
番号 法⼈種類 法⼈名称 主たる事業所住所
1 国⽴⼤学法⼈ 政策研究⼤学院⼤学 六本⽊７丁⽬２２番１号

2 国⽴⼤学法⼈ 東京海洋⼤学 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 ⻁ノ⾨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 ⻁ノ⾨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 ⻁ノ⾨２丁⽬１０番１号

6 独⽴⾏政法⼈ 地域医療機能推進機構 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 ⻁ノ⾨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 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 北⻘⼭２丁⽬８番３５号

10 独⽴⾏政法⼈ ⽇本貿易振興機構 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 ⻁ノ⾨１丁⽬２３番１号

12 独⽴⾏政法⼈ 農業者年⾦基⾦ ⻄新橋１丁⽬６番２１号

13 独⽴⾏政法⼈ 農畜産業振興機構 ⿇布台２丁⽬２番１号 

14 独⽴⾏政法⼈ 福祉医療機構 ⻁ノ⾨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 ⻁ノ⾨５丁⽬１３番１号 ⻁ノ⾨４０ＭＴビル３階

16 特殊法⼈ ⽇本⾚⼗字社【全国組織】 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 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 南⿇布５丁⽬２番３２号 興和広尾ビル 

19 公益財団法⼈ アジア⼈⼝・開発協会 ⻄新橋２丁⽬１９番５号 カザマビル８階

20 公益財団法⼈ アジア福祉教育財団 南⿇布５丁⽬１番２７号

21 公益財団法⼈ 味の素⾷の⽂化センター ⾼輪３丁⽬１３番６５号

22 公益財団法⼈ あすのば ⾚坂３丁⽬２１番６号 河村ビル

23 公益財団法⼈ アパ⽇本再興財団 ⾚坂３丁⽬２番３号

24 公益財団法⼈ アフィニス⽂化財団 ⾚坂２丁⽬１３番５号

25 公益財団法⼈ 奄美奨学会 芝５丁⽬１３番１４号 加納会計事務所内

26 公益財団法⼈ ＡＬＳＯＫありがとう運動財団 元⾚坂１丁⽬６番６号

27 公益財団法⼈ ⽯橋由紀⼦記念基⾦ 新橋２丁⽬１６番１号 ニュー新橋ビル４０２－１号

28 公益財団法⼈ 伊藤忠記念財団 北⻘⼭２丁⽬５番１号

29 公益財団法⼈ イハラサイエンス中野記念財団 ⾼輪３丁⽬１１番３号

30 公益財団法⼈ 医療科学研究所 ⾚坂３丁⽬２番１２号 ⾚坂ノアビル５階

31 公益財団法⼈ 医療研修推進財団 ⻄新橋１丁⽬６番１１号

32 公益財団法⼈ 岩⾕時⼦⾳楽⽂化振興財団 六本⽊６丁⽬１０番１号 六本⽊ヒルズ森タワー２３階

33 公益財団法⼈ インナートリップ国際交流協会 ⿇布台１丁⽬９番８号

34 公益財団法⼈ インペックス教育交流財団 ⾚坂５丁⽬３番１号 ⾚坂Ｂｉｚタワー３４階

35 公益財団法⼈ ウェスレー財団 南⻘⼭６丁⽬１０番１１号

36 公益財団法⼈ 運⾏管理者試験センター 芝⼤⾨１丁⽬１６番地３号 芝⼤⾨１１６ビル７階

37 公益財団法⼈ ＡＦＳ⽇本協会 ⻁ノ⾨１丁⽬２２番１４号 ミツヤ⻁ノ⾨ビル７Ｆ

38 公益財団法⼈ ＳＢＩ⼦ども希望財団 六本⽊１丁⽬６番１号

39 公益財団法⼈ 江副記念リクルート財団 ⻄新橋１丁⽬２０番３号

40 公益財団法⼈ ＮＥＣ Ｃ＆Ｃ財団 芝５丁⽬７番１号 ＮＥＣ本社ビル

港区の条例指定寄附⾦税額控除対象団体⼀覧（令和元年12⽉末時点）

1



番号 法⼈種類 法⼈名称 主たる事業所住所
港区の条例指定寄附⾦税額控除対象団体⼀覧（令和元年12⽉末時点）

41 公益財団法⼈ ＮＨＫ交響楽団 ⾼輪２丁⽬１６番４９号

42 公益財団法⼈ ⼤倉和親記念財団 海岸１丁⽬２番２０号 汐留ビルディング２４階

43 公益財団法⼈ ⼤倉⽂化財団 ⻁ノ⾨２丁⽬１０番３号

44 公益財団法⼈ ⼤河内記念会 ⻁ノ⾨１丁⽬２１番１０号 グランスィート⻁ノ⾨１５０１

45 公益財団法⼈ 岡崎嘉平太国際奨学財団 東新橋１丁⽬５番２号

46 公益財団法⼈ ⼩笠原科学技術振興財団 芝5丁⽬３６番７号

47 公益財団法⼈ ⼩笠原協会 海岸１丁⽬１２番２号

48 公益財団法⼈ 岡本太郎記念現代芸術振興財団 南⻘⼭６丁⽬１番１９号

49 公益財団法⼈ 冲中記念成⼈病研究所 ⻁ノ⾨２丁⽬２番２号

50 公益財団法⼈ オリックス宮内財団 芝浦１丁⽬１番１号

51 公益財団法⼈ 海外漁業協⼒財団 ⻁ノ⾨３丁⽬２番２号 ⻁ノ⾨３０森ビル

52 公益財団法⼈ 海外⼦⼥教育振興財団 愛宕１丁⽬３番４号 愛宕東洋ビル６階

53 公益財団法⼈ ⿅島育英会 ⾚坂６丁⽬５番１１号 ⿅島⾚坂別館

54 公益財団法⼈ ⿅島学術振興財団 ⾚坂６丁⽬５番３０号 

55 公益財団法⼈ ⿅島美術財団 ⾚坂６丁⽬５番３０号 

56 公益財団法⼈ ⾵に⽴つライオン基⾦ ⾚坂６丁⽬１２番１１号

57 公益財団法⼈ ⽕薬⼯業技術奨励会 ⿇布台２丁⽬３番２２号 ⼀乗寺ビル３階Ａ

58 公益財団法⼈ 川本・森奨学財団 芝浦３丁⽬１８番２１号 第⼆吾妻ビル

59 公益財団法⼈ 韓国教育財団 三⽥４丁⽬６番１８号 エムアンドエムビル６階

60 公益財団法⼈ 菊池美術財団 ⻁ノ⾨４丁⽬１番３５号 ⻄久保ビル

61 公益財団法⼈ 喫煙科学研究財団 ⾚坂２丁⽬５番７号 ＮＩＫＫＥＮ⾚坂ビル

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

63 公益財団法⼈ クローバー財団 南⻘⼭４丁⽬１７番１６号 リュベール南⻘⼭２０１

64 公益財団法⼈ 競⾺保安協会 新橋４丁⽬５番４号

65 公益財団法⼈ 芸備協会 ⻁ノ⾨１丁⽬２番８号

66 公益財団法⼈ 健康科学財団 六本⽊１丁⽬７番２７号

67 公益財団法⼈ 健康・体⼒づくり事業財団 東新橋２丁⽬６番１０号 ⼤東京ビル７Ｆ

68 公益財団法⼈ 原⼦⼒安全研究協会 新橋５丁⽬１８番７号

69 公益財団法⼈ 原⼦⼒バックエンド推進センター ⻁ノ⾨１丁⽬７番６号 升本ビル

70 公益財団法⼈ 建設業福祉共済団 ⻁ノ⾨１丁⽬２番８号 ⻁ノ⾨琴平タワー１１階

71 公益財団法⼈ 現代芸術振興財団 六本⽊６丁⽬６番９号

72 公益財団法⼈ 公益推進協会 新橋６丁⽬７番９号 新橋アイランドビル２階

73 公益財団法⼈ 航空機国際共同開発促進基⾦ ⻁ノ⾨３丁⽬６番２号 第２秋⼭ビルディング⻁ノ⾨

74 公益財団法⼈ 航空輸送技術研究センター 三⽥１丁⽬３番３９号 勝⽥ビル８階

75 公益財団法⼈ 公正取引協会 ⾚坂１丁⽬４番１号 ⾚坂ＫＳビル２階

76 公益財団法⼈ ⾼速道路調査会 南⿇布２丁⽬１１番１０号

77 公益財団法⼈ 交通安全振興機構 新橋１丁⽬１２番１０号 康楽ビル４階

78 公益財団法⼈ 交通研究協会 ⻁ノ⾨１丁⽬１２番１１号 ⻁ノ⾨ファーストビル３階

79 公益財団法⼈ コカ・コーラ教育・環境財団 六本⽊６丁⽬２番３１号 

80 公益財団法⼈ 国際医療財団 芝５丁⽬２０番７号 グランドメゾン三⽥３０９
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81 公益財団法⼈ 国際医療福祉教育財団 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 ⾚坂１丁⽬１２番３２号

83 公益財団法⼈ 国際研修協⼒機構 芝浦２丁⽬１１番５号

84 公益財団法⼈ 国際研修交流協会 ⾚坂３丁⽬２番８号

85 公益財団法⼈ 国際港湾協会協⼒財団 海岸１丁⽬１６番１号 ニューピア⽵芝サウスタワー７階

86 公益財団法⼈ 国際障害者年記念ナイスハート基⾦ 海岸１丁⽬４番２６号 ゆうらいふセンター

87 公益財団法⼈ 国際⽂化会館 六本⽊５丁⽬１１番１６号

88 公益財団法⼈ 国際⺠商事法センター ⾚坂１丁⽬３番５号 ⾚坂アビタシオンビル

89 公益財団法⼈ ⼩塩報恩会 ⾼輪４丁⽬１６番１０号

90 公益財団法⼈ 寿財団 南⻘⼭２丁⽬２番１５号

91 公益財団法⼈ こどもみらい財団 六本⽊6丁⽬１５番２１号

92 公益財団法⼈ ⼩林製薬⻘い⿃財団 六本⽊１丁⽬７番２７号

93 公益財団法⼈ 笹川スポーツ財団 ⾚坂１丁⽬２番２号 ⽇本財団ビル３階

94 公益財団法⼈ 笹川平和財団 ⻁ノ⾨１丁⽬１５番１６号 笹川平和財団ビル

95 公益財団法⼈ 笹川保健財団 ⾚坂１丁⽬２番２号

96 公益財団法⼈ さわやか福祉財団 芝公園２丁⽬６番８号

97 公益財団法⼈ 産業廃棄物処理事業振興財団 ⻁ノ⾨１丁⽬１番１８号

98 公益財団法⼈ 三康⽂化研究所 芝公園４丁⽬７番４号 明照会館

99 公益財団法⼈ サントリー芸術財団 ⾚坂１丁⽬１２番３２号 アーク森ビル２２階

100 公益財団法⼈ ＪＲ東海⽣涯学習財団 港南２丁⽬１番９５号 ＪＲ東海品川ビルＢ棟５階

101 公益財団法⼈ ＪＫＡ 港南１丁⽬２番７０号 品川シーズンテラス２５階

102 公益財団法⼈ 重⽥教育財団 六本⽊４丁⽬１番１６号 六本⽊ハイツ９０３

103 公益財団法⼈ ⾃然エネルギー財団 ⻄新橋１丁⽬１３番１号

104 公益財団法⼈ ⾃動⾞リサイクル⾼度化財団 新橋６丁⽬１９番１９号

105 公益財団法⼈ ⾃動⾞リサイクル促進センター 芝⼤⾨１丁⽬１番３０号

106 公益財団法⼈ 篠原育英会 浜松町２丁⽬３番１号

107 公益財団法⼈ 社会貢献⽀援財団 ⻄新橋１丁⽬１８番６号

108 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 新橋４丁⽬５番４号

109 公益財団法⼈ 柔道整復研修試験財団 ⻄新橋１丁⽬１１番地４号

110 公益財団法⼈ 浄⼟宗ともいき財団 芝公園４丁⽬７番４号   

111 公益財団法⼈ 消防育英会 ⻁ノ⾨２丁⽬９番１６号 ⽇本消防会館内

112 公益財団法⼈ 昭和奨学会 浜松町２丁⽬１２番９号

113 公益財団法⼈ ⾷の安全・安⼼財団 浜松町１丁⽬２９番６号

114 公益財団法⼈ 書壇院 ⻁ノ⾨５丁⽬５番１号 アークヒルズ仙⽯⼭テラス１０１

115 公益財団法⼈ ⼈権教育啓発推進センター 芝⼤⾨２丁⽬１０番１２号

116 公益財団法⼈ ⼼臓⾎管研究所 ⻄⿇布３丁⽬２番１９号

117 公益財団法⼈ スズキ財団 東新橋２丁⽬２番８号

118 公益財団法⼈ スターダンサーズ・バレエ団 南⻘⼭２丁⽬２２番４号

119 公益財団法⼈ スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団 芝３丁⽬１６番１３号 ＭＡＲＵＷＡビル２階

120 公益財団法⼈ スペシャルオリンピックス⽇本 ⻄新橋２丁⽬２２番１号
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121 公益財団法⼈ スポーツ安全協会 ⻄新橋１丁⽬６番１１号

122 公益財団法⼈ 住友財団 芝⼤⾨１丁⽬１２番１６号 住友芝⼤⾨ビル２号館

123 公益財団法⼈ 政策医療振興財団 ⻁ノ⾨３丁⽬１７番７号

124 公益財団法⼈ 世界⾃然保護基⾦ジャパン 三⽥１丁⽬４番２８号 三⽥国際ビル３Ｆ

125 公益財団法⼈ 千賀法曹育英会 ⻄新橋１丁⽬２０番３号 ⻁ノ⾨法曹ビル９階

126 公益財団法⼈ 全国競⾺・畜産振興会 新橋４丁⽬５番４号

127 公益財団法⼈ 全国⾥親会 ⾚坂９丁⽬１番７号 秀和レジデンシャルホテル内

128 公益財団法⼈ 全国書美術振興会 ⾚坂２丁⽬１１番１号 デルックス溜池⼭王内 

129 公益財団法⼈ 全国⽣活衛⽣営業指導センター 新橋６丁⽬８番２号

130 公益財団法⼈ 全⽇本仏教会 芝公園４丁⽬７番４号

131 公益財団法⼈ ソルト・サイエンス研究財団 六本⽊７丁⽬１５番１４号

132 公益財団法⼈ ダイオーズ記念財団 浜松町２丁⽬４番１号

133 公益財団法⼈ ⼤師会 芝公園２丁⽬２番１７号 ウエダビル２階

134 公益財団法⼈ タカセ国際奨学財団 新橋１丁⽬１０番９号 タカセビル

135 公益財団法⼈ タカタ財団 ⾚坂５丁⽬２番２０号

136 公益財団法⼈ ⾼梨学術奨励基⾦ 芝浦２丁⽬１４番４号

137 公益財団法⼈ ⾼原環境財団 ⾼輪３丁⽬２５番２３号

138 公益財団法⼈ ⾼松宮妃癌研究基⾦ ⾼輪１丁⽬１４番１５号－１０２

139 公益財団法⼈ 畜産近代化リース協会 六本⽊２丁⽬１番１３号

140 公益財団法⼈ 中央果実協会 ⾚坂１丁⽬９番１３号

141 公益財団法⼈ 中央競⾺⾺主社会福祉財団 ⻁ノ⾨１丁⽬２番１０号 ⻁ノ⾨桜⽥通ビル２階

142 公益財団法⼈ 中国残留孤児援護基⾦ ⻁ノ⾨１丁⽬５番８号

143 公益財団法⼈ 鎮守の森のプロジェクト ⻁ノ⾨３丁⽬７番２号

144 公益財団法⼈ 痛⾵・尿酸財団 ⻄新橋１丁⽬１１番５号 ⻄新橋福徳ビル３階

145 公益財団法⼈ 電気通信普及財団 ⻄新橋２丁⽬４番２号

146 公益財団法⼈ 電磁応⽤研究所 南⻘⼭５丁⽬１番１０号 南⻘⼭第⼀マンションズ８０８

147 公益財団法⼈ 東京エムオウユウ事務局 新橋６丁⽬１９番１９号

148 公益財団法⼈ 東京財団政策研究所 六本⽊３丁⽬２番１号 六本⽊グランドタワー３４階

149 公益財団法⼈ 東京都⼈権啓発センター 芝２丁⽬５番６号

150 公益財団法⼈ 東京都島しょ振興公社 海岸１丁⽬４番１５号

151 公益財団法⼈ 東京労働者福祉厚⽣協会 ⻁ノ⾨５丁⽬１１番１１号 ⻁ノ⾨ＭＫビル６階

152 公益財団法⼈ 東芝国際交流財団 芝浦１丁⽬１番１号 東芝ビルディング３階

153 公益財団法⼈ 東ソー奨学会 芝３丁⽬８番２号 東ソー株式会社内

154 公益財団法⼈ 東燃国際奨学財団 港南１丁⽬８番１５号 Ｗビル

155 公益財団法⼈ 東燃ゼネラル⽯油研究奨励・奨学財団 港南１丁⽬８番１５号

156 公益財団法⼈ 独⽴書⼈団 芝２丁⽬２７番８号

157 公益財団法⼈ 都市化研究公室 南⻘⼭２丁⽬２番１５号 ウィン⻘⼭５３４

158 公益財団法⼈ 中島記念国際交流財団 六本⽊６丁⽬１０番１号

159 公益財団法⼈ 中曽根康弘世界平和研究所 ⻁ノ⾨３丁⽬２番２号 ⻁ノ⾨３０森ビル６階

160 公益財団法⼈ ⻄原育英⽂化事業団 芝浦２丁⽬１１番５号
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161 公益財団法⼈ ⽇伊協会 ⾚坂７丁⽬２番１７号 ⾚坂中央マンション２０７

162 公益財団法⼈ ⽇露医学医療交流財団 新橋５丁⽬７番１３号 ビュロー新橋６０３ 

163 公益財団法⼈ ニッセイ緑の財団 ⻁ノ⾨１丁⽬２１番１７号 ⻁ノ⾨ＮＮビル８階

164 公益財団法⼈ ⽇本⾳楽財団 ⾚坂１丁⽬２番２号

165 公益財団法⼈ ⽇本財団 ⾚坂１丁⽬２番２号 ⽇本財団ビル６階

166 公益財団法⼈ ⽇本財団学⽣ボランティアセンター ⻁ノ⾨１丁⽬１１番２号 ⽇本財団第⼆ビル

167 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 ⾚坂１丁⽬２番２号 ⽇本財団ビル４階

168 公益財団法⼈ ⽇本消防協会 ⻁ノ⾨２丁⽬９番１６号

169 公益財団法⼈ ⽇本太⿎財団 ⻁ノ⾨１丁⽬１１番２号

170 公益財団法⼈ ⽇本通運育英会 東新橋１丁⽬９番３号 ⽇本通運株式会社内

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

172 公益財団法⼈ ⽇本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

173 公益財団法⼈ ⽇本板硝⼦材料⼯学助成会 三⽥３丁⽬５番２７号 住友不動産三⽥ツインビル⻄館

174 公益財団法⼈ ⽇本エステティック研究財団 ⻄新橋１丁⽬２３番１０号

175 公益財団法⼈ ⽇本科学協会 ⾚坂１丁⽬２番２号 ⽇本財団ビル５Ｆ

176 公益財団法⼈ ⽇本学術協⼒財団 ⾚坂４丁⽬９番３号

177 公益財団法⼈ ⽇本学⽣航空連盟 新橋１丁⽬１８番２号 明宏ビル本館５Ｆ

178 公益財団法⼈ ⽇本学校保健会 ⻁ノ⾨２丁⽬３番１７号

179 公益財団法⼈ ⽇本環境教育機構 南⻘⼭５丁⽬１２番６号 ⻘⼭第２和⽥ビル７階

180 公益財団法⼈ ⽇本吟剣詩舞振興会 ⻁ノ⾨３丁⽬４番１０号

181 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 ⻁ノ⾨５丁⽬３番２０号 仙⽯⼭アネックス内

182 公益財団法⼈ ⽇本厚⽣⽂化振興財団 ⾚坂３丁⽬２番２号 ⽇総第２４ビル６Ｆ

183 公益財団法⼈ ⽇本交通公社 南⻘⼭２丁⽬７番２９号

184 公益財団法⼈ ⽇本合板検査会 ⻄新橋３丁⽬１３番３号 ⻄新橋ビル

185 公益財団法⼈ ⽇本国際交流センター ⾚坂１丁⽬１番１２号 明産溜池ビル７Ｆ

186 公益財団法⼈ ⽇本国際フォーラム ⾚坂２丁⽬１７番１２号 チュリス⾚坂１３０１

187 公益財団法⼈ ⽇本⾃動⾞教育振興財団 芝⼤⾨１丁⽬１番３０号

188 公益財団法⼈ ⽇本宗教連盟 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

189 公益財団法⼈ ⽇本⾷⾁消費総合センター ⾚坂６丁⽬１３番１６号

190 公益財団法⼈ ⽇本⾷⾁⽣産技術開発センター ⾚坂６丁⽬１３番１６号 アジミックビル

191 公益財団法⼈ ⽇本⼥性学習財団 芝公園２丁⽬６番８号

192 公益財団法⼈ ⽇本スペイン協会 芝４丁⽬５番１８号

193 公益財団法⼈ ⽇本船員福利厚⽣基⾦財団 六本⽊７丁⽬１５番２６号 海員ビル

194 公益財団法⼈ ⽇本台湾交流協会 六本⽊３丁⽬１６番３３号 ⻘葉六本⽊ビル７階

195 公益財団法⼈ ⽇本知的障害者福祉協会 浜松町２丁⽬７番１９号

196 公益財団法⼈ ⽇本適合性認定協会 芝４丁⽬２番３号 ＮＭＦ芝ビル２階

197 公益財団法⼈ ⽇本デザイン振興会 ⾚坂９丁⽬７番１号 ミッドタウン・タワー５階

198 公益財団法⼈ ⽇本動物愛護協会 南⻘⼭１丁⽬１５番１５号 乃⽊坂バークフロント２階

199 公益財団法⼈ ⽇本特産農作物種苗協会 ⾚坂２丁⽬４番１号

200 公益財団法⼈ ⽇本特産農産物協会 ⾚坂１丁⽬９番１３号
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201 公益財団法⼈ ⽇本農林漁業振興会 ⾚坂１丁⽬９番１３号

202 公益財団法⼈ ⽇本葉たばこ技術開発協会 浜松町２丁⽬７番１号

203 公益財団法⼈ ⽇本花の会 ⾚坂２丁⽬３番６号 コマツビル

204 公益財団法⼈ ⽇本ヒューマン・ライツ・ウォッチ協会 東⿇布１丁⽬９番１６号 ＭＴＰ東⿇布ビル５階

205 公益財団法⼈ ⽇本服飾⽂化振興財団 ⾚坂８丁⽬１番１９号 ⽇本⽣命⾚坂ビル８階

206 公益財団法⼈ ⽇本⾖類協会 ⾚坂１丁⽬９番１３号

207 公益財団法⼈ ⽇本薬剤師研修センター ⾚坂１丁⽬９番１３号

208 公益財団法⼈ ⽇本ユースリーダー協会 ⾚坂１丁⽬１番１４号 ＮＯＦ溜池ビル５階

209 公益財団法⼈ ⽇本ユニセフ協会 ⾼輪４丁⽬６番１２号 ユニセフハウス

210 公益財団法⼈ ⽇本容器包装リサイクル協会 ⻁ノ⾨１丁⽬１４番１号 郵政福祉琴平ビル２階

211 公益財団法⼈ ⽇本ライフセービング協会 浜松町２丁⽬１番１８号 トップスビル１階

212 公益財団法⼈ ⽇本ラグビーフットボール協会 北⻘⼭２丁⽬８番３５号 秩⽗宮ラグビー場クラブハウス内

213 公益財団法⼈ ⽇本リウマチ財団 新橋５丁⽬８番１１号 新橋エンタービル１１階

214 公益財団法⼈ 根津美術館 南⻘⼭６丁⽬５番１号

215 公益財団法⼈ 年⾦シニアプラン総合研究機構 ⾼輪１丁⽬３番１３号

216 公益財団法⼈ 年⾦融資福祉サービス協会 ⻄新橋２丁⽬５番１１号

217 公益財団法⼈ ノバルティス科学振興財団 ⻁ノ⾨１丁⽬２３番１号 ⻁ノ⾨ヒルズ２９階

218 公益財団法⼈ 博報児童教育振興会 ⾚坂２丁⽬１１番７号 ＡＴＴ新館８階

219 公益財団法⼈ パナソニック教育財団 ⻁ノ⾨１丁⽬１番１０号 第２ローレルビル６階

220 公益財団法⼈ 東⽇本⼤震災復興⽀援財団 東新橋１丁⽬９番１号

221 公益財団法⼈ ⽇⽴⾦属・材料科学財団 港南１丁⽬２番７０号 品川シーズンテラス

222 公益財団法⼈ ヒロセ国際奨学財団 六本⽊１丁⽬７番２７号

223 公益財団法⼈ 富⼠宮育英財団 南⻘⼭５丁⽬１０番６号 株式会社九曜社内

224 公益財団法⼈ 仏教伝道協会 芝４丁⽬３番１４号

225 公益財団法⼈ ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 ⻁ノ⾨３丁⽬４番１０号 ⻁ノ⾨３５森ビル９Ｆ

226 公益財団法⼈ ⽂化科学教育研究会 ⿇布⼗番２丁⽬１６番８号 

227 公益財団法⼈ 平和中島財団 ⾚坂１丁⽬１２番３２号 アーク森ビル３３Ｆ

228 公益財団法⼈ 報知社会福祉事業団 港南４丁⽬６番４９号 報知新聞社内

229 公益財団法⼈ 防⻑教育会 ⾼輪３丁⽬２５番２３号 京急第２ビル４階

230 公益財団法⼈ 防⻑倶楽部 ⾼輪３丁⽬２５番２３号 京急第２ビル４階

231 公益財団法⼈ 松尾育英会 南⻘⼭６丁⽬１番３号

232 公益財団法⼈ 松尾芸能振興財団 南⻘⼭６丁⽬１番３号

233 公益財団法⼈ 松⼭バレエ団 南⻘⼭３丁⽬１０番１６号

234 公益財団法⼈ ⿇薬・覚せい剤乱⽤防⽌センター ⻁ノ⾨２丁⽬７番９号

235 公益財団法⼈ マラッカ海峡協議会 ⻁ノ⾨１丁⽬１２番１号

236 公益財団法⼈ マリンスポーツ財団 三⽥３丁⽬１４番１０号

237 公益財団法⼈ ⽔と緑の惑星保全機構 ⾚坂１丁⽬９番１３号 三会堂ビルディング８階

238 公益財団法⼈ 三菱ＵＦＪ環境財団 芝２丁⽬４番３号 三菱東京ＵＦＪ銀⾏芝ビル

239 公益財団法⼈ 三菱ＵＦＪ技術育成財団 芝２丁⽬４番３号 三菱東京ＵＦＪ銀⾏芝ビル

240 公益財団法⼈ 三菱ＵＦＪ国際財団 芝２丁⽬４番３号 三菱東京ＵＦＪ銀⾏芝ビル
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241 公益財団法⼈ 港区スポーツふれあい⽂化健康財団 ⾚坂４丁⽬１８番１３号

242 公益財団法⼈ 宮川庚⼦記念研究財団 南⻘⼭２丁⽬１９番８号

243 公益財団法⼈ みらいＲＩＴＡ ⽩⾦台３丁⽬１９番６号 ⽩⾦台ビル５階

244 公益財団法⼈ ⺠間放送教育協会 六本⽊６丁⽬９番１号

245 公益財団法⼈ モーターボート競⾛保安協会 三⽥３丁⽬１２番１２号 笹川記念会館別館６階

246 公益財団法⼈ 盛⽥正明テニス・ファンド 南⻘⼭５丁⽬４番２９号

247 公益財団法⼈ 森永奉仕会 港南３丁⽬８番１号 港南ビル２階

248 公益財団法⼈ 森永酪農振興協会 芝５丁⽬３３番１号１

249 公益財団法⼈ 森村豊明会 ⻁ノ⾨１丁⽬１３番８号

250 公益財団法⼈ ⽮崎科学技術振興記念財団 ⻁ノ⾨１丁⽬１３番３号 ⻁ノ⾨東洋共同ビル

251 公益財団法⼈ ⼋洲環境技術振興財団 新橋３丁⽬１番１号

252 公益財団法⼈ 柳井正財団 ⾚坂９丁⽬７番１号 ミッドタウン・タワー

253 公益財団法⼈ ⼭⼝内分泌疾患研究振興財団 芝浦２丁⽬１５番６号 オアーゼ芝浦ＭＪビル４階

254 公益財団法⼈ ⼭路ふみ⼦⽂化財団 元⾚坂１丁⽬１番７号 ⾚坂モートサイド１２０１

255 公益財団法⼈ ユニ・チャーム共振財団 三⽥３丁⽬５番２７号

256 公益財団法⼈ ライオンズ⽇本財団 北⻘⼭３丁⽬３番７号

257 公益財団法⼈ 理想教育財団 新橋２丁⽬２０番１５号 新橋駅前ビル１号館

258 公益財団法⼈ 利⽤運送振興会 東新橋１丁⽬９番３号 ⽇本通運本社ビル９Ｆ

259 公益財団法⼈ ロータリー⽇本財団 三⽥１丁⽬４番２８号 三⽥国際ビル２４階

260 公益財団法⼈ ロータリー⽶⼭記念奨学会 芝公園２丁⽬６番１５号

261 公益財団法⼈ １ｍｏｒｅ Ｂａｂｙ応援団 ⾼輪３丁⽬２２番９号

262 公益社団法⼈ ⿇布法⼈会 元⿇布３丁⽬１番３６号

263 公益社団法⼈ アニマル・ドネーション 南⻘⼭２丁⽬１５番５号 ＦＡＲＯ１階

264 公益社団法⼈ オーアーゲー・ドイツ東洋⽂化研究協会 ⾚坂７丁⽬５番５６号

265 公益社団法⼈ 環境⽣活⽂化機構 ⻄新橋１丁⽬２０番１０号 サンライズ⼭⻄ビル６階

266 公益社団法⼈ 企業情報化協会 芝公園３丁⽬１番２２号

267 公益社団法⼈ 企業メセナ協議会 芝５丁⽬３番２号 アイセ芝ビル８階

268 公益社団法⼈ 競⾛⾺育成協会 新橋４丁⽬５番４号

269 公益社団法⼈ 銀鈴会 新橋５丁⽬７番１３号 ビュロー新橋

270 公益社団法⼈ グローバルヘルス技術振興基⾦ 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

271 公益社団法⼈ 国際経済交流協会 芝３丁⽬６番９号 芝公園プラザビル３Ｆ

272 公益社団法⼈ 国際厚⽣事業団 ⻁ノ⾨２丁⽬３番２０号

273 公益社団法⼈ 国際⽇本語普及協会 ⻁ノ⾨３丁⽬２５番２号

274 公益社団法⼈ 国際農林業協働協会 ⾚坂８丁⽬１０番３９号

275 公益社団法⼈ こども環境学会 東⿇布３丁⽬４番７号 ⿇布第⼀コーポ６０１

276 公益社団法⼈ ゴルフ緑化促進会 ⾚坂２丁⽬２０番５号 デニス⾚坂ビル５階

277 公益社団法⼈ ３．１１震災孤児遺児⽂化・スポーツ⽀援機構 六本⽊５丁⽬１６番５号 インペリアル六本⽊９０８

278 公益社団法⼈ 芝法⼈会 芝５丁⽬９番５号

279 公益社団法⼈ ⾃由⼈権協会 愛宕１丁⽬６番７号 愛宕⼭弁護⼠ビル３０６

280 公益社団法⼈ 商業施設技術団体連合会 芝５丁⽬２６番２０号 建築会館
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281 公益社団法⼈ ⾷品容器環境美化協会 芝浦２丁⽬１５番１６号 ⽥町Ｋ・Ｓビル６階

282 公益社団法⼈ スポーツ健康産業団体連合会 六本⽊６丁⽬２番３３号

283 公益社団法⼈ 全国開拓振興協会 ⾚坂１丁⽬９番１３号

284 公益社団法⼈ 全国家庭電気製品公正取引協議会 ⻄新橋２丁⽬８番１１号 ７東洋海⾃ビル１０階

285 公益社団法⼈ 全国漁港漁場協会 ⾚坂１丁⽬９番１３号

286 公益社団法⼈ 全国公営住宅⽕災共済機構 ⻁ノ⾨２丁⽬３番１７号 ⻁ノ⾨２丁⽬タワー

287 公益社団法⼈ 全国公⺠館連合会 ⻁ノ⾨１丁⽬１６番８号 飯島ビル３Ｆ

288 公益社団法⼈ 全国国⺠健康保険診療施設協議会 芝⼤⾨２丁⽬６番６号

289 公益社団法⼈ 全国産業資源循環連合会 六本⽊３丁⽬１番１７号 第２ＡＢビル４階

290 公益社団法⼈ 全国柔道整復学校協会 浜松町１丁⽬６番２号 丸神ビル１Ｆ

291 公益社団法⼈ 全国乗⾺倶楽部振興協会 新橋４丁⽬５番４号 ⽇本中央競⾺会新橋分館５階

292 公益社団法⼈ 全国⽼⼈保健施設協会 芝公園２丁⽬６番１５号 ⿊⿓芝公園ビル６階

293 公益社団法⼈ 全国労働衛⽣団体連合会 芝４丁⽬１１番５号

294 公益社団法⼈ 全⽇本郷⼟芸能協会 六本⽊４丁⽬３番６号

295 公益社団法⼈ 全⽇本ダンス協会連合会 新橋１丁⽬１８番１３号

296 公益社団法⼈ ⼤⽇本⼭林会 ⾚坂１丁⽬９番１３号 三会堂ビル７Ｆ

297 公益社団法⼈ ⼤⽇本農会 ⾚坂１丁⽬９番１３号 三会堂ビル７Ｆ

298 公益社団法⼈ ⻑寿社会⽂化協会 芝公園２丁⽬６番８号

299 公益社団法⼈ 銕仙会 南⻘⼭４丁⽬２１番２９号

300 公益社団法⼈ 東京慈恵会 ⻄新橋３丁⽬２５番８号

301 公益社団法⼈ 東京都獣医師会 南⻘⼭１丁⽬１番１号

302 公益社団法⼈ 東京都不動産鑑定⼠協会 ⻁ノ⾨３丁⽬１２番１号 ニッセイ⻁ノ⾨ビル６Ｆ

303 公益社団法⼈ 東京都港区⿇布⾚坂⻭科医師会 南⻘⼭１丁⽬１５番２号

304 公益社団法⼈ 東京都港区芝⻭科医師会 浜松町２丁⽬１番１１号

305 公益社団法⼈ 燈光会 ⻄新橋１丁⽬１４番９号 ⻄新橋ビル

306 公益社団法⼈ 東洋療法学校協会 浜松町１丁⽬１２番９号

307 公益社団法⼈ ⼟地改良測量設計技術協会 新橋５丁⽬３４番４号 農業⼟⽊会館

308 公益社団法⼈ ２４時間テレビチャリティー委員会 東新橋１丁⽬６番１号

309 公益社団法⼈ ⽇・豪・ニュージーランド協会 ⻁ノ⾨３丁⽬７番５号

310 公益社団法⼈ ⽇本サイン協会 浜松町１丁⽬２１番４号 港ビル５階

311 公益社団法⼈ ⽇本⽔産学会 港南４丁⽬５番７号 東京海洋⼤学内

312 公益社団法⼈ ⽇本装削蹄協会 新橋４丁⽬５番４号

313 公益社団法⼈ ⽇本インダストリアルデザイナー協会 六本⽊５丁⽬１７番１号

314 公益社団法⼈ ⽇本栄養⼠会 新橋５丁⽬１３番５号

315 公益社団法⼈ ⽇本演奏連盟 新橋３丁⽬１番１０号 ⽯井ビル６Ｆ

316 公益社団法⼈ ⽇本海難防⽌協会 ⻁ノ⾨１丁⽬１番３号 磯村ビル

317 公益社団法⼈ ⽇本顎顔⾯インプラント学会 芝５丁⽬２９番２２号

318 公益社団法⼈ ⽇本滑空協会 新橋１丁⽬１８番１号 航空会館内

319 公益社団法⼈ ⽇本眼科医会 芝２丁⽬２番１４号

320 公益社団法⼈ ⽇本観光振興協会 ⻁ノ⾨３丁⽬１番１号 ⻁ノ⾨三丁⽬ビルディング６階
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321 公益社団法⼈ ⽇本技術⼠会 芝公園３丁⽬５番８号

322 公益社団法⼈ ⽇本ギター連盟 新橋６丁⽬１４番４号 和⽥ビル５階

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

324 公益社団法⼈ ⽇本グラフィックデザイナー協会 ⾚坂９丁⽬７番地１号 ミッドタウン・タワー５階

325 公益社団法⼈ ⽇本軽種⾺協会 新橋４丁⽬５番４号

326 公益社団法⼈ ⽇本建築⼠会連合会 芝５丁⽬２６番２０号 建築会館５Ｆ

327 公益社団法⼈ ⽇本建築積算協会 芝３丁⽬１６番１２号

328 公益社団法⼈ ⽇本⼯学会 ⾚坂９丁⽬６番４１号 乃⽊坂ビル３階

329 公益社団法⼈ ⽇本⼯学教育協会 芝５丁⽬２６番２０号 建築会館４階

330 公益社団法⼈ ⽇本⼯業英語協会 芝公園３丁⽬１番２２号

331 公益社団法⼈ ⽇本⼝腔インプラント学会 芝４丁⽬３番５号 ファースト岡⽥ビル８Ｆ

332 公益社団法⼈ ⽇本航空機操縦⼠協会 新橋５丁⽬３４番３号 栄進開発ビル２階

333 公益社団法⼈ ⽇本⼝腔外科学会 ⾼輪２丁⽬２０番２６号 セブンスターマンション⾼輪内

334 公益社団法⼈ ⽇本広告写真家協会 ⽩⾦台３丁⽬１５番１号 ⽩⾦台シティハウス２Ｆ

335 公益社団法⼈ ⽇本港湾協会 ⾚坂３丁⽬３番５号 住友⽣命⼭王ビル８Ｆ

336 公益社団法⼈ ⽇本作業環境測定協会 芝４丁⽬４番５号

337 公益社団法⼈ ⽇本作曲家協会 六本⽊３丁⽬４番７号

338 公益社団法⼈ ⽇本三曲協会 ⾚坂２丁⽬１５番１２号 パール⾚坂４０３

339 公益社団法⼈ ⽇本⻭科先端技術研究所 芝１丁⽬８番２５号

340 公益社団法⼈ ⽇本地震⼯学会 芝５丁⽬２６番２０号

341 公益社団法⼈ ⽇本地すべり学会 新橋５丁⽬２６番８号 新橋加藤ビル

342 公益社団法⼈ ⽇本獣医師会 南⻘⼭１丁⽬１番１号

343 公益社団法⼈ ⽇本⼥⼦プロ将棋協会 芝２丁⽬２４番１号 指⽥ビル２Ｆ

344 公益社団法⼈ ⽇本新体操連盟 ⻄⿇布３丁⽬２２番９号

345 公益社団法⼈ ⽇本診療放射線技師会 浜松町２丁⽬４番１号 世界貿易センタービル３１階

346 公益社団法⼈ ⽇本ストリートダンス教育研究所 ⾚坂７丁⽬１０番８号 ⾚坂江⼾清ビル２Ｆ

347 公益社団法⼈ ⽇本精神科病院協会 芝浦３丁⽬１５番１４号

348 公益社団法⼈ ⽇本精神保健福祉連盟 芝浦３丁⽬１５番１４号

349 公益社団法⼈ ⽇本船舶海洋⼯学会 芝⼤⾨２丁⽬１２番９号 浜松町⽮崎ホワイトビル

350 公益社団法⼈ ⽇本専⾨新聞協会 ⻁ノ⾨１丁⽬２番１２号

351 公益社団法⼈ ⽇本臓器移植ネットワーク 海岸３丁⽬２６番１号 バーク芝浦１２階

352 公益社団法⼈ ⽇本茶業中央会 東新橋２丁⽬８番５号

353 公益社団法⼈ ⽇本鋳造⼯学会 芝⼤⾨１丁⽬１０番１号 全国たばこビル４階

354 公益社団法⼈ ⽇本聴導⽝推進協会 ⻁ノ⾨１丁⽬１番２５号 ⻁ノ⾨１丁⽬ビル７０１

355 公益社団法⼈ ⽇本ニュービジネス協議会連合会 ⾚坂１丁⽬１１番２８号 Ｍ－Ｃｉｔｙ⾚坂１丁⽬ビル

356 公益社団法⼈ ⽇本年⾦数理⼈会 芝４丁⽬１番２３号

357 公益社団法⼈ ⽇本パブリックリレーションズ協会 六本⽊６丁⽬２番３１号 六本⽊ヒルズノースタワー５Ｆ

358 公益社団法⼈ ⽇本ＰＴＡ全国協議会 ⾚坂７丁⽬５番３８号

359 公益社団法⼈ ⽇本複製権センター 北⻘⼭３丁⽬３番７号 第⼀⻘⼭ビル内

360 公益社団法⼈ ⽇本仏教保育協会 芝公園４丁⽬７番４号 明照会館内
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361 公益社団法⼈ ⽇本不動産鑑定⼠協会連合会 ⻁ノ⾨３丁⽬１１番１５号 ＳＶＡＸＴＴビル９Ｆ

362 公益社団法⼈ ⽇本フラワーデザイナー協会 ⾼輪４丁⽬５番６号

363 公益社団法⼈ ⽇本ブルネイ友好協会 海岸１丁⽬５番２０号

364 公益社団法⼈ ⽇本プロゴルフ協会 愛宕１丁⽬３番４号

365 公益社団法⼈ ⽇本プロテニス協会 ⾼輪４丁⽬２３番８号 ＺＩＯＮ ＰＬＡＺＡ５Ｆ

366 公益社団法⼈ ⽇本プロボウリング協会 芝浦１丁⽬１３番１０号

367 公益社団法⼈ ⽇本防犯設備協会 浜松町１丁⽬１２番４号 第２⻑⾕川ビル

368 公益社団法⼈ ⽇本補綴⻭科学会 新橋５丁⽬１３番５号 新橋ＭＣＶビル３階

369 公益社団法⼈ ⽇本マーケティング協会 六本⽊３丁⽬５番２７号 六本⽊⼭⽥ビル９Ｆ

370 公益社団法⼈ ⽇本マリンエンジニアリング学会 芝浦１丁⽬１５番１３号 ⽥嶋ビル

371 公益社団法⼈ ⽇本モーターボート選⼿会 ⻁ノ⾨１丁⽬１１番２号

372 公益社団法⼈ ⽇本⽊材保存協会 ⻁ノ⾨４丁⽬２番５号 第３松坂ビル

373 公益社団法⼈ ⽇本臨床腫瘍学会 浜松町２丁⽬１番１５号 芝パークビル６階

374 公益社団法⼈ ⽇本ロジスティクスシステム協会 海岸１丁⽬１５番１号 スズエベイディアム３階

375 公益社団法⼈ 農業農村⼯学会 新橋５丁⽬３４番４号 農業⼟⽊会館

376 公益社団法⼈ 農林⽔産・⾷品産業技術振興協会 ⾚坂１丁⽬９番１３号

377 公益社団法⼈ 発明協会 ⻁ノ⾨３丁⽬１番１号 ⻁の⾨三丁⽬ビルディング内

378 公益社団法⼈ ベトナム協会 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

379 公益社団法⼈ 港区シルバー⼈材センター 南⿇布１丁⽬５番２６号  ゆうあい南⿇布

380 公益社団法⼈ 薬剤師認定制度認証機構 ⻄新橋１丁⽬９番２号 植松ビル５階

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

382 公益社団法⼈ ロングライフビル推進協会 浜松町２丁⽬１番１３号 芝エクセレントビル４階

383 更⽣保護法⼈ ⽴川更⽣保護財団 三⽥３丁⽬１番１２号

384 学校法⼈ 愛育学園 南⿇布５丁⽬６番８号

385 学校法⼈ ⿇布学園 元⿇布２丁⽬３番２９号  

386 学校法⼈ ⿇布⼭幼稚園 元⿇布１丁⽬６番２１号  

387 学校法⼈ 北泉学園 ⻄⿇布４丁⽬１３番２５号 

388 学校法⼈ 北⾥研究所 ⽩⾦５丁⽬９番１号

389 学校法⼈ 慶應義塾 三⽥２丁⽬１５番４５号

390 学校法⼈ 慈恵⼤学 ⻄新橋３丁⽬２５番８号

391 学校法⼈ 枝光学園 三⽥４丁⽬１９番３６号

392 学校法⼈ 芝浦⼯業⼤学 芝浦３丁⽬９番１４号

393 学校法⼈ 芝学園 芝公園３丁⽬５番３７号  

394 学校法⼈ 順⼼広尾学園 南⿇布５丁⽬１番１４号  

395 学校法⼈ 頌栄⼥⼦学院 ⽩⾦台２丁⽬２６番５号

396 学校法⼈ ⽩⾦幼稚園 ⽩⾦台５丁⽬２３番１１号 

397 学校法⼈ ⾼輪学園 ⾼輪２丁⽬１番３２号   

398 学校法⼈ ⼾板学園 芝２丁⽬２１番１７号

399 学校法⼈ 東京⼥⼦学園 芝４丁⽬１番３０号    

400 学校法⼈ 東京聖徳学園 三⽥３丁⽬４番２８号
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401 学校法⼈ 東洋英和⼥学院 六本⽊５丁⽬１４番４０号

402 学校法⼈ ⻄町インターナショナルスクール 元⿇布２丁⽬１４番７号

403 学校法⼈ ⽇本⾚⼗字学園 芝⼤⾨１丁⽬１番３号

404 学校法⼈ 普連⼟学園 三⽥４丁⽬１４番１６号  

405 学校法⼈ 明治学院 ⽩⾦台１丁⽬２番３７号

406 学校法⼈ 吉川学園 ⾚坂７丁⽬２番２９号

407 学校法⼈ 読売理⼯学院 芝５丁⽬２６番１６号

408 社会福祉法⼈ あけの星会 南⿇布４丁⽬１番１４号－１２０４ 根道⽅

409 社会福祉法⼈ 恩賜財団慶福育児会 南⿇布５丁⽬１番２０号

410 社会福祉法⼈ 恩賜財団済⽣会 三⽥１丁⽬４番２８号

411 社会福祉法⼈ 恩賜財団⺟⼦愛育会 南⿇布５丁⽬６番８号

412 社会福祉法⼈ 家庭授産奨励会 ⻄⿇布３丁⽬１９番１６号

413 社会福祉法⼈ 港福会 芝浦１丁⽬１４番８号 ベルハイム⽥町２０１

414 社会福祉法⼈ テレビ朝⽇福祉⽂化事業団 六本⽊６丁⽬９番１号

415 社会福祉法⼈ 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会 ⾼輪１丁⽬２７番４０号

416 社会福祉法⼈ 特別区⼈事・厚⽣事務組合社会福祉事業団 港南１丁⽬１番２７号

417 社会福祉法⼈ みつばち会 ⽩⾦４丁⽬７番２号

418 社会福祉法⼈ 港区社会福祉協議会 六本⽊５丁⽬１６番４５号

419 社会福祉法⼈ みやび会 ⾚坂９丁⽬６番３０号 ルイマーブル乃⽊坂１１５

420 認定ＮＰＯ法⼈ ＡｆｒｉＭｅｄｉｃｏ 新橋６丁⽬１８番３号 中村ビル

421 認定ＮＰＯ法⼈ EDGE 芝３丁⽬６番５号 第⼆佐⼭ビル４階

422 認定ＮＰＯ法⼈ がんサポートコミュニティー ⻁ノ⾨３丁⽬１０番４号 ⻁ノ⾨ガーデン２１４

423 認定ＮＰＯ法⼈ 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

424 認定ＮＰＯ法⼈ 国連ＵＮＨＣＲ協会 南⻘⼭６丁⽬１０番１１号

425 認定ＮＰＯ法⼈ こころのビタミン研究所 三⽥３丁⽬１番５号 第⼀奈半利川ビル３階

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

427 認定ＮＰＯ法⼈ 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

428 認定ＮＰＯ法⼈ JHP・学校をつくる会 芝５丁⽬２６番１６号

429 認定ＮＰＯ法⼈ ジェン ⾚坂７丁⽬５番２７号 ⾚坂パインクレスト３０５

430 認定ＮＰＯ法⼈ 市⺠福祉団体全国協議会 ⻄新橋１丁⽬１９番６号

431 認定ＮＰＯ法⼈ 世界の⼦どもにワクチンを ⽇本委員会 三⽥４丁⽬１番９号

432 認定ＮＰＯ法⼈ 地球環境共⽣ネットワーク 芝２丁⽬６番３号 三宅ビル４階

433 認定ＮＰＯ法⼈ ディック遺児奨学会 浜松町１丁⽬２９番６号

434 認定ＮＰＯ法⼈ ＴＡＢＬＥ ＦＯＲ ＴＷＯ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ⾚坂９丁⽬６番３０号－３０８

435 認定ＮＰＯ法⼈ 東京英語いのちの電話 南⻘⼭６丁⽬１０番１１号 ウェスレーセンター２階

436 認定ＮＰＯ法⼈ トラ・ゾウ保護基⾦ ⻁ノ⾨２丁⽬５番４号 末広ビル３階

437 認定ＮＰＯ法⼈ ⽇本胃がん予知・診断・治療研究機構 ⽩⾦１丁⽬１７番２号 ⽩⾦タワーテラス棟６０９

438 認定ＮＰＯ法⼈ ⽇本ファンドレイジング協会 新橋５丁⽬７番１２号 ひのき屋ビル７階

439 認定ＮＰＯ法⼈ ハッスル 南⻘⼭１丁⽬１５番１９号 グランドメゾン乃⽊坂２０４

440 認定ＮＰＯ法⼈ Ｈａｎｄｓ Ｏｎ Ｔｏｋｙｏ 六本⽊５丁⽬１６番４６号 ガーデニア六本⽊１０１
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441 認定ＮＰＯ法⼈ 平尾昌晃ラブアンドハーモニー基⾦ ⻄⿇布1丁⽬3番18号

442 認定ＮＰＯ法⼈ プラチナ美容塾 港南４丁⽬６番５号－１４０２

443 認定ＮＰＯ法⼈ まな市⺠後⾒セーフティーネット 六本⽊７丁⽬８番５号－１００１

444 認定ＮＰＯ法⼈ みらいの森 芝公園２丁⽬６番８号 ⽇本⼥⼦会館６階ＯＷＬ

445 認定ＮＰＯ法⼈ 悠声会 芝４丁⽬３番２号 三⽥富洋ハイツ４１０

446 認定ＮＰＯ法⼈ ラリグラス・ジャパン ⽩⾦３丁⽬１０番２１号
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