
2016年 4月 使用済み切手のご協力団体一覧 

2016年 4月 1日～27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）ＤＡＩＥＩリペア 

（株）ＪＡＬ－ＤＦＳ 

（株）ＮＤＭ 

（株）NTT ドコモ東海支社 

（株）アーステクニカ 

（株）アートシステム 

（株）アールデック 

（株）アイテム 

（株）アスカネット 

（株）アリシア 

（株）エフ・コムテック 

（株）エフトス 

（株）エムアイティ 

（株）オカムラサポートアンドサービス 

（株）オガワ産業 

（株）オリエント 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 

（株）かんき出版 

（株）クレアホーム 

（株）グローバルスポーツ医学研究所 

（株）ケイワード九州 

（株）シービーエス 

（株）シズケン静岡工場 



（株）ジャパンセル 

（株）ダッシュ 

（株）タマディック本社・管理本部 

（株）ダンロップゴルフクラブ 

（株）ツーテック 

（株）ティ・アイ・ディ 

（株）ディー・プラン アパマンショップ甲斐アルプス通り店 

（株）デンソーセールス北海道支社 

（株）テンダーラビング ケアサービス 

（株）ドール 

（株）ニッカトー東京支社 

（株）ネビュラプロジェクト 

（株）パイロットコーポレーション 

（株）ハウジング武蔵野 

（株）ハシックス 

（株）ハセベつくば工場 

（株）フクヤマ両国店 

（株）プルータス 

（株）プルータス 

（株）ベルーナ 

(株)ベルパーク 

（株）マキナエンジニアリング 

（株）マルナカ 

（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）メンテナンス 

（株）ヨコヤマ 

（株）リアルメイト 

（株）ローヤルエンジニアリング 



（株）ワイズ・ヒューマン・パートナーズ 

（株）伊予銀行 

（株）懐石倭 

（株）開成プランニング 

（株）関工ファシリティーズ 

（株）基行 

（株）吉岡建設工業 

（株）吉野家 東京工場 

（株）協和設備 

（株）栗原医療器械店 

（株）栗崎歯車製作所 

（株）結 

（株）光波浜松工場 

（株）小山不動産 

（株）新開トランスポートシステムズ 

（株）新和 

（株）多田機販 

（株）谷井建設 

（株）畜産経営研究所 

（株）中央会計事務所 

（株）中央会計事務所 

中日本ハイウェイ・リテール名古屋（株） 

(株)渡辺コンサルタンツ 

（株）東亜オイル興業所 

（株）東急エージェンシー 

（株）東京富士 

（株）東武保険サービス 

（株）東和エンジニアリング 

（株）藤坂 



（株）内外切抜通信社 

（株）日本デザインセンター 

（株）日本政策投資銀行新潟支店 

（株）日本典礼 

（株）馬渕商事 

（株）富士精工矢板工場 

（株）富士通マーケティング 

（株）文化工房 

（株）北陸銀行もりの里支店 

（株）明治堂 

（公財）横浜市体育協会 横浜市都築スポーツセンター 

(公財）瓦礫を生かす森の長城プロジェクト 

（公社）隊友会 

（財）新潟県国際交流協会 

（財）全国エルピーガス保安共済事業団 

（財）郵政福祉東北地方本部 

（社）江戸川建設業協会 

（社）全国農協観光協会 

（社）日本農芸化学会 

（社福）豊田市社会福祉協議会 

（有）エイ・オーケイ 

（有）カレルチャペック 

(有)テーオー 

(有)安野測量事務所 

(有)山本測量設計 

(有)小宮山工務店 

(有)浅島製作所 

（有）坪井冷機サービス 

（有）東京エイドセンター 



（有）夢茶房 

EMCジャパン（株） 

ＥＸＯ Ｔｒａｖｅｌ Ｊａｐａｎ （株） 

FMちゃお 

ＨＡＮＡ工房 

IHG・ANAホテルズ労働組合連合会 

ＪＡ いるま野 

Japanese American United Church 

JSA中核会新潟支部 

ＪＴＪ宣教神学校 

ＫｉＫｉｉｎｃ． 

MB教団石橋教会 

NBC情報システム株式会社 

ＮＨＫ札幌放送局 

ＮＰＯボランティアサロンぐんま 

NSSBマテリアル株式会社 

NTT西日本 関西事業本部 

Office K 

UD トラックス株式会社 

YIC京都工科大学校 

YKK AP株式会社 

あい・ネパールの会 

あおいニッセイ同和損害保険（株） 

アサヒグローバル（株） 

旭精密株式会社 

あすてボランティア 

アントニオ修道院 

イーエスプランニング 

飯塚市社会福祉協議会 ともしび 



イーデザイン損害保険(株) 

イオンクレジットサービス（株） 

イオン保険サービス(株) 

池田五月山教会幼稚園 

池田耳鼻咽喉科 

石川つづれ株式会社 

石原アメニテック株式会社 

一般財団法人関西電気保安協会 

一般社団法人 POOLE 

伊藤忠システック株式会社 

茨木ボランティア友の会 

磐上教会 

インマヌエル磐田キリスト教会 

エクレ（株） 

エコスタッフ・ジャパン（株） 

エスオーシー物流（株） 

エスオーシー物流（株） 

エデストロムジャパン（株） 

エネクスフリート株式会社 

えびの市立飯野小学校 

オー・ジー長瀬カラーケミカル株式会社 

大阪市阿倍野区老人クラブ連合会 

大阪信愛女学院小学校 

大阪住吉ライオンズクラブ 

大阪電装工事株式会社 

大阪府貨物運送健康保険組合 

大阪南ライオンズクラブ 

オーシャン貿易株式会社 

大津地方法務局 



岡山東郵便局 

ガールスカウト静岡 88団 

ガールスカウト静岡 88団 

かえで監査法人 

カトリック広島司教区 山口島根地区センター 

カトリック小金井教会 

カトリック南山教会 

株式会社 IHI汎用ボイラ 

株式会社 NIPPO関西支店 

株式会社アイケンホーム 

株式会社アストラカンアドバタイジング 

株式会社アプローズ 

株式会社池田工業 

株式会社一門会 

株式会社久我 

株式会社クレメンティア 

株式会社ゲイヨー 

株式会社コムテックス 

株式会社ささき観光 

株式会社四国環境管理センター 

株式会社清水鐡工所 

株式会社昭和商会 

株式会社杉村製作所 

株式会社デジック 

株式会社ニッセイシーエスティー 

株式会社ビケンテクノ 

株式会社弘文社 

株式会社ふくみや 

株式会社守谷商会 



株式会社ヤマダ重設 

株式会社ヤマプラス福岡 

株式会社山本精工所 

神河中学校 

上諏訪病院 

カルメル会修道院 

汽罐部品製造株式会社 

岸和田聖書教会 

木村メタル産業株式会社 

キャセイパシフィック航空会社 

ギャラリーみぎり 

九州遊技機商業協同組合 

キリスト同信会中野パークサイドチャーチ 

近畿大学 

近畿バラセメント運送協同組合 

キングダムノート 

金城学院中学校 YWCA 

クラーク記念国際高等学校 

クラブツーリズム（株） 

倉本自動車 

クラリオン（株）本社・技術センター 

グループ『ぽけっと』 

ケイファクトリープロジェクト 

小厚化成株式会社 

高知県健康づくり婦人会連合会 

神戸みなとサービス株式会社 

コープ西明石 福祉サークル 

国際ソロプチミスト奈良  

小篠原ふれあいサロン 



小松運輸倉庫株式会社 

コマツ宮崎（株）都城営業所 

財団法人神戸学生・青年センター 

堺美原ライオンズクラブ 

佐藤工業株式会社 

サネス護謨工業株式会社 

三機テクノポート株式会社 

ジェイ・ワイテックス株式会社 

シグマロジスティクス（株） 

シティハウス牧志緑ヶ丘公園 

しでこぶしの会 

社会福祉法人宝山寺福祉事業団 いっぽ 

住空間設計 Labo West 

食品衛生協会 

市立豊中病院 

新明産業株式会社 

スウィン北本 

スタークレーン 

スミセイビジネスサービス（株） 

住吉区社会福祉協議会事務局 

聖公会神学院 

税理士法人尾池会計事務所 

セーラー万年筆株式会社 

積和不動産株式会社 

セコム工業（株） 

瀬和化成工業株式会社 

千如寺大悲王院 

ソニーPCL（株） 

ソニー損害保険（株） 



ソルベイジャパン（株） 

大建工業株式会社 

大建コンクリート株式会社 

退職公務員連盟岡山笹が瀬支部 

ダイダン（株）名古屋支社 

大東市社会福祉協議会ボランティアセンターさんごじゅの会 

立正佼成会大阪教会 

中国繊維工業株式会社 

中国電力株式会社 

中部電力株式会社 

つきさむ幼稚園 

ディースタッフ（株） 

帝塚山ルーテル教会 

デュプロ精工株式会社 

テルウェル東日本（株）神奈川支店 

東京海上日動火災保険株式会社 

同志社小学校 

トークシステム株式会社 

長崎教会 

名古屋エアケータリング株式会社 

奈良基督教会 

西日本電気システム株式会社 

西宮福音教会 

西米良村役場 

日本キリスト教会 住吉教会 

日本キリスト教団一宮教会 

日本キリスト教団屋島教会 

日本キリスト教団淀川教会 

日本毛織株式会社 



日本長老教会四日市キリスト教会 

日本特殊陶業株式会社 

日本バプテスト病院 

延岡草の実会 

函館柏木郵便局 

はなみずきクリニックデイケア 

東栄株式会社 

東八幡キリスト教会 

菱星システム株式会社 

姫路医療生活協同組合 福祉介護センターひがし 

広島伊丹電機株式会社 

フクダ電子（株）本郷事業所 

藤本電業株式会社 

プルックサージャパン行政書士事務所 

別府市観光協会 

ホーチキ（株）北九州営業所 

北海道漁業協同組合連合会 

ボッシュ（株） 

松江北堀教会 

マツオカ建機（株） 

松本設備サービス株式会社 

松本ビル管理株式会社 

松山バプテスト教会 

真鍋工業株式会社 

マルコ株式会社 

ミサワホームイング九州（株）長崎店 

みずほ銀行大手町本部ビル 

三菱商事建材株式会社 

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 



見山製紙工業株式会社 

ミライフ（株） 

みんなのおつかい 

メットライフ生命保険（株）水戸支社 

モーリスコーポレーション(株) 

有限会社 SK企画 

有限会社三季商事 

有限会社松尾熔接所 

有限会社吉田保険 

ユーフーズ株式会社 

横河東亜株式会社 

よこすかボランティアセンター 

四日市市指定上下水道工事業者協同組合 

リバティウェルネス（株） 

ルベル／タカラベルモント(株) 

るんびに園 

阿蘇一の宮ライオンズクラブ 

愛知県知立市立知立南中学校 

旭川友の会 

旭洋紙パルプ（株）東京本社 

伊集院間税会 

医療法人 増田整形外科 

医療法人社団 小林医院 

医療法人社団三友会あけぼの病院 

医療法人社団欅会東大和南街クリニック 

羽後町役場 福祉保健課 

浦和中三菱自動車販売（株）さいたま中央店 

燕市社会福祉協議会 

遠藤科学（株）御殿場支店 



横須賀北ライオンズクラブ 

横浜パイロット組合 

岡山市中区福祉事務所 

岡山市中区福祉事務所 

沖縄県農業会議 

沖縄水質改良（株） 

音威子府村役場 

下妻市社会福祉協議会 

下北地域県民局地域健康福祉部 

加美町立中新田小学校 

花まるリフォーム（株） 

学校法人ヴォーリズ学園 

株式会社 TAKキャピタルサービス 

株式会社カワタキコーポレーション 

株式会社ディーアイエス 

鎌倉友の会 

丸岡栄光学園緑幼稚園 

丸山機工（株） 

丸大食品労働組合 

岩通販売（株） 

亀川特許事務所 

祇園カトリック教会 

宮城県自動車整備商工組合 

宮城県青年団連絡協議会 

京セラコミュニケーションシステム（株） 

京葉アドバンス物流市川営業所 

銀山郵便局 

郡山友の会 

恵建設株 



恵庭市ボランティアセンター 

劇団かに座 

五洋建設（株） 

五洋建設（株） 

五洋建設（株） 

公益社団法人 日本産業退職者協会 

公益社団法人「小さな親切」運動本部 

向井化工機（株） 

江刺猿ヶ石栃改良区水土里ネット江刺猿ヶ石 

江別ユネスコ協会事務局 

溝の口キリスト教会 

高杉保育園 

国際ソロプチミスト邑久 

国土交通省中部地方整備局 

今泉建設（株） 

在日本韓国 YMCA 

在日本韓国 YMCA 

埼玉ダイハツ販売（株） 

埼玉県立栗橋北彩高等学校 

札幌保護観察所 

札幌保護観察所 

鯖江桜郵便局 

三井不動産リフォーム（株） 

三興産商（株） 

三光教会 

三州織物工業協同組合 

三多摩ハイムセンター 

三菱製紙(株) 

三和工業株式会社 



三和鋼管株式会社 

山形県 県土整備部管理課 

山本会計事務所 保坂税理士事務所 

四国民話の会 

志賀キリスト教会 

鹿児島テレビ放送（株） 

鹿島建物総合管理（株）横浜支社 

室蘭ユネスコ協会事務局 

室蘭ユネスコ協会事務局 

室蘭北斗ライオンズクラブ 

社会福祉法人キリスト教児童福祉会児童養護施設聖母愛児園 

社会福祉法人聖風会 

若葉台診療所 

宗教法人 日野キリスト教会 

秋山会計事務所 

秋田中央郵便局 

住化スタイロンポリカーボネート（株） 

住電商事（株）東京支社 

住友生命 

住友不動産建物サービス（株） 

住友不動産販売（株）東陽町営業センター 

昭和メタル（株） 

昭和リース（株） 

沼田キリスト聖書館 

湘南ふじさわシニアネット 

常陽銀行本店 

新潟キワニスクラブ 

森小児科医院 

神奈川県立ひばりが丘学園 



杉並ユネスコ協会 

世田谷平安教会 

聖路加看護大学  

聖和会新井教会女子部 

西華産業（株）名古屋支店 

西近江カナン・チャペル 

西日本フレーミング（株） 

青山学院大学   

青森県社会福祉協議会 

静岡県結核予防婦人会 

静岡若葉幼稚園 

静岡若葉幼稚園 

静清信用金庫西焼津支店 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

石鳥谷ライオンズクラブ 

積水ハウス（株）神奈川シャーメゾン支店 

積水ハウスリフォーム（株） 

仙川キリスト教会 

千葉綜合法律事務所 

千葉不動産流通協同組合 

船橋市保健所 

前橋橋本合金（株） 

前田建設工業（株）中部支店 

素数（株） 

創ネット（株） 

倉敷聖約キリスト教会 

相模原プリモ動物病院 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

損保ジャパン日本興亜（株） 



村山市連合婦人会 

太陽生命保険（株）京都南支社 

大宮共立教会 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大樹町社会福祉協議会大樹町老人クラブ連合会女性部 

大都魚類（株） 

大分教区仏教婦人会連盟 

池上ルーテル教会 

稚内萩見郵便局 

長津田キリスト教会 

直方ライオンズクラブ 

田園調布教会（社会委員会） 

都筑ハートフルステーション 

土佐リハビリテーションカレッジ 

東横イン鳥取駅南口 

東京アーバンチャーチ 

東京トヨペット（株） 

東京フラワーポート（株） 

東京リベルテ法律事務所 

東京浅草中央ロータリークラブ 

東京地区新聞公正取引協議会 

東光園緑化（株） 

東駿河郵便局長夫人会 

東日本旅客鉄道（株）大宮支社営業部 

東邦銀行従業員組合 

東北学院大学 

東北学院榴ケ岡高等学校 

東洋電産（株）本社岳南工場 

同志社同窓会茨城支部 



那覇家庭裁判所 

南魚沼市社会福祉協議会 

二戸ライオンズクラブ 

二和印刷（株） 

日教組和歌山 

日産プリンス東京谷原店 

日新工業（株）千葉工場 

日西物流（株）仙台営業所 

日南市教育委員会 

日本 GE合同会社 

日本アライアンス教団東京キリスト教会 

日本オルボテック（株） 

日本キリスト改革派 花小金井教会 

日本キリスト教会東京主僕教会 

日本キリスト教会磐田西教会 

日本キリスト教団 東美教会 

日本キリスト教団 下谷教会 

日本キリスト教団 各務原教会 

日本キリスト教団 駒澤教会 

日本キリスト教団 西が丘教会 

日本キリスト教団 東村山教会 

日本キリスト教団安積教会 

日本キリスト教団益田教会 

日本キリスト教団横浜磯子教会 

日本キリスト教団狛江教会 

日本キリスト教団狛江教会 

日本キリスト教団小野教会 

日本キリスト教団浅草北部教会 

日本キリスト教団尾道久保教会 



日本キリスト教団浜松教会 

日本キリスト教団福岡玉川教会 

日本キリスト教団輪島教会 

日本基督教団 成瀬が丘教会 

日本基督教団 聖徒教会 

日本基督教団丸亀教会 

日本基督教団杵築教会 

日本基督教団三崎町教会 

日本基督教団三鷹教会 

日本基督教団小田原教会 

日本基督教団大阪聖和教会 

日本基督教団田園江田教会 

日本聖公会東京聖三一教会 

日本赤十字社徳島県支部 

日本総合サービス（株） 

日本超音波工業株式会社 

日本超音波工業株式会社アルミット株式会社 

日本電気(株) 

日本電産エレシス（株）宇都宮事業所 

日本郵政グループ労働組合福島連絡協議会 

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）室蘭海岸郵便局 

日本郵便株式会社 愛子郵便局 

函館富岡郵便局 

幡豆中学校 

八戸グランドホテル 

半田空の科学館・半田市体育館 

板橋わかくさ幼稚園 



飯田ライオンズクラブ 

菱重ファシリティーズ＆プロパティーズ（株） 

品川べテル教会 

富士電機(株) 

平塚富士見町教会 

平塚富士見町教会 

米沢ライオンズクラブ 

米沢松川ライオンズクラブ 

米沢中央ライオンズクラブ 

宝管理（株） 

豊橋善意銀行 

北海道ガゾン（株） 

北海道留萌振興局 

北斗キリスト教会 

北陸学院小学校育友会宗教委員会 

麻布霞町教会 

麻布個人指導会恵比寿教室 

未来情報開発（株） 

名古屋学生青年センター 

名古屋通信工業(株) 

名古屋福音伝道教会 

明協建設（株） 

明和産業（株） 

木場深川キリスト教会 

野口オート 

郵便局（株）鯖江市内郵便局 

郵便局（株）新潟粟山郵便局 

郵便事業（株）広島中央郵便局 

与野キリスト教会 



陸前高田市立第一中学校 

林田行政書士事務所 

連合会計事務所 

 

 

 

 

 


