカイヨウコウガクカイ 芝大門2丁目12番9号　浜松町矢崎ホワイトビル

354 公益社団法人 日本専門新聞協会 ニホンセンモンシンブンキョウカイ 虎ノ門1丁目2番12号

355 公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク ニホンゾウキイショクネットワーク 海岸3丁目26番1号　バーク芝浦12階

356 公益社団法人 日本茶業中央会 ニホンチャギョウチュウオウカイ 東新橋2丁目8番5号

357 公益社団法人 日本鋳造工学会 ニホンチュウゾウコウガッカイ 芝浦4丁目15番33号　芝浦清水ビル2階

358 公益社団法人 日本聴導犬推進協会 ニホンチョウドウケンスイシンキョウカイ 虎ノ門1丁目1番25号　虎ノ門1丁目ビル701

359 公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会 ニホンニュービジネスキョウギカイレンゴウカイ 赤坂1丁目11番28号　Ｍ-City赤坂1丁目ビル7階

360 公益社団法人 日本年金数理人会 ニホンネンキンスウリニンカイ 芝4丁目1番23号

361 公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会 ニホンパブリックリレーションズキョウカイ 六本木6丁目2番31号　六本木ヒルズノースタワー5Ｆ

362 公益社団法人 日本ＰＴＡ全国協議会 ニホンピーティーエーゼンコクキョウギカイ 赤坂7丁目5番38号

363 公益社団法人 日本複製権センター ニホンフクセイケンセンター 愛宕1丁目3番4号　愛宕東洋ビル7F

364 公益社団法人 日本仏教保育協会 ニホンブッキョウホイクキョウカイ 芝公園4丁目7番4号　明照会館内

365 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 ニホンフドウサンカンテイシキョウカイレンゴウカイ 虎ノ門3丁目11番15号　ＳＶＡＸＴＴビル9Ｆ

366 公益社団法人 日本フラワーデザイナー協会 ニホンフラワーデザイナーキョウカイ 高輪4丁目5番6号

367 公益社団法人 日本ブルネイ友好協会 ニホンブルネイユウコウキョウカイ 海岸1丁目5番20号

368 公益社団法人 日本プロゴルフ協会 ニホンプロゴルフキョウカイ 愛宕1丁目3番4号

369 公益社団法人 日本プロテニス協会 ニホンプロテニスキョウカイ 高輪4丁目23番8号　ＺＩＯＮ　ＰＬＡＺＡ　5Ｆ

370 公益社団法人 日本プロボウリング協会 ニホンプロボウリングキョウカイ 芝浦1丁目13番10号

371 公益社団法人 日本防犯設備協会 ニホンボウハンセツビキョウカイ 浜松町1丁目12番4号　第2長谷川ビル
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372 公益社団法人 日本補綴歯科学会 ニホンホテツシカガッカイ 芝2丁目29番11号　高浦ビル4階

373 公益社団法人 日本マーケティング協会 ニホンマーケティングキョウカイ 六本木3丁目5番27号　六本木山田ビル9Ｆ

374 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会 ニホンマリンエンジニアリングガッカイ 芝浦1-15-13　田嶋ビル

375 公益社団法人 日本モーターボート選手会 ニホンモーターボートセンシュカイ 六本木5丁目16番7号

376 公益社団法人 日本木材保存協会 ニホンモクザイホゾンキョウカイ 虎ノ門4丁目2番5号　第3松坂ビル

377 公益社団法人 日本理学療法士協会 ニホンリガクリョウホウシキョウカイ 六本木7丁目11番10号

378 公益社団法人 日本臨床腫瘍学会 ニホンリンショウシュヨウガッカイ 浜松町2丁目1番15号　芝パークビル6階

379 公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 ニホンロジスティクスシステムキョウカイ 海岸1丁目15番1号　スズエベイディアム3階

380 公益社団法人 農業農村工学会 ノウギョウノウソンコウガッカイ 新橋5丁目34番4号　農業土木会館

381 公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会 ノウリンスイサンショクヒンサンギョウギジュツシンコウキョウカイ 赤坂1丁目9番13号

382 公益社団法人 発明協会 ハツメイキョウカイ 虎ノ門3丁目1番1号　虎の門3丁目ビルディング内

383 公益社団法人 ベトナム協会 ベトナムキョウカイ 六本木6丁目2番33号　六本木ヒルズノースタワーアネックスビル3Ｆ

384 公益社団法人 港区シルバー人材センター ミナトクシルバージンザイセンター 南麻布1丁目5番26号　 ゆうあい南麻布

385 公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構 ヤクザイシニンテイセイドニンショウキコウ 西新橋1丁目9番2号　植松ビル5階

386 公益社団法人 ユニバーサル志縁センター ユニバーサルシエンセンター 新橋4丁目24番10号　アソルティ新橋ビル5階502

387 公益社団法人 ロングライフビル推進協会 ロングライフビルスイシンキョウカイ 浜松町2丁目1番13号　芝エクセレントビル4階

388 更生保護法人 立川更生保護財団 タチカワコウセイホゴザイダン 三田3丁目1番12号

389 学校法人 愛育学園 アイイクガクエン 南麻布5丁目6番8号

390 学校法人 麻布学園 アザブガクエン 元麻布2丁目3番29号　　

391 学校法人 麻布山幼稚園 アザブヤマヨウチエン 元麻布1丁目6番21号　

392 学校法人 北泉学園 キタイズミガクエン 西麻布4丁目13番25号　

393 学校法人 北里研究所 キタザトケンキュウジョ 白金5丁目9番1号

394 学校法人 慶應義塾 ケイオウギジュク 三田2丁目15番45号

395 学校法人 慈恵大学 ジケイダイガク 西新橋3丁目25番8号

396 学校法人 枝光学園 シコウガクエン 三田4丁目19番36号

397 学校法人 芝浦工業大学 シバウラコウギョウダイガク 芝浦3丁目9番14号

398 学校法人 芝学園 シバガクエン 芝公園3丁目5番37号　　

399 学校法人 順心広尾学園 ジュンシンヒロオガクエン 南麻布5丁目1番14号　　

400 学校法人 頌栄女子学院 ショウエイジョシガクイン 白金台2丁目26番5号

401 学校法人 白金幼稚園 シロカネヨウチエン 白金台5丁目23番11号　

402 学校法人 高輪学園 タカナワガクエン 高輪2丁目1番32号　　　

403 学校法人 戸板学園 トイタガクエン 芝2丁目21番17号

404 学校法人 東京聖徳学園 トウキョウセイトクガクエン 三田3丁目4番28号

405 学校法人 東洋英和女学院 トウヨウエイワジョガクイン 六本木5丁目14番40号

406 学校法人 西町インターナショナルスクール ニシマチインターナショナルスクール 元麻布2丁目14番7号

407 学校法人 日本赤十字学園 ニホンセキジュウジガクエン 芝大門1丁目1番3号

408 学校法人 普連土学園 フレンドガクエン 三田4丁目14番16号　　

409 学校法人 明治学院 メイジガクイン 白金台1丁目2番37号

410 学校法人 吉川学園 ヨシカワガクエン 赤坂7丁目2番29号

411 学校法人 読売理工学院 ヨミウリリコウガクイン 芝5丁目26番16号

412 社会福祉法人 恩賜財団慶福育児会 オンシザイダンケイフクイクジカイ 南麻布5丁目1番20号

413 社会福祉法人 恩賜財団済生会 オンシザイダンサンセイカイ 三田1丁目4番28号

414 社会福祉法人 恩賜財団母子愛育会 オンシザイダンボシアイイクカイ 南麻布5丁目6番8号

415 社会福祉法人 家庭授産奨励会 カテイジュサンショウレイカイ 西麻布3丁目19番16号

416 社会福祉法人 港福会 コウフクカイ 芝浦1丁目14番8号　ベルハイム田町201

417 社会福祉法人 テレビ朝日福祉文化事業団 テレビアサヒフクシブンカジギョウダン 六本木6丁目9番1号

418 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会 トウキョウセイビンセンシオ・ア・パウロカイ 高輪1丁目27番40号

419 社会福祉法人 みつばち会 ミツバチカイ 白金4丁目7番地2号

420 社会福祉法人 港区社会福祉協議会 ミナトクシャカイフクシキョウギカイ 六本木5丁目16番45号

421 認定ＮＰＯ法人 ＡｆｒｉＭｅｄｉｃｏ アフリメディコ 新橋6丁目18番3号　中村ビル

422 認定ＮＰＯ法人 EDGE エッジ 芝4丁目7番1号　西山ビル4階

423 認定ＮＰＯ法人 風の子会 カゼノコカイ 海岸3丁⽬3番18号 芝浦日新ビル5階

424 認定ＮＰＯ法人 がんサポートコミュニティー ガンサポートコミュニティー 虎ノ門3丁目10番4号　虎ノ門ガーデン214号室

425 認定ＮＰＯ法人 グリーフケア・サポートプラザ グリーフケア・サポートプラザ 赤坂9丁目2番6号カルム第2赤坂103

426 認定ＮＰＯ法人 国際難民支援団体ＲＩＪ コクサイナンミンシエンダンタイアールアイジェー 台場2丁目3番2号 台場フロンティアビル12階

427 認定ＮＰＯ法人 国連ＵＮＨＣＲ協会 コクレンユーエヌエイチシーアール　キョウカイ 南青山6丁目10番11号

428 認定ＮＰＯ法人 こころのビタミン研究所 ココロノビタミンケンキュウジョ 三田3丁目1番5号　第一奈半利川ビル3階

429 認定ＮＰＯ法人 ジーエルエム・インスティチュート ジーエルエム・インスティチュート 虎ノ門1丁目1番21号　新虎ノ門実業会館5階

430 認定ＮＰＯ法人 ジービーパートナーズ ジービーパートナーズ 新橋1丁目18番2号　明宏ビル本館4階

431 認定ＮＰＯ法人 JHP・学校をつくる会 ジェイエイチピーガッコウヲツクルカイ 芝5丁目14番2号

432 認定ＮＰＯ法人 ジェン ジェン 赤坂七丁目5番27号　赤坂パインクレスト305

433 認定ＮＰＯ法人 市民福祉団体全国協議会 シミンフクシダンタイゼンコクキョウギカイ 西新橋1丁目19番6号

434 認定ＮＰＯ法人 世界の子どもにワクチンを　日本委員会 セカイノコドモニワクチンヲニホンイインカイ 三田4丁目1番9号

435 認定ＮＰＯ法人 地球環境共生ネットワーク チキュウカンキョウキョウセイネットワーク 芝2丁目6番3号　三宅ビル4階

436 認定ＮＰＯ法人 Ｔｅａｃｈ ｆｏｒ Ｊａｐａｎ ティーチフォージャパン 新橋6丁⽬18番3号 中村ビル4階

437 認定ＮＰＯ法人 ディック遺児奨学会 ディックイジショウガッカイ 浜松町1丁目29番6号

438 認定ＮＰＯ法人 ＴＡＢＬＥ　ＦＯＲ　ＴＷＯ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ テーブルフォートゥーインターナショナル 赤坂9丁目6番30-308号

439 認定ＮＰＯ法人 東京英語いのちの電話 トウキョウエイゴイノチノデンワ 南青山6丁目10番11号　ウェスレーセンター2階

440 認定ＮＰＯ法人 トラ・ゾウ保護基金 トラ・ゾウホゴキキン 虎ノ門2丁目5番4号　末広ビル3階

441 認定ＮＰＯ法人 ２１世紀構想研究 ニジュウイッセイキコウソウケンキュウ 西麻布1丁目2番23号　脇ビル301

442 認定ＮＰＯ法人 日本胃がん予知・診断・治療研究機構 ニホンイガンヨチ・シンダン・チリョウケンキュウキコウ 白金1丁目17番2号　白金タワーテラス棟609号室

443 認定ＮＰＯ法人 日本ファンドレイジング協会 ニホンファンドレイジングキョウカイ 新橋5丁目7番12号　ひのき屋ビル7階

444 認定ＮＰＯ法人 ハッスル ハッスル 南青山1丁目15番19号 グランドメゾン乃木坂204号室

445 認定ＮＰＯ法人 Ｈａｎｄｓ　Ｏｎ　Ｔｏｋｙｏ ハンズオントウキョウ 六本木5丁目16番46号　ガーデニア六本木101

446 認定ＮＰＯ法人 平尾昌晃ラブアンドハーモニー基金 ヒラオマサアキラブアンドハーモニーキキン 西麻布1丁目3番18号
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447 認定ＮＰＯ法人 富士山世界遺産国民会議 フジサンセカイイサンコクミンカイギ 虎ノ門3丁目11番15号　SVAX TTビル4階

448 認定ＮＰＯ法人 プラチナ美容塾 プラチナビヨウジュク 港南4丁目6番5-1402号

449 認定ＮＰＯ法人 まな市民後見セーフティーネット マナシミンコウケンセーフティーネット 六本木7丁目8番5-1001号

450 認定ＮＰＯ法人 みらいの森 ミライノモリ 芝公園2丁目6番8号　日本女子会館6階ＯＷＬ

451 認定ＮＰＯ法人 メドゥサン・デュ・モンドジャポン メドゥサンデュモンドジャポン 東麻布2丁目6番10号

452 認定ＮＰＯ法人 悠声会 ユウセイカイ 芝4丁目3番2号　三田富洋ハイツ410

453 認定ＮＰＯ法人 ラリグラス・ジャパン ラリグラス・ジャパン 白金3丁目10番21号
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