
2017年 6月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2017年 6月 1日～30日の期間に JOCS東京事務局と関西事務局への使用済み切手のご寄付を確認し、登録した団体名の一覧です。 

法人格の表記については省略形とさせていただいております。あらかじめご了解くださいますよう、お願いいたします。 

 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）ENEOS フロンティア 

（株）ＮＩＰＰＯ厚木出張所 

（株）アスリート 

（株）アニマルケア 

（株）アライド・システム 

（株）うぇぶ屋 

（株）エーオーエー・アオバ 

（株）エスワイプロモーション 

（株）カマダ工芸 

（株）カレッヂ 

（株）クマヒラ高松営業所 

（株）くらしの友横浜儀典 

（株）クレアホーム 

（株）ケイハイ 

（株）コーケン・メディケア 

（株）サンコウ電子研究所 

（株）シービーエス 

（株）ジツダヤ 

（株）ジョイント・システムズ・サービス 

（株）ダイケンビルサービス 

（株）テクノポール 

（株）デンソーセールス千葉 

（株）テンダーラビングケアサービス 



（株）トミーテック本社工場 

（株）ビオメディクス 

（株）ビジネスブレイン太田昭和 

（株）ビジネス通信工業 

（株）ビックカメラ 

（株）ファッションミシマヤ 

（株）プルータス 

（株）フロンティア 

（株）ベストエバージャパン 

（株）ベストメディカルライフ江田営業所 

（株）ヤマナカ電気 

（株）永井商会 

（株）恩田組 

（株）加藤電器製作所 

（株）科学飼料研究所 

（株）空気清浄機サービス 本社 

（株）啓和運輸 所沢営業所 

（株）経済界 

（株）虎屋 

（株）康和 

（株）弘電社 

（株）市塙製作所 

（株）守谷商会 

（株）小桜商会 

（株）西北社 

（株）仙台ナーセリー 

（株）大阪相和運輸 

（株）大和日建（ヤマトホーム） 

（株）滝口工業 



（株）東亜オイル興業所 

（株）東京エイドセンター 

（株）日進 

（株）日本ドリコム 

（株）日野設備 

（株）日陸 

（株）馬渕商事 

（株）白川総業 

（株）富士通マーケティング  

（株）富商 

（株）福田電機製作所 

（株）明建工業 

（株）明治 

（株）杢目金屋 

（株）立川紙業 

（株）髙建重機 

（公財）いわき市国際交流協会 

（公財）埼玉県産業文化センター 

(公財)倉敷市スポーツ振興事業団 

（公社）全日本不動産協会 

（公社）大分県トラック協会 

（公社)東京都宅地建物取引業協会 

（財）地域創造 

（財）帆船日本丸記念財団・ＪＴＢ法人東京共同事業体 

（財）郵政福祉東北地方本部 

（社）システム科学研究所 

（社）葦の会 

（社）西名古屋医師会 

（社）全国信用金庫協会 



（社）日本女子大学教育文化振興桜楓会 

（社福）豊田市社会福祉協議会 

（有）ジパング・プロジェクト 

（有）興和機材 

（有）結城建材 

（有）坪井冷機サービス 

（有）不二越総合保険事務所 

“20”ハートセブン 

ＡＧＣファブリテック（株） 

ARK OUTSOURCING KK 

IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 

ＪＥＣＡ希望キリスト教会 

ＪＩＣＡ二本松 

KOJIMA LABEL 

NPO法人遅筆堂文庫プロジェクト 

NTC コンサルタンツ（株） 

SMBC日興證券渋谷支店 

SMFLキャピタル（株） 

アールプラスホーム 

あい・ネパールの会 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

アイデア（株） 

アトリエノース（株） 

イーデザイン損害保険(株) 

ウム･ヴェルト（株） 

オカダアイヨン（株）東京本店 

オカモト化成品（株）大阪支店 

オリーブみどり 

オルガノプラントサービス（株）厚木出張所 



お宝本舗えびすや札幌円山店 

カジマメカトロエンジニアリング（株） 

カトリック大磯教会 

キシダ化学（株）東京支店  

キャセイパシフィック航空会社 

クラリオン（株） 

グローアップ社会保険労務士法人 

クロスジョブ東京 

さいたま市与野本町デイサービスセンター 

サンジルシ醸造（株） 

ジャスシステム（株） 

ジャパン・パーソネル・サポート 

セーラー万年筆（株）ロボット機器事業部東京営業所 

ゼロングループホールディングス（株） 

セント・ジュード・メディカル（株） 

ソニー損害保険（株） 

ダイキンＨＶＡＣソリューション東北（株） 

タカネ電機（株） 

チアキデンタルクリニック 

つくしライオンズクラブ 

テッドパソコン教室 

デュプロ販売（株） 

テルウェル東日本（株）神奈川支店 

テルモビジネスサポート（株） 

トータリゼータエンジニアリング（株） 

トネリサイクルシステム（株） 

なごや希望教会 

ニッセイ・リース（株） 

ニッセイ・リース（株）本店 



パーフェクト リバティー教団 総合事務所 

ファインテック（株） 

プライムフーズ（株） 

ホテルオークラＪＲハウステンボス 

ボランティアグループ 鶴見 

ユニプレス物流（株） 

よこすかボランティアセンター 

リコーエレメックス（株） 

りんどうケアセンター  

ルネサンス高等学校 

ロイヤルハウジング（株） 

ローガンモータートレーディング 

愛別ライオンズクラブ 

葵総合経営センター 

旭川モーニング・ロータリークラブ事務局 

旭川脳神経外科循環器内科病院 

安形秀次税理士事務所 

医療法人社団 多聞会 

医療法人社団 北陽会 牧病院 

医療法人社団大塚クリニック 

一番町四丁目商店街振興組合 

宇和島ライオンズクラブ 

烏山眼科医院 

浦和友の会公共係 

横浜国際クリニック 

横浜市神奈川区社会福祉協議会 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

岡谷鋼機（株）東京本店 

加世田ライオンズクラブ 



加藤会計事務所 

河崎運輸機工（株） 

介護老人保健施設みどりの杜 

学校法人フランシスコ学園高崎天使幼稚園 

学校法人武庫川学院国際センター 

㈱ホンダベルノ市川 桜木店 

関東化学(株) 

関東物産（株） 

岩手県県南広域振興局 

岩手県県南広域振興局 

岩瀬産業（株）伊勢崎機工営業所 

岩野物産（株） 

危険物保安技術協会 

亀川特許事務所 

吉岡建設（株） 

久我建設（株） 

久慈ライオンズクラブ 

宮の台幼稚園 

金沢医科大学 

熊本菊南ライオンズクラブ事務局 

慶應義塾大学医学部形成外科内 

月島食品工業（株） 

見附市役所 

五洋建設（株） 

光洋マテリカ（株） 

公益財団法人全国高等学校体育連盟 

公益財団法人馬事文化財団 馬の博物館 

公益社団法人行田法人会 

向後スターチ（株） 



向洋電機土木（株） 

行徳ＴＭ歯科 

高宮洋税理士事務所 

国際ソロプチミストいわみ 

国際ソロプチミスト茅ヶ崎 

国際ソロプチミスト弘前 

国際ソロプチミスト山形 

国際ソロプチミスト児島 

国際ソロプチミスト青森 

国際ソロプチミスト大分 

国際ソロプチミスト和歌山紀ノ川 

今泉アイクリニック  

佐々木洋平税理士事務所 

佐倉聖書バプテスト教会 

佐藤税務会計事務所 

坂出シニアライオンズクラブ 

桜木教会 

三愛石油（株）羽田支所 

三井住友信託銀行 

三井生命保険（株）千葉支社市川営業部 

三井物産アグロビジネス（株） 

三井物産スチール（株） 

三島町社会福祉協議会 

山下医科器械（株）物流センター 

山形県健康福祉部 

山形大学医学部看護学科 

山口南ロータリークラブ 

山梨学院  

四国銀行 



志賀キリスト教会 

鹿児島県社会福祉協議会ボランティアセンター 

社会福祉法人 尼崎市社会福祉協議会 ボランティアセンター 

社会福祉法人ひがし福祉会 

社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会 

社会福祉法人幸会 幸園 

社会福祉法人至愛協会かしのき保育園 

社会福祉法人手をつなぐ福祉会 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

社会保険労務管理 角藤事務所  

若草母親クラブ 

酒田みなとライオンズクラブ 

酒田山王ライオンズクラブ 

酒田緑ヶ丘聖書バプテスト教会 

寿康美（株） 

秋津有楽園 

秋田日産自動車（株）南秋店 

住重フォージング(株) 

住重プラントエンジニアリング(株) 

住電商事（株） 

住友生命品川営業部 

住友林業（株）つくば支店 

住友林業ホームテック（株）新潟支店 

出水ライオンズクラブ 

小学校英語指導者認定協議会 

小山緑化(有) 

小松水産（株）本社事務所 

昭和リース（株） 

昭和情報プロセス（株） 



沼津香陵ライオンズクラブ 

沼津駿河ライオンズクラブ 

湘南グレースチャペル 

新愛知電機製作所西日本支社 福岡営業所 

新潟キワニスクラブ 

新潟紫竹山郵便局 

新小林建機産業(有) 

新庄ベンチャークラブ 

新生紙パルプ商事（株） 

神奈川県立衛生看護専門学校 

神奈川県立保健福祉大学 

進学研究会 

瑞浪市社会福祉協議会 

杉田エース（株） 

世田谷平安教会 

清泉女子大学カトリックセンター 

清泉小学校児童会ボランテイア委員会 

聖イエス会小さき群教会 

聖ドミニコ学院 

聖路加国際病院附属クリニック・予防医療センター 

西華産業（株）四国支店 

西田鉄工（株）北海道工場 

青少年ペンフレンドクラブ事務局 

青森まほろばライオンズクラブ 

青森県庁 

税理士法人 連合会計事務所 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

千葉市ボランティアセンター 

川越ロータリークラブ 



川口市役所 

前田建設工業（株）中部支店 

全日本郵政労働組合九州地方本部 

足立区立六木小学校 

損保ジャパン日本興亜（株） 

太陽生命保険（株）東京支社 

大井バプテスト教会 

大垣ライオンズクラブ 

大垣水都ライオンズクラブ 

大宮見沼ケアセンターそよ風 

大原クリニック 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大新化工 

大成建設（株）京都支店 

大日コンクリート工業（株） 

大和エレテック（株） 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

大和リビング（株） 埼玉支店 

瀧口木材（株） 

谷口工業（株） 

谷山病院 

竹田印刷（株） 

中央工業（株） 

中央社会保障推進協議会 

中部日化サービス（株）三重支店 

朝日新聞東京本社 

鳥取西ロータリークラブ 

津ユネスコ協会 

津久井キリスト栄光教会 



鶴田ライオンズクラブ 

帝人物流（株） 

渡辺 東一郎 税理士事務所 

都立西高等学校 

土佐ライオンズクラブ 

土幌郵便局 

東映ビデオ（株） 

東京トヨペット（株） 

東京海上日動あんしん生命(株) 

東京管財（株） 

東京急行電鉄（株） 

東京女子大学同窓会 

東京西東京ライオンズクラブ 

東京大学総合研究博物館 

東京都産業労働局 

東広島あきつライオンズクラブ 

東山ライオンズクラブ 

東芝労働組合府中支部 

東川口福音自由教会 

東日本銀行 従業員組合 

東日本高速道路労働組合東北支部 

東日本旅客鉄道（株）大宮支社営業部 

東北学院大学多賀城キャンパス 

東洋英和女学院大学 

藤沢ＹＭＣＡ 

藤田鋼板リース（株）札幌支店 

藤澤こどもクリニック 

特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパン 

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 



鍋林（株）長野営業所 

日急株式會社 

日清食品ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｽ（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日赤山形市地区 

日通 NECロジスティクス株式会社 

日鋪建設（株）関東支店 

日本キリスト改革派江古田教会 

日本キリスト改革派東京恩寵教会 

日本キリスト教会湘南教会婦人会 

日本キリスト教団 狛江教会 

日本キリスト教団 鹿島教会 

日本キリスト教団 下ノ橋教会 

日本キリスト教団 下ノ橋教会 

日本キリスト教団 浅草北部教会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団三木志染教会 

日本キリスト教団新松戸幸谷教会 

日本キリスト教団石神井教会 

日本キリスト教団赤坂教会 

日本キリスト教団福岡玉川教会 

日本フイルコン（株） 

日本ホーリネス教団矢板教会 

日本メガケア株式会社 

日本基督教団  東中野教会 

日本基督教団 横浜大岡教会 

日本基督教団 成瀬が丘教会 

日本基督教団 仙台東一番丁教会教会学校 

日本基督教団鎌倉教会 



日本基督教団神戸神愛教会 

日本聖公会横浜教区林間聖バルバナ教会日曜学校 

日本放送協会 

日本郵便（株）旭川二条郵便局 

日本郵便（株）金沢中央郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本郵便（株）山鼻東屯田通郵便局 

日本郵便（株）富良野郵便局  

日野キリスト教会 

日立造船（株）東北支社 

柏崎興業（株） 

八戸グランドホテル 

八戸モラロジー事務所 

八戸ライオンズクラブ 

備北民報（株） 

美和電気工業（株）札幌支店 

氷見ライオンズクラブ 

浜松ホストライオンズクラブ 

浜松医療センター 

浜田ロータリークラブ 

浜野無線株式会社 

舞浜ユーラシア 

福岡聖パウロ教会 

福音バプテスト宣教団 コイノニアキリスト教会 

福島民報労働組合 

文教大学大学院附属臨床相談研究所 

米倉医院 

豊証券(株） 

北海電気工事労働組合女性委員会 



北海道新聞社 

北海道新聞社富良野支局 

北海道留萌振興局 

北陸コカ・コーラグループ労働組合 

枕崎ライオンズクラブ 

枕崎ライオンズクラブ 

夢工房 だいあん（株） 

名古屋福音伝導教会 

名古屋友の会 

明治労働組合小田原支部 

明電システムソリューション労働組合 

茂呂塾保育園 

野崎会計事務所 

友永歯科 

郵便局（株）札幌南八条西郵便局 

郵便局（株）札幌南八条西郵便局 

幼児活動研究会（株）本社 

洋風居酒屋 雅 

理想科学工業（株）理想厚木支店 

諫山英一税理士事務所 

東リ㈱ 

IMIジャパン㈱ 

JA全農青果センター㈱ 

JCR ファーマ㈱ 

MB教団名橋教会 

NTT河南 OB会 

PL大牟田教会 

赤穂中央病院 

浅井産業㈱ 



朝倉ライオンズクラブ 

旭精密㈱ 

芦森工業 

芦屋駅前郵便局 

篤友会リハビリテーションクリニック 

飯塚竜王ライオンズクラブ 

石井皮フ科クリニック 

石橋聖トマス教会 

市川大洲郵便局 

一木こどもクリニック 

一般社団法人 POOLE 社会ボランティアの会 

伊藤忠エネクスホームライフ関西㈱ 

今津幼稚園 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪戎橋いとはんライオンズクラブ 

大阪国際ユースホステル 

大阪聖三一教会 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪府貨物運送健康保険組合 

大阪府電機工事工業組合 

大阪大和川ライオンズクラブ 

大崎上島大崎ライオンズクラブ 

大林道路㈱ 

大村北ロータリークラブ 

大社ロータリークラブ 

岡山市中区福祉事務所 

岡山白陵高等学校 

岡山保護観察所 

沖洲コミュニティ協議会 



奥出雲町社会福祉協議会 

オムロン関西制御機器㈱ 

オムロン労働組合 

カイタックグループ 

香芝市切手ボランティア 

香蘭女子短期大学 

加古川北畑郵便局 

柏原ライオンズクラブ 

片山ナルコ㈱ 

門真市社会福祉協議会 

カトリック岸和田教会 

カトリック岸和田教会 

カトリック滑石教会 

カトリック長府教会 

河北印刷㈱ 

祇園カトリック教会 

汽罐部品製造㈱ 

京都府庁前郵便局 

京都府庁前郵便局 

金城学院中学校 YWCA 

久留米天使こども園 

グローブシップ㈱ 

ケアハウス・フレスコ事務局 

甲子園教会 

晃成会 

コーホク印刷㈱ 

国際ソロプチミスト 京都ーみやこ 

国際ソロプチミスト京都－弥生 

五島ロータリークラブ 



コスモ石油販売㈱ 

コニシ技研㈱ 

堺浜寺ライオンズクラブ 

塩野義製薬㈱ 

敷島汽船㈱ 

昭和パックス㈱ 

神鋼環境メンテナンス㈱ 

仁壽会 いわさく診療所 

新明産業㈱ 

人優会 熊本放射線外科 

信和㈱ 

住友特許事務所 

住吉学園幼稚園 

聖心会小林修道院 

瀬戸第九合唱団 

ソロプチミスト井原 

第一産業㈱ 

大建コンクリート㈱ 

帝塚山病院 

土井特殊鍍金工業㈱ 

東亜印刷㈱ 

東京海上日動笠井保険㈱ 

東城ロータリークラブ 

鳥取保護観察所 

トヨタカローラ山口㈱ 

中川医院 

長崎北ロータリークラブ 

長崎教会 

名古屋エアケータリング㈱ 



西納税協会 

西宮聖ペテロ教会 

ニチレキ㈱ 

日機装㈱ 

日本アライアンス教団 府中キリスト教会 

日本キリスト教団 石橋教会 

日本キリスト教団洛西教会女性会 

日本毛織㈱ 

日本バプテスト病院 

日本ピラー工業㈱ 

日本ワグナー・スプレーテック㈱ 

能美防災㈱ 

ハイデンハイン㈱ 

長谷工グループ 

八栗シオンキリスト教会 

八幡浜ライオンズクラブ 

初田工業㈱ 

ハローワーク名護 

パワーエステート㈱ 

ヒガシマル醤油㈱ 

斐川ライオンズクラブ 

兵庫飼料㈱ 

フクエイ㈱ 

福岡シニアライオンズクラブ 

福山ロータリークラブ 

富士電機㈱ 

富士包装紙器㈱ 

二日市コミュニティーセンター 

ポートエンタープライズ㈱ 



ポートエンタープライズ㈱ 

ホテル・ザ・ルーテル 

ボランティアグループ婦人会 

末日聖徒 イエス・キリスト教会 

松本税理士事務所 

松本ビル管理㈱ 

マリア保育園 

丸一㈱ 

丸全関西流通㈱ 

三菱商事建材㈱ 

南大阪みささぎライオンズクラブ 

箕面福音教会 

宮古島市立平良図書館 

宮古森林組合 

見山製紙工業㈱ 

桃山学院大学 

森カフェ 

山口信愛教会 

大和産業㈱ 

郵政退職者共助会 

豊起産業㈱ 

ライフ健康クリニック 

リボンの会 

わち福祉会 

㈱REDU インターフェイス 

㈱旭精機 

㈱アサヒペン 

㈱今井鉄工所 

㈱今村組 



㈱井本産業 

㈱インターフェイス 

㈱ウィル 

㈱小川電鉄 

㈱カワタ 

㈱菅原研究所 

㈱クロダハウス 

㈱コムテックス 

㈱サンセキ 

㈱シガフードプロダクツ 

㈱昭和商会 

㈱新拓 

㈱大同 

㈱タカプラ 

㈱滝澤鉄工所 

㈱日伝 

㈱日伝 中部物流センター 

㈱日進製作所 

㈱ニッセイ シーエスティー 

㈱ふくみや 

㈱保健科学西日本 

㈱マッシュ 

㈱マテックス 

㈱マンダム 

㈱水本機械製作所 

㈱ミニネット 

㈱村井工業所 

㈱ヤナセライティング 

㈲SK企画 



㈲大原工業 

㈲香川教弘 

㈲信誠外装 

㈲西尾工業所 

㈲森本梱包 


