
2018年 10月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2018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。 

 

（一財）関西電気保安協会 

（社福）門真市社会福祉協議会 

（有）ザ・シール 

（有）ニーズ 

（有）織匠小平 

（一社）大阪府技術協会 

（学）高澤学園 画材あーる 

（株）ＩＴＹ 

（株）ＪＴＢ 広島支店 

（株）NIPPO コーポレーション神奈川復旧出張所 

（株）ＮＩＰＰＯ厚木出張所 

（株）ＮＩＰＰＯ中部支店 

（株）アクセント 

（株）アストラカンアドバタイジング 

（株）アドバネクス 

（株）イーエッチ倶楽部 

（株）一条工務店 

（株）イトーキ 関西工場 

（株）ウィル 

（株）ウエーブロックインテリア 

（株）海洋堂 

（株）エー・ティー・エックス 

（株）エスアール 

（株）エムズ 



（株）オオスミ 

（株）カーサービス山形 

（株）カーム 

（株）カネイチ運輸 

（株）カワノ 

（株）久我 

（株）コーケン・メディケア 

（株）コーシンホーム 

（株）コスモジャパン 

（株）コムテックス 

（株）コンパス 

（株）サプラ 福井支店 

（株）沢下栄文堂 

（株）ジーズ 

（株）ジェイスリー 

（株）シシド住設 

（株）昭和商会 

（株）スキャンインター 

（株）ソディック 

（株）大栄 

（株）タイセイ 

（株）大嶽名古屋 

（株）立山高圧工業 

（株）トップエステート 

（株）朋友会 ケアプランセンター 

（株）トラベルパートナー 

（株）トレンディ茨城 

（株）内外美装 

（株）ナノシード 



（株）ニッセイシーエスティー 

（株）ネビュラプロジェクト 

（株）ネリキ 

（株）バイタルエリア 

（株）はこねフローリスト 

（株）はらだ牧場 

（株）フィニティ 

（株）ふくみや 

（株）フクヤマ 両国店 

（株）フジテレビジョン 

（株）フジプラス 

（株）フューチャーラボ 

（株）ベイサイドテクノス 

（株）ベクト 

（株）ベル 

（株）ベルーナ 

（株）マイウェイ ファミリークラブ 

（株）毎日放送 

（株）マックスインポート 

（株）マッシュ 

（株）村井工業所 

（株）メディテックジャパン 

（株）森田電器工業所 

（株）八木産業 

（株）八木産業 

（株）山星屋 

（株）ヨーコーインテリア工芸 

（株）ラボレコミュニケーション 

（株）ランテック 関西支店 



（株）リープ 

（株）リンデンバウム遠野 

（株）伊予銀行本店 広報 CSR室 

（株）高見澤 

（株）三恵 

（株）山庄 

（株）情報システム工学 

（株）石井興業  

（株）積水化成品九州 熊本工場 

（株）村上工業 

（株）中日本ハイウェイ・リテール名古屋（株） 

（株）鶴見製作所東北支店 

（株）田崎アサヒ 

（株）東京デリカ 

（株）道新若林 

（株）日立ハイテクノロジーズ労働組合 

（株）富士ピーエス 東北機材センター 

（株）富士通マーケティング  

（株）福田電機製作所 

（株）平成 

（株）陽だまり工房 北上支店 

（公財）いわさきちひろ記念事業団 

（公財）横浜市体育協会 横浜市金沢スポーツセンター 

（公社）富山県善意銀行 

（財）東京私立中学高等学校協会 

（社）横浜市神奈川区社会福祉協議会 

（社福）豊田市社会福祉協議会 

（有）アイコンサルティング 

（有）イーアート 



（有）クリタ石材 

（有）ジパング・プロジェクト 

（有）紀國谷建具製作所 

（有）原田建築 

（有）四谷会計 

（有）晴美舎 

（有）備前清水材木店 

｢小さな親切｣運動北九州市本部 

ＡＤＥＫＡｸﾘｰﾝエイド（株） 

ＡＧＣファブリテック（株） 

ANA ファシリティーズ（株） 

ＢＡＮＳＨＵ慈善基金プロジェクト 

ＤＨＬ ＪＡＰＡＮ（株） 

Ｉ．Ｓエンジニアリング 

IHG・ANAホテルズ労働組合連合会 

ＪＳＡ中核会愛媛支部 

JXエンジニアリング（株） 

ＪＸエンジニアリング（株） 

NBC情報システム（株） 

ＮＰＯ市民活動エージレス・ネットワーク 

ＮＰＯ法人ガチャバンともに生きる会 

NPO法人善隣館 

ＮＴＴロータスイーターの会 

ＰＬ杉並教会 

Ray Company 東京 

Ray Company 東京 

SMFLキャピタル（株） 

SMFLキャピタル株式会社 

アーキヤマデ（株）東京総務経理課 



あい・ネパールの会 

アイシー（株） 

愛染園南港東保育園 

旭精密（株） 

アソウ・ヒューマニーセンター 

アダマンド並木精密宝石（株） 

石原アメニテック（株） 

イワキ（株） 

インマヌエル・ルーテル幼稚園 

インマヌユル京都伏見教会 

植平工業（株） 

エクシオインフラ（株） 

エクレ（株） 

オアフクラブ若葉台 

オー・ジー長瀬カラーケミカル（株） 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪硝子（株） 

大阪北郵便局 

大阪さくらライオンズクラブ 

大阪私立中学校高等学校連合会 

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 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪府貨物運送健康保険組合 

オーシャン貿易（株） 

オートグラス（株） 

岡山県退職公務員連盟 岡山中央支部 

岡山市中区福祉事務所 

お手伝い会ひまわり 



オムロン関西制御機器（株） 

親和工業（株） 

ガールスカウト静岡 88団 

ガールスカウト静岡 88団 

改革派 津島教会 

交野ベタニア教会 

カトリック豊中教会 

カトリック麹町聖イグナチオ教会 海外医療援助切手グループ 

カトリック山科教会 

カトリック伏見教会 

加美電子工業（株） 

川口製菓（株） 

川口製菓（株） 

キシダ化学（株）東京支店  

近畿大学附属高等学校・中学校 

クニケミカル（株） 

熊本放射線外科 

クラリオン（株）本社・技術センター 

クリタ分析センター（株）倉敷事業所 

栗原工業（株）工務本部 

グループ『ぽけっと』 

公益財団法人奈良ＹＭＣA 

神戸市看護大学 

交友印刷（株） 

肥塚医院 

コクヨ（株） 品川ＳＳＴオフィス 

小西酒造（株） マーケティング部 

コマツ岩手（株）遠野営業所 

さいたま市与野本町デイサービスセンター 



堺市女性団体協議会 

堺中央キリスト教会 

佐藤真空（株）大阪営業所 

さふらん保育園 

三京化成（株） 

三協工材（株） 

サンコール（株） 

サンコー商事（株）東京支店 

サン企画工業（株） 

静香産業株式会社 

シスメックスビジネスサポート（株） 

社会福祉法人 京都府共同募金会 

社会保険労務士法人村松事務所 

宗教法人 八尾福音教会 

ジョブサポートパワー（株） 

市陸建設（株） 

新茨木ボランティアの会 

新明産業（株） 

新明産業（株） 

スタンレー電気労働組合 

スミセイビジネスサービス（株） 

スミセイビジネスサービス（株） 

洲本ライオンズクラブ 

生長の家 福井県教化部 

聖バルナバ病院 

積水ハウス（株）岐阜支店 

セキュリティーサポート（株） 

摂陽西地区郵便局長夫人会 

セノー（株）東京支店 



ゼロングループホールディングス（株） 

センクシア（株） 

セントヨゼフ女子学園 

ソニー損害保険（株） 

ソリューション・ラボ・横浜（株） 

ダイジェット工業（株）九州営業所 

大同生命保険（株） 

大和ハウス工業（株）大阪中央支店 

ダイワ空調設備株式会社 

高井工務店 

タカネ薬局 

中央精機（株） 

中央幼稚園 

ティービーケイ販売（株） 

デュプロ販売（株） 

テルモビジネスサポート（株）富士宮営業所 

東栄（株）大阪営業所 

東京海上日動火災保険（株）姫路支店 

トーヨーテクノ（株） 

トライエンジニアリング（株） 

どん亀座 

永和信用金庫 北花田支店 

名古屋エアケータリング（株） 

ナザテック（株） 

なでしこ女性診療所 

西近江カナン・チャペル 

西日本イワタニガス（株）山口営業所 

西日本電気システム（株）京阪神支店 

ニチレキ（株）長崎営業所 



日教組和歌山 

ニッテレ債権回収（株）福岡総合店 

日本キリスト教団 石橋教会 

日本キリスト教団 大阪教会 

日本キリスト教団 神戸北教会 

日本キリスト教団 松山番町教会 

日本キリスト教団 箕面教会 

日本基督教団 森小路教会 

日本キリスト教団 大和郡山教会 

日本キリスト教団阿倍野教会 

日本コヴィディエン（株） 

日本住宅流通（株） 

日本バプテスト病院 総務課 

日本ピラー工業（株） 

日本ワグナー・スプレーテック（株） 

ネオ製薬工業（株） 

能美防災（株）中部支社 

パーフェクトリバティー教団総合事務所 

函館柏木郵便局 

パシフィックエステート（株） 

パシフィックエステート（株） 

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 

パナソニックデバイス労組 デバイス総合支部 

阪急阪神交通社グループ労働組合連合会 

ピーズ・サプライ・ホームズ建築設計事務所 

ビクターミュージックアーツ（株） 

兵庫県トラック協会西宮支部 

広島県東部美容協会 

広島高圧ガス（株） 



広島ロータリークラブ 

ファインテック（株） 

福島工業（株）岡山支店 

フクスケ労働組合 

福山ロータリークラブ 

ブリヂストン労働組合 久留米支部 

プリモジャパン（株） 

べジタイムズ（株） 

ポートエンタープライズ（株） 

ボッシュ（株） 

ホテル日航新潟 

ぽのぽの彩都 

ボランティアグループ婦人会 

松本ビル管理（株） 

マルトウ物産販売（株） 

マルヤマエクセル（株） 

まんまる社会福祉士事務所 

みかさこども園 

三菱商事建材（株） 

三菱商事建材（株） 

箕面の郷 

三和タジマ（株）名古屋工場 

メイテック株式会社 

桃山キリスト教会 すみれ会 

森カフェ 

大和汽工（株） 

ユニアス国際特許事務所 

ユラボジャパン（株） 

よこすかボランティアセンター 



吉川司法書士事務所 

ライオンズクラブ国際協会 332-Ｄ地区キャビネット事務局 

龍谷大学 ＲＥＣ事務部 

ルベル／タカラベルモント（株） 

蓮美幼児学園 

ワタベ産業（株）大阪営業所 

旭管工（株） 

医療法人育柿会 おぐら皮フ科クリニック 

医療法人紀泉会 家田医院 

医療法人社団帰陽会 丹羽病院 

医療法人社団日高会日高病院 

稲毛海岸教会 

稲毛海岸教会 

延岡草の実会 

横山建設（株） 

横浜 BayCity ライオンズクラブ 

横浜ＹＷＣＡ 

横浜キワニスクラブ事務局 

横浜市立南台小学校 

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 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

岡山スバル自動車（株） 

岡歯科医院 

岡谷鋼機（株）東京本店 

岡庭建設（株） 

科研工業（株） 

花巻民主商工会 

介護老人保健施設みどりの杜 



外井法律事務所 

学校法人フランシスコ学園高崎天使幼稚園 

株式会社 花塚 

株式会社 東和 

株式会社ユー・ピー・コム 

鎌倉恩寵教会 

貫井南町キリスト教会 

汽罐部品製造（株） 

宮城県経済商工観光部 

金沢東工鋼材（株） 

銀座プリマ・クリニック 

熊本東ライオンズクラブ 

熊本友の会 

郡山カトリック教会 

郡山バプテスト教会 

恵庭市ボランティアセンター 

県営深堀団地第一自治会 

原経営労務管理事務所 

光塩女子学院幼稚園 

光用・持田パートナー会計 

公益財団法人 全日本空手道連盟 

公益社団法人 日本アイソトープ協会 

公立大学法人福島県立医科大学 

広沢婦人会  

溝の口キリスト教会 

荒針産業（株） 

荒木行政書士・社労士事務所 

高岡志貴野ライオンズクラブ 

国際ソロプチミスト横須賀 



佐藤株式会社 

札幌キワニスクラブ 

三井住友ファイナンス&リース（株）東京本社 

三井不動産（株）横浜支店 

三井物産アグロビジネス（株） 

三共商事（株） 茨木工場 

三協（株）本社 

三建設備工業（株）北関東支店 

三田農林（株） 

山田開発（有） 

司法書士法人青葉法務 office 

志賀キリスト教会 

糸魚川市社会福祉協議会 

寺尾台郵便局 

寺尾台郵便局 

鹿部郵便局 

七ヶ宿ダム管理所 

社会福祉法人 篤豊会 愛らんど 萌寿 

社会福祉法人 日本医療伝道会 衣笠病院 

社会福祉法人すこやか福祉会葛飾やすらぎの郷 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

社団法人日本下水道協会総務部広報課 

収集グループ あさがお会 

住電商事（株） 

住友林業（株）木材建材事業本部東北支店 

十字架のイエス・ベネディクト修道会 

渋沢耳鼻咽喉科医院 

小千谷市社会福祉協議会 

昭和リース（株） 



湘南ふじさわシニアネット 

新茨木ボランティア友の会 

新横江簡易郵便局 

新興プランテック（株） 

新宿リサイクル活動センター 

新生紙パルプ商事（株） 

新生紙パルプ商事（株） 

新川町婦人部 

神奈川県社会福祉会かがやき広場 

神保（株） 

清水日本平ライオンズクラブ 

聖三一幼稚園 

西日本自動車共済協同組合 宮崎県支部 

青森県社会福祉協議会 

青葉学園 

静鉄ホームズ（株） 

税理士法人 古田土会計  

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

積水ハウス（株）北九州オフィス 

積水ハウスリフォーム東日本（株） 

雪印メグミル（株）ミルクサイエンス 

仙台演劇鑑賞会 

仙台商工会議所 

千葉家庭裁判所 

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東老協 

船橋市老人クラブ連合会東老協 

前田建設工業（株）中部支店 

全国一般・全労働者組合 



全農青森県本部 

全農物流（株）東北支社 

曽野木郵便局 

相模原福音キリスト教会 

足立区立六木小学校 

足立産業（株） 

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）富山支店 

村上市社会福祉協議会荒川支所 

太平洋金属健康保険組合 

大興物産（株）札幌営業所 

大阪聖三一教会 

大崎町役場 

大成興業（株） 

大成興業（株） 

大町教会 

大塚建設 

大都魚類（株） 

大東建託（株） さいたま支店 

大日本図書 

大分教区仏教婦人会連盟 

大豊建設（株） 

大和ハウス工業（株）横浜支社 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

大和リビング（株） 埼玉支店 

大和総研ビジネス・イノベーション 

第一生命保険（株） 

瀧口木材（株） 

築地魚市場（株） 



中央社会保障推進協議会 

中部日化サービス（株）三重支店 

長住バプテスト教会 

長津田キリスト教会 

長老苑 

津ユネスコ協会 

津止合金工業（株） 

塚本商事機械（株） 

鶴瀬恵みキリスト教会 

田子の浦埠頭株式会社 

土幌郵便局 

東海運（株）九州事業部 

東京ソックス（株） 

東京ワシントンウィメンズクラブ（ＴＷＷＣ） 

東京海上日動メディカルサービス（株） 

東京海上日動調査サービス（株） 

東京交通興業（株） 

東京食品販売国民健康保険組合 

東京成城新ロータリークラブ 

東京多摩霊園管理事務所 

東京地下鉄（株）人事部健康支援センター 

東京電力常傭職員労働組合本部 

東京洋品協同組合 

東郷医院 

東大スポーツ｢健康マネージメント研究会 

東部公民館武老人クラブ協議会 

東洋電産（株）本社 

東洋理化（株） 

東和耐火工業株式会社 



特別養護老人ホーム 井高野園 

特別養護老人ホーム いのこ里 

特別養護老人ホーム 三愛園 

内房興業（有） 

南海印刷（株） 

尼崎市ボランティアセンター 

日新化熱工業（株）本社工場 

日西物流（株）仙台営業所 

日本アンテナ労働組合 

日本イエス・キリスト教団香登教会 

日本キリスト改革派 春日井教会 

日本キリスト改革派上福岡教会 

日本キリスト改革派東京恩寵教会 

日本キリスト教 所沢教会 

日本キリスト教団  東中野教会 

日本キリスト教団 ひばりが丘教会 

日本キリスト教団 横浜大岡教会 

日本キリスト教団 下ノ橋教会 

日本キリスト教団 高輪教会 

日本キリスト教団 小阪教会 

日本キリスト教団 松山教会 

日本キリスト教団 浅草北部教会 

日本キリスト教団 福岡玉川教会 

日本キリスト教団 平塚中原教会 

日本キリスト教団 髙井戸教会 

日本キリスト教団横浜上倉田教会 

日本キリスト教団牛久教会 

日本キリスト教団高の原教会 

日本キリスト教団山口信愛教会 



日本キリスト教団十二使徒教会 

日本キリスト教団翠ヶ丘教会 

日本キリスト教団富士見丘教会 

日本キリスト教団本郷教会 

日本ロジテム（株） 

日本絵手紙協会 

日本基督教団 江戸川教会 

日本基督教団 掛川教会 

日本基督教団 聖徒教会 

日本基督教団神奈川教会 

日本基督教団与那原教会 

日本基督教団与那原教会 

日本建設（株）東京本社 

日本航空電子工業（株） 

日本聖公会 福井聖三一教会 

日本聖公会川越キリスト教会 

日本赤十字社三重県支部 

日本郵政グループ労働組合東京西南支部 

日本郵便（株）旭川神居郵便局 

日本郵便（株）五稜郭駅前郵便局 

日本郵便（株）札幌西野八条郵便局 

日本郵便（株）室蘭高砂郵便局 

日本郵便株式会社 青山郵便局 

農研テクノ（株） 

品川商工（株） 

富士フィルムエレクトロニクスマテリアルズ（株） 

富士屋ホテル（株）小田原営業所  

富士金網工業（株） 

富士通エフ・オー・エム（株） 



富士通エフ・オー・エム（株） 

文化シヤッター（株） 

別府平和園 

宝醤油（株） 

豊証券（株） 

豊北木材工業（株） 

北一条カトリック教会 

北海道ガソリン（株）本店営業部 

北海道後期高齢者医療広域連合 

北海道札幌稲雲高等学校 

北海道労働金庫 労働組合 

北斗精機（株） 

北斗精機（株） 

北東電気（株） 

墨田区立柳島小学校 

墨田区立柳島小学校 

毎日興業（株） 

名海運輸作業（株） 

名古屋福音伝道教会 

名古屋友の会 

名糖運輸（株）東海物流センター 

野毛印刷 

有限会社 ハーベスト 

有限会社 岡永工業 

郵便局（株）新潟中郵便局 

郵便局（株）函館鍛冶町郵便局 

林田行政書士事務所 

髙畠歯科クリニック 


