
2017年 7月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2017年 7月 1日～31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）トランストロン 

（株）ISZK 

（株）ＮＩＰＰＯ中部支店 

（株）アイザワビルサービス 

（株）アペレ 

（株）イコーズ 山口オフィス 

（株）エイチ・アイ・エス 

（株）エフ・エム・アイ 

（株）エルモ社 

（株）オリエンタルコンサルタンツ 

（株）オリエント 

（株）オルター・トレード・ジャパン 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 

（株）グランパパプロダクション 

（株）クレハトレーディング 

（株）ケイ･エスプリ 

（株）コニー東京営業所 

（株）サンエー化研 

（株）ジェーピー北海 

（株）ショッププランナー国際 

（株）ソーアップ 

（株）ソディック 



（株）タイセイ 

（株）テンダーラビングケアサービス 

（株）トヨタアカウンティングサービス本社 

（株）パラゴン 

（株）プルータス 

（株）プルータス 

（株）ベイサイドテクノス 

（株）ベルパーク  

（株）マグトロニクス 

（株）メディカル・プロテオスコープ 

（株）ユニケソフトウェアリサーチ  

（株）ラニーズ 

（株）リクルートコミュニケーションズＲＣＯ人事事務センター 

（株）ワナミテック春日井事業所 

（株）伊予銀行 

（株）沖電機カスタマアドテック労働組合 

（株）関工ファシリティーズ 

（株）関商事 

（株）丸石サイクル 

（株）極洋 

（株）空気設計舎 

（株）柴橋商会 

（株）昭和広告社 

（株）仙台スイミングスクール 

（株）大功 

（株）中日本ハイウェイ・リテール名古屋（株） 

（株）長谷川建設 

（株）田代鉄工所 

（株）電通 



（株）藤田商店 

（株）徳屋 

（株）日本創造教育研究所 東京センター 

（株）馬渕商事 

（株）白寿生科学研究所 

（株）福しん 

（株）北陸銀行 

（株）味とこころ 

（株）野毛印刷 

（公財）横浜市体育教会磯子スポーツセンター 

（公財)埼玉県芸術文化振興財団 

（公社）仙台北法人会 

（公社）富山県善意銀行 

（財）ヤマハ音楽振興会職員会 

（財）骨髄移植推進財団 

（財）長崎県住宅・建築総合センター 

（財）日本モーターサイクルスポーツ協会 

（財）日本国際交流センター 

（社）大日本水産会 

（社）日本薬局協励会 

（有）恵南ケミカル 

（有）不二越総合保険事務所 

（有）豊技管工 

ＡＫＧ Ｊａｐａｎ Ｌｔｄ． 

EMCジャパン（株） 

ＪＲ東日本東北総合サービス（株）盛岡支店 

KTKYパートナーズ 

MeijiSeika ファルマ労働組合 

ＭＩＬＢＡ ミルバ 横浜店 



NBC情報システム㈱ 

Ｙａｎｆｅｎｇ Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ Ｉｎｔｅｒｉｏｒｓ 

YIC看護福祉専門学校 

YMCA フィランソロピー協会 

あい・ネパールの会 

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 

アウル（株） 

明石商工会議所 

アクトレップ㈱ 

浅井産業㈱ 

浅井産業㈱ 

アヅマ（株）化学品事業部西工場 

阿倍野住宅管理センター 

イオンクレジットサービス（株） 

石原アメニテック㈱ 

いずみの保育園 

一般社団法人 POOLE 

ウェスレアン・ホーリネス神学院 

エア・ウォーター労働組合 

エクレ（株） 

戎産業㈱ 

愛媛県宅地建物取引業協会 

王子エフテックス労働組合 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪建築防災センター 

大阪コスモスライオンズクラブ 

大阪自彊館 

大阪すみのえライオンズクラブ 

大阪東淀ライオンズクラブ 



大阪府退職女性教職者の会 

オープン工業㈱ 

岡山市中区福祉事務所 

岡山東支部 

岡山東郵便局 

オレンジクラブ 

ガールスカウト東京都 42団 

カトリック恵庭教会 

カトリック麹町教会 海外医療援助切手グループ 

川口製菓㈱ 

河住和美 

汽罐部品製造㈱ 

北辰機工㈱ 

キャリアデザイン合同会社 

京都市 

京都市立芸術大学 

キリスト同信会中野パークサイドチャーチ 

クラリオン（株） 

グリーンライフ蕨 

栗原工業㈱ 

グローバルアドバンストメタルジャパン（株）会津工場 

ケアハウス あいおい 

京阪カインド㈱ 

コヴィディエンジャパン㈱ 

神戸市看護大学 

神戸市立中央図書館 

コーラス・スタジオ 

コーワ総合会計事務所 

コカ･コーライーストジャパン労働組合 



国際ソロプチミスト 

国際ソロプチミスト大阪 

国際ソロプチミスト神戸西 

国際ソロプチミスト奈良あすか 

小太郎漢方製薬㈱ 

小西・中村特許事務所 

コニシ技研㈱ 

コペリオン（株） 

小松運輸倉庫㈱ 

佐井司法書士法人 

サイデック（株） 

堺機械金属団地協同組合 

三協工材㈱ 

三国金属工業㈱ 

燦ホールディングス㈱ 

三保機械工業㈱ 

サンワサプライ（株） 東京サプライセンター 

ジェイ・エス㈱ 

滋賀県漁業協同組合連合会 

四国中央医療福祉総合学院 

柴木建設㈱ 

シマダヤ（株） 

清水建設㈱ 

ジャパニーズゴスペルチャーチ 

シュタイナー学園 

シリコンテクノロジー（株） 

新成建設㈱ 

末広産業㈱ 

すずき会計事務所 



スミセイビジネスサービス（株） 

聖峰教会 

生命保険協会 和歌山県協会 

ゼオンポリミクス㈱ 

積和不動産関西㈱ 

センチュリー21 レイシャス 

ソニー損害保険（株） 

第一電設工業㈱ 

大建工業㈱ 

大丸鋼材㈱ 

タイムズモビリティネットワークス（株） 

太陽汽船㈱ 

大和ランテック㈱ 

高砂熱学工業㈱ 

高槻マリア・インマクラダ幼稚園 

高松ライオンズクラブ 

東亜自動車㈱ 

東京海上日動火災保険㈱ 

東洋紡㈱ 

となみセントラルライオンズクラブ 

トヨタカロ―ラ山口㈱ 

中井エンジニアリング㈱ 

ナガセケミカル（株） 

名古屋エアケータリング㈱ 

西日本イワタニガス㈱ 

西日本電気システム㈱ 

西日本電気システム㈱ 

西宮聖ペテロ教会 

西宮聖ペテロ教会 



日教組和歌山 

ニッテレ債権回収（株）福岡コールセンター 

日本イエス・キリスト教団 岡南教会 婦人会 

日本基督教団 神和教会 

日本キリスト教団 松山番町教会 

日本キリスト教団 若松浜ノ町教会 

日本キリスト教団姫路あけぼの教会 

日本ナザレンキリスト教会 

日本バプテスト病院 

日本福音ルーテル神戸教会 女性会 

ニューエイジ（株） 

函館柏木郵便局 

ハネウェルジャパン（株） 

林化成㈱ 

パラマウントベッド（株）総務課 

東垂水ルーテル教会 

樋口スチール㈱ 

ヒゲタ醤油（株）銚子事務所 

日野興業㈱ 

福岡少年友の会 

フジテック㈱ 

フタバ印刷㈱ 

ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株） 

ブリヂストン化工品ジャパン㈱ 

古川歯科 

ふるもと会計事務所 

ヘアーガーデンストロベリーワァールズ 

ベスト電器労働組合 

ペナント（株） 



ホーチキ（株）北九州営業所 

ポートエンタープライズ㈱ 

北海道漁業協同組合連合会 

ボランティアグループ 婦人会 

ボランティア事務局内 アイグループ 

本多電子㈱ 

毎日新聞学芸部 

毎日放送 

マツオカ建機（株） 

松山ベテル後援会 

マルヤマエクセル（株） 

三菱商事建材㈱ 

三菱電機ビジネスシステム関西支社 

南清水保育園 

明治安田ビルマネジメント㈱ 

モスト技研（株）営業本部 

山﨑内装工業㈱ 

山本精工所 

ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター 

横河東亜工業㈱ 

四日市市指定上下水道工事業者協同組合 

リック（株） 

龍谷大学 

ロード・ジャパン・インク 

若林正伸法律事務所 

和歌山家庭裁判所 

和東産業㈱ 

旭洋紙パルプ（株）東京本社 

医療法人早明会林内科医院 



一般社団法人倫理研究所 

宇都宮保護観察所 

横浜英和学院 

横浜岡村教会 

横浜雙葉小学校 

王子エフテックス労働組合 

王子製紙新労働組合 苫小牧支部 

王子製紙新労働組合日南支部 

岡谷鋼機（株）東京本店 

沖縄ツーリスト（株）横浜支店 

沖縄水質改良（株） 

下田商事（株） 

家計経済研究所 

河辺・家の教会 

花上税理士事務所 

海部医師会 

外井法律事務所 

学校法人 田園調布雙葉学園 

笠井隆司公認会計士税理士行政書士事務所 

株式会社 イカイ 

㈱HR コーポレーション 

㈱IHI汎用ボイラ 

㈱アイユー 

㈱アイワサービス 

㈱アクアテルス 

㈱アルファーグリーン 

㈱一条工務店 

㈱植田製作所 

㈱ウォータイト 



㈱栄進工業所 

㈱大説工業 

㈱キャロット 

㈱久我 

㈱クライベリットジャパン 

㈱クラビシュ 

㈱クレハ 

㈱コラボレ 

㈱サガワ 

㈱サンホーム 

㈱システムハウスアールアンドシー 

㈱大電社 

㈱髙村園 

㈱天彦産業 

㈱トップエステート 

㈱トンボ 

㈱ニッセイ シーエスティー 

㈱日本パーソナルビジネス 

㈱パナホーム和歌山 

㈱マッシュ 

㈱水内ゴム 

㈱三好冷暖房 

㈱ミルックス 

㈱村井工業所 

㈱メイサービス 

㈱洋光 

鎌倉芸術館 

関町特別養護老人ホーム 

丸運労働組合 



丸谷病院 

岩手県県南広域振興局 

宮城県北部地方振興事務所 

教育開発出版（株） 

興菱梱包運輸(株) 

金閣寺郵便局 

金沢医科大学皮膚科学講座 

熊本県畜産農業協同組合 

熊本県林業研究指導所 

栗沢本町簡易郵便局 

君津ロータリークラブ」 

検査開発（株） 

古河物流（株） 

雇用保険労災指導協会池袋支所 

御徒町キリスト教会 

光が丘第八保育園 

公徳パッケージ（株） 

広友レンティア（株） 

弘前津軽ライオンズクラブ 

江南堂 

溝の口キリスト教会 

合同会社ナチュラソー 

国際ソロプチミスト駿河 

国際ソロプチミスト西尾 

国際ソロプチミスト長野 

国際ソロプチミスト北見 

国際ソロプチミスト明石 

今金日赤奉仕団 

佐渡汽船観光（株） 



佐藤歯科医院  

佐藤歯科医院  

細谷病院 

三井住友海上火災保険（株） 

三井生命保険（株）伊勢原秦野営業部 

三井物産アグロビジネス（株） 

三恵パルプ工業（株） 

三種町役場 

三田農林（株） 

三菱鉱石輸送（株） 

三木高校 家庭クラブ 

山梨英和中・高同窓会東京支部 

志村バプテスト教会 

自由が丘産能短期大学校友会 

鹿嶋市教育委員会 

七尾幼稚園 

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会 

社会福祉法人枝幸町社会福祉協議会 

社会福祉法人新宮町社会福祉協議会 

首都大学東京 

収集ボランティアさざなみ 

住電商事（株） 

住友不動産建物サービス（株） 

住友不動産販売（株）東陽町営業センター 

十勝池田郵便局 

出光興産（株） 

初雁興業（株）建築部 

小田原市役所 

小平聖書キリスト教会  



昭和リース（株） 

沼田キリスト聖書館 

湘南ふじさわシニアネット 

上門工業（株） 

上野尾幼稚園 

新潟キワニスクラブ 

新潟市医師会 

新潟特殊企業（株） 

新生紙パルプ商事（株） 

森林商事（株） 

神奈川県立保健福祉大学 

神奈川県立保健福祉大学 

神奈川土建座間海老名支部 

清水印刷紙工（株） 東京本社 

聖ルカ保育園 

聖血礼拝修道会聖ヨゼフ修道院 

聖公会 名古屋聖ヨハネ教会 

聖坂養護学校 

聖路加国際病院 

西武信用金庫 

青山学院女子短期大学同窓会 

青木石材（株） 

税理士法人 古田土会計 

税理士法人 連合会計事務所 

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 

積水ハウス（株）埼玉支店 

積水ハウス（株）埼玉南支店 

積水マテリアルソリューションズ（株）ヘルスケア営業所 



仙建工業（株）仙台駅土木作業所 

千代田ホーム（株） 

千代田化工建設（株）グローバル本社 

川崎汽船（株） 

川崎上作延郵便局 

全国民生委員児童委員連合会 

総動員伝道 

損保ジャパン日本興亜保険サービス（株）東東京支店 

太陽生命保険（株）東京支社 

胎内市社会福祉協議会 

大成有楽不動産（株）名古屋支店 

大池運送（株） 

大同薬品工業（株） 

大野医院 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

第二建設（株）本社 

瀧口木材（株） 

中央魚類（株） 

中央三洋設備（株） 

中央大学通信教育部 

中山キリスト教会 

中平司法総合事務所 

朝田金属工業（株） 

朝日新聞東京本社 

津山市職員労働組合 

津田工業株式会社 

鶴見市場郵便局 

弟子屈町ボランテイア連絡協議会 

東京神宮ライオンズクラブ 



東京第四友の会 

東京都立墨田特別支援学校 

東芝ソリューション（株） 

東大宮福音自由教会 

東洋照明（株） 

当麻ライオンズクラブ 

藤田螺子工業（株） 

特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン 

独立行政法人日本学術振興会 

南信ヤクルト販売（株） 

南真化学工業（株） 

南陽ライオンズクラブ 

日産自動車販売（株） 

日新火災海上保険（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日鉄住金物産（株） 

日本アッセンブリーズオブゴッド教団アッセンブリ-平塚キリスト教会 

日本キリスト改革派上福岡教会 

日本キリスト改革派東京恩寵教会 

日本キリスト教会 札幌琴似教会 

日本キリスト教会横浜長老教会 

日本キリスト教団 利別教会 

日本キリスト教団 溝ノ口教会 

日本キリスト教団ひの木教会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団紅葉坂教会 

日本キリスト教団松代教会 

日本キリスト教団倉吉教会 

日本キリスト教団内丸教会 



日本キリスト教団富山新庄教会 

日本キリスト教団本郷教会 

日本ホーリネス教団福島教会 

日本ロジテム（株） 

日本基督教団 高輪教会 

日本基督教団 成瀬が丘教会 

日本基督教団 陸前古川教会 

日本基督教団安行教会 

日本基督教団鶴川北教会 

日本精工（株）労働組合本部 

日本聖公会東京教区聖愛教会 

日本赤十字北海道看護大学経理課 

日本総合住生活（株） 

日本毛織労働組合一宮支部 

日本郵便（株）亀田郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本労務研究所 

波浮保育園 

馬橋キリスト教会 

飯舘ライオンズクラブ 

飛鳥車体（株） 

飛鳥特装（株） 

飛鳥特販（株） 

浜北ロータリークラブ 

富国工業（株） 

富士フイルム（株） 

芙蓉総合リース（株） 

福島県会津農林事務所 

福島西ライオンズクラブ 



文化シャッター（株） 

米沢市役所 

碧南市大浜まちかどサロン管理組合 

北海道キリスト教学園光の国幼稚園 

北海道上川総合振興局 

北海道新聞社 

北斗精機（株） 

毎日興業（株） 

枕崎ライオンズクラブ 

明治安田生命労働組合 

木内建設（株） 

野外科学（株） 

野口オート 

㈲Ｔ・Ｓ・Ｃ  

㈲コーシン 

㈲ニーズ 

洋光台キリスト教会 

理想科学工業（株）経理部 

林田行政書士事務所 

林田行政書士事務所 

六角橋教会 日曜学校 

頌栄同窓会奉仕部 


