
2018年 8月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2018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。 

 

（株）コア 

（株）ADSムラカミ 

（株）EMO 

（株）ＦＵＪＩＴＡ 

（株）Ｈｅａｔ Ｗａｖｅ 

（株）JHC大阪 

（株）JM札幌サービスセンター 

（株）ＮＩＰＰＯ 大阪統括事務所 

（株）NIPPO 兵庫統括事業所 

（株）ＮＴＴビジネスアソシエ西日本 四国支店 

（株）OSKプランニング 

（株）TBS サンワーク 本社 

（株）アールアンドアール本社 

（株）アイ・トピア 

（株）アイベック 

（株）アサヒサポート 

（株）インターロジサービス 

（株）エイチ・アイ・エス 関東予約センター 

（株）エーアンドエーマテリアル 東日本支店 

（株）エルメックス 

（株）オーアイエス 

（株）オリエンタル・サービス 

（株）オリエントホーム 本店 

（株）オリヂナル電設 



（株）カワタキコーポレーション 

（株）カンガルー堂 

（株）ガンスイ 

（株）キサカ 

（株）九州シジシー 

（株）久我 

（株）久我 

（株）ケアライフ 

（株）ケイハイ 

（株）興栄ケミカル工業所 橋本工場 

（株）コスミ機工 

（株）こばやし加工センター 

（株）コンステックホールディングス 

（株）コンステックホールディングス 

（株）サンテック 

（株）サンライフコーポレーション 

（株）シービーエス 

（株）シオン 

（株）ジュノン 

（株）ジョインベスト 

（株）ショッププランナー国際 

（株）ダイセン 

（株）ダイナックス都市環境研究所 

（株）ダイヤモンド会館 

（株）ダンロップゴルフスクール 

（株）テレビュー 山形 

（株）トリヰ 

（株）中井總組 

（株）ナカジマコーポレーション 



（株）ネクサス 

（株）ネクストステージ 

（株）ビジネス通信工業 

（株）日の出運輸中部 名古屋支店 

（株）富士屋 

（株）プルータス 諏訪支店 

（株）プルータス前橋支店 

（株）前川製作所 

（株）ミズプラ 

（株）水本機械製作所 

（株）村井工業所 

（株）メタルワン鉄鋼製品販売 大阪支店 

（株）メック 

（株）森田電器工業所 

（株）ユニフローズ 

（株）ライフタイム 

（株）ラボ 綾瀬開発研究所 

（株）リキ電業 

（株）リッチェル 

（株）リバイタライズ 

（株）ル・ファンナ 

（株）ワック 横浜ツールステーション 

（株）旭電熱製作所 

（株）医療福祉運営機構 

（株）環境装備エヌ・エス・イー 

（株）極洋 

（株）空気清浄機サービス 本社 

（株）高木塗装店 

（株）山田屋 



（株）小山不動産 

（株）石井興業  

（株）大功 

（株）辻村 

（株）田原スポーツ工業 

（株）東京冨士 

（株）藤井工務店 

（株）藤井工務店 

（株）南窓社 

（株）日本政策投資銀行 

（株）日旅九州エンタプライズ 

（株）農協観光 本社 

（株）浜松生花地方卸売市場 

（株）立川紙業 

（公財）新日本フィルハーモニー交響楽団 

（公社）宇都宮法人会 

（公社）日本河川協会 

（社）全国農協観光協会 

（社）全国保育士養成協議会 

（社）日本女子大学教育文化振興桜楓会 

（社）日本薬局協励会 

（有）ジパング・プロジェクト 

（有）トータルライフケア居宅介護支援事業所みらい 

（有）ナック 

（有）メイコウデンキ 

（有）新紘産業 

（有）晴美舎 

（有）地域環境ネット 

ACT ライナー（株）九州営業所 



ＡＧＣファブリテック（株） 

Ｂ．Ｔ．Ｊ （株）新潟 CO 南魚沼営業所 

Ｂａｒ Ｑｕｅｓｔ 伊東 

BXあいわ（株） 

HASHIMOTO PRINTING CO.,LTD. 

IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合 

ＮＫＥ（株） 

Office- K 

TPR商事（株）仙台営業所 

朝日企業（株） 

旭精密（株） 

旭陽（株） 

アヅマ・ロジテック（株） 

あんじいのあ（マンデリンコーヒーの店） 

イーオン土浦校 

イーデザイン損害保険（株） 

イエス福音教団東京教会 

イオンクレジットサービス（株） 

イオン保険サービス（株） 

石井皮クリニック 

石鎚神社 婦人会 

石橋聖トマス教会 

一般社団法人茶道裏千家淡交会総本部 

イプソス 

イプソス（株） 

イプソス（株） 

ウェスレアン・ホーリネス教団 二俣川キリスト教会 

エア・ウォーター労働組合 



エイシン産業（株） 

エグゼクティブツアー（株） 

エスアールジータカミヤ（株）岐阜工場 

エヌ・ティ・ティ エムイーサービス 

大分府内ライオンズクラブ 

オーウェル（株） 

大坂ＹＷＣＡ千里 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪住之江ライオンズクラブ 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大坂屋物産（株） 

岡山市北区中央福祉事務所 

カイタックグループ 

カネ幸株式会社 

関西聖書学院 

キシダ化学（株）東京支店  

北浜インターナショナル・バイブル・チャーチ 

京都府共同募金会 

京都向島郵便局 

清高保育園 

クラブツーリズム（株） 

クラリオン（株）本社・技術センター 

ケミ・コム・ジャパン（株） 

晃成会介護ステーション 

神戸大学国際人間科学部 

向陽高等学校 インターアクトクラブ 

香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 

国際ソロプチミスト倉敷 

国際ソロプチミスト神戸西 



小太郎漢方製薬（株） 

こひつじ診療所 

金光教少年少女会連合本部 

サークル虹 

堺鋼板工業（株） 

サクラビア成城 

サヌキ印刷（株）大阪営業所 

参議院議員 こやり隆史事務所 

三協工材（株） 

サンワサプライ（株） 東京サプライセンター 

シー・エイ・ピー（株） 

ジェイアール西日本商事（株） 

シティパークホテル八戸 創作料理・鉄板焼 杉の井 

社会福祉法人愛和会ヘルパーステーション宝塚あいわ苑 

社会福祉法人彦根市社会福祉協議会 

社会保険労務士法人 村松事務所 

ジャパンセミコンダクター大分労働組合 

ジャパンマリン（株） 

昭光通商（株） 大阪支店 

新茨木ボランティア友の会 

新明産業（株） 

須磨月見山教会 

スミセイビジネスサービス（株） 

住友林業ホームテック（株） 姫路支店 

税理士法人アプライズ 

積水ハウス（株）国際事業部 

センクシア（株） 

ソニー損害保険（株） 

ソルベイジャパン（株） 



損保ジャパン日本興亜保険サービス（株） 岐阜支店 

大成建設（株） 東北支店 

大同生命保険（株） 

ダイヤリックス（株） 横浜支社 

大和リース（株） 和歌山営業所 

高千穂交易（株） 大阪支店 

宝塚大学 

立木歯科医院 

田村ボーリング（株） 

ツリークライミングジャパン事務局 

デルソル（株） 

同友大坂運輸事業協同組合 

東洋紡 STC（株） 

東洋紡エンジニアリング（株） 

トップトレーディング（株） 

トナミグリーン（株） 

トライス（株） 

鳥居薬品（株） 

長崎北ロータリークラブ 

ナガセケミカル（株） 

ナカノス建設工業（株） 

名古屋エアケータリング（株） 

ナショナルオーストラリア銀行 

南海ビルサービス（株） 

ニチレキ（株） 長崎営業所 

日教組和歌山 

日鉄住金物流（株） 西日本支店 八幡営業所 

日本キリスト教団塚口教会 

日本ノ―リフト協会 



日本バプテスト病院 

日本被服（株） 大阪営業所 

日本ピラー工業（株） 

日本ワグナー・スプレーテック（株） 

ノートルダム清心女子大学 

バイエル薬品（株） 

はせがわ眼科医院 

八栗シオンキリスト教会 

パナソニックコンシューマーマーケティング（PCMC）労働組合 

広島安芸ロータリークラブ 

フジ機工（株） 

プライムフーズ（株） 

ブリヂストン化工品ジャパン（株） 大阪事務所 

ブルックサージャパン行政書士事務所 

ホーチキ（株）北九州営業所 

ホクモウ（株） 

毎日放送 

松本ビル管理（株） 

丸一（株） 

ミード社会館 

三菱商事建材（株） 関西支店 

南清水保育園 

宮崎市郡歯科医師会 

安野産業（株） 広島支店 

ヤンマーエネルギーシステム（株）東京支社 

ユアサ工機（株） 

横河東亜工業（株） 

ライオンズクラブ国際協会３３２－Ｅ地区キャビネット事務局 

わとう法務合同事務所 



ヰゲタ鋼管工業（株） 

旭化成ホームズ（株）埼玉・北関東ヘーベリアンセンター 

旭市 本庁 

旭川忠和郵便局 

旭川東郵便局 

旭川豊岡四条郵便局 

安心院ライオンズクラブ 

伊藤医院 

医療法人 佐藤医院 介護老人保健施設 杏園 

医療法人財団愛泉会老人保健施設愛泉館 

医療法人社団 小林医院 

医療法人社団 北陽会 牧病院 

医療法人社団アンフルール 介護老人保健施設あさがお 

医療法人社団万風会 湘南台東口クリニック 

医療法人北斗会 宇都宮東病院 

一般財団法人 光線研究所 

横浜市特別支援教育総合センター 

横浜市福祉サービス協会ヘルパーステーション瀬谷 

横浜聖アンデレ教会 

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 

横浜友の会 

岡山市東区福祉事務所 

岡谷鋼機（株）東京本店 

河崎運輸機工（株） 

各務克郎税理士事務所 

学校法人 阪急学園 

株式会社トークス 

鎌倉友の会 



寒川キリスト教会 

関町特別養護老人ホーム 

岩野物産（株） 

吉川税理士事務所 

吉野運送（株） 

宮城県退職者会勾当台クラブ 

京友商事（株） 

協同組合 鯉城プランニング 

橋本経営労務管理事務所 

矯風会読谷支部 

金沢医科大学皮膚科学講座 

串間ライオンズクラブ事務局 

建設連合 山梨県建設組合 建設連合国民保険組合 

光が丘第八保育園 

公益財団法人 全日本空手道連盟 

公益社団法人「小さな親切運動」与野支部 

甲府保護観察所 

高田馬場診療所 

合同ビルサービス（株） 

合同会社バイフォルクス 

国際ソロプチミスト明石 

国際ソロプチミスト和歌山紀ノ川 

国税同友会連合会事務局 

黒田医院 

佐藤株式会社 

埼玉県レンタカー協会 

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）東京東支店 



三井生命保険（株）岡崎支社 

三井物産アグロビジネス（株） 

三協タックラベル（株） 

三桜電気工業（株） 

三鷹バプテスト教会 

三鷹バプテスト教会 

三菱商事プラスチック（株）本社 

三菱地所（株）東北支店 

三葉化工（株） 

四谷あけぼの法律事務所 

滋賀銀行彦根支店 

社会福祉法人 久岐の海会 ケアハウスあいおい 

社会福祉法人 陽明会 下田苑 

社会福祉法人積善会 

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 

収集グループ あさがお会 

住電商事（株） 

住友不動産シスコン（株） 

小平聖書キリスト教会  

昭和リース（株） 

松本自動車工業（株） 

城北食品（株） 

新冠町社会福祉協議会 

新小林建機産業（有） 

新生紙パルプ商事（株） 

森林商事（株）宇都宮支店 

神奈川県社会福祉協議会県民活動推進部（ともしび） 

清水税理士事務所 



生命保険協会 新潟県協会 

盛岡ユネスコ協会 

西大寺キリスト教会 

青山学院女子短期大学同窓会 

青森県社会福祉協議会 

税理士法人 古田土会計 

税理士法人 第一経理 

税理士法人 連合会計事務所 

税理士法人ＳＩＣ 

税理士法人仲田パートナーズ会計 

積水ハウス（株）群馬支店 

仙建工業（株）仙台駅土木作業所 

川尻産業（株） 

川辺恒雄事務所 

善き牧者仙台修道院 

全農エネルギー（株） 

全農林労働組合 

相模原福音キリスト教会 

相模台地区ボランティアの会 

相模友の会 

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）長野支店諏訪支社  

太平洋金属健康保険組合 

太陽ステンレススプリング（株） 

太陽生命グッドウィルサークル友の会 

太陽生命保険株式会社 東京支社 

帯広東六条郵便局 

大成有楽不動産（株） 新宿支店 

大成有楽不動産（株） 新宿支店 



大成有楽不動産（株） 新宿支店 

大島キリスト教会 

大東化工機（株） 

大同自動車工業（株） 

大日本図書 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

大和紙器（株）つくば工場 

第一商事（株） 

中日本エクストール名古屋（株） 

中部日化サービス 

中部日化サービス（株）三重支店 

中部労働保険協会 

鶴見市場郵便局 

電気通信大学 

東海カーボン（株）湘南工場 

東京トヨペット（株） 

東京海上日動火災保険（株） 

東京海上日動調査サービス（株） 

東京基督教大学 

東京小売酒販組合 玉川支部 玉川酒販協同組合 

東日本コベルコ建機（株） 

東洋プロパティ（株） 

湯沢秋田ライオンズクラブ 

徳島友の会 

独立行政法人国立病院機構 あきた病院 

独立行政法人駐留軍労働者労務管理機構座間支部 

読売新聞東京本社 

日産プリンス東京谷原店 

日清製粉労働組合 



日西物流（株）仙台営業所 

日東化学産業（株）本社 

日本イエスキリスト教団 広島栄光教会 

日本キリスト改革派東京恩寵教会 

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白石教会 

日本キリスト教会小平教会婦人会 

日本キリスト教団 首里教会 

日本キリスト教団 高輪教会 

日本キリスト教団 新生教会 

日本キリスト教団 代々木中部教会 

日本キリスト教団 代々木中部教会 

日本キリスト教団 鶴川教会 

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 

日本キリスト教団 福岡玉川教会 

日本キリスト教団ひの木教会 

日本キリスト教団ユーカリが丘教会 

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 

日本キリスト教団代田教会 

日本キリスト教団田園調布教会 

日本バプテスト深川教会 

日本ボーイスカウト茨城県連盟 

日本基督教団 松本東教会 

日本基督教団 常磐教会 

日本基督教団 神奈川連合長老会 小田原十字町教会 

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 聖徒教会 

日本基督教団松本筑摩野伝道所 

日本教育新聞社 

日本経済新聞出版社 

日本建設（株）東京本社 

日本心臓血管外科学会 

日本政策金融金庫 長崎支店 

日本精工硝子（株）工場 

日本超低温（株） 

日本郵便（株）旭川春光郵便局 

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）秋田中央郵便局 

日本郵便（株）本社 

馬橋キリスト教会 

比留間医院 

尾花沢市社会福祉協議会 

彦建設（株） 

富国電気（株） 

富士ゼロックス愛知（株） 

富士フイルムメディカル IT ソリューションズ（株） 

富士吉田中央ライオンズクラブ 

芙蓉総合リース（株） 

部落解放同盟中央本部 

福岡いのちの電話 事務局 

福岡聖書キリスト教会 

福島赤十字病院 

文化シヤッター（株） 



米創匠建 

米沢市役所 

北浦和マンション管理組合 

北海道恵愛会札幌南一条病院 

北海道上川総合振興局 

北海道新聞社 本社 

北島歯科医院 

名古屋市立苗代小学校 

名前 

明治安田生命保険相互会社 

明治学院教会 

明電システムソリューション労働組合 

木村実業（株）東京店一輪館 

野田キリストめぐみ教会 

野毛印刷 

柳原経営会計事務所 

友野会計事務所 

悠々の里 

郵便局（株）新潟中郵便局 

流通情報センター協同組合 

林田行政書士事務所 

鈴鹿市立天名小学校 

和同建設（株） 

偕成社 

兒島冨士男事務所 

諫早市社会福祉協議会 

髙畠ライオンズクラブ 


