
2017年 10月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2017年 10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）トリビュン 

（株）DTS 

（株）NIPPO 知多出張所 

（株）ＮＩＰＰＯコーポレーション横須賀出張所 

（株）NS ソリューションズ東京 

（株）ＴＳＣ 

（株）アイベック 

（株）アクト 

（株）アボック 

（株）アルファコーポレーション 

（株）エニー 

（株）エヌシーエス 

（株）オリエントホーム 

（株）オレンジフードコート 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 

（株）カワノ 

（株）カンビ 

（株）クレアホーム 

（株）ケミカルオート 

（株）コスモ教育出版 

（株）サンテクノ 

（株）シービーエス 



（株）スカイプラン 

（株）ティ・アイ・ディ 

（株）ドトールコーヒー 

（株）ピート 

（株）ビックカメラ 

（株）プルータス 

（株）ベイサイドテクノス 

（株）ベルパーク  

（株）マキナエンジニアリング 

（株）ミルックス九州支店 

（株）メック 

（株）ユーコウパーツ 

（株）ゆう屋 

（株）ヨロズ愛知 

（株）レイシャス 

（株）旭電熱製作所 

（株）経済界 

（株）御田釦販売（株） 

（株）守谷商会 

（株）樹林 

（株）松本鉄工所 

（株）信和 

（株）新和 

（株）森谷商会 

（株）蒼設計 

（株）大岩マシナリー東京支社 

（株）大岩マシナリー東京支社 

（株）東日本銀行 池袋支店 

（株）日本コンサルタントグループ本社 百貨・専門店研究所 



（株）日本政策投資銀行 

（株）博洋通信企画 

（株）富士通バンキングソリューションズ 

（株）野毛印刷 

（株）矢島建材 

（協） 日専連宮古婦人会 

（公社）富山県善意銀行 

（社）日本薬局協励会 

（有）こなかわ 

（有）ユゲ商会 

（有）伊藤鈑金工作所 

（有）秋元自動車工業 

（有）晴美舎 

（有）不二越総合保険事務所 

（有）不二越総合保険事務所 

（有）友田保険事務所 

ＡＧＣ硝子建材㈱ 

ＡＧＣファブリテック㈱ 

Ｂｒａｓｔ（株） 

GEパワーソリューション（株） 

JXエンジニアリング（株） 

KOJIMA LABEL 

KOKUSAI REALTY CO.,LTD. 

MB石橋教会 

ＮＢＣ情報システム㈱ 

ＮＰＯ法人今井館教友会 

ＮＳＳＢマテリアル㈱ 

ＲＩＴＡエレクトロニクス㈱ 

RNA Inc. 



ＵＤトラックス㈱ 

アークアウトソーシング（株） 

あい・ネパールの会 

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 

アイラビット（株） 

アイラビット（株） 

アガペクリニック 

晃成会介護ステーション 

アクサ生命保険（株） 

アクティオ㈱ 

アクティオ㈱ 

あけぼの綜合事務所 

浅井産業㈱ 

旭区青少年指導員会 

アメイジー（株） 

あわら三国ライオンズクラブ 

イーオクト（株） 

イーデザイン損害保険（株） 

イエス福音教団東京教会 

伊丹市医師会 

一般社団法人ＰＯＯLE 

伊藤忠システック㈱ 

イベンタス（株） 

上野電気㈱ 

宇野酸素㈱ 

エイベックス㈱ 

エグゼクティブツアー（株） 



エクレ（株） 

エヌ・ティ・ティ エムイーサービス 

尾池会計事務所 

オー･ジー長瀬カラーケミカル㈱ 

大阪ＹWＣＡ千里 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪硝子㈱ 

大阪市 

大阪市阿倍野区老人クラブ連合会 

大阪商工企業協同組合 

大阪商工企業協同組合 

大阪商工企業協同組合 

大阪すみのえライオンズクラブ 

大阪府貨物運送健康保険組合 

大阪湾水先区水先人会 

大津友の会 

岡山市中区福祉事務所 

奥西ベニヤ㈱ 

オリックス自動車（株） 

オレンジスリフティー 

香芝切手ボランティア 

カジマメカトロエンジニアリング（株）川越事業所 

カトリック岸和田教会 

カトリック山田幼稚園 

カトリック雪ノ下教会月曜ボランティア会 

カネボウ労働組合 

鴨川法律事務所 

川口製菓㈱ 

川崎重工労働組合 



関西学院 

かんまち調剤薬局 

菊田屋 

キシダ化学（株）東京支店  

キシダ化学（株）東京支店  

キャセイパシフィック航空会社 

清原㈱ 

クラリオン（株）本社・技術センター 

栗原工業㈱ 

小厚化成㈱ 

香芝市切手ボランティア 

神戸市看護大学 

小太郎漢方製薬㈱ 

コニシ技研㈱ 

小西安㈱ 

サークル虹 

サヌキ印刷（株）大阪営業所 

三協工材㈱ 

塩野義製薬労働組合 

四国銀行 

システム技研（株） 

清水鐵工所 

障害者支援施設ぽれぽれ 

昭和パックス㈱ 

食品衛生協会 

シンコー㈱ 

新明産業㈱ 

新明産業㈱ 

信和㈱ 



住友ゴム工業㈱ 

関ヶ原町社会福祉協議会 

積水ハウス株式会社 

積水ハウス㈱ 

積水ハウス㈱ 

積水ヒノマル㈱ 

千加寺大悲大院 

ソニーPCL（株） 

ソニー損害保険（株） 

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 

大正病院 

大和ハウス工業㈱ 

多気町 

タク・マテリアル（株） 

たにぐち書店 

田村ボーリング㈱ 

単立 千里山基督教会 

中央幼稚園 

土井特殊鍍金工業㈱ 

東京海上日動火災保険㈱ 

東城ロータリークラブ 

東邦化学工業㈱ 

トーヨーポリマー㈱ 

特別養護老人ホーム 向陽荘 

トップトレーディング㈱ 

整水工業㈱ 

富奥郵便局 

富貴屋 

友紘会本部 



トヨタカローラ㈱ 

中井エンジニアリング㈱ 

ナカヤ建設（株） 

名荷郵便局 

名古屋エアケータリング㈱ 

仁川教会 

西日本電気システム㈱ 

日油㈱ 

ニチレキ㈱ 

ニッテレ債権回収（株）福岡コールセンター 

日本アルミット㈱ 

日本キリスト教団神和教会 

日本キリスト教団曽根教会 

日本ステージ㈱ 

日本バプテスト病院 

ノボノルディスクファーマ（株） 

パイプニット（株） 

阪急阪神交通社グループ労働組合連合会 

ビクターミュージックアーツ（株） 

ひまわり母親クラブ事務局宮児童館 

姫路大野町郵便局 

兵庫県トラック協会 

福島工業㈱ 

福島工業㈱ 

福山ロータリークラブ 

不二印刷㈱ 

富士通リース㈱ 

ブライト標識工業㈱ 

プラント機工㈱ 



ブリジストン加工品ジャパン㈱ 

べジタイムズ（株） 

芳栄工業㈱ 

ホテル・ザ・ルーテル 

ホテルジェイズ日南リゾート 

ボランティアグループ婦人会 

ボランティアサークル 

毎日放送 

松本ビル管理㈱ 

松山公認会計士事務所 

丸魚水産㈱ 

マルワ工業（株）本社・工場 

みかさこども園 

三井ガーデンホテル岡山 

三菱電線工業㈱ 

南公認会計士事務所 

ヤマキ電気（株） 

山口信愛教会 

山﨑内装工業㈱ 

ヤンマーシンビオシス㈱ 

ヤンマーシンビオシス㈱ 

四日市市指定上下水道工事業者協同組合 

リード オフ ジャパン（株） 

ルーテル津教会 

ロジスティック・プランニング・スタッフ㈱ 

和歌山トヨタ自動車㈱ 

脇浜電業㈱ 

旭化成ホームズ（株）埼玉・北関東ヘーベリアセンター 

旭川十条郵便局 



旭洋紙パルプ（株）東京本社 

伊藤仁塗（株） 

伊藤忠商事（株）中部支社 

医療法人財団愛泉会老人保健施設愛泉館 

医療法人社団 北陽会 牧病院 

医療法人社団永世会永世病院 

医療法人社団日高会日高病院 

井原水産（株） 

一般社団法人 日本橋青色申告会 

一般社団法人 日本福音ルーテル社団 

荏原商事（株)東京支社 

永和総合事務所 

横浜キワニスクラブ事務局 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

岡崎市役所 

岡谷鋼機（株）東京本店 

荻房 

下落合キリスト教会 

河崎運輸機工（株） 

花小金井キリスト教会 

会津よつば農業協同組合湯川支店 

角谷眼科医院 

学校法人天野学園愛珠幼稚園 

㈱ NIPPO 東富士出張所 

㈱ エム・ビー・シー 

㈱ グローバル企画設計 

㈱ＲＥＤＵインターフェイス 

㈱アース・コーポレーション 



㈱育児の友社 

㈱池田工業 

㈱今村組 

㈱インターロジサービス 

㈱オートシステム 

㈱カド― 

㈱企業サービス 

㈱木場建設 

㈱共立物流システム 

㈱クロセ 

㈱山洋 

㈱昭電 

㈱スギモト 

㈱総合保険代理店 日本リスクマネジメント 

㈱大伸社 

㈱宝塚クリエイティブアーツ 

㈱ダンロップゴルフスクール 

㈱ディーアイエス 

㈱友十 

㈱奈良木建 

㈱フィニティ 

㈱ポプラ 

㈱丸三 

㈱マルタ陶喜 

㈱美粧ケミカル 

㈱村井工業所 

㈱森田電器工業所 

㈱豊光社 

茅ヶ崎平和教会 



丸栄石油（株） 

丸力運輸（株） 

岩国ユネスコ協会 

岩手県県南広域振興局 

亀書房 

亀津カトリック幼稚園 

吉澤孝明税理士事務所 

宮城県労働者福祉協議会 

協栄ゴードー（株） 

近代化学（株） 

駒ヶ根ライオンズクラブ 

軽急便（株）事務センター 

光が丘第八保育園 

公益財団法人 児童育成協会 

広沢婦人会  

香芝ゴスペルチャーチ 

国際交流基金御苑前オフィス 

今金日赤奉仕団 

札幌中島ライオンズクラブ 

三井住友海上火災保険（株） 

三井物産アグロビジネス（株） 

三生ビル管理（株） 

三菱オートリース（株） 

三菱ケミカルエンジニアリング（株） 

三和商事（株） 

山形県県土整備部管理課 

山口会計事務所 

四日市友の会 

寺本製菓材料（株） 



社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 

社会保険労務士 森事務所 

収集グループ あさがお会 

住友不動産建物サービス（株） 

勝又和彦税理士事務所 

小岩金網(株)  

小坂井商工会 

小千谷市社会福祉協議会 

昭和リース（株） 

松浪硝子工業（株）東京営業所 

浄土宗誓教寺 

新潟特殊企業（株） 

新三商事（株） 

新宿区社会福祉協議会 新宿ボランティア・市民活動センター 

新生紙パルプ商事（株） 

新田教会 

真駒内郵便局 

瀬田川病院 

成和自動車鈑金塗装工業(有) 

聖心学園幼稚園 

税理士法人 日野総研 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

石黒工務店 

積水成型工業（株） 

川崎医療生協 

川崎田園都市病院 

川畑税務会計事務所 

川﨑バプテスト教会 

船橋市西部地区老人クラブ連絡協議会 



船橋市保健所 

船橋市老人クラブ中央地区連合会 

船橋市老人クラブ連合会中央地区 

相模原はやぶさ学園 

草津聖バルナバ教会マリア会 

足立区立六木小学校 

損保ジャパン日本興亜（株） 

損保保険ジャパン日本興亜株式会社 新潟支店内 

太陽建設工業（株） 

太陽工業（株）221国土環境エンジニアリングカンパニー 

大井バプテスト教会 

大原学園 大原簿記学校 10号館 

大成有楽不動産（株）名古屋支店 

大同衣料（株） 

大和ハウス工業（株）本社 

瀧口木材（株） 

茶道裏千家財団法人今日庵秘書室 

朝日新聞東京本社 

長崎市ジョブサポートセンター 

長津田キリスト教会 

田村ライオンズクラブ 

田辺ボーグ（株） 

東亜グラウト工業（株） 

東映ビデオ（株） 

東海塗装（株） 

東急文化村（株） 

東京トヨペット（株） 

東京ボランティア・市民活動センター 

東京海上日動火災保険（株）高松支店 



東京海上日動調査サービス（株） 

東京玉川ライオンズクラブ 

東京工芸大学 

東京電力常傭職員労働組合本部 

東京日野自動車（株）足立支店 

東駿河郵便局長夫人会 

東那須野地区婦人会 

東邦シートフレーム（株） 

東洋電産（株）本社 

東和ライオンズクラブ 

湯沢町社会福祉協議会 

同人誌 随筆春秋 

独立行政法人 労働者件光福祉機構 秋田労災病院 

栃木県県東健康福祉センター 

那覇家庭裁判所 

南真化学工業（株） 

日向台病院 

日新化熱工業（株）本社工場 

日西物流（株）仙台営業所 

日赤山形市地区 

日本ＤＬＭ技術者会 

日本アンテナ労働組合 

日本キリスト改革派 八事教会 

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 小阪教会 

日本キリスト教団 西が丘教会 

日本キリスト教団旭川豊岡教会 

日本キリスト教団高の原教会 



日本キリスト教団倉吉教会 

日本キリスト教団大久保教会 

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 

日本基督教団羽咋教会 

日本基督教団秋田高陽教会 

日本基督教団石神井教会 

日本基督教団千葉本町教会 

日本建設（株）東京本社 

日本光電中部（株） 

日本国土開発（株）札幌営業所 

日本自由キリスト教会 

日本中部工業資材（株） 

日本通運（株）仙台支店 

日本道路興運（株）東京支店 

日本福音ルーテル博多教会 

日本郵政グループ労働組合東京西南支部 

日本郵便（株） 

日本郵便（株）金沢中央郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

函館臥牛ライオンズクラブ 

八戸グランドホテル 

八千代銀行 

福島西ライオンズクラブ 

米久（株） 

北海道新聞社 

北斗精機（株） 



北労金労組 

末重建設（株） 

明治安田生命保険相互会社 

㈲イシウラオート 

㈲イマシン 

㈲勝部組 

㈲福若 

㈲真柄木工所 

㈲ユニテック 

郵便局（株）陸別郵便局 

雄山陸運（株） 

嵐山酒造（株） 

緑の牧場教会大館チャペル 

廣田税務会計事務所 

齋田産業（株） 


