
東京都都税条例指定寄附金対象団体のうち主たる事業所・事務所住所が新宿区の団体（令和4年12月末現在）

　　合計376団体 【内訳】 独立行政法人5団体、地方独立行政法人1団体、公立大学法人1団体、

　　　　 特殊法人1団体、公益財団法人154団体、公益社団法人115団体、

　　　　 学校法人19団体、社会福祉法人31団体、更生保護法人2団体、

　　　　 認定ＮＰＯ法人47団体

番号 法人種類 法人名称 主たる事業所住所

1 独立行政法人 国際観光振興機構 四谷1-6-4

2 独立行政法人 国際交流基金 四谷1-6-4

3 独立行政法人 国立国際医療研究センター 戸山1-21-1

4 独立行政法人 自動車技術総合機構 四谷本塩町4-41　住友生命四谷ビル4階

5 独立行政法人 統計センター 若松町19-1

6 地方独立行政法人 東京都立病院機構 西新宿2-8-1

7 公立大学公人 東京都公立大学法人 西新宿2－3－1

8 特殊法人 日本赤十字社　東京都支部 大久保1-2-15

9 公益財団法人 合気会 若松町１７番１８号

10 公益財団法人 合気道養神会 高田馬場４丁目１７番１５号　東陽ビル2階

11 公益財団法人 アキレス育英会 北新宿２丁目２１番１号

12 公益財団法人 アダチ伝統木版画技術保存財団 下落合３丁目13番17号　

13 公益財団法人 安達峰一郎記念財団 四谷１丁目１３番

14 公益財団法人 伊勢丹奨学会 西新宿三丁目２番５号

15 公益財団法人 伊藤科学振興会 山吹町358番地5

16 公益財団法人 井上育英会 市谷田町二丁目３１番１号

17 公益財団法人 ＳＢＳ鎌田財団 西新宿八丁目17番1号

18 公益財団法人 ＳＢＣ医学振興財団 西新宿６丁目５番１号

19 公益財団法人 ＯＢＣ和田財団 西新宿６丁目８番１号

20 公益財団法人 小田急財団 西新宿１丁目８番３号

21 公益財団法人 海外医学生支援協会 西新宿６丁目５番１号

22 公益財団法人 偕行社 四谷坂町１２番２２号

23 公益財団法人 海洋生物環境研究所 山吹町３４７番地　藤和江戸川橋ビル７階

24 公益財団法人 かけはし芸術文化振興財団 西早稲田3丁目14番3号

25 公益財団法人 学校給食研究改善協会 四谷３丁目１２番地　サワノボリビル7階

26 公益財団法人 かなえ医薬振興財団 西新宿3丁目２０番２号

27 公益財団法人 金子国際文化交流財団 高田馬場４丁目８番４号

28 公益財団法人 北澤育英会 下宮比町２番地２８号　飯田橋ハイタウン内

29 公益財団法人 給水工事技術振興財団 西新宿2丁目７番１号　小田急第一生命ビル12階

30 公益財団法人 勤労青少年躍進会 新宿３丁目２２番１２号

31 公益財団法人 倶進会 左門町９番地

32 公益財団法人 熊谷科学技術振興財団 揚場町２番１２号　セントラルコーポラス604号



33 公益財団法人 交通事故紛争処理センター 西新宿２丁目３番１号

34 公益財団法人 国際茶道文化協会 市谷甲良町1番4号　茶道裏千家東京茶道会館内

35 公益財団法人 国際文化カレッジ 高田馬場４丁目１番９号

36 公益財団法人 国際労務管理財団 新宿１丁目２６－６　新宿加藤ビルディング7Ｆ

37 公益財団法人 こども教育支援財団 早稲田鶴巻町５３８番地平成ビル２階

38 公益財団法人 小林育英会 新宿３丁目２２番１２号

39 公益財団法人 小堀遠州顕彰会 若宮町２６番地

40 公益財団法人 佐藤国際文化育英財団 大京町３１番１０　アート千駄ヶ谷ビル

41 公益財団法人 ＳＡＷＡＤＡ　ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ 西新宿6丁目8番1号

42 公益財団法人 三徳庵 左門町２０番地

43 公益財団法人 実務技能検定協会 高田馬場１丁目４番１５号

44 公益財団法人 下中記念財団 余丁町７番地１発明学会ビル５０２号室

45 公益財団法人 ジョイセフ 市谷田町１丁目１０番地

46 公益財団法人 助成財団センター 新宿１丁目２６番９号  ビリーヴ新宿４F

47 公益財団法人 神経研究所 弁天町９１番地

48 公益財団法人 新宿区勤労者・仕事支援センター 新宿７丁目３番２９号

49 公益財団法人 新宿未来創造財団 大久保３丁目１番２号　新宿区立新宿コズミックスポーツセンター内

50 公益財団法人 真生会館 信濃町３３番地４

51 公益財団法人 数学オリンピック財団 新宿７丁目26番37号

52 公益財団法人 スガウェザリング技術振興財団 新宿５丁目４番１４号

53 公益財団法人 杉山記念財団 西新宿１丁目１９番６号

54 公益財団法人 住友生命健康財団 本塩町４番４１号

55 公益財団法人 全国商業高等学校協会 大京町26番地

56 公益財団法人 全国法人会総連合 四谷坂町５番６号

57 公益財団法人 全日本弓道連盟 霞ヶ丘町４番２号JAPAN　SPORT　OLYMPIC　SQUARE

58 公益財団法人 全日本スキー連盟 霞ヶ丘町４番２号 Japan Sport Olympic Square

59 公益財団法人 全日本ボウリング協会 霞ヶ丘町４丁目２番

60 公益財団法人 ソーシャルサービス協会 百人町４丁目７番２号　全日自労会館３Ｆ

61 公益財団法人 ＳＯＭＰＯ環境財団 西新宿１丁目２６番１号

62 公益財団法人 ＳＯＭＰＯ美術財団 西新宿一丁目２６番１号

63 公益財団法人 ＳＯＭＰＯ福祉財団 西新宿１丁目２６番１号

64 公益財団法人 大学基準協会 市谷砂土原町２丁目７番地１３

65 公益財団法人 ダイヤ高齢社会研究財団 新宿１丁目34番5号　直田ビル3階

66 公益財団法人 高橋松之助記念顕彰財団 東五軒町６番２４号

67 公益財団法人 高山国際教育財団 新宿2-9-23

68 公益財団法人 武生郷友会 中落合３丁目９番２０号

69 公益財団法人 竜の子財団 新宿3丁目1番24号

70 公益財団法人 谷山治雄記念財団 四谷三栄町４番１０号

71 公益財団法人 朝鮮奨学会 西新宿１丁目８番１号

72 公益財団法人 テクノエイド協会 神楽河岸１番１号　セントラルプラザ4階



73 公益財団法人 東京医科大学がん研究事業団 西新宿６丁目7番1号

74 公益財団法人 東京オペラシティ文化財団 西新宿３丁目20番2号

75 公益財団法人 東京観光財団 山吹町３４６番地６　日新ビル6階

76 公益財団法人 東京交響楽団 百人町２丁目２３番５号　矯風会館

77 公益財団法人 東京都公園協会 歌舞伎町２丁目４４番１号　東京都健康プラザハイジア9階

78 公益財団法人 東京都私学財団 神楽河岸１番１号 セントラルプラザ11階

79 公益財団法人 東京都体育協会 霞ヶ丘町4‐2Jａｐａn Spoｒｔ Olympic Square10階

80 公益財団法人 東京都道路整備保全公社 西新宿２丁目７番１号

81 公益財団法人 東京都トラック交通遺児等助成財団 四谷３丁目1番8号

82 公益財団法人 東京都福祉保健財団 西新宿２丁目７番１号

83 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 西新宿七丁目７番３０号

84 公益財団法人 東京都予防医学協会 市谷砂土原町１丁目２番地

85 公益財団法人 東京都立戸山高等学校校友会 戸山３丁目１９番１号　東京都立戸山高等学校内

86 公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団 西新宿３丁目２０番２号

87 公益財団法人 東京ＹＭＣＡ 西早稲田２丁目３番１８号　日本キリスト教会館６階

88 公益財団法人 東法連特定退職金共済会 四谷坂町５番６号

89 公益財団法人 東洋学林 若葉１丁目１８番地

90 公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 西新宿６丁目５番１号　新宿アイランドタワー

91 公益財団法人 トヨタ財団 西新宿２丁目１番１号　新宿三井ビル３７階

92 公益財団法人 日独協会 信濃町１８番地３９

93 公益財団法人 日母おぎゃー献金基金 市谷八幡町１４番地　市ヶ谷中央ビル内

94 公益財団法人 日蓮宗奠統会 西新宿７丁目１２番５号

95 公益財団法人 日韓文化協会 高田馬場４丁目１番７号

96 公益財団法人 日鉄鉱業奨学会 四谷三栄町１４番３３号

97 公益財団法人 日本アイスホッケー連盟 霞ヶ丘町4番2号Japan Sport Olympic Square 506

98 公益財団法人 日本中学校体育連盟 霞ヶ丘町４番２号Japan　Sport　Olympic　Square内

99 公益財団法人 日本英語検定協会 横寺町５５番地

100 公益財団法人 日本オリンピック委員会 霞ヶ丘町４番２号　Japan Sport Olympic Square13階

101 公益財団法人 日本教材文化研究財団 払方町１４番地１

102 公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会 百人町２丁目２３番５号

103 公益財団法人 日本ゲートボール連合 霞ヶ丘町4-2JAPAN　SPORT　OLYMPIC　SQUARE　508

104 公益財団法人 日本下水道新技術機構 水道町３番１号　水道町ビル

105 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 市谷砂土原町２丁目７番地２７

106 公益財団法人 日本建設情報技術センター 四谷1丁目4番地

107 公益財団法人 日本公衆電話会 西新宿１丁目１３番１２号　

108 公益財団法人 日本交通管理技術協会 市谷田町２丁目６番　エアマンズビル市ヶ谷

109 公益財団法人 日本国防協会 住吉町１０-８

110 公益財団法人 日本サイクリング協会 新宿１丁目３５番３号アクシア新宿御苑６０７

111 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 四谷３丁目２番５　全日本トラック総合会館

112 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 戸山１丁目２２番１号



113 公益財団法人 日本人事試験研究センター 片町４番３号

114 公益財団法人 日本心霊科学協会 上落合１丁目１２番１２号

115 公益財団法人 日本水泳連盟 霞ケ丘町4番2号JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE

116 公益財団法人 日本スケート連盟 霞ヶ丘町4番2号 Japan Sport Olympic Square

117 公益財団法人 日本スポーツ医学財団 西新宿八丁目1番9号シンコービル4階

118 公益財団法人 日本スポーツ協会 霞ヶ丘町4番2号JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE

119 公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構 霞ヶ丘町4番2号JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 9階 905

120 公益財団法人 日本相撲連盟 百人町１丁目15番20号

121 公益財団法人 日本セーリング連盟 霞ヶ丘町4番2号

122 公益財団法人 日本測量調査技術協会 高田馬場４丁目４０番１１号　看山ビル

123 公益財団法人 日本ソフトボール協会 霞ヶ岡町4番2号

124 公益財団法人 日本体操協会 霞ヶ丘町４番２号

125 公益財団法人 日本卓球協会 霞ヶ丘町４番２号 Japan Sport Olympic Square

126 公益財団法人 日本チャリティ協会 四谷1丁目19番地　中沢ﾋﾞﾙ4階

127 公益財団法人 日本テニス協会 霞ヶ丘町4番2号Japan Sport Olympic Square 7階

128 公益財団法人 日本篤志献体協会 西新宿3丁目3番23号　ファミール西新宿4階404号室

129 公益財団法人 日本バドミントン協会 霞ヶ丘町4-2 JapanSportOlympicSquare

130 公益財団法人 日本ハンドボール協会 霞ヶ丘町４番２号JapanSportOlympicSquare6階

131 公益財団法人 日本舞踊振興財団 市谷台町８番１２号

132 公益財団法人 日本陸上競技連盟 霞ヶ丘町４番２号

133 公益財団法人 日本レスリング協会 霞ヶ丘町４番２号

134 公益財団法人 日本ＹＭＣＡ同盟 四谷本塩町２番１１号

135 公益財団法人 日本ワックスマン財団 信濃町35　慶應義塾大学病院2号館11階

136 公益財団法人 庭野平和財団 新宿１丁目１６番９号シャンヴィラカテリーナ５階

137 公益財団法人 野村マネジメント・スクール 西新宿１丁目２６番２号　新宿野村ビル(44F)

138 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター 西早稲田１丁目１番７号

139 公益財団法人 ひよこ奨学財団 下落合一丁目４番１０号

140 公益財団法人 深井奨学財団 戸山３丁目１９番１号　東京都立戸山高等学校内

141 公益財団法人 Ｆｕｔｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　ＦＥＬＬＯＷＳ財団 西新宿3-20-2東京オペラシティタワー26F

142 公益財団法人 フランス文化センター 市谷船河原町15番地

143 公益財団法人 文化財虫菌害研究所 新宿２丁目１番８号

144 公益財団法人 防衛基盤整備協会 四谷本塩町１５番９号

145 公益財団法人 防衛大学校学術・教育振興会 四谷本塩町１５番７号

146 公益財団法人 墓園普及会 西新宿６丁目５番１号

147 公益財団法人 マース奨学財団 新宿１丁目１０番７号

148 公益財団法人 升本学術育英会 揚場町1番21号

149 公益財団法人 三越厚生事業団 西新宿１丁目２４番１号 エステック情報ビル

150 公益財団法人 無窮会 新宿1-10-2文芸社別館2階

151 公益財団法人 明光教育研究所 西新宿7丁目20番1号

152 公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団 西新宿一丁目２５番１号３３階新宿センタービル



153 公益財団法人 明治安田厚生事業団 西新宿一丁目２５番１号

154 公益財団法人 持田記念医学薬学振興財団 四谷本塩町３番１号　四谷ワイズビル

155 公益財団法人 ユニオン奨学財団 西新宿７丁目７番２６号

156 公益財団法人 ユニベール財団 四谷２丁目１４番８号

157 公益財団法人 幼少年教育研究所 高田馬場１丁目２番１５－４１０号　早稲田永谷マンション

158 公益財団法人 予防医学事業中央会 市谷砂土原町１丁目２番地

159 公益財団法人 ラグビーワールドカップ２０１９組織委員会 霞ヶ丘町４－１日本青年館・日本スポーツ振興センタービル

160 公益財団法人 ロッテ財団 西新宿３丁目２０－２

161 公益財団法人 早稲田大学ＹＭＣＡ 西早稲田２丁目５番２号

162 公益財団法人 早稲田奉仕園 西早稲田２丁目３番１号

163 公益社団法人 安全保障懇話会 若松町１８番３号

164 公益社団法人 医療・病院管理研究協会 新宿１丁目29番8号

165 公益社団法人 インテリア産業協会 新宿３丁目２番１号京王新宿３２１ビル８Ｆ

166 公益社団法人 桶谷式母乳育児推進協会 喜久井町２０番８号オケタニ早稲田ビル内

167 公益社団法人 顔と心と体研究会 左門町20番地四谷メディカルビル5階

168 公益社団法人 環境科学会 山吹町３５８番地５

169 公益社団法人 観世九皐会 矢来町６０番地

170 公益社団法人 空気調和・衛生工学会 神楽坂四丁目8番地神楽坂プラザビル401号室

171 公益社団法人 国際ＩＣ日本協会 四谷４丁目２８番２０号　パレ・エテルネル２０６号

172 公益社団法人 ＣＩＳＶ日本協会 下宮比町２番２８号

173 公益社団法人 自衛隊家族会 市谷本村町５番１号

174 公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 大京町３１番地　慈母会館2･3F

175 公益社団法人 消費者関連専門家会議 新宿１丁目１４番１２号　玉屋ビル５Ｆ

176 公益社団法人 新宿区シルバー人材センター 新宿７丁目３番２９号

177 公益社団法人 新宿法人会 北新宿１丁目１９番１９号

178 公益社団法人 スポーツ健康産業団体連合会 四谷２丁目４番１号

179 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 本塩町４番３７号　司法書士会館

180 公益社団法人 全国出版協会 東五軒町６番２４号

181 公益社団法人 全国助産師教育協議会 四谷本塩町7番9号四谷ニューマンション203号

182 公益社団法人 全国スポーツ推進委員連合 霞ヶ丘町４－２

183 公益社団法人 全国大学体育連合 高田馬場１丁目３番１３号　第２天台ビル３０３号

184 公益社団法人 全国保育サービス協会 荒木町5番地4クサフカビル2階

185 公益社団法人 全日本アーチェリー連盟 霞ヶ丘町4番2号JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 707号室

186 公益社団法人 全日本書道教育協会 百人町１丁目１９番１３号　浅川ビル５会

187 公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会 四谷３丁目１２番地

188 公益社団法人 全日本トラック協会 四谷３丁目２番地５

189 公益社団法人 全日本フルコンタクト空手道連盟 新小川町９番２０号　新小川町ビル2Ｆ

190 公益社団法人 全日本洋裁技能協会 新宿２丁目8番地1号　新宿セブンビル804号室

191 公益社団法人 大気環境学会 山吹町358番地5

192 公益社団法人 隊友会 市谷本村町５番１号６８号棟



193 公益社団法人 東京公共嘱託登記司法書士協会 四谷本塩町４番３７号

194 公益社団法人 東京都栄養士会 四谷３丁目９番地

195 公益社団法人 東京都眼科医会 四ツ谷三栄町3-10ルネ三栄町２０１

196 公益社団法人 東京都看護協会 西新宿四丁目2番19号

197 公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会 神楽河岸１番１号　セントラルプラザ１２F

198 公益社団法人 東京都身体障害者団体連合会 神楽河岸1番1号

199 公益社団法人 東京都盲人福祉協会 高田馬場１丁目９番２3号

200 公益社団法人 東京都老人クラブ連合会 西新宿５丁目７番１号　若月ビル8階

201 公益社団法人 土木学会 四谷１丁目無番地

202 公益社団法人 砥粒加工学会 百人町２丁目２２番１７号　セラミックスビル4Ｆ

203 公益社団法人 におい・かおり環境協会 高田馬場２丁目１４番２号　新陽ビル1106号

204 公益社団法人 二科会 新宿４丁目３番１５号

205 公益社団法人 日本会 下宮比町２番１８号　グランドメゾン飯田橋205号室

206 公益社団法人 日本駆け込み寺 歌舞伎町２丁目４２番３号

207 公益社団法人 日本セラミックス協会 百人町２丁目２２番１７号

208 公益社団法人 日本愛玩動物協会 信濃町８番地１

209 公益社団法人 日本アメリカンフットボール協会 霞ヶ丘町4番2号JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 801

210 公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会 西早稲田２丁目１８番２号

211 公益社団法人 日本医学物理学会 山吹町358番地5

212 公益社団法人 日本医療ソーシャルワーカー協会 住吉町八丁目２０番　四谷ヂンゴビル201号

213 公益社団法人 日本インテリアデザイナー協会 西新宿３丁目７番１号　新宿パークタワー7階

214 公益社団法人 日本ウエイトリフティング協会 霞ヶ丘町４番２号ＪａｐａｎＳｐｏｒｔＯｌｙｍｐｉｃＳｑｕａｒｅ

215 公益社団法人 日本易学連合会 新宿１丁目３１番１８号　ダイアパレス新宿一丁目316号

216 公益社団法人 日本オリエンテーリング協会 霞ヶ丘町4番2号Japan Sport Olympic Square

217 公益社団法人 日本カーリング協会 霞ヶ丘町4番2号Japan Sport Olympic Square 504

218 公益社団法人 日本ガスタービン学会 西新宿７丁目５番１３号　第3工新ビル・402号室

219 公益社団法人 日本カヌー連盟 霞ヶ丘町4番2号Japan Sport Olympic Square5階505

220 公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会 市谷仲之町３番２号

221 公益社団法人 日本奇術協会 百人町１丁目２０番３－４０２号

222 公益社団法人 日本キリスト教海外医療協力会 西早稲田2丁目3番18号

223 公益社団法人 日本近代五種協会 霞ヶ丘町4-2 ＪａｐａｎＳportOlympicSquare

224 公益社団法人 日本グラウンド・ゴルフ協会 霞ヶ丘町４番２号

225 公益社団法人 日本経営工学会 山吹町３５８番地５

226 公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会 西新宿３丁目２０番２号

227 公益社団法人 日本劇団協議会 西新宿６丁目１２番３０号

228 公益社団法人 日本顕微鏡学会 高田馬場1ー21ー13　廣池ビルディング402

229 公益社団法人 日本広報協会 新宿１丁目１５番９号

230 公益社団法人 日本紅卍字会 上落合2-13-21

231 公益社団法人 日本コントラクトブリッジ連盟 四谷１丁目１３番地　虎ノ門実業会館四谷ビル

232 公益社団法人 日本山岳ガイド協会 四谷山栄町6-9　丸藤ビル２０１号



233 公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会 霞ヶ丘町4番2号

234 公益社団法人 日本産業衛生学会 新宿１丁目２９番８号

235 公益社団法人 日本産婦人科医会 市谷八幡町14番地　市ヶ谷中央ビル

236 公益社団法人 日本シェアリングネイチャー協会 四谷４丁目１３番１７号

237 公益社団法人 日本歯科衛生士会 大久保２丁目１１番１９号

238 公益社団法人 日本歯科技工士会 市谷左内町２１番地の５

239 公益社団法人 日本社会福祉士会 四谷１丁目１３番地　カタオカビル

240 公益社団法人 日本小児科医会 西新宿５丁目２５番

241 公益社団法人 日本照明家協会 西新宿６丁目１２番３０号　芸能花伝舎3階

242 公益社団法人 日本しろあり対策協会 新宿１丁目１２番１２号　オスカカテリーナ4階

243 公益社団法人 日本スカッシュ協会 霞ヶ丘町4番2号 Japan Sport Olympic Square

244 公益社団法人 日本精神保健福祉士協会 大京町２３番地３　四谷オーキッドビル7階701号

245 公益社団法人 日本設計工学会 百人町２丁目２２番１７号セラミックスビル4階

246 公益社団法人 日本雪氷学会 山吹町３５８番地の５　アカデミーセンター

247 公益社団法人 日本全職業調理士協会 西早稲田２丁目５番１３号

248 公益社団法人 日本チアリーディング協会 霞ヶ丘町４番２号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQURE

249 公益社団法人 日本彫刻会 高田馬場一丁目２９番１８号　レジョン・ド・諏訪202号室

250 公益社団法人 日本テニス事業協会 西新宿１丁目８番３号　小田急明治安田生命ビル地下１Ｆ

251 公益社団法人 日本トライアスロン連合 霞ヶ丘町４番２号

252 公益社団法人 日本認知症グループホーム協会 大京町２３番地３　四谷オーキッドビル８階

253 公益社団法人 日本白内障屈折矯正手術学会 下宮比町２番２８号

254 公益社団法人 日本バレエ協会 西新宿６丁目１２番３０号芸能花伝舎２階

255 公益社団法人 日本ビリヤード協会 霞ヶ丘町4-2Japan Sport Olympic Square 704号室

256 公益社団法人 日本フェンシング協会 霞ヶ丘町4-2

257 公益社団法人 日本舞台音響家協会 高田馬場1丁目29番22号

258 公益社団法人 日本ペタンク・ブール連盟 霞ヶ丘町４番２号

259 公益社団法人 日本訪問販売協会 四谷４丁目１番地　細井ビル４Ｆ

260 公益社団法人 日本ボート協会 霞ヶ岡町4番2号

261 公益社団法人 日本ホッケー協会 霞ヶ丘町4番2号JAPANSPORTOLYMPICSQUARE

262 公益社団法人 日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟 霞ヶ丘町４番２号

263 公益社団法人 日本漫画家協会 片町３番１号

264 公益社団法人 日本毛髪科学協会 新宿１丁目１６番１６号

265 公益社団法人 日本モンゴル協会 戸山１丁目２４番１号

266 公益社団法人 日本薬剤師会 四谷３丁目３番地１

267 公益社団法人 日本ライフル射撃協会 霞ヶ丘町４－２

268 公益社団法人 日本老年精神医学会 神楽坂４丁目1番1号

269 公益社団法人 日本和紙絵画芸術協会 高田馬場１丁目１６番１４号（ローヤルハイツ１０５号）

270 公益社団法人 能楽協会 高田馬場４丁目４０番１３号　双秀ビル

271 公益社団法人 俳人協会 百人町３丁目２８番１０号　俳句文学館内

272 公益社団法人 被害者支援都民センター 戸山３丁目１８番１号



273 公益社団法人 物理オリンピック日本委員会 神楽坂１丁目三番東京理科大学内

274 公益社団法人 プレストレストコンクリート工学会 津久戸町４番６号　第３都ビル５Ｆ

275 公益社団法人 母子保健推進会議 市谷田町１丁目１０番地

276 公益社団法人 四谷法人会 四谷三栄町１１番２号

277 公益社団法人 落語芸術協会 西新宿６丁目１２番３０号

278 学校法人 海城学園 大久保３－６－１　　

279 学校法人 呉竹学園 三栄町３番地

280 学校法人 工学院大学 西新宿１-２４-２

281 学校法人 新宿学園 西新宿六丁目５番３号

282 学校法人 成城学校 原町３－８７　　　　

283 学校法人 成女学園 富久町７－３０

284 学校法人 電子学園 百人町1-25-4

285 学校法人 東京医科大学 新宿６-１-１

286 学校法人 東京国際大学 高田馬場４-２３-23

287 学校法人 東京女子医科大学 河田町８-１

288 学校法人 東京富士大学 下落合１-７-７

289 学校法人 東京眼鏡学園 百人町２－２６－１０

290 学校法人 東京理科大学 神楽坂１-３

291 学校法人 保隣教育財団 大久保３－６－２　　

292 学校法人 目白学園 中落合４-３１-１

293 学校法人 早稲田医療学園 西早稲田3-18-4

294 学校法人 早稲田学園 高田馬場４－９－９

295 学校法人 早稲田高等学校 馬場下町６２　　　　

296 学校法人 早稲田大学 戸塚町１-１０４

297 社会福祉法人 桜雲会 高田馬場4-11-14

298 社会福祉法人 恩賜財団東京都同胞援護会 原町3-8

299 社会福祉法人 かがやき会 高田馬場1丁目15番6号

300 社会福祉法人 弘全院 西新宿6-7-39

301 社会福祉法人 サン 高田馬場1-20-16

302 社会福祉法人 慈愛会 住所非公開

303 社会福祉法人 至誠会 河田町10-13

304 社会福祉法人 春陽会 弁天町42

305 社会福祉法人 新栄会 百人町3-21-14

306 社会福祉法人 新宿あした会 西早稲田2-16-1  

307 社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 高田馬場１－１７－２０

308 社会福祉法人 新宿区社会福祉事業団 北新宿3-27-6

309 社会福祉法人 新宿区障害者福祉協会 西早稲田3-13-15

310 社会福祉法人 杉の子会 大久保2丁目11番5号

311 社会福祉法人 聖母会 中落合2-5-1

312 社会福祉法人 全国盲ろう者協会 早稲田町67 早稲田クローバービル3Ｆ



313 社会福祉法人 東京都共同募金会 大久保3-10-1　東京都大久保分庁舎201

314 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 神楽河岸1-1

315 社会福祉法人 東京都社会福祉事業団 大久保3丁目10番1-201号

316 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 西新宿７丁目８番１０号　オークラヤビル内

317 社会福祉法人 東京ヘレン・ケラー協会 大久保3-14-20

318 社会福祉法人 東京母子愛育会 北新宿4-21-14

319 社会福祉法人 東京ムツミ会 新宿一丁目16番16号　テェアーカテリーナ3階

320 社会福祉法人 日本点字図書館 高田馬場1-23-4

321 社会福祉法人 日本キリスト教奉仕団 西早稲田2-3-18

322 社会福祉法人 日本視覚障害者職能開発センター 四谷本塩町2-5

323 社会福祉法人 日本視覚障碍者団体連合 西早稲田2-18-2

324 社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 西早稲田2-18-2　日本盲人福祉センター2階

325 社会福祉法人 はばたき福祉事業団 新小川町9-20　新小川町ビル5階

326 社会福祉法人 二葉保育園 南元町4番地

327 社会福祉法人 結の会 高田馬場3-18-25第一康洋ビル7階

328 更生保護法人 更新会 西早稲田１-２１-１

329 更生保護法人 斉修会 百人町１-４-１２

330 認定ＮＰＯ法人 アジアキリスト教教育基金 西早稲田二丁目3番18号

331 認定ＮＰＯ法人 アトピッ子地球の子ネットワーク 高田馬場1丁目34番12号　竹内ローリエビル405

332 認定ＮＰＯ法人 演劇倶楽部・座 新宿五丁目９番１１号　アルメリア新宿１Ｆ

333 認定ＮＰＯ法人 沖縄・球美の里 高田馬場2丁目19-7　タックイレブン高田馬場702号室

334 認定ＮＰＯ法人 化学兵器被害者支援日中未来平和基金 新宿１丁目６－５　シガラキビル９階　ピープルズ法律事務所内

335 認定ＮＰＯ法人 環境経営学会 山吹町３５８―５　アカデミーセンター　株式会社国際文献社内

336 認定ＮＰＯ法人 カンボジアの健康及び教育と地域を支援する会 四谷4丁目3番29号伸治ビル４階

337 認定ＮＰＯ法人 きらめき未来塾 西新宿６丁目６番２号

338 認定ＮＰＯ法人 高麗博物館 大久保1丁目12番1号第二韓国広場ビル

339 認定ＮＰＯ法人 国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター 大久保3丁目10番1号

340 認定ＮＰＯ法人 国境なき医師団日本 馬場下町1番地1 FORECAST早稲田FIRST3階

341 認定ＮＰＯ法人 国境なき子どもたち 下落合4丁目3番22号

342 認定ＮＰＯ法人 こつこつ 北新宿四丁目８番１２―９０４号

343 認定ＮＰＯ法人 自然環境復元協会 内藤町１－７　ホヲトクビル201

344 認定ＮＰＯ法人 市民シンクタンクひと・まち社 歌舞伎町２－１９－１３　ＡＳＫビル

345 認定ＮＰＯ法人 市民福祉団体全国協議会 新宿一丁目２４番７号

346 認定ＮＰＯ法人 シャプラニール市民による海外協力の会 西早稲田2丁目3番1号

347 認定ＮＰＯ法人 １０代・２０代の妊娠ＳＯＳ新宿‐キッズ＆ファミリー 西早稲田三丁目８番１１号

348 認定ＮＰＯ法人 自立生活サポートセンター・もやい 山吹町362番地　みどりﾋﾞﾙ2階

349 認定ＮＰＯ法人 スペシャルオリンピックス日本・東京 西早稲田二丁目3番18号75室

350 認定ＮＰＯ法人 ３ｋｅｙｓ 新宿一丁目１２番５号

351 認定ＮＰＯ法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ 西新宿一丁目２０番３号　西新宿髙木ビル７階

352 認定ＮＰＯ法人 全国盲導犬施設連合会 住吉町5番1号　吉村ビル2階



353 認定ＮＰＯ法人 タートル 四谷本塩町2-5社会福祉法人日本盲人職能開発センター東京ワークショップ内

354 認定ＮＰＯ法人 高木仁三郎市民科学基金 四谷本塩町4-15　新井ビル3階

355 認定ＮＰＯ法人 棚田ネットワーク 西新宿7丁目18番16-704号

356 認定ＮＰＯ法人 チャイルドライン支援センター 天神町14番　神楽坂藤井ビル5階

357 認定ＮＰＯ法人 東京都中途失聴・難聴者協会 新宿二丁目15番25-202号

358 認定ＮＰＯ法人 東京フィルメックス 西新宿二丁目６番１号　新宿住友ビル４５Ｆ

359 認定ＮＰＯ法人 Ｔｒｙ　Field 高田馬場3-35-14

360 認定ＮＰＯ法人 日本アマチュア演奏家協会 歌舞伎町2丁目6番16号パレドール歌舞伎町第二　201号

361 認定ＮＰＯ法人 日本雲南聯誼協会 市谷左内町21番13号　１階

362 認定ＮＰＯ法人 日本障害者協議会 戸山1-22-1公益財団法人日本障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ協会内

363 認定ＮＰＯ法人 日本セルプセンター 新宿一丁目13番1号　大橋御苑駅ビル別館2階

364 認定ＮＰＯ法人 日本ボランティアコーディネーター協会 神楽坂２－１３　末吉ビル別館３０Ｄ

365 認定ＮＰＯ法人 日本を美しくする会 西新宿六丁目12番6-601号

366 認定ＮＰＯ法人 ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン 新宿五丁目１１番２５号　アソルティ新宿５丁目３０１

367 認定ＮＰＯ法人 パレスチナ子どものキャンペーン 下落合3丁目12番23号

368 認定ＮＰＯ法人 病気の子ども支援ネット遊びのボランティア 若松町10番1号　ＹＳビル302号室

369 認定ＮＰＯ法人 フィリピン日系人リーガルサポートセンター 四谷本塩町４－１５　新井ビル３階

370 認定ＮＰＯ法人 富士山測候所を活用する会 大久保二丁目５番５号　中村ビル２階

371 認定ＮＰＯ法人 プラチナ・ギルドの会 西早稲田1丁目22番3-1706号

372 認定ＮＰＯ法人 ぷれいす東京 高田馬場四丁目１１番５号三幸ハイツ４０３号

373 認定ＮＰＯ法人 水俣フォーラム 高田馬場1丁目34番12号　竹内ローリエビル404号室

374 認定ＮＰＯ法人 Ｌｅａｒｎｉｎｇ　ｆｏｒ　Ａｌｌ 新宿五丁目１番１号　ローヤルマンションビル４０４号

375 認定ＮＰＯ法人 Reach Alternatives 改代町２６―１　三田村ビル２０３

376 認定ＮＰＯ法人 環の会 下落合四丁目２３番１３号


