
2017年 9月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2017年 9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。 

 

（株）ＣＦＮ 

（株）シムテック 

（公財）シマノ・サイクル開発センター 

（社）ライフケアシステム 

（社）日本女子大学教育文化振興桜楓会 

（社福）札幌市社会福祉協議会 

（社福）隆徳会 サニーヒル横須賀 

（有）イクスースーアゴラ 

（有）カイカイキキ 

（有）ジパング・プロジェクト 

（有）秋田カーゴ 

(医療法人)東札幌病院 

(一社）埼玉県自転車防犯協会 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）JM札幌サービスセンター 

（株）ＮＩＰＰＯ 

（株）NIPPO豊田出張所 

（株）ＮＴＴビジネスアソシエ西日本 

（株）TBS サンワーク 本社 

（株）アイメックス 

（株）旭精機 

（株）アジャスト 

（株）アストラカン・アドバタイジング 

（株）アド・メール 



（株）アルビス 

（株）アルフオ 

（株）イザワピグメンツ 

（株）エイコーサービス 

（株）大嶽名古屋 

（株）オーテック 

（株）オカムラ物流 

（株）加賀屋 

（株）カナイワ 

（株）カプコン 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 

（株）キャリア・サービス 

（株）キョーユー 

（株）クエスト 

（株）久我 

（株）クリマテック 

（株）クレオン 

（株）クロセ 

（株）ケイハイ 

（株）コーシンホーム 

（株）コムテックス 

（株）サニーカラー 

（株）サンクリーンドリーム 

（株）シェリロゼ 

（株）昭和商会 

（株）スカイプラン 

（株）錢高組 

（株）ターフテック 



（株）大電社 

（株）ダイフレックス 

（株）タカギ本社 

（株）ダック技建 福岡支店 

（株）タブチ 

（株）テンダーラビングケアサービス 東京本社 

（株）とらや本社 

（株）西建設計 

（株）ニッコクトラスト 

（株）日水コン 

（株）ニッセイ シーエスティー 

（株）バルコムモータース 

（株）ばんしょう東京支店 

（株）阪神エネテック 

（株）ヒューマンシップス 

（株）藤木工務店 

（株）プルータス 

（株）フロンティアハウス 本店 

（株）ベスト 

（株）ベルーナ 

（株）ほくつう 

（株）ホロンシステム 

（株）ホンダベルノ市川 桜木店 

（株）舞鶴クレーン 

（株）真美夢 

（株）山本精工所 

（株）ゆうちょ銀行 南関東エリア本部 

（株）ユニーク 

（株）ラ・アトレ 



（株）ライフク 

（株）ラピスネット 

（株）レカムサービス 

（株）ワイドルトレーディングカンパニー 

（株）ワタナベ楽器店 

（株）伊藤商店 

（株）羽根 鹿児島営業所 

（株）岡村制作所 

（株）岩佐鐵工所 

（株）吉田産業仙台支店 

（株）久保田工務店 

（株）極洋 

（株）近藤商店 

（株）光波 

（株）佐渡島 東京支社 

（株）埼玉ヤマト 

（株）三柱 

（株）山庄 

（株）春秋社 

（株）小山不動産 

（株）新開トランスポートシステムズ 

（株）石井興業  

（株）千葉寺岡 

（株）東京エイドセンター 

（株）東邦アーステック 

（株）東和エンジニアリング 

（株）東和電機商会 

（株）徳屋 

（株）二進刃型 



（株）日陸 

（株）八洲測器 

（株）不動産工房 

（株）暮しの友社 

（株）北原防災 

（株）北日本冷暖 

（株）北陸銀行もりの里支店 

（株）北陸銀行大徳支店 

（株）明治 

（株）立川紙業 

（公）東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 

（公財）ちば県民保健予防財団 

（公社）日本河川協会 

（財）先端建設技術センター 

（財）川崎市生涯学習財団 

（有）ナック 

（有）ニーズ 

（有）ハイ・メタル 

（有）吉田保険 

ＡＧＣファブリテック（株） 

ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 

B. MOKK 

ＣＯＮＮＥ ＨＯＴＥＬ 

ＤＨＬ ＪＡＰＡＮ（株） 

H.R.コーポレーション 

JA三井リース㈱ 

J-POWERグループユニオン 

ＪＰＳ製薬（株） 

ＪＰ労組 伊勢志摩支部 



JXエンジニアリング（株） 関東第 3SS事業所 

ＫＤＤＩ（株）コンシューマ山陰支店 

ＮＰＯ世田谷桜丘まちづくり 

NPO法人 まごころネットワーク 

ＮＴＴコムマーケティング（株） 

PORT ENTERPRISE CO., LTD. 

SMFLキャピタル株式会社 

ＴＯＴＯアクアテクノ（株）大分工場 

アーバンホール 

アールイーメディカル㈱ 

赤帽兵庫県軽自動車運送協同組合 

曙チャペル 

浅井産業㈱ 

芦屋浜教会 

アステラスビジネスサービス（株） 

イーズ コーポレーション 

イオン（株）大宮西店 

茨木ボランティア友の会 

インターコンチネンタルホテル大阪 

インマヌエル・ルーテル幼稚園 

インマヌエル船橋キリスト教会 

インマヌエル中目黒教会 

ウム･ヴェルト（株） 

エイム電子（株） 

永和信用金庫 

エクシオ物流サービス（株） 

エクレ（株） 

エコスタッフ・ジャパン（株） 

大分県佐伯土木事務所 



大分県トラック協会 

オーウエル（株） 

オーウエル㈱ 

大阪愛徳幼稚園 

大阪さくらライオンズクラブ 

大阪廃棄物処理㈱ 

大阪大和川ライオンズクラブ 

大阪淀川ライオンズクラブ 

大本青年部事務局 

オーク・フレンドリーサービス（株） 

岡山中区福祉事務所 

押谷産業㈱ 

小野博郷法律事務所 

オムロンフィールドエンジニアリング（株） 

カイタックグループ 

柏原ライオンズクラブ 

鹿島道路㈱ 

勝浦キリスト・バプテスト教会 

かつしかシンフォニーヒルズ 

カトリック大阪大司教区本部事務局 

カトリック豊中教会内 

カトリック桃山教会 

カトリック元町教会 

汽罐部品製造㈱ 

京都ＹＭＣＡ 

京都東洞院錦郵便局 

キリスト品川教会奉仕部 

近畿バラエメント輸送協同組合 

グーテンベルク 



クラリオン（株）本社・技術センター 

グループ『ぽけっと』 

グローバルアドバンストメタルジャパン（株）会津工場 

軽費老人ホーム佐保苑 

合同会社 ぶどうの木 

国際ソロプチミスト京都ー東山 

コマツ宮崎㈱ 

コルテコ石野（株） 

サカモト・ダイテム（株） 

サンエス工業（株） 

三協工材㈱ 

サンコー７２カントリークラブ 

燦ホールディングス㈱ 

三和鋼管㈱ 

信楽カントリー倶楽部 

四国工販㈱ 

ジャパンセミコンダクター大分労働組合 

昭和新山ガラス館 

新日本ケミカル・オーナメント工業㈱ 

スバル用品（株） 

スミセイビジネスサービス（株） 

誠厚学園 

生長の家 大阪教区 白鳩会 

センクシア（株） 

ソニー損害保険（株） 

ソリューション・ラボ・横浜（株） 

ダイキン工業（株）東日本サービス部企画グループ 

ダイダン（株）新潟支店 

ダイダン（株）名古屋支社 



大和ハウス工業㈱ 

大和ハウス工業㈱ 

大和ハウス工業㈱ 

大和ハウス工業㈱ 

大和ハウス工業㈱ 

大和ハウス工業㈱ 

田岡化学労働組合 

タカラベルモント㈱ 

タケミコンピュータサービス（株） 

中央精機㈱ 

デュプロ精工㈱ 

東洋紡ＳＴＣ㈱ 

トヨタ自動車東日本（株） 宮城大和工場 

ナイス（株） 

中井エンジニアリング㈱ 

長田会計事務所 

中田人事労務事務所 

名古屋エアケータリング㈱ 

なごや希望教会 

波佐見町ボランティア連絡協議会 

南海ビルサービス㈱ 

西日本電気システム㈱ 

日本キリスト改革派伊丹教会 

日本キリスト教団 松山番町教会 

日本キリスト教団龍野教会 

日本ゼオン㈱ 

日本トムソン㈱ 

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㈱ 

パーフェクト リバティー教団 総合事務所 

林化成㈱ 

久居聖書教会 

飛騨会計事務所 

ひでや工房 

ビューローベリタスジャパン株式会社 

ひらない中央児童館 

広島ロータリークラブ 

広島ロータリークラブ 

フクエイ㈱ 

不二印刷㈱ 

富士ゼロックスシステムサービス㈱ 

プライムテック㈱ 

プライムフーズ（株） 

ボランティアの会 

ボランティア平野綿の会 

マツオカ建機（株） 

マックス（株）玉村工場 

マルヤマエクセル（株） 

ミカド（株） 

三島真光教会 

みぞて眼科 

三井住友信託 

三井生命労働組合 

宮良眼科医院 

ムサシ興発（株） 

紫野教会 

モリ工業㈱ 



大和ランテック㈱ 

ユニセキネット 

横河東亜工業㈱ 

ライオンズクラブ４Ｒ 

ライオンズクラブ国際協会高岡中央ライオンズクラブ 

洛東耳鼻咽喉科 

ルーテル掛川菊川教会 

わかばの会 

和歌山キワニスクラブ 

和歌山社会福祉専門学校 

阿久根めぐみこども園 

愛徳カルメル会 

旭管工（株） 

旭川忠和郵便局 

衣笠病院 

医療法人社団 桑梓の会 文教町クリニック 

医療法人社団こじま内科 

医療法人社団筑波記念 筑波記念病院 

井原水産（株） 

一般社団法人墨東読売会 

宇和島友の会 

運送サービス（株） 

栄総合法律事務所 

越谷福音自由教会 

横浜パイロット組合 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

王子インターパック（株） 

岡谷市社会福祉協議会 

河西工芸（株） 



河辺・家の教会 

学校法人 片柳学園 東京工科大学 

学校法人平和学園 

兜屋画廊 

関東食糧（株）外商本部 

丸日産業（株） 

岩手県県南広域振興局 

岩手県県南広域振興局 

宮川司法書士事務所 

宮入内科診療所 

銀の家 

九州産交整備（株） 

栗原興業（株） 

桑名西ロータリークラブ 

劇団民藝 

健生クリニック 精神科デイケア 

建設連合 山梨県建設組合 建設連合国民保険組合 

原町ライオンズクラブ 

古川電気工業（株） 

公益財団法人ウシオ財団 

厚木聖ヨハネ教会 

高齢者福祉施設 西七条 

佐賀東信用組合 

札幌キワニスクラブ 

鯖江桜郵便局 

三井住友海上火災保険（株） 

三井住友信託銀行 

三井生命保険（株）岡崎支社 

三井物産メタルズ（株）軽金属原料部 



三恵エンジニアリング（株） 

三原聖ペテロ聖パウロ教会 

三谷不動産（株） 

三菱鉛筆（株）横浜事業所 

三菱重工冷熱（株）北日本支社 

山吹モーター 

山武造船（株） 

四日市友の会 幼児生活団 

志布志ライオンズクラブ 

社会福祉協議会清須市社会福祉法人すみれ 

社会福祉法人 白馬村社会福祉協議会 

若葉台診療所 

寿工業（株） 

住電商事（株） 

住友化学（株）化成品事業部 

住友不動産販売（株）浦安営業センター 

出光興産（株） 

勝山自動車（株） 

勝沼教会 

小樽友の会 

小野コンクリート工業（株） 

昭和リース（株） 

松阪市ボランティアセンター 

松浜郵便局 

新越総合（株） 

新川町婦人部 

世田谷平安教会 

成和インターナショナル（株） 

清泉小学校児童会ボランテイア委員会 



聖マリアンナ医科大学 

聖路加国際病院 

西谷印刷（株） 

西尾市立幡豆中学校 

青山学院初等部 

青木油脂工業（株） 

静岡保護観察所浜松駐在官事務所 

静岡雙葉高校 

税理士法人 古田土会計 

税理士法人 連合会計事務所 

石原産業（株）東京総務部 

積水ハウス（株）名古屋東カスタマーズセンター 

積和不動産中部（株） 

設定こども園 神愛幼稚園 

仙台演劇鑑賞会 

千葉北部生コンクリート協同組合 

船橋市老人クラブ連合会中央地区 

全国大学生協共済生活協同組合連合会 

捜真女学校同窓会 

早稲田ライオンズクラブ 

相模台地区ボランティアの会 

綜合警備保障（株）渋谷支社 

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） 

太陽生命グッドウィルサークル友の会 

太陽生命保険（株）東京支社 

大月キリストの教会 

大日本図書 

大矢螺子工業（株） 



大和ハウス工業（株） 

大和ハウス工業（株）横浜支社 

大和ハウス工業（株）厚木支店 

大和ハウス工業（株）埼玉支社 

大和ハウス工業（株）多摩支店 

拓栄建設（株） 

竹原ライオンズクラブ 

中越パルプ工業（株） 

中部日化サービス（株） 

中部日化サービス（株）三重支店 

津ユネスコ協会 

津軽保健生活共同組合 

辻堂キリスト教会 

辻堂キリスト教会 

唐子郵便局 

東京フラワーポート（株） 

東京海上日動火災保険（株） 

東京玉川ライオンズクラブ 

東京諸聖徒教会 

東京小売酒販組合 玉川支部 玉川酒販協同組合 

東京成城新ロータリークラブ 

東京友の会 

東洋警備保障（株） 

特定非営利活動法人愛実の会 

独立行政法人労働政策研究・研修機構 

南海ビルサービス（株）東京支店 

南魚沼市社会福祉協議会 

二和印刷（株） 

日軽エムシーアルミ（株） 



日西物流（株）仙台営業所 

日本イエスキリスト教団新座教会 

日本キリスト改革派仙台教会 

日本キリスト教会 神戸湊西教会 

日本キリスト教団 小阪教会 

日本キリスト教団ひの木教会 

日本キリスト教団静岡草深教会 

日本キリスト教団東京都民教会 

日本キリスト教団福岡玉川教会 

日本システムウエア（株） 

日本バプテスト名古屋キリスト教会 

日本フリーメソジント加古川キリスト教会 

日本ルーテル教団 池上ルーテル教会 

日本基督教団 熊谷教会 

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 聖徒教会 

日本基督教団鶴川北教会 

日本基督教団田園江田教会 

日本経済新聞東京都連合日経会 

日本山妙法寺 

日本聖公会 福井聖三一教会 

日本聖公会東京教区 東京聖十字教会 

日本同盟基督教団麻布霞町教会 

日本郵便（株）札幌太平郵便局 

日本郵便（株）山鼻東屯田通郵便局 

日本郵便（株）新潟中央郵便局 

日本郵便（株）真鶴郵便局 

日野キリスト教会 



日立製作所労働組合 

能美防災（株）土浦営業所 

農研テクノ（株） 

巴工業（株） 

萩姫の湯 栄楽館 

柏崎興業（株） 

函館すずらんライオンズクラブ 

八王子めじろ台バプテスト教会 

八千代会計事務所 

富国電気（株） 

風神会計事務所 

福島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会 

福島西ライオンズクラブ 

弁護士法人はやて法律事務所 

弁護士法人ホームワン 

宝醤油（株） 

放送大学愛知学習センター 

法律事務所イオタ 

豊玉香料（株） 

北海道新聞社 

北空知地区郵便局長夫人会芦別部会 

北日本ビル管理（株） 

北部地区老人クラブ連合会 

本所賀川記念館 

枕崎ライオンズクラブ 

万葉倶楽部（株） 

明治安田生命（相）横浜支社 

鳴門郵便局 

酪農学園大学キリスト教教育委員会 



林田行政書士事務所 

和東産業（株） 

髙畠ライオンズクラブ 


