
2018 年 4 月に使用済み切手等のご寄付をいただきました団体の一覧 

2018 年 4 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。 

（医）準和会富樫医院  

（一社）建設コンサルタンツ協会  

（一般）神奈川県損害保険代理業協会  

（株）JM 札幌サービスセンター  

（株）ＪＴＢ西日本  

（株）ＬＩＸＩＬ住設直需受注センター  

（株）ＮＩＰＰＯ 徳島出張所  

（株）ＮＩＰＰＯ高松出張所  

（株）NTT ドコモ CS 東海   

（株）アイザワビルサービス  

（株）アグレックス  

（株）アストラカンアドバタイジング  

（株）アドワースワークス  

（株）アナログテクノロジー  

（株）アビステ 大阪営業所  

（株）アルフオ 城南島飼料化センター  

（株）あんじ  

（株）いすゞユーマックス  

（株）今村組  

（株）インターワールド東京本社  

（株）植田製作所  

（株）うさみ電工  

（株）エイアンドピープル  

（株）エクセディ精密  



（株）江口電機岡山営業所  

（株）エスエーピー  

（株）エスシープランニング  

（株）エスワイプロモーション  

（株）エル・エム・エス 京都営業所  

（株）オーテック  

（株）オープンセサミ・テクノロジー  

（株）大都  

（株）オカムラ物流  

（株）オフシス  

（株）オリエントホーム  

（株）カネマン村瀬  

（株）カレッヂ  

（株）ギガプライズ  

（株）キンジ・ワークス  

（株）久我  

（株）熊谷組 北陸支店   

（株）くらし計画  

（株）クレアホーム  

（株）クレアン  

（株）コーケン・メディケア  

（株）コニー東京支社  

（株）コムテックス  

（株）三栄金属製作所  

（株）三友十件  

（株）サンワ保険事務所  

（株）シービーエス  

（株）ジェイトス  

（株）ジャパンセル  



（株）新拓テクノス  

（株）スミク・クリエイト  

（株）総合保険代理店  

（株）ソウビ  

（株）太洋サンソ  

（株）ダストコントロールアズミ  

（株）タマディック  

（株）デ・プロ  

（株）テクノ・トライ  

（株）テンダーラビングケアサービス 東京本社  

（株）トータルメイク工房  

（株）トープラ  

（株）トップ  

（株）トップエステート  

（株）ナイン自動車  

（株）ニコンビジネスサービス  

（株）ネビュラプロジェクト  

（株）ピーオーテクノサービス  

（株）ビオネスト  

（株）フジクラファシリティーズ  

（株）フジプラス  

（株）フジヤマ技研  

（株）フセナガセ  

（株）フセラシ横浜営業所  

（株）プラスＰＭ  

（株）プルータス  

（株）プルータス 前橋支店  

（株）ホンダベルノ市川 桜木店  

（株）マキテック 山形（天童）事業所  



（株）マッシュ  

（株）マップトラスト  

（株）水本機械製作所  

（株）メジャーテックツルミ  

（株）メディカル・プロテオスコープ  

（株）森田電器工業所  

（株）リッチェル  

（株）リベア エブリンクケア  

（株）リンデンバウム遠野  

（株）レクトン  

（株）ロイヤルホームサービス  

（株）ワック 横浜ツールステーション  

（株）伊藤工務店  

（株）伊予銀行本店 広報 CSR 室  

（株）永井商会  

（株）下山保険事務所  

（株）梶谷建設  

（株）吉田産業仙台支店  

（株）空気設計舎  

（株）経済界  

（株）建設技術センター  

（株）古川電機製作所春日井工場  

（株）五ツ木書房  

（株）山庄  

（株）守谷商会  

（株）小林技工  

（株）谷井建設  

（株）長谷川建設  

（株）東急コミュニティー東京北支店  



（株）動力  

（株）徳屋  

（株）日本政策投資銀行  

（株）日本政策投資銀行 新潟支店  

（株）与野フードセンター  

（株）立川紙業  

（公社）日本農芸化学会  

（財）愛知健康増進財団  

（財）東京武蔵野病院 精神医学情報センター  

（社）日本海事検定協会  

（宗）日本自由キリスト教会  

（有）エイジング  

（有）オフィス・アルファ  

（有）川岸造園  

（有）グリーンリーフ  

（有）ジパング・プロジェクト  

（有）土屋建材店  

（有）トップ電気グループ  

（有）友野電気  

（有）ニーズ  

（有）西尾工業所  

（有）日漢  

（有）花見モータース  

（有）むさしの保険事務所  

（有）愛知環境センター  

（有）田代保険商会  

（有）友田保険事務所  

“20”ハートセブン  

EMC ジャパン（株）  



ＪＡとりで総合医療センター  

ＪＡ三井リース（株）  

ＪＥＣＡ希望キリスト教会  

JX エンジニアリング（株）  

MB 教団 石橋教会  

Ｍｉｔｓｕｉ Ｓｕｍｉｔｏｍｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ，．Ｌｔｄ  

ＮＡＣＬ わくわく和歌山  

ＮＢＣ情報システム（株）  

ＮＰＯまほうのつえ  

NTT 西日本関西事業本部  

ＴＯＴＯアクアエンジ（株）横浜支店  

ＵＤトラックス（株）  

Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ大阪千里  

ＹＩＣ京都工科自動車大学校  

あい・ネパールの会  

アサヒ飲料（株） 明石工場  

朝明ライオンズクラブ  

アルメリア税理士法人  

井笠アスコン（株）  

池田耳鼻咽喉科  

生駒市役所   

石原アメニテック（株）  

伊勢市立東大淀小学校  

市川大洲郵便局  

一般社団法人 小倉歯科医師会  

伊藤忠システック（株）  

伊藤由美子税理士事務所  

生長の家 熊本県教化部  

いるま野農業協同組合 本店  



岩倉中学校  

岩澤産業（株）  

エア・ウオーター・マッハ（株）  

栄食メディックス（株）  

エクシオ物流サービス（株）  

エデストロムジャパン（株）  

エネサーブ（株）埼玉事業所  

愛媛県文化振興財団  

愛媛南予地方郵便局長夫人会  

オイコスチャーチ  

オー・ジー長瀬カラーケミカル（株）  

大江化学工業（株） 岐阜工場  

大阪ＹＷＣＡ千里  

大阪コスモスライオンズクラブ 事務局  

大阪市北区社会福祉協議会  

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  

大阪大和川ライオンズクラブ  

大阪ラブリーライオンズクラブ  

大崎上嶋大崎ライオンズクラブ  

オーシャン貿易（株）  

大野郵便局  

オープン工業（株） 大阪店  

大見砕石（株）  

岡山市中区福祉事務所  

小川工業（株）  

奥須賀事務所・ハピネスライフ総合保険サービス  

オタフクソース（株）  

小幡ボランティアふきよせサロン  



オムロンビジネスアソシエイツ（株）  

オリックス（株）新宿支店  

ガールスカウト山形県第 3 団  

貝塚市立浜手地区公民館  

香川西部夫人会  

加古川北畑郵便局  

カゴメ（株）経営企画本部総合研究所  

春日東教会  

かすみがうら市立志筑小学校  

交野ベタニヤ教会  

学校法人 盈進学園 盈進中学高等学校  

カトリック岸和田教会  

カトリック豊中教会  

カトリック麹町聖イグナチオ教会  

河北印刷（株）  

神愛会深和ホーム  

神東建設（株）  

カルビー株式会社 東日本支社  

川口製菓（株）  

関西電気保安協会  

岐建（株）  

キシダ化学（株）東京支店   

北興化学工業（株） 岡山工場  

吉祥院  

キャノン（株）CSR 推進部  

京都南ライオンズクラブ  

京都御幸町教会  

近畿大学  

近畿バラセメント輸送協同組合  



倉敷市立玉島中学校  

クラリオン（株）本社技術センター  

クリナップ（株） 関西支社  

栗原工業（株） 公務本部  

グローバルアドバンスメタルジャパン（株）  

グローブシップ（株） 大阪支店  

ケアプランセンター元気  

京阪カインド（株）  

劇団風の子関西  

神戸保護観察所 尼崎駐在官事務所  

神戸マスクワイア  

コープ西明石 福祉サークル  

コープ神陵台  

コスコシッピングラインズジャパン（株）  

小太郎漢方製薬（株）  

コラボレコミュニケーション  

堺市  

さつき会  

三京化成（株）  

三協工材（株）  

三協木材販売（株）  

シーティング工房 8  

シスメックス（株）  

市民生活協同組合ならコープ  

社会福祉法人 わち福祉会  

収集ボランティアグループわかなの会  

周船寺教会  

新栄電気（株）  

新宮小中学校  



シンコー（株）  

スミセイビジネスサービス（株）  

住吉学園幼稚園  

聖贖主教会  

聖ヨゼフ宣教修道会  

税理士法人ＬＲパートナーズ 

積水化成品工業（株）  

積水ハウス（株） 岐阜支店  

積水ハウス（株） 兵庫カスタマーズセンター  

積和不動産関西（株）  姫路賃貸営業所  

ソニー損害保険（株）  

ダイダン（株） 大阪本社  

タイメック不動産（株）  

大和ハウスパーキング（株） 大阪支店  

高砂熱学工業（株） 広島支店  

タカネ電機（株）  

竹内淳税理士事務所  

田中医院  

田村ボーリング（株）  

チアキデンタルクリニック  

筑穂ライオンズクラブ  

中国電力（株）  

津山友の会 明日の友Ｇ  

テーオー食品株式会社  

土井特殊鍍金工業（株）  

東洋エンビ（株）  

トキワ労働組合  

鳥取県国際交流財団 米子支部  

豊崎小学校  



トヨタＬ＆Ｆ福岡（株）  

トヨタカローラ浪速（株） 法人営業部  

トヨタカローラ山口（株）  

中井エンジニアリング（株）  

なかい歯科医院  

中野ＢＣ（株）  

名古屋エアケータリング（株）  

名古屋キワニスクラブ  

新居浜市立中萩小学校  

西日本高速道路 ファシリティーズ（株）  

西日本高速道路サービス・ホールディングス（株）  

西日本電気システム（株） 京阪神支店    

西宮ユネスコ協会  

日昌グラシス（株） 福岡営業所  

日鉄住金保険サービス（株） 営業第二室  

日塗化学（株）  

ニチレキ（株） 長崎営業所  

日通字部運輸（株）  

日本ＭＢ教団石橋教会  

日本キリスト改革派 灘教会  

日本基督教会 鴬教会  

日本キリスト教団石橋教会  

日本キリスト教団神和教会  

日本キリスト教団摂津富田教会  

日本キリスト教団広島牛田教会  

日本キリスト教団洛西教会  

日本バプテスト連盟堺キリスト教会  

日本被服（株） 大阪営業所  

日本郵政グループ労働組合 淡路支部  



丹羽トラスト（株）  

パイオニア（株）  

服部豊法律事務所  

ハッピーハウス（株） 大橋店   

はとり幼稚園  

パナソニックエクセルスタッフ（株）  

パナソニックエコソリューションズ労働組合新潟支部  

林化成（株）  

阪神エヤコン（株）  

ビィズ・クロコ（株）  

備北民報（株）  

姫路医療生活協同組合 福祉介護センターひがし  

姫路白鷺ライオンズクラブ  

ビューテック（株） 豊橋工場  

兵庫県退職公務員連盟 加西支部  

福岡女学院高等学校生徒会  

福山ロータリークラブ  

フジタ建築事務所  

富士通リース（株） 関西支店  

富士電機（株） 関西支社  

富士電機ＩＴソリューション（株）  

平和機械（株）  

ポートエンタープライズ（株）  

北陸銀行 中村支店   

ホクレン農業協同組合連合会北見支所  

ホテルアイランド壱岐  

ボランティアグループ婦人会  

ボランティアグループ六好会  

正田工業（有）  



マックス（株）玉村工場  

松山古町教会  

丸全関西流通（株）  

丸大食品労働組合  

マルヤマエクセル（株）  

マンダリン オリエンタル 東京  

ミカド（株）  

三井生命保険（株）  

南島原市立有家中学校  

明治安田生命 山口支社   

明治安田生命保険相互会社 姫路駅前営業所  

野洲市社会福祉協議会  

八幡浜幼稚園  

ヤンマーシンビオシス（株）  

ロマリンダクリニック  

旭化成ホームズ（株）埼玉・北関東ヘーベリアセンター  

旭興（株）横浜営業所  

旭川豊岡四条郵便局  

旭肥料（株） 藤沢工場  

安形秀次税理士事務所  

医療法人社団永生会南多摩病院  

医療法人社団筑波記念 筑波記念病院  

医療法人若泉会 まつわかクリニック  

医療法人北晨会恵み野病院  

井原水産（株）  

一般社団法人社会的包摂サポートセンター  

一枚の繪（株）  

稲畑香料（株）関東工場  

羽後町役場 福祉保健課  



運送サービス（株）  

雲仙市商工会女性部国見支部  

荏原実業（株） 静岡支社  

燕市社会福祉協議会  

横山運輸（株）  

横浜医療福祉センター 港南  

横浜市立みなと赤十字病院 臨床教育センター  

岡崎友の会友愛部  

沖昌エンジニアリング（株）本社・技術部  

沖縄マリンサービス（株）  

沖縄県農業会議  

音威子府村役場  

河原町 13,14,15 号棟自治会  

会津よつば農業協同組合湯川支店  

笠井隆司公認会計士税理士行政書士事務所  

丸一土地建物（株）  

岩手県医療局  

岩手県県南広域振興局  

亀川特許事務所  

京セラコミュニケーションシステム（株）東京支社  

共愛学園中学校  

協栄ゴードー（株）  

協栄工業（株）  

興菱梱包運輸（株）  

郷商事（株）電子機器事業部  

玉島ロータリークラブ  

近畿大学  

近藤会計事務所  

金沢中央郵便局  



建設連合 山梨県建設組合 建設連合国民保険組合  

県立中川商業高等学校  

原町田教会  

古和釜幼稚園  

公益財団法人新宿未来創造財団   

公認會計士 松本香事務所  

厚木市  

幸田塗装（株）  

江間会計事務所  

江南堂  

荒木行政書士・社労士事務所  

香川運送（株）  

高橋公認会計士事務所  

高山ライオンズクラブ  

高知卸商センター  

合同会社ＳＨＥＲＰＡ  

今泉アイクリニック   

佐竹計器（株）  

佐藤・村松法律事務所  

佐藤鐵鋼（株）本社営業本部  

埼玉ダイハツ販売（株）  

埼玉県中小企業共済協同組合  

札幌ライラックライオンズクラブ  

札幌第三友の会  

三井住友海上火災保険（株） 新潟支店 村上営業支社  

三井物産アグロビジネス（株）  

三浦税理士事務所  

三和タジマ（株）名古屋工場  

山下医科器械（株）物流センター  



山形家庭裁判所  

山本郵便局  

山梨富士さくらライオンズクラブ  

四国銀行   

市川友の会  

鹿島道路（株）福伏地区舗装工事現場事務所  

鹿嶋市教育委員会  

室蘭ユネスコ協会事務局  

社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会  

社会福祉法人 三条市社会福祉協議会  

社会福祉法人 東京老人ホーム  

社会福祉法人胎内市社会福祉協議会  

社団法人 江戸川建設業協会  

収集グループ あさがお会  

習志野ライオンズクラブ  

住友重機械労働組合連合会 東京地方本部  

住友林業（株）東北支店  

渋沢耳鼻咽喉科医院  

渋谷外語学院  

渋谷同胞幼稚園  

出水運輸センター（株） 東京営業所  

純浦建設（株）  

小田原ライオンズクラブ  

昭和リース（株）  

松浪硝子工業（株）東京営業所  

沼津少年友の会  

湘南白百合学園小学校  

新潟特殊企業（株）  

新小林建機産業（有）  



森定興商（株）  

神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団  

神奈川県立保健福祉大学  

清泉女子大学カトリックセンター  

聖家族教会  

聖公会 名古屋聖ヨハネ教会  

西華産業（株）名古屋支店  

青森県簡易郵便局連合会  

青葉キリスト教会  

青葉学園  

静岡県結核予防婦人会  

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  

石井耳鼻咽喉科医院  

石川サニーフーズ（株）  

積水ハウス（株）東京西シャーメゾン支店  

積水ポリマテック（株）  

積水マテリアルソリューションズ（株）ヘルスケア営業所  

千間台キリスト教会  

千葉友の会  

川崎葵ライオンズクラブ  

川崎汽船（株）  

浅海電気（株）名古屋支店  

全国農業協同組合連合会福岡県本部  

相模原福音キリスト教会  

足立区役所  

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント（株）  

村上市社会福祉協議会荒川支所  

太田ベンチャークラブ  



太陽生命グッドウィルサークル友の会  

大学生協 東京事業連合   

大阪はびきの医療センター  

大森聖アグネス教会  

大成建設 三重地区ＣＳセンター  

大成有楽不動産（株）名古屋支店  

大都魚類（株）  

大同貿易商事  

大日本図書  

大分友の会  

大野運送（株）  

大涌谷くろたまご館  

大雄会第一病院  

大和ハウス工業（株）  

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場  

大和紙器（株）つくば工場  

第一建設（株）  

地方独立行政法人青森県産業技術センター  

中部日化サービス（株）三重支店  

中野ライオンズクラブ  

朝顔教会  

朝日新聞関東本社  

朝日新聞東京本社  

長崎市ジョブサポートセンター  

長万部町社会福祉協議会  

津ユネスコ協会  

天使の集い  

渡辺建設工業（株）  

東映（株）  



東京海上日動火災保険（株）  

東光石油販売（株）  

東芝エレベータ（株）  

東日本コベルコ建機（株） 長野営業所  

東邦シートフレーム（株）  

東邦銀行従業員組合  

東北学院大学 泉キャンパス  

東北大学病院  

東洋電産（株）本社  

当別ライオンズクラブ  

栃木少年友の会  

南真化学工業（株）  

二戸ライオンズクラブ  

二幸産業（株） 北海道支社  

二和印刷（株）  

日西物流（株）仙台営業所  

日鋪建設（株）神奈川営業所  

日本キリスト教会磐田西教会  

日本キリスト教団 谷村教会  

日本キリスト教団 我孫子教会  

日本キリスト教団 狛江教会  

日本キリスト教団 利別教会  

日本キリスト教団 下ノ橋教会  

日本キリスト教団 茅ケ崎平和教会  

日本キリスト教団 幸町教会  

日本キリスト教団 所沢武蔵野教会  

日本キリスト教団 小阪教会  

日本キリスト教団 昭島教会  

日本キリスト教団 翠ヶ丘教会  



日本キリスト教団 大阪聖和教会  

日本キリスト教団 安積教会  

日本キリスト教団 鎌倉雪ノ下教会  

日本キリスト教団 駒澤教会  

日本キリスト教団 酒田教会  

日本キリスト教団 西千葉教会  

日本バプテスト静岡キリスト教会  

日本基督教団 江戸川教会  

日本基督教団 三田教会  

日本基督教団 丸亀教会  

日本基督教団 神奈川教会  

日本基督教団 津屋崎教会  

日本基督教団 用賀教会  

日本工営（株）  

日本聖公会東京教区聖愛教会  

日本聖公会奈良基督教会  

日本赤十字社関東甲信越臍帯血バンク  

日本赤十字社三重県支部  

日本赤十字社福島県支部  

日本総合住生活（株） 千葉北支店  

日本電産コパル電子（株）新宿   

日本飛行機労働組合杉田支部  

日本福音ルーテル長野教会  

日本福音ルーテル板橋教会  

日本郵政グループ労働組合福島連絡協議会  

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）新潟中央郵便局  

日本郵便（株）南関東支社  



日本鐵板（株）関東支店  

認定ＮＰＯ法人 地球市民/ＡＣＴかながわ/ＴＰＡＫ  

俳句結社森の座発行所  

柏市社会福祉協議会 カトレア  

八王子めじろ台バプテスト教会  

八戸学院光星高等学校  

飯田赤石ライオンズクラブ  

浜正機工（株）東京支店  

富士フィルムイメージングシステムズ（株）  

復活之キリスト穂高教会  

福島コイノニアＲａｉｎｂｏｗ Ｈｏｕｓｅ  

福島西ライオンズクラブ  

平塚富士見町教会  

放送大学東京文京学習センター  

法律事務所イオタ  

房の露（株）  

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 本社  

北沢産業（株）  

北日本ビル管理（株）  

麻布霞町教会  

枕崎ライオンズクラブ  

名張ユネスコ協会  

名糖運輸（株）東海物流センター  

明協建設（株）  

明治安田生命保険相互会社 江東営業所  

明治安田生命労働組合富山支部  

茂呂塾保育園  



木内建設（株）名古屋支店  

目白教会  

野毛印刷  

幼児活動研究会（株）本社  

立正佼成会  

林田行政書士事務所  

鈴蘭幼稚園  

和寒町社会福祉協議会  

齋田産業（株）  

諫早市社会福祉協議会 


