
2019年 2月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2019年 2月 1日～28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。 

 

（一社）ＰＯＯＬＥ 社会ボランティアの会  

（一社）伊賀法人会 女性部会  

（特非）おもいやり介護の会つくしんぼ  

（有）友野電気  

（一社）生命保険協会和歌山県協会  

（学）阪急学園本部事務局  

（株）サンビット  

（株）協和環境サービス 江別事業所  

（株）F&Cホールディングス  

（株）ＮＩＰＰＯ 兵庫統括事業所  

（株）ＮＩＰＰＯ栃木北出張所  

（株）アート技研  

（株）アイザワビルサービス  

（株）アイワ 東京支店  

（株）アキラス  

（株）アグレックス  

（株）アリア  

（株）イシダテクノ  

（株）ウイークス  

（株）エアライズ  

（株）エイチ・アイ・エス  

（株）エスアール  

（株）エヌ・ティ・ティエムイーサービス  

（株）エヌシーエス  



（株）エバ  

（株）エフ・エム・アイ東京本社  

（株）オオスミ  

（株）オーブ  

（株）オリエンタル・サービス  

（株）オリジン  

（株）カーム  

（株）キョクレイ 山下物流センター  

（株）グリーン電子  

（株）クレアホーム  

（株）クワハラ  

（株）ケイネット  

（株）サカエ  

（株）サクライ  

（株）サンコートーア  

（株）シービーエス  

（株）ジェイトス  

（株）しおはん  

（株）シオン  

（株）ジャペックス 関西営業部  

（株）スペース 東京支部  

（株）スマートホーム  

（株）ダイフレックス  

（株）ダン・タクマ  

（株）テック ササキ  

（株）テラカド  

（株）ドウワ工業  

（株）トータルライフケア奥沢  

（株）ナカバリコート  



（株）ぱる出版  

（株）プリミアイメージ  

（株）プロネット  

（株）ベストエバージャパン  

（株）ホリスティックケアジャパン ホリスティックケアプロフェッショナルスクール   

（株）マキノエンジニアリング  

（株）マツイ  

（株）マルセン  

（株）マルチテクノ 中川事務所  

（株）メディア工房  

（株）ユー.アール.ディー  

（株）ヨロズ愛知  

（株）リシャール・ブリア・アソシエイツ  

（株）レザーアート  

（株）ワイズ・ヒューマン・パートナーズ  

（株）伊藤工務店  

（株）伊藤商店  

（株）伊予銀行本店 広報 CSR室  

（株）久保製作所  

（株）空気清浄機サービス 本社  

（株）兼松建設興業  

（株）戸越建材  

（株）高谷汚泥処理センター   

（株）佐和組  

（株）三田村印刷所  

（株）山忠  

（株）山本館  

（株）守谷商会  

（株）秀峯  



（株）小野良組  

（株）昭和広告社  

（株）証券保管振替機構  

（株）新規開拓  

（株）垂水未来創造商社  

（株）西原ネオ 西関東支店  

（株）千葉建設工業  

（株）蒼設計  

（株）損害保険ジャパン JSA中核会茨城支部  

（株）大起  

（株）谷口産業  

（株）中央ビル管理さいたま支店  

（株）長谷川建設  

（株）電通 関西支社   

（株）東国  

（株）農協観光 香川支店  

（株）農協観光 香川支店  

（株）尾崎建築事務所  

（株）美好  

（株）富士通マーケティング 岩手支店   

（株）北海道サニタリー･メンテナンス  

（株）髙山不動産  

（公財）川崎市身体障害者協会 事務局  

（公社）２４時間テレビチャリティ委員会  

（公社）全国消費生活相談員協会  

（公社）東京都診療放射線技師会  

（財）国際都市おおた協会  

（社）埼玉県法人会連合会  

（社）日本補償コンサルタント協会 関東支部  



（社）日本免震構造協会  

（社福）横浜市福祉サービス協会  

（特非）ＫＥＳ環境機構  

（有） TOHO  

（有）あたご電機商会  

（有）アド  

（有）ジパング・プロジェクト  

（有）新栄自動車  

（有）大田薬品  

（有）中村石材工業  

（有）坪井冷機サービス  

（有）友田保険事務所  

AIG損害保険（株） 北九州営業支店  

JA鹿児島県経済連飼料養鶏課  

JA全農青果センター（株）大阪センター  

JS日本総合住生活（株）  

JXエンジニアリング（株）  

Ｋｅｎｓｙｕ．Ｎｅｔ事務局リブトゥギャザー  

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株）  

NALC わくわく和歌山  

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合  

NOC日本アウトソーシング（株）  

ＮＰＯ法人 シンプルライフ  

ＮＳＳＢマテリアル（株）大阪支店  

ＮＴＴテレコン（株）中部支店  

spice works  

SPX フローテクノロジージャパン（株）  

ＵＣＣ上島珈琲（株）労働組合  

アーキ・ヤマイチ（株）  



あいおいニッセイ同和損害保険（株） 厚木支店  

あいの里リハビリ苑  

アクティブライフ箕面  

アステラス製薬（株）  

新居浜市立金子小学校  ＰＴＡ学年学級部  

アムコン（株）  

アンテオケ宣教会  

イースト・ブレイン（株）  

イーデーエム（株）  

イエス福音教団綾瀬教会  

イオン金沢シーサイド店  

いしい特許事務所  

いわきライオンズクラブ  

インマヌエル中目黒教会  

ウインクレル（株）  

エクレ（株）  

エコスタッフ・ジャパン（株）  

エム・アール・エス広告調査（株）  

大阪市立姫里小学校ＰＴＡ  

岡垣町役場 福祉課ボランティアセンター  

オムロン センテック（株）  

ガールスカウト山形県第 3団  

かつしかシンフォニーヒルズ  

カトリック 時津教会   

カトリック 山科教会  

カトリック 逗子教会  

カトリック 鍛冶ヶ谷教会  

カトリック 東広島教会  

カトリック 伏見教会  



（株）ＡＤＳムラカミ  

（株）Cobo コラボレコミュニケーション  

（株）OSKプランニング  

（株）ＲＥＤＵインターフェイス  

（株）UR コミュニティー奈良住まいセンター  

（株）アール＆キャリア 名古屋支店  

（株）アイ・アールジャパン  

（株）インターフェイス  

（株）エクセディ精密  

（株）エフエスユニ 四国営業所  

（株）ガイアート 摂津合材工場  

（株）コスミッククリエイト  

（株）コンテック  

（株）シガフードプロダクツ  

（株）大通  

（株）タツミマシン  

（株）ニッセイシーエスティー  

（株）ネオス  

（株）ハーマン  

（株）フジプラス  

（株）ブラザーエンタープライズ  

（株）共進電機製作所  

（株）浩電社  

（株）山口ガス機器  

（株）昭和商会  

（株）新生機械  

（株）森田電器工業所  

（株）水本機械製作所  

（株）杉本工務店  



（株）清水鐡工所  

（株）西建設計  

（株）村井工業所  

（株）池田工業  

（株）内外美装  

（株）末広工業  

カリタス女子中学高等学校  

クラーク記念国際高等学校  

クラブツーリズム（株）  

クラリオン（株）本社・技術センター  

グローアップ社会保険労務士法人  

グロッツ・ベッケルト・ジャパン  

ケアセンター回生  

ケアプランセンター 宝塚あいわ苑  

コスモ工機（株）大阪支店  

コニカミノルタ（株）  

コネクシオ株式会社  

サーミット工業（株）名古屋営業所  

サイデック（株）  

サトウ水道サービス  

サトウ水道サービス  

シスメックス（株）  

新茨木ボランティア友の会  

杉浦製作所  

スミセイビジネスサービス（株）  

聖心会小林修道院  

セノー（株）東京支店  

センクシア（株）  

ソニー損害保険（株）  



ダイダン（株） 天理支店  

ちよがまる動物病院  

テルウェル東日本（株）神奈川支店  

テルモビジネスサポート（株） 富士宮営業所  

徳南ひまわり会  

とどろき運輸（株）  

ナカノス建設工業（株）  

ニチレキ（株） 長崎営業所  

日本基督教教団 長岡京教会  

日本キリスト教団 豊中教会  

日本キリスト教団 福岡警固教会  

日本電設工業（株） 四国支店  

ネッツトヨタ富山（株）  

パナソニックリビング首都圏・関東（株）  

ハンズプロ（株）  

ビルボックスジャパン（株）  

広島ロータリークラブ  

ファイターズ応援団「元気会」  

福島工業（株）岡山支店  

フチガミ医療福祉専門学校  

プライムフーズ（株）  

べジタイムズ（株）  

ポートエンタープライズ（株）  

ホザナ幼稚園  

ボランティアグループ婦人会  

ボランティア平野綿の会  

毎日放送  

マクテック（株）  

マルヤマエクセル（株）  



マルヤマエクセル（株）  

まんとみ幼稚園かもめ会  

メゾン荒畑（株）  

メタウォーター株式会社  

メノナイトベテル教会  

ヤマトヤ株式会社  

ヤマト化学工業（株） 成田工場  

ヤンマーエネルギーシステム（株）東京支社  

ユーフーズ（株） 堺営業所  

ユニフレックス マーケティング（株）  

ライオンズ国際教会 332-Ｄ 岩代ライオンズクラブ  

ロックウェル オートメーション ジャパン（株）  

愛媛県視覚障害者協会  

旭精密（株）  

旭川頌栄保育園  

芦屋市住宅管理センター  

安城市社会福祉協議会  

伊勢商工会議所 女性部  

伊達町ライオンズクラブ  

伊藤ハム株式会社六甲工場  

医療法人（社）玄同会小畠病院  

医療法人紀泉会 家田医院  

医療法人社団こじま内科  

医療法人藍生会 不動ヶ丘病院  

一般社団法人 宮城県畜産協会  

一般社団法人軽金属製品協会試験研究センター  

一般社団法人倫理研究所  

一木こどもクリニック  

宇佐市役所  



宇都宮市立清原東小学校  

宇摩医師会みどり会  

烏丸ＣＬＵＢ  

烏山眼科医院  

浦添ロータリークラブ  

永山郵便局  

永和信用金庫 長田支店  

横須賀友の会  

横浜英和幼稚園 年長組  

横浜戸塚ライオンズクラブ  

横浜市磯子スポーツセンター  

横浜市社会教育コーナー  

横浜市南スポーツセンター  

横浜市立枚南台小学校ＰＴＡ  

横浜保護観察所小田原駐在官事務所  

横浜雙葉小学校  

岡谷鋼機（株）東京本店  

沖縄ライオンズクラブ  

沖縄水質改良（株）  

下諏訪国際交流協会    

加美町立中新田小学校  

河北印刷（株）  

河北印刷（株）  

花巻商工会議所女性会大迫支部  

花野井バプテスト教会  

会津塩川ライオンズクラブ  

会津喜多方ライオンズクラブ  

会津若松ライオンズクラブ  

会津若松環境管理協業組合  



海部医師会  

角谷眼科医院  

学校法人アルウィン学園 玉成保育専門学校  

学校法人フランシスコ学園高崎天使幼稚園  

学校法人菅藤学園南山形幼稚園  

学校法人天野学園愛珠幼稚園  

学校法人麗和幼稚園  

学習院女子大学  

学習院大学  

葛カトリック幼稚園  

株式会社 KAKUDO  

株式会社池田理化 藤沢支店  

萱島キリスト教会  

寒川キリスト教会  

関東マツダ  

関東化学（株）  

丸全関西流通（株）  

丸日産業（株）  

岩見沢友の会  

岩手県立 宮古恵風支援学校  

吉田由香行政書士事務所  

久慈ライオンズクラブ  

久保総合法律事務所  

宮城県塩釜保健所黒川支所  

京都友の会  

共和自動車工業（株）  

境キリスト教会  

興流会  

玉島ロータリークラブ  



近畿バラセメント輸送協同組合  

近畿大学付属高等学校・中学校  

隅田化学（株）  

熊本ライオンズクラブ  

熊本友の会  

栗田工業（株）  

桑折ライオンズクラブ  

郡山中央ライオンズクラブ  

郡山南ライオンズクラブ  

原子力資料情報室  

古川聖書バプテスト教会  

交友印刷（株）  

交友印刷（株）  

光硬化工法協会  

公益財団法人オイスカ四国研修センター  

公益社団法人新宿法人会  

向後スターチ（株）  

広島女学院中学校  

広陵疋相郵便局  

江戸鉄（株）  

江差町社会福祉協議会  

甲南病院  

香川県東部地区郵便局長夫人会  

香里園教会  

高岡市立高岡西部中学校  

高橋法務行政事務所  

高槻市シニアクラブ連合会  

高鷲中学校  

国見ライオンズクラブ  



黒金化成（株）  

黒石福音キリスト教会  

佐渡氏社会福祉協議会 畑野支社  

佐藤工業（株）北陸支店  

佐野国際特許事務所  

坂井運輸（株）  

坂井輪郵便局  

坂田建設（株）  

榊原志づか税理士事務所  

札幌三越トラベルサロン  

三井住友海上火災保険（株）  

三井物産アグロビジネス（株）  

三井物産ケミカル（株）  

三浦測量・登記事務所  

三京化成（株）  

三菱マテリアルトレーディング（株）  

三菱重工冷熱（株）東北支社営業部  

三菱商事建材（株）  

山形家庭裁判所  

山口家庭裁判所 下関支部  

山口県合唱連盟  

山口県合唱連盟  

四国地方会 徳島東部夫人会  

四国地方郵便局長夫人会愛媛県中予地区  

四條町教会教会学校  

糸魚川市社会福祉協議会  

寺尾台郵便局  

鹿児島黎明ライオンズクラブ  

鹿沼ステーション  



七福醸造（株）  

社会福祉協議会ボランティア菖蒲会  

社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会  

社会福祉法人聖母愛真会こじか保育園  

若葉台集会所  

酒井会計事務所  

収集グループ あさがお会  

収集ボランティア コレクト V   

秋田県立能代工業高等学校事務室  

住商事（株）  

住友生命多摩支部  

住友生命保険相互会社 大阪中央支社  

住友林業（株）木材建材事業本部  

出雲ロータリークラブ  

勝田聖書教会  

小厚化成（株）  

小松電機産業（株）  

小太郎漢方製薬（株）  

小百合幼稚園 保護者の会  

尚花愛児園  

昭和リース（株）  

昭和電機（株）  

松山市立双葉小学校  

松本事務所  

沼津ライオンズクラブ  

湘南ふじさわシニアネット  

湘南白百合学園小学校  

焼津ライオンズクラブ  

上ノ国町社会福祉協議会  



上田市社会福祉協議会  

上門工業（株）  

新小林建機産業（有）  

新川町婦人部  

新宅工業（株）  

新地ライオンズクラブ  

神戸保護観察所 尼崎駐在官事務所  

神戸友の会 幼児生活団  

神奈川県社会福祉会かがやき広場  

仁川幼稚園  

須賀川中央ライオンズクラブ  

図書印刷（株）  

杉並区立 高井戸第四小学校ＰＴＡ  

世紀東急工業（株）関西支店  

世田谷キリスト教会附属世田谷幼稚園  

清州市社会福祉協議会すみれ  

清水建設（株）  

清水建設（株）徳島営業所  

生和テクノス（株）  

聖マリアンナ医科大学  

聖学院中・高等学校  

西宮中央教会日曜学校  

西日本電気システム（株）京阪神支店  

西別府病院  

税理士法人 古田土会計  

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  

税理士法人仲田パートナーズ会計  

石川シニアライオンズクラブ  



積水ハウス（株）小山支店  

積水ハウス（株）神奈川カスタマーズセンター  

積水ハウス（株）西東京ＣＣ  

摂南大学 外国語学部  

仙建工業（株）中野配水作業所  

千如寺大悲王院  

千葉保護観察所  

千葉友の会  

川越町ボランティア連絡協議会  

川崎市立宮崎小学校ＰＴＡ  

川重冷熱工業株式会社 東日本支社  

浅井産業（株）  

倉敷聖約キリスト教会  

相浦光キリスト教会  

相日防災（株）厚木支店  

相馬地区保護司会  

相模原福音キリスト教会  

相模台地区ボランティアの会  

草野建設（株）  

損害保険ジャパン日本興亜（株） 山陰支店  

損害保険ジャパン日本興亜（株）北東京支店  

損保ジャパン日本興亜（株）鹿児島支店  

多摩友の会  

太洋エンジニアリング株式会社 東京支社  

大丸木材（株）  

大起工業（株）  

大宮見沼ケアセンターそよ風  

大阪愛徳幼稚園  

大阪大和川ライオンズクラブ  



大阪電気工業（株）  

大阪東住吉平野ライオンズクラブ  

大阪東淀ライオンズクラブ  

大阪南ライオンズクラブ  

大阪府育英会  

大津市立青山幼稚園ＰＴＡ   

大津鉄工（株）  

大同生命保険（株）  

大網キリスト教会  

大林道路（株）大阪北営業所  

大和ハウス工業（株）湘南支店  

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場  

第一産業（株）  

第一生命保険（株）  

瀧口木材（株）  

棚倉ライオンズクラブ  

池田会計事務所  

築上町役場  

竹の里幼稚園  

中央会堂幼稚園  

中外炉工業（株）  

中山芽バレエスタジオ  

中山町健康福祉課  

中部瓦光（株）集中管理センター  

中部互光（株）  

中部日化サービス（株） 静岡支店  

中部日化サービス（株）三重支店  

朝日新聞福岡本部  

長岡金属工業（株）八鹿工場  



長津田みなみキリスト教会  

長野友の会  

鳥羽教会  

鳥居薬品(株)  

鳥取県社会福祉協議会  

鳥取保護観察所  

津ユネスコ協会  

鶴見市場郵便局  

天草本渡ライオンズクラブ  

田園調布雙葉中学高等学校  

東京ガスライフバル東江東  

東京海上日動火災保険（株）本店損害サービス第一部  

東京海上日動調査サービス（株）  

東京西東京ライオンズクラブ  

東京都建設局  

東京都三宅支庁  

東京都立青鳥特別支援学校  

東京貿易メディシス（株）  

東芝プラントシステム（株）  

東芝自動機器システムサービス（株）  

東神楽町社会福祉協議会  

東日本コベルコ建機（株） 長野営業所  

東北学院幼稚園  

東洋建設（株）  

東洋物産工業（株）  

東翔建設（株）  

藤沢聖マルコ教会  

同志社幼稚園 社会貢献委員会  

道路工業（株）札幌営業所  



道路工業（株）札幌営業所  

篤友会リハビリテーションクリニック  

苫小牧キリスト者合同奉仕会タビタの会  

那須電機鉄工（株）  

南宇和ライオンズクラブ  

日軽産業（株）  

日西物流（株）仙台営業所  

日赤宮城県支部石巻市地区  

日赤山形市地区  

日通宇部運輸（株）  

日本ＦＥＢＣ  

日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団淡路キリスト教会  

日本アライアンス教団東京キリスト教会  

日本イエスキリスト教団 鈴蘭台福音教会  

日本イエスキリスト教団新座教会  

日本キリスト教団 半田教会   

日本キリスト改革派 花小金井教会  

日本キリスト改革派 東京恩寵教会  

日本キリスト教会 豊島北教会婦人会  

日本キリスト教会 加西伝道所  

日本キリスト教会 房総君津教会  

日本キリスト教会 上田教会  

日本キリスト教団 東郷教会  

日本キリスト教団 鹿島教会  

日本キリスト教団 首里教会  

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 溝ノ口教会  



日本キリスト教団 高幡教会  

日本キリスト教団 大和郡山教会  

日本キリスト教団 鷹取教会  

日本キリスト教団 筑波学園教会 教会学校  

日本キリスト教団 奈良高畑教会  

日本キリスト教団 横須賀小川町教会  

日本キリスト教団 鎌倉恩寵教会  

日本キリスト教団 鎌倉雪ノ下教会  

日本キリスト教団 喬木教会  

日本キリスト教団 駒場エデン教会  

日本キリスト教団 甲府中央教会  

日本キリスト教団 青森松原教会  

日本キリスト教団 赤坂教会  

日本キリスト教団 谷村教会  

日本キリスト教団 日立教会  

日本キリスト教団 豊橋教会  

日本システムウェア（株）  

日本ソフトウェアマネジメント（株）  

日本バプテスト相模中央キリスト教会  

日本バプテスト同盟 札幌北野キリスト教会  

日本ルーテル教団 池上ルーテル教会  

日本基督教団 周船寺教会  

日本基督教団 神和教会  

日本基督教団 長岡京教会  

日本基督教団 ゴスペルハウス教会  

日本基督教団 山口信愛教会  

日本基督教団 聖徒教会  

日本基督教団 西宮教会 婦人会  

日本基督教団 洛陽教会 婦人会  



日本基督教団丸亀教会  

日本基督教団代々木上原教会  

日本基督教団土浦教会  

日本建設（株）東京本社  

日本国際ギデオン協会  

日本自治体労働組合総連合  

日本水工設計（株）  

日本聖公会東京教区聖愛教会  

日本電設工業（株）北海道支店  

日本郵便（株）安佐南郵便局  

日本郵便（株）亀田郵便局  

日本郵便（株）五稜郭駅前郵便局  

日本郵便（株）広島中央郵便局  

日本郵便（株）今治郵便局  

日本郵便（株）札幌西野中郵便局  

日本郵便（株）市川郵便局  

日本郵便（株）室蘭高砂郵便局  

日本労務研究所  

梅花女子大学 宗教部  

白河小峰ライオンズクラブ事務局  

白根ガス（株）白根支店  

函館家庭少年友の会  

函館東山郵便局  

八栗シオンキリスト教会  

八丈町社会福祉協議会  

品川商工（株）  

婦人之友社  

富山友の会  

富士フイルムメディカル（株）大阪サービスセンター  



扶桑化学（株）  

武蔵野友の会  

福生バプテストキリスト教会小羊会  

福島あぶくまライオンズクラブ  

福島グリーンライオンズクラブ  

福島ライオンズクラブ  

福島松川ライオンズクラブ  

福島西ライオンズクラブ  

福島東ライオンズクラブ  

米沢市役所  

碧南市大浜まちかどサロン管理組合  

保原ライオンズクラブ  

芳賀赤十字病院  

豊橋善意銀行  

豊橋善意銀行  

豊鋼材工業（株）  

豊明高等支援学校  

北海道新聞社 本社  

北海道富士電機（株）  

北興化学工業（株） 岡山工場  

北斗精機（株）  

北日本ビル管理（株）  

北労金労組  

本宮ライオンズクラブ  

本清鋼材（株）  

本多機工（株）  

名糖運輸（株）東海物流センター  

明治安田ビルマネジメント株式会社  

明治安田生命 大竹営業所  



明治安田生命保険（相） 久留米支社  

明治安田生命保険相互会社 人事部   

明治安田生命保険相互会社 東京東基礎トレーニングセンター  

明治安田生命保険相互会社 豊川営業所  

明治安田生命労働組合 佐賀支部  

野洲キリスト教会  

野毛印刷  

柳沢商事（有）  

有限会社日本ビーピーダブリュー  

郵便局（株）札幌二十四軒南郵便局  

郵便局（株）新潟中郵便局  

様似町婦人ボランティア・アポイ  

洛東耳鼻咽喉科医院  

酪農学園大学 キリスト教教育委員会  

立花証券（株）池袋支店  

立正佼成会  

立川装備（株）  

緑バプテスト 緑キリスト教会  

林田行政書士事務所  

霊山ライオンズクラブ  

和歌山県農業協同組合中央会  

和東産業（株）  

齋田産業（株）  

栁津ライオンズクラブ  

髙畠ライオンズクラブ 


