
2017年 8月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2017年 8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。 

 

（財）宮崎県国際交流協会  

（一財）切手の博物館 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）JM札幌サービスセンター 

（株）ＯＫＩデータ・インフォテック本社 

（株）TT トレーディング 

（株）アイ・アンド・ピー 

（株）アカギ西東京営業所 

（株）アズプラン 

（株）イースマイル 

（株）ヴィエント 

（株）エスエスブレーン 

（株）エムアイティーオフィス 

（株）オオスミ 

（株）カレッヂ 

（株）クマヒラ高松営業所 

（株）クライム 

（株）クレアホーム 

（株）グレイス 

（株）グローバル 

（株）サカタのタネ 

（株）シービーエス 

（株）ジェイアイエヌ 

（株）スカイプラン 



（株）タツミ工業 

（株）つうけん 

（株）テンダーラビングケアサービス 東京本社 

（株）トップワイジャパン 

（株）ナカジマ 

（株）ニュートン 

（株）パームコートインターナショナル 

（株）ハセベつくば工場 

（株）ビコーインプルス 

（株）ブルーボックス 

（株）マキノエンジニアリング 

（株）みらい創研グループ 

（株）メガ 

（株）ユニパー 

（株）ユニバーサルメタル 

（株）リッチェル 

（株）リム横浜 

（株）レイシャス 

（株）ワイズ・ヒューマン・パートナーズ 

（株）ワック 横浜ツールステーション 

（株）伊藤解体工業 

（株）伊予銀行広報 CSR室 

（株）環境技研 

（株）及善商会 

（株）橋本工務店 

（株）栗田出版社 

（株）古川電機製作所春日井工場 

（株）高谷汚泥処理センター  

（株）三愛サービスセンター 



（株）守谷商会名古屋支店 

（株）住理工メテックス 

（株）松樹 

（株）森村設計 

（株）村田金箔 

（株）大岩 

（株）大西工業所 

（株）中松商会 

（株）中島塗装店 

（株）東亜オイル興業所 

（株）東京富士 

（株）二期会２１ 

（株）日企 

（株）日本ハウスＨＤ埼玉西支店 

（株）日本共同システム 

（株）日本政策投資銀行 

（株）日立ハイテクノロジーズ労働組合 

（株）野澤組 

（株）与野フードセンター 

（株）鈴木保険事務所 

（公社)東京都宅地建物取引業協会 

（公社）富山県善意銀行 

（財）新潟県国際交流協会 

（社）日本共済協会 

（社）日本専門店協会 

（社）日本農芸化学会 

（社）日本補償コンサルタント協会 関東支部 

（社）日本薬局協励会 

(有)あたご電機商会 



（有）アメニティライフ 

（有）エイ・オーケイ 

（有）エスパシオ 

（有）エスパシオ 

（有）幾三音楽出版 

（有）久喜運輸 

（有）剛志ハウジング 

（有）佐藤事務所 

（有）大興資源 

（有）中沢組 

「小さな親切」運動  

「小さな親切」運動 香川県本部 

｢小さな親切｣運動長野支部 

ACT ライナー（株）九州営業所 

ＡＧＡ Inc. 

AGA Inc. 

AIU損害保険会社 

ARK OUTSOURCING KK 

ＢＳＳＢマテリアル㈱ 

ＤＡＩＴＳＵ ＩＮＣ. 

ＧＦ㈱ 

ＨＭＳインダストリアルネットワークス（株） 

IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 

ＪＡ全農たまご（株） 

ＪＴＢスーベニアアンドフォトセンター 

LSDdesign（株） 

MG教団石橋教会 

MICS化学（株） 

Ｎ・Ｔ 総合事務所 



ＮＳＳＢマテリアル㈱ 

ＮＴＴコムマーケティング（株） 

ＮＴＴソルコ＆北海道テレマート（株） 

ＲＮＡ Ｉｎｃ. 

ＳＡＫＵＲＡライオンズクラブ 

ＳＢＳグローバルネットワーク㈱ 

SMFLキャピタル（株） 

ＴＫＣサプライ事業部東京支社 

ＷＩＰジャパン㈱ 

Yuko & Co.,Ltd. 

あいおいニッセイ同和損害保険（株）三河支店 

あけぼの事業福祉会 

アサヒサポート 

旭精密㈱ 

芦屋市住宅管理センター 

アトリエクラ 

尼崎市社会福祉協議会 

アムコン（株） 

アルメックスＰＥ（株） 

イーデザイン損害保険(株) 

いずみシオン教会 

一木こどもクリニック 

市隆建設㈱ 

伊藤忠システック㈱ 

茨木市ボランティア友の会 

エクレ（株） 

エデストロムジャパン（株） 

黄金塚二期婦人部 

大分府内ライオンズクラブ 



大川内科 

大阪淡路ライオンズクラブ 

大阪市立聖賢小学校 

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 

大阪府鮓商生活衛生同業組合 

岡山市中区福祉事務所 

オリジン経理計算 

回生会 

門田診療所 

門真市社会福祉協議会 

カトリック仁川教会 

カトリック日生中央教会 

カトリック伏見教会 

カトリック山科教会 

カトリック北町教会 

カネシメ冷蔵（株） 

加美電子工業株式会社 

川島商事㈱ 

キシダ化学（株）東京支店  

京都ポリシー㈲ 

矯風会 

キリンビールマーケティング（株） 

草ヶ江幼稚園 

串かつだるま 

久山郵便局 

クラブツーリズム（株） 

クラリオン（株）本社・技術センター 

グリフィス・フーズ（株） 



グローバルアドバンストメタルジャパン（株）会津工場 

国際ソロプチミスト近江八幡 

国際ソロプチミスト大阪ー梅田 

国際ソロプチミスト大阪ー柏原 

国際ソロプチミスト大阪ーなにわ 

コスモエンジニアリング（株） 

小太郎漢方製薬㈱ 

五洋建設㈱ 

五洋建設㈱ 

金光教本部 

サークルあおば 

堺鋼板工業㈱ 

茶道裏千家淡交会総本部 

サンエス護謨工業㈱ 

山九㈱ 

サンデンシステムエンジニアリング（株） 

三陽商事㈱ 

ジェイアール東日本レンタルリース（株） 

ジェイピーエヌ（株） 

シキボウ労働組合 

シブヤ精機㈱ 

島根大学医学部 

社会保険労務士松村事務所 

ジャパンモレキュラーサービス㈱ 

新明産業㈱ 

吹田教会 

生長の家 

聖バルナバ病院 

セフテック（株） 



ソニーストレージメディアマニュファクチャリング（株） 

ソニー生命保険（株）東京中央ライフプランナーセンター第 2支社 

ソニー損害保険（株） 

園田機工㈱ 

ソルベイジャパン（株） 

大成建設㈱ 

大成建設㈱ 

大成建設㈱ 

ダイドードリンコ㈱ 

ダイヤストン㈱ 

大和ハウスパーキング㈱ 

大和ハウスパーキング㈱ 

ダイワボウ情報システム㈱ 

高石教会 

立木歯科医院 

チャネルオリジナル（株） 

土橋鉱山㈱ 

テラウェル西日本㈱ 

東京海上日動火災保険㈱ 

東京海上日動火災保険㈱ 

東京海上日動火災保険㈱ 

東京第一ホテル錦堀 

東邦化学工業㈱ 

トコスエンタプライズ（株） 

鳥取市立稲葉山地区公民館 

富奥郵便局 

トヨタカローラ㈱ 

トライス㈱ 

鳥居薬品㈱ 



ドルニエ メドテック ジャパン（株） 

ナオミ保育園 

中野ＢＣ㈱ 

中村消防防災㈱ 

名古屋エアケータリング㈱ 

名古屋トヨペット㈱ 

西日本電気システム㈱ 

西宮聖ペテロ教会 

西村歯科 

ニチレキ㈱ 

日鉄住金物流㈱ 

日本赤十字社 

日本超音波工業㈱ 

日本電設工業㈱ 

日本ノ―リフト協会 

日本バプテスト病院 

日本バプテスト病院 

日本被服㈱ 

日本ボーイスカウト大阪連盟 

日本郵便㈱ 

日本郵便㈱ 

日本ワグナー・スプレーテック㈱ 

人形劇団クラルテ 

ハツタテクノ 

パナソニック エクセルスタッフ㈱ 

はなやま税理士事務所 

播州地区ＪＯＣＳ 

光亜興産㈱ 

日野友愛会 



姫路中央病院 

兵庫県中播磨健康福祉事務所 

福井家庭裁判所 

福井保護観察所 

福井保護観察所 

フクダ電子（株）本郷事業所 

ブルックサージャパン行政書士事務所 

プレステージカントリークラブ 

べジタイムズ（株） 

ベスト電器労働組合 

ベルメゾンロジスコ美濃加茂ディストリビューションセンター 

ホーユー（株） 

ホクモウ（株）本社 

北陸銀行 

ホクレン農業協同組合連合会 

ホテル南風荘 

ぽのぽの彩都 

毎日放送 

末日聖徒 イエス・キリスト教会 

マツド長生堂薬局 

松藤薬局 

松本ビル管理㈱ 

丸油産業㈱ 

マンダリン オリエンタル 東京 

ミード社会館 

三重液化ガス㈱ 

ミサワホーム 

水野健洋 税務会計事務所 

ミッション・宣教の声 



三菱商事パッケージング㈱ 

南住吉教会 

南タクシー㈱ 

村岡工務店 

メカノス（株） 

ヤンマージンビオシス㈱ 

ユアサテクノ㈱ 

ゆたかケアプランセンター 

ユニアス国際特許事務所 

ユ-フ-ズ㈱ 

ユラボジャパン（株） 

よこすかボランティアセンター 

吉川輸送㈱ 

淀川労務協会 

ライオンズクラブ国際協会 330－A地区キャビネット事務局 

立正俊成会 

リバティ法律事務所 

リビングエース㈱ 

ロジスティック・プランニング・スタッフサービス（株） 

葵建設（株） 

旭管工（株） 

旭川聖パウロ・ルーテル教会 

旭川脳神経外科循環器内科病院 

旭町郵便局 

旭有機材（株） 

安田薬品（株） 

医療法人佐藤医院 

医療法人社団 小林医院 

一関厳美溪ライオンズクラブ 



一般社団法人 日本福音ルーテル社団 

一般社団法人国際環境研究協会 

鵜飼印刷社 

浦和ふたば法律事務所 

横浜市磯子スポーツセンター 

横浜市栄区医師会 

横浜容器工業（株） 

岡山ひだまりの里病院 

岡谷鋼機（株）東京本店 

賀集産業（株） 

学校法人聖公会栄光学園八戸幼稚園 

㈱Labo 

㈱ＮＩＰＰＯ 

㈱ＹＯＵ＆ＫＯＵ 

㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 

㈱一興 

㈱イトーキ 

㈱インターロジサービス 

㈱エル・エム・エス 

㈱カインドオル 

㈱サプラ 

㈱サンペックスイスト 

㈱サンベルコ 

㈱駐輪サービス 

㈱東海日動パートナーズかんさい 

㈱トリコインダストリーズ 

㈱中西製作所 

㈱日弘 

㈱日本コンタクトレンズ 



㈱ネリキ 

㈱光岡会計事務所 

㈱ふくみや 

㈱水本機械製作所 

㈱三幸工務店 

㈱村井工業所 

㈱明輝クリーナー 

㈱モリタ 

関口歯科医院 

関東物産（株） 

丸紅テクノシステム（株） 

丸山機工（株） 

岩手県県南広域振興局 

岩手県酒造組合 

吉田社会保険労務士事務所 

京急観光（株） 

興和商事（株） 

金城学院大学 

熊本友の会 

兼松（株） 

見付市立西中学校 

江戸川病院 

江戸鉄(株) 

高砂熱学工業（株） 

高田馬場診療所 

国光エクセル（株）本社工場 

国際ソロプチミスト岡崎 

国際ソロプチミスト諏訪 

国際ソロプチミスト南国 



国税同友会連合会事務局 

国立国際医療研究センター 

今治バプテスト教会 

埼玉県中小企業共済協同組合 

三井住友海上火災保険（株） 

三井住友海上火災保険（株）東京西支店 東京西第一支社 

三井住友海上火災保険（株）東北本部 

三井物産アグロビジネス（株） 

三井物産スチール（株） 

三協興産（株） 

三桜電気工業（株） 

三生ビル管理（株） 

三菱商事プラスチック（株） 

三輪医院 

司法書士・行政書士 和田正敏 

志村バプテスト教会 

社会福祉法人一粒福祉会ひとつぶ保育園 

社会福祉法人厚生福祉会 青戸もも保育園 

社会福祉法人孝寿福祉会 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会 

社会福祉法人訪問の家 郷 

社会保険労務士法人 ジャパン・パーソネル・サポート 

守谷市社会福祉協議会 

酒井歯科診療所 

首都高機械メンテナンス（株） 

収集グループ あさがお会 

宗教法人 浄土宗専念寺 

集英社 

住化ポリカーボネート（株） 



住友生命保険相互会社 

勝山自動車（株） 

勝田聖書教会 

昭和リース（株） 

昭和日タン（株） 

城北食品（株） 

常磐興産（株） 

新潟西浦メディカルセンター病院 

新宿区西新宿シニア活動館 

新日本無線（株） 

森山環境科学研究所 

神谷コーポレーション（株）湘南オフィス 

神奈川県自動車交通共済協同組合 

水戸無教会 

杉田エース（株） 

杉並ユネスコ協会 

清水工業(株) 

生命保険協会 新潟県協会 

西華産業（株）名古屋支店 

西川産業（株） 

西尾レントオール（株）ＲＡ東京第二営業所 

誠愛リハビリテーション病院 

税理士 横田仁一事務所 

税理士法人 第一経理 

税理士法人 富士中央綜合事務所 

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 

千葉県住宅供給公社 

千葉友の会 



川崎ブレーメン通郵便局 

川崎医療福祉大学 

川内ライオンズクラブ 

川辺恒雄事務所 

全農物流（株）東北支社 

相模原福音キリスト教会 

相模友の会 

足利友の会 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

損害保険ジャパン日本興亜（株）長岡支店 

多摩友の会 

太平洋金属健康保険組合 

太洋物産（株） 

大成興業（株） 

大都魚類（株） 

大日精化工業（株）本社 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

大和紙器（株） つくば工場 

第一生命保険（株）東大和営業オフィス 

中部ガス労働組合 

中部日化サービス（株） 

中部日化サービス（株）三重支店 

朝日生命三重支部 

朝日総合法律事務所 

長津田駅北口郵便局 

椿本興業（株）横浜支店 

田園調布雙葉学園 

田中電気（株）浦和事務所 



東京トヨペット（株） 

東京フリーメスジスト桜ヶ丘キリスト教会婦人会切手係 

東京家庭学校 上水保育園 

東京海上日動事務アウトソーシング（株） 

東京海上日動調査サービス（株） 

東京四谷ロータリークラブ 

東京旅客個人タクシー協会 

東光整版印刷（株） 

東川口福音自由教会 

東日本コベルコ建機（株） 

東邦シートフレーム（株） 

東洋シヤッター（株）仙台営業所 

藤沢聖マルコ教会 

藤田商事（株）保険統括部 

特別養護老人ホームむらさき野苑 

栃木家石材店 

栃木県県北健康福祉センター 

南日本運輸倉庫（株） 

日清製粉労働組合 

日西物流（株）仙台営業所 

日赤宮城県支部名取市地区 

日東化学産業（株）本社 

日本キリスト改革派四日市教会 

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 

日本キリスト教団 塩釜東教会 

日本キリスト教団 幸町教会 

日本キリスト教団 小阪教会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 



日本キリスト教団翠ヶ丘教会 

日本キリスト教団福岡玉川教会 

日本キリスト教団福岡玉川教会 

日本マリン（株） 

日本基督教団 神奈川教区事務所 

日本基督教団 聖徒教会 

日本基督教団高崎南教会婦人会 

日本建設（株）東京本社 

日本工営（株）本社 

日本自由キリスト教会 

日本女子大学教職員組合 

日本情報通信（株） 

日本同盟基督教団 愛のキリスト教会 

日本二輪車普及安全協会 

日本毛織労働組合加印支部 

日本郵便（株）宮前郵便局 

日本郵便（株）五稜郭駅前郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本郵便（株）市川郵便局 

日本郵便（株）秋田中央郵便局 

日本郵便（株）新潟南浜通郵便局 

日本鐵板（株）関東支店 

柏市社会福祉協議会 カトレア 

白河ライオンズクラブ 

品川商工（株） 

浜正機工（株）東京支店 

不二聖心女子学院 

富山鹿島町教会婦人会 

富山住友電工（株） 



富士ゼロックス千葉（株） 

富士金網工業（株） 

富士見町社会福祉協議会 

福岡聖書キリスト教会 

福島赤十字病院 

保坂税理士事務所 

豊世運輸（株） 

北海道ガソン（株） 

北海道後期高齢者医療広域連合 

北海道新聞社 

北斗精機（株） 

本間建具 

本宮ライオンズクラブ 

名糖運輸（株）東海物流センター 

明治安田生命労働組合 仙台支部 

明電システムソリューション労働組合 

毛呂山キリスト栄光教会 

野方ウェスレアンメソヂスト教会 

矢崎化工（株） 

㈲資興 

㈲中原機工 

㈲西常商店 

㈲らいすぴあ・いぐち 


