
2018年 9月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2018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。 

 

（財）宮崎県国際交流協会 

（有）足立農園 

（有）おくむら 

（有）こなかわ 

（有）ジパング・プロジェクト 

（有）マンセイ製作所 

（有）沖工業 

（有）桑都興業 

（有）桑都興業 

（有）大興資源 

（有）不二越総合保険事務所 

（有）野島製作所 

（有）友田保険事務所 

（株）AiHO横浜営業所 

（株）Ｋ’ｓカーゴ 

（株）NIPPO豊田出張所 

（株）アイキ鐵鋼販売 

（株）アルファプランニング 

（株）ウィズワン 

（株）エスアールエル 

（株）カンツール本社 

（株）カンビ 

（株）クレオン 西川口本店 

（株）ケイ・テクノス 



（株）ゴトウライフクリエイション 

（株）サナス 

（株）サニクリーン 

（株）サンコートーア 

（株）シービーエス 

（株）ソニー・ミュージックエンタティメント総務 

（株）第一マネージメント 

（株）ダイフレックス 

（株）ディノス・セシール 

（株）ﾄミソー 

（株）ニッキ・コーポレーション 

（株）ニッコー 

（株）ニッセツ 

（株）ノーリーズ 

（株）パル・バージョン 

（株）ビューテックス 

（株）ブルーボックス 

（株）ベニレイ・ロシスティクス 

（株）ラッシュ 

（株）リフォル 

（株）伊藤商店 

（株）共立 

（株）熊谷組東北支店 

（株）今村組 

（株）守谷商会名古屋支店 

（株）松樹 

（株）星光社 府中工場 

（株）仙台放送 

（株）千葉建設工業 



（株）増岡組東京支店 

（株）大阪相和運輸 

（株）大本組 名古屋支店 

（株）地域まちづくり研究所 

（株）池田理化 

（株）長谷川建設 

（株）田村米菓・（株）銀座花のれん 

（株）藤田組 

（株）徳屋 

（株）南都水産 

（株）日陸 

（株）飯田電気商会 

（株）保安企画 

（株）髙山不動産 

（株）ＩＨＩ汎用ボイラ 

（株）アイユー 

（株）旭精機 

（株）アズプロダクツ 

（株）一原産業 

（株）エクセディ精密 

（株）サカイ引越センター 

（株）サンベルコ互助会 

（株）シガフードプロダクツ 

（株）清風堂書店 

（株）ソフトクリエイトホールディングス 関西支社 

（株）大電社 

（株）タカプラ 

（株）フジプラス 

（株）本間組 伏木富山作業所 



（株）三好冷暖房 

（株）三好冷房 

（株）村井工業所 

（株）明輝クリーナー 

（公財）ちば県民保健予防財団 

（公社）「小さな親切」運動本部 

（公社）隊友会 

（社）日本ばね工業会 

（社）日本ユーロアジア・パートナーズ 

（社）日本薬局協励会 

ASDIC CO.,LTD. 

IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 

Japanese American United Church 

ＪＡ全農たまご（株） 

ＪＸエンジニアリング（株）東京ＳＳ事業所 

MICS化学（株） 

ＮＰＯあったかい手 

ＮＳＳＢマテリアル（株）大阪支店 

office miraclequeen 

Robin Foot 

ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＢＥＬＬ ライオンズクラブ 

ＺＫＭ奈良県支部 

アーボリスト R トレーニング研究所 

あい・ネパールの会 

アイラビット（株） 

アクティオ（株）大阪支店 

旭精密（株） 

旭精密（株） 

アステラス製薬（株） 



あやせ駅前整形外科・内科 

イイダ産業（株） 

イオン金沢シーサイド店 

イカリ消毒（株） 

石井産業（株） 

いすゞ自動車首都圏（株） 中央支店 

インマヌエル富山キリスト教会 

ウシオ精工（株）第二工場 

エクレ（株） 

エルシーサイエンス（株） 

王子イメージングメディア労働組合 

オーケー食品工業（株） 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪医科大学附属病院 

大阪コスモスライオンズクラブ 

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 

大阪大和川ライオンズクラブ 

大沢運送（株）滋賀支店 

大林道路（株）大阪北営業所 

岡山市中区福祉事務所 

おさがわ住まいの造作工房 一休建築士事務所 

ガールスカウト静岡 88団 

門田診療所 

カトリック桃山教会 社会福祉部 

カトリック志村教会 

カトリック志村教会 

金沢木材協同組合 

川崎重工労働組合 



北興化学工業（株）岡山工場 

九州液化瓦斯福島基地（株） 

京都大学医学部附属病院 

京都府 

近畿バラセメント輸送協同組合 

金波商事（株） 

クラリオン（株）本社技術センター 

グリーンハイム荒川 

グローアップ社会保険労務士法人 

京阪カインド（株） 

コーホク印刷（株） 

小西・中村特許事務所 

小松チューブエンジニアリング（株） 

コマツ宮崎株式会社 

サミット・レイバー・ユニオン 

三協工材（株） 

サントリービバレッジサービス（株）東北営業本部仙台南支店 

シキボウ労働組合 

シネジック（株） 

シマダヤ（株） 

島本海運（株） 

ジャパンネットワークシステム（株）北海道営業所 

ショーワグローブ（株） 

白井幸夫事務所 

神港教会 

信和（株） 

親和工業（株） 

スーパーホテル 

税理士法人 尾池会計事務所 



積水ハウスリフォーム中日本（株）姫路営業所 

積和建設中部（株）名古屋西事業所 

瀬南郵便局 

千如寺 大悲王院 

ソニー損害保険（株） 

大成建設（株）東北支店 

ダイダン（株）新潟支店 

ダイダン（株）名古屋支社 

ダイダン（株） 中国支店 

ダイトーケミックス（株） 

ダイトロン（株）大阪本社 

大和ハウス工業（株） 周南支店 

大和ハウス工業（株） 

大和ハウス工業（株）愛媛支店 

大和ハウス工業（株）久留米支店 

大和ハウス工業（株）堺支社 

大和ハウス工業（株）姫路支店 

大和ハウスパーキング（株）大阪支店 

大和ランテック（株） 

タカネ電機（株） 

東急ＩＮＮ 小倉駅新幹線口 

トーヨーポリマー（株） 

トヨタ部品京都共販（株） 

トヨタ部品静岡共販（株） 

豊中南ライオンズクラブ 

ドリコ（株）環境薬剤部 

ナカヤ建設（株） 

西日本電気システム（株）京阪神支店 

日鋪建設（株）豊田営業所 



ニッカウヰスキー（株）柏工場 

ニトリ（株） 

日本アライアンス教団 神戸伝道所 

日本イーライリリー（株） 

日本ガス工業（株） 

日本キリスト教団 磐上教会 

日本キリスト教団 神和教会 

日本基督教団 神戸神愛教会 

日本聖公会大阪教区高槻聖マリヤ教会 

日本ナザレン教団 飯塚キリスト教会 

日本ルーテル教会 

はこべ読書会 

パナソニック コンシューマーマーケティング㈱ 

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）本社 

ハネウェルジャパン（株） 

はらのむらクリニック 

パワーエステート（株） 

ビィズ・クロコ（株） 

日之出キリスト教会 

姫路友の会 

兵庫県立大学 明石看護キャンパス 

兵庫県立大学明石看護キャンパス 

兵庫三菱自動車販売（株） 

広島陵北ロータリークラブ 

フェニックス・コンタクト株式会社 

福島工業（株）延岡営業所 

福山ロータリークラブ 

富士ゼロックスシステムサービス（株） 

フットワークプレス関東（株） 宇都宮整備工場 



プラス（株） 

ブリヂストン化工品ジャパン（株） 

ボーイスカウト埼玉県連盟 

ボーイスカウト小平 5団 

ポーレン化学産業（株） 

ボランティアグループ婦人会 

マイ・ハート綱島東保育園 

マツオカ建機（株） 

マンダリン オリエンタル 東京 

マンダリン オリエンタル 東京 

三国金属（株） 

ミサワホーム北海道 

港田中郵便局 

宮良眼科医院 

メルクセローノ株式会社 

ユニセキネット 

ユニセフハムクラブ 

湯原ライオンズクラブ 

ライオンズクラブ 4Ｒ 福岡南ＬＣ 

レオイ（株） 

レンゴー（株）金津工場 

ロン美容室 

わかちあいプロジェクト 

和歌山キワニスクラブ 

旭洋（株）東京本社 

安形会計事務所 

安足農業振興事務所 

医療法人社団橘光葉会 マザリー三条 

一般財団法人ゆうちょ財団 



宇和島友の会 

浦和キリスト集会 

永崎機工（株） 

横浜国際プール 

横浜市保土ケ谷スポーツセンター 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

王子製紙（株） 新労働組合 富岡支部 

岡山友の会公共係 

河俣内科 

笠井隆司公認会計士税理士行政書士事務所 

株式会社 光商事 

丸幸自動車工業（株）仙台新港店 

丸杉建設（株） 

岩崎電気工事株式会社 

亀川特許事務所 

吉川税理士事務所 

協栄工業（株） 

金沢医科大学 

金沢民生協会救護施設三谷の里ときわ苑 

隅田化学（株） 

群馬県西部環境森林事務所 

原町ライオンズクラブ 

公益財団法人 全日本空手道連盟 

甲府東ライオンズクラブ 

荒木行政書士・社労士事務所 

高松丸亀町商店街振興組合 

高槻エイフボランタリーネットワーク 

合同企画（株） 

佐賀東信用組合 



佐倉聖書バプテスト教会 

砂川市ボランティアセンター 

榊原志づか税理士事務所 

埼玉ヤクルト販売（株） 

札幌佐々木畜産（株） 

札幌独立キリスト教会 

札幌友の会奉仕部 

三井化学（株） 

三井住友海上火災保険（株）東京支店蒲田支社 

三井物産アグロビジネス（株） 

三井物産メタルズ（株） 

三栄電機（株） 

三起（株） 

三京化成（株）浜松支店 

三菱マテリアルトレーディング（株） 

三菱重工冷熱（株） 

三菱電機ビルテクノサービス（株）金山営業所 

山根海運（株） 

山西鑿泉工業（株） 

司法書士行政書士 窪田作栄事務所 

社会福祉法人興部町社会福祉協議会 

社会福祉法人読売光と愛の事業団よみうりランド花ハウス 

社会福祉法人日本キリスト教奉仕団アガペ東京センター東京都板橋福祉工場 

酒井会計事務所 

酒井歯科診療所 

収集ボランティア コレクト V  

住化ポリカーボネート（株）東京本社 

住重フォージング（株） 

住友不動産建物サービス（株） 



住友林業（株）住宅事業本部 東京南支店 

小児科中村医院 

小西酒造（株） 

昭和リース（株） 

沼田キリスト聖書館 

沼田キリスト聖書館 

湘南白百合学園小学校 

焼津ライオンズクラブ 

上原胃腸科・外科・小児科クリニック 

新潟市医師会 

新潟特殊企業（株） 

森勝彦税理士事務所 

神奈川トヨタ自動車（株） 

神奈川県建設連合国民健康保険組合 

神奈川県社会福祉会かがやき広場 

西湘アスコン（株） 

西新サービス（株）中部営業所 

青空建設株式会社 

税理士梅田 秀樹 

税理士法人 連合会計事務所 

積水ハウス（株）仙台北支店 

積水成型工業（株） 

仙台ＪＯＣＳ 

千代田ホーム（株） 

千葉県住宅供給公社 

千葉友の会 

川西町立図書館・遅筆堂文庫 

川村浩次土地家屋調査士事務所 

前原幼稚園 



前田建設工業（株）北陸支店 

相日防災（株）厚木支店 

相馬地区保護司会 

大原学園 大原簿記学校 10号館 

大原不動産（株） 

大成有楽不動産（株）名古屋支店 

大和ハウス工業（株） 

大和ハウス工業（株） 厚木支社 

大和ハウス工業（株）埼玉支社 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

大和ハウス工業（株）本社 

瀧口木材（株） 

谷川由紀子司法書士事務所 

築上町役場 

筑波キリスト教会 

中部遊技機商業協同組合 

長崎市ジョブサポートセンター 

津ユネスコ協会 

田浦教会 

田岡化学工業労働組合 

田中組 

東京海上日動火災保険（株） 

東京真珠（株）第二営業部 

東郷ファインアート 

東光園緑化（株） 

東日本建設業保証（株） 

東邦シートフレーム（株） 

東北サファリパーク 

桃山学院中学校高等学校 



同仁キリスト教会 

特別養護老人ホーム 椿 

二日市コミュニティー切手ボランティア 

日軽エムシーアルミ（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日本キリスト改革派 花小金井教会 

日本キリスト教会 大森教会 

日本キリスト教団 鹿島教会 

日本キリスト教団 下ノ橋教会 

日本キリスト教団遠州教会婦人会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団駒場エデン教会 

日本キリスト教団静岡草深教会 

日本基督教団 稲城教会 

日本基督教団 熊谷教会 

日本基督教団宇都宮上町教会 

日本建設（株）東京本社 

日本自由メソヂスト教団葛城キリスト教会 

日本毛織労働組合 加印支部 

日本郵便（株） 鶴岡道形町郵便局 

日本郵便（株）旭川二条郵便局 

日本郵便（株）亀田郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本郵便（株）本社 

日野キリスト教会 

能美防災（株）北海道支社 

白石カルシウム（株） 

粕谷町婦人会 

飛鳥特装（株） 



富国工業（株） 

部落解放同盟中央本部 

福糧運輸（株） 

文京区立茗台中学校 

米沢市役所 

峰町キリスト教会 

抱月 

北海道新聞社 本社 

北空知地区郵便局婦人会 芦別部会 

北日本ビル管理（株） 

北日本通信株式会社 

麻布霞町教会 

矢口総合事務所 

由木キリスト教会 

立正佼成会 

林田行政書士事務所 

労働保険事務組合 ティグレ東京 

齋田産業（株） 

萬富 


