
支援企業・団体名 お届け先住所 実施方法

1 合同会社瑛光 静岡県 
弊社サロン前イベント広場にて配布

2 あけみ保育園 東京都
園児に直接配布、保育園見学時に配布

3 児童家庭支援センターシャローム 埼玉県 
近隣市町村4市の子育て支援関係窓口、訪問先配布

4 一冨士フードサービス株式会社 大阪府 
ポスター掲示、社内通達による社員への意識啓発

5 星槎大学箱根キャンパス 神奈川県 
11月21日(土)開催予定の第6回星槎箱根フェスティバルにオ
レンジリボン啓蒙ブースを出展し展示・配布

6 特定非営利活動法人ORR社会貢献センター 愛知県 

11/2名古屋市役所前　11/3一宮市尾西グリーンプラザ　11/7
一宮市尾西グリーンプラザ　　11/8江南市みんなでなかマル
シェ　　11/14一宮市尾西グリーンプラザ　　11/21一宮市尾西
グリーンプラザ　11/28一宮市尾西グリーンプラザ　　12/5一
宮市尾西グリーンプラザ配布　他多数

7 NPO子どもの育ちを応援する会 栃木県
チャリティマルシェの実施会場で配布　各出店舗先で配布

8 株式会社エミネント 埼玉県 
弊社直営教室、近隣保育園、知人の教室で配布予定

9 株式会社サロン・ド・ジュン 群馬県 
店舗店頭にて配布

10 ＮＰＯ法人ぶるーべりー愛犬ふぁみりー協会 東京都 
当協会員の自宅周辺、小平市内のイベント等にて配布

11 リトルビーンズ株式会社 埼玉県 
保育施設2園、高齢者福祉施設、グループ会社20店舗にて配
布

12 ゼンドラ株式会社 東京都
フリーペーパーWOMAN'S GATEを配布のクリーニング店店頭
でのポスター掲示とマスクの配布

13 NPO法人北信州体操クラブ 長野県 
１１、１２月にイベントで配布

14 株式会社SOBO 東京都 
大森西口駅前店舗にて配布

15 NPO法人にじの絲 埼玉県 
共催イベント開催時、受付での配布　

16 くまがやオレンジハートの会 埼玉県
11／3会の10周年記念でオリジナルソングお披露目会にて配
布

17 一般社団法人日本プレミアム能力開発協会 宮崎県 
通信講座「児童虐待防止支援アドバイザー」受講する皆さん
にチラシとマスクを配布

18 一般社団法人あだち子ども支援ネット 東京都 
ポルテひろばイベント参加者へ配布　“がきんちょ”地域食堂
参加者に配布　ポルテ“がきんちょ”地域食堂に配布

19 CAPNA 愛知県 
市民講座　傾聴講座　クリスマスラン　

20 ＮＰＯ法人虐待問題研究所 大阪府 
西中島南方、南方駅付近

21 名古屋経済大学 愛知県
出校する９月下旬以降に学生と相談の上決定

22 国際ソロプチミストローズ福山 広島県 
福山市の行事にて配布

23 子ども虐待防止サポート愛知 愛知県 

＊長久手市　日進市　東郷町の施設　＊長久手　日進　東郷
町　　大型ショッピングモールにて　無人ブース設置での配布
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24 手話うたユニット T-ripple 東京都 
11月までの子育てイベントは中止、延期となっているイベント
で配布

25 広島文化学園大学看護学部 広島県 
オレンジツリー設置と啓発呼びかけ、リモートによる里親の講
演交流会を計画中

26 株式会社アンカー 岐阜県 
弊社独自のイベント開催時に配布、新たに配布のためにイベ
ント開催予定

27 キテン 岩手県
・取引業者への配布　・店舗への設置

28 mammy'sマーケット 沖縄県 
11/22（日）沖縄県糸満市観光施設、琉球ガラス村にて　　県
外、県内向けに啓発イベントを開催

29 株式会社ゴルフ・ドゥ 埼玉県
11月14日（土）※予備日15日（日）マスクおよびチラシ、設置配
布

30 特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体 兵庫県 
イベント内で配布予定

31 バイオガイアジャパン株式会社 広島県 
当院、取引先の歯科医院でマスク、チラシ配布　ポスター掲示

32 飯塚病院 福岡県 
病院内の各診療科（外来・病棟）および職員へ啓発活動として
配布を計画中

33 NPO法人岡山市子どもセンター 岡山県 
11/3　オレンジリボンフォーラムにて、マスク、その他の啓発
グッズ設置配布

34 福井県立鯖江高校JRC部 福井県
職員・生徒に啓発マスクを配布、また保護者への１８９ダイヤ
ル周知

35 株式会社　サングリーン 京都府 

11月より順次　当グループ内　スポーツスクール生150人
サッカー/テニス利用者延500名　障がい者施設/通所者・保
護者50名　合計約700名

36 ＮＰＯ法人ＩＴ支援センター 岐阜県 
町内学校の児童・生徒への配布　　学校にお渡し予定　　当
施設への来室者へ配布

37 ＣＡＰＳ・すわ 長野県 
商業施設「レイクウォーク岡谷」にて400部配布　　残100部は
子育て支援等の講演会や行事のおりに配布

38 社会福祉法人　愛和会　中筋児童館 兵庫県
啓発チラシとマスクをセットにして設置配布

39 社会福祉法人八越会ちどり保育園 千葉県 

在園児、地域子育て支援センターに来園された保護者、また
実習生やボランティア活動の学生などへも配布を予定

40 ＮＰＯ法人和歌山子どもの虐待防止協会 和歌山県

YouTube配信（アドベンチャー含む）　地元紙で啓発活動の広
告を掲載　市町村や幼小中高でのオレンジリボンツリーの設
置　ライトアップ等計画

41 NPO法人子どもの虐待防止ネットワーク・しが 滋賀県 

県内高校での出前講座で生徒に配布1000枚　　　　彦根市
PTA大会で配布　300枚　　　　　地域での出前講座で配布
200枚

42 特定非営利活動法人 日本タッチ・コミュニケーション協会 広島県
「親子のタッチ・コミュニケーション講座」等主催事業での配布
会報誌「ハートフル通信」への同封

43 山口県地域活動連絡協議会 山口県
11月1日（日）山口県児童センターにおいて配布

44 宝塚市民生委員・児童委員連合会 兵庫県
子ども食堂、民生委員活動の一環で地域に配布

45 株式会社ZABUN 東京都
開場時、チラシ・マスクを配布

46 信光モータース 東京都
ひとり親家庭や支援の必要な子育てを対象にしたフードパント
リーにて、配布

47 前橋市立天川小学校ＰＴＡオレンジの会 群馬県

11/4 前橋市立天川小学校　対象：全児童、教職員、学区内
自治会　          11/7 前橋市第５コミュニティセンター　対象：
イベント来場者
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48 株式会社ＧＳクラフト 京都府 
京都タワー周辺にて配布

49 学校法人　和泉短期大学 神奈川県 
ユニコムプラザさがみはら等の展示スペースでオレンジリボン
と一緒に配布

50 株式会社千葉ジェッツふなばし 千葉県 
11/14（土）、15（日）船橋アリーナにて実施される弊社ホーム
ゲームにて3000枚配布。

51 ＭＹ ＴＲＥＥ しが 滋賀県
11月の会議日に子ども虐待防止月間と当団体の活動を啓
発。

52 NPO法人チャイルドケアセンター 福岡県 
配布先例：ファミリー交流センター、子ども食堂並びにフードパ
ントリー、ファミリー・サポート・センター等

53 ハーレー･サンタＣＬＵＢ 東京都 

例年通り、11月3日、渋谷の明治通り沿いにサンタの格好で
2,000セット、11月15日狛江市市民祭りで1,000セット、葛飾区
亀有で1,000セット配布予定

54 認定NPO法人児童虐待防止協会 大阪府 
児童虐待防止について民生委員会や行事で配布　また当協
会の広報誌に同封

55 ケービックス株式会社 群馬県 
2か所のこども食堂で配布　11月7日（土）オレンジリボンイベ
ント　来場された親子、事前配布

56 横浜保育福祉専門学校　安藤ゼミナール 神奈川県
地元戸塚区の保育園、学童保育、親子カフェに依頼配布
また地元のＦＭ局、コンビニエンスストアに配布

57 オレンジゴスペル 東京都 
全国各地のオレンジゴスペル実行委員により、それぞれのイ
ベントや活動の中で配布

58 株式会社　一久 北海道 
弊社の路面店舗６店舗にて配布

59 特定非営利活動法人次世代たかねざわ 栃木県 
児童館の行事参加者、学童クラブの児童400名に配布

60 香川おれんじライオン 香川県 
PTA役員を通して、町内の小中学校の全児童・生徒に配布

61 ふぉとカフェsumika 神奈川県 
出張撮影の際、お客様に配布予定

62 元気巨椋っ鼓 京都府

8月にも駅前にて前年度残のマスクを連絡してから配布いたし
ました。(地元新聞にて掲載されました)　今回も、駅前にて実
施したいです。

63 ひとねっと 東京都 
女性・子供への暴力防止の啓発を目的としたイベントでマスク
とチラシを設置配布

64 auじぶん銀行株式会社 東京都 

2020年10月～2021年2月実施の「auじぶん銀行オレンジリボ
ン募金キャンペーン」の当選者に対し、景品に同梱して配布。

65 KCホールディングス株式会社 埼玉県 
事務所に配置

66 有限会社ココア  群馬県
洗濯工房ココアの店頭配布(2店舗)及び　天川小学校オレン
ジの会 応援イベント会開催時に配布

67 ながの子ども虐待から守る会 長野県 
11/7,8長野パルセイロの試合時配布　　　11/15千曲市内で
フットサルの試合時配布

68 国際ソロプチミスト横手 秋田県
11/3　秋田ふるさと村にて　設置配布（　参加者はマスク、手
袋を着用する）

69 神戸ヤクルト販売株式会社 兵庫県 

啓発チラシは、ヤクルトレディがお客様宅へ配布
ポスターは本店、各営業所と、営業センター掲示
のぼりは本店と各営業所に設置

70 神戸市立愛垂児童館 兵庫県
ベビーダンス講座で参加者に配布　チャリティーバザーで配
布

71 横浜キワニスクラブ 神奈川県
毎年11月の第１木曜日に「横浜駅西口」周辺で配布
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72 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社 愛知県 
ホームゲームにて啓発ブースを設置しチラシ・マスクの配布
弊社所属選手による啓発動画の制作、発表

73 株式会社波多野工務店 愛知県 
各事業所にてマスク配布
ポスターを掲示

74 浄土真宗本願寺派 全国児童養護施設連絡協議会 京都府 
11月、「秋の法要（11/22~23）」西本願寺でポスターの掲示、マ
スク・チラシの設置配付

75 東日本遊技機商業協同組合 東京都

例年通り台東区上野駅周辺を中心に2～3か所、2日～3日に
かけて街頭で配布　　　事前に警視庁上野警察署道路使用許
可

76 一般社団法人日本ベビーダンス協会 東京都
子育て中のご家族や、子育て支援施設、保育園、幼稚園など
で、非接触にて配布

77 一般社団法人 日本調査機構 大阪府 
大阪難波駅周辺にて、予定人数25名にて1ヶ所4名体制で手
渡し実施予定

78 オリエンタルホテル 東京ベイ 千葉県
フロントとレストラン入口に設置配布

79 鹿児島県子ども子育て青年会 鹿児島県
会員園への配布

80 赤穂市地域活動連絡協議会 兵庫県 
11月の赤穂城オレンジライトアップで設置配布
各所親子ふれあい広場・お菓子教室にて設置配布

81 株式会社ハピネス・アンド・ディ 東京都 
店頭でマスク配布を実施予定（コロナ対策も実施）

82 子どもの幸せを願うネットワーク こども幸せねっと 愛知県

11/2（月）名鉄阿久比駅　　　　　　11/10（火）イオンモール常
滑　11/16（月）ドン・キホーテ武豊店　　　　　　　１１月中　知多
半島内各市町子育て支援センター等でアンケートとともに実
施

83 大和商事株式会社 千葉県
12か所の支店、及び各拠点の店頭や窓口にて声掛け、配布
本社所属の商店会会員店舗6か所への配布

84 同仁会児童家庭支援センター 茨城県
高萩市にある保育園、幼稚園等に配布

85 ＣＦＲびわこ 滋賀県
7月に商業施設にてマスク1500枚配布

86 直江津ローターアクトクラブ 新潟県 
上越市直江津駅周辺で配布

87 (有）ファイナンシャル・アドバンス 滋賀県
11月から年末にかけて、個々へ配布活動

88 三重県職員労働組合 三重県 
労働組合の各支部にて会議やイベントの際に参加した組合
員に配布・啓発

89 ピアサポートネットしぶや 東京都 

第43回渋谷区くみんの広場　ふるさと渋谷フェスティバル
2020,渋谷papamamaマルシェ2020、いずれもオンライン開催
ですが、関連する子育て団体等に配布

90 愛知学泉短期大学　幼児教育学科 愛知県 
11月3日（火）開催のこどもまつりで啓発マスク・啓発チラシ・手
作りオレンジリボンを袋に入れ、配布予定

91 株式会社コマーム 埼玉県
「かわぐちオレンジリボンネットワーク」を組織し、野外で小規
模のイベント（どんぐり拾いと森のコンサート）で配布、啓発

92 株式会社カルディアコーポレーション 埼玉県
越谷駅にて、配布予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
ロナ対策を十分とり?関係機関へ挨拶と兼ねて配布

93 子ども家庭支援センター 海北 山口県 
１１月実施の子ども食堂開催時や弁当テイクアウト時にポス
ターを掲示し、スタッフと来られた方にマスクを配布

94 一般社団法人　こども食堂支援協議会 東京都
こども食堂支援協議会にて開催する野菜の即売会の来場者
への配布を行う（毎週5か所）

95 Oneシードぽけっと 東京都 
3回開催予定のフードパントリーにて、来場者への配布活動を
行う
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96
一般財団法人ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興
財団

東京都
ドリーム夜さ来い祭りでマスク配布

97 NPO法人ふぁみりぃ・らぼ 愛知県
子育てひろばにおいてマスク配布

98 ライオンズクラブ 東京都
11月5日中野駅前北口広場　　　11月14日東京タワー　船堀タ
ワー　においてオレンジリボン大作戦

99 株式会社シンワ・スポーツ・サービス 埼玉県
スイミングスクールの保護者様・スポーツクラブの会員様への
配布

100 北名古屋市議会義務局 愛知県
北名古屋市役所のカウンターに設置配布を実施

101 ツルミ・オレンジデイズ 神奈川県
11月の鶴見区内のイベントにて、配布予定
また、市内協力企業・商店への配布


