
2016年 5月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2016年 5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。 

 

（医）一麦会渡邊医院 

（一財）日本食品分析センター 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）ＡＳＫオートサービス柏 

（株）JHC大阪 

（株）JIN（ジェイアイエヌ） 

（株）NIPPO 多摩合材工場 

（株）アゼスト 

（株）オーテック 

（株）オープンセサミ・テクノロジー 

（株）オカムラサポートアンドサービス 

（株）オカムラサポートアンドサービス 

（株）カナクボ 

（株）カレッヂ 

（株）グランツホーム 

（株）クレアホーム 

（株）ケイネット 

（株）ケージーテック 

（株）コスモジャパン 

（株）サンクリーン 

（株）サンユー保険事務所 

（株）サン自動車工業 

（株）シスウエイ 

（株）シルバーグループ 



（株）ディーブレス 

（株）テスココンポ本部 

（株）テンダーラビング ケアサービス 

（株）トープラ 

（株）ドミックスコーポレーション 

（株）ニッセツ 

（株）ハウスオブローゼ庶務課 

（株）ビオメディクス 

（株）ビックカメラ 

（株）フジテクノ 

（株）フラッグ 

（株）プルータス 

（株）プルータス 

（株）ブレインラストパートナーズ 

（株）ヘルパー 

（株）ベルパーク 

（株）ベルパーク 

（株）ホーム建材店 

（株）ホワイトホーム 

（株）マースエンジニアリング静岡営業所 

（株）マキノエンジニアリング 

（株）メガ 

（株）メック 

（株）メディアシティ 

（株）メンテックカンザイ 

（株）ユーパーツ 

（株）ヨコオ 

（株）ヨロズ愛知 

（株）リキ電業 



（株)レイシャス 

（株）恩田組 

（株）九電工福岡支社 

（株）建設資源広域利用センター 

（株）宏和商会 

（株）幸工務店 

（株）佐渡島 東京支社 

（株）佐藤精機 

（株）三田工業所 

（株）松運輸 

（株）石井興業  

（株）千葉寺岡 

（株）長崎ケミカル 

（株）東海理化クリエイト 

（株）徳永保険事務所 

（株）南都水産 

（株）日本政策投資銀行 

（公財）河川財団 

（公財）海外日系人協会 

（公社）全日本不動産協会 

（公社）全日本不動産協会 

（公社）竹原豊田法人会 

（公社）日本ユネスコ協会連盟 

（公社）日本環境技術協会 

（財）宮沢賢治記念会 

（社福）石川県社会福祉協議会 

（有）ピー･サポート 

（有）幾三音楽出版 

（有）高柳京染店 



（有）福祉サービス栄 

“20”ハートセブン 

「小さな親切」運動奈良県本部 

AGC ファブリテック株式会社 

ＡＯＩ ＰＲＯ 

ＣＬＣブックス京都店（クリスチャン文書伝道団） 

ＧＬＡ東北本部 

ＧＬＡ東北本部 

IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 

JCR ファーマ株式会社 

JDC出版 

ＪＰ労組中予支部 

KOJIMA LABEL 

ｋＯＮＯＩＫＥ ＣＯ．（株） 

Lifehouse Church 

MB教団石橋教会 

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合 

ＮＨＫ 津放送局 

NOK（株）中部物流センター 

NSSBマテリアル株式会社 

ＮＴＴロータスイーターの会 

RNA Inc. 

UCC上島珈琲株式会社 

あい・ネパールの会 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

あいおいニッセイ同和損害保険（株）仙台支店仙台第二支社 

相生ロータリークラブ 

あいせん児童家庭支援センター 



あいの里リハビリ苑 

浅井産業株式会社 

アブレイズ千葉ＳＣ 

イイダ産業（株）第 4工場 

イーデザイン損害保険(株) 

イーデザイン損害保険（株） 

イエス福音教団東京教会 

一般社団法人電気通信共済会お客様センター 

因幡電機産業株式会社 

イハラケミカル工業（株） 

イムマヌエル綜合伝道団下田キリスト教会 

医療法人まちだクリニック 

岩出ライオンズクラブ 

インマヌエル船橋キリスト教会 

インマヌエル中目黒教会 

ヴォーリズ記念病院検査科 

馬見労祷教会 

エイベックス株式会社 

エグゼクティブツアー（株） 

エクレ（株） 

近江兄弟社中学・高等学校 

大阪コスモスライオンズクラブ 

大阪さくらライオンズクラブ 

大阪市住まい公社 

大阪すみのえライオンズクラブ 

大阪ハリストス正教会 

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 

大阪府貨物運送健康保険組合 



大住保育園 

大林道路株式会社 

沖縄ホーチキ株式会社 

小野博郷法律事務所 

オリーブみどり 

オリックス自動車（株）仙台支店 

カイタックグループ 

カジマメカトロエンジニアリング（株） 

カトリック山科教会 

カトリック逗子教会 

株式会社 CDG 

株式会社 NIPPO 

株式会社 NTTマーケティングアクト 

株式会社アイディール 

株式会社青空興業 

株式会社アサヒペン 

株式会社イマシン 

株式会社ウィズワン 

株式会社扇商会 

株式会社大嶽名古屋 

株式会社オートシステム 

株式会社オートマックス 

株式会社加賀屋 

株式会社久我 

株式会社熊本青果物出荷組合 

株式会社クリハラント 

株式会社コノハナ 

株式会社コラボレ 

株式会社沢下栄文堂 



株式会社三番館 

株式会社サンホーム 

株式会社シガフードプロダクツ 

株式会社タツミマシン 

株式会社内外美装 

株式会社ビッグボックス 

株式会社ヒットソース 

株式会社ヒューマニック 

株式会社ファンクショナル・フルイッド 

株式会社藤倉組 

株式会社ブラザーエンタープライズ 

株式会社マンダム 

株式会社万雄 

汽罐部品製造株式会社 

キシダ化学（株）東京支店  

北興化学工業株式会社 

京都みぎわキリスト教会 

キリスト兄弟団 園田教会 

クラリオン（株） 

ケアハウス・フレスコ 

ケアハウスあいおい 

甲子園教会女性部 

高知ボランティアビューロー 

神戸市立中央図書館 

コープ有野福祉 

国際交流ラウンジ 

琴平町社会福祉協議会 

栄運輸興業株式会社 

さが家庭・少年友の会 



佐藤真空株式会社 

三栄会 

三協工材株式会社 

サンコー７２カントリークラブ 

さんごじゅの会 

三省工業株式会社 

三友企業株式会社 

山陽土建工業株式会社 

シスメックス株式会社 

シナノ解体工業（株） 

島田交流センター 

シャープ労働組合 

社会福祉法人大阪自彊館 

社会保険労務士 村松事務所 

社会保険労務士 村松事務所 

ジャパン・パイプライン・エンジニアリング（株）新潟営業所 

小厚化成株式会社 

ジョブサポートパワー（株） 

ジョンソン・エンド・ジョンソン（株） 

市隆建設株式会社 

吹田内本町郵便局 

宿毛ロータリークラブ 

すみた動物病院 

住友商事株式会社 

聖三一幼稚園 

世界人権宣言大阪連絡会議 

センコー保健サービス福岡代理店 

センゴクベンダー株式会社 

ソルベイジャパン（株） 



大学女性協会 

大建コンクリート株式会社 

ダイダン株式会社 

高槻南平台千寿クラブ 

高槻南平台千寿クラブ 

高松常盤町教会 

タケミコンピュータサービス（株） 

多田羅内科クリニック 

中部電力株式会社 

ツインリンクもてぎ 

ツインリンクもてぎ 

デュプロ株式会社 

デュプロ精工株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

東芝キャリア株式会社 

東洋カーマックス株式会社 

特別養護老人ホーム 向陽荘 

トモス 

豊岡市社会福祉協議会 

トヨタカローラ山口 

富田林商工会 

長崎教会 

長崎平和記念教会 

ナカヤ建設（株） 

奈良高畑教会 

南海ビルサービス株式会社 

ニチレキ株式会社 

日本キリスト教会神戸布引教会 



日本キリスト教団 玉野教会 

日本キリスト教団宝塚教会 

日本紙工印刷株式会社 

日本赤十字社 和歌山県支部 

日本童謡・唱歌響会 

日本ビルメンテナンス株式会社 

ニ和印刷（株） 

伸晃建設工業株式会社 

はしもと眼科クリニック 

八栗シオンキリスト教会 

パナソニックエコソリューション労働組合新潟支部 

パナソニックホームエンジニアリング労働組合西日本支部 

林化成株式会社株式会社 

パワーエステート株式会社 

ピーエス工業（株） 

姫路市立鹿谷中学校 

広島東ロータリークラブ 

フェリス女学院高等学校 

フォーリーフ 

フォレスト総合ケア(株) 

福井保護観察所 

福岡 YWCA 

福岡シニアライオンズクラブ 

フジプレコン（株） 

プライムフーズ（株） 

プラチナ萬年筆（株）群馬境工場 

プルックサージャパン行政書士事務所 

プレデンシャル生命保険（株） 

べジタイムズ（株） 



ボーイスカウト埼玉県連盟国際委員会 

ポートエンタープライズ株式会社 

星谷新聞店 

北海道漁業協同組合連合会 

ホテルオークラＪＲハウステンボス 

ホテル南風荘 

ボランティアセンターさんごじゅの会 

ボランティア虹 

ボランティア平野綿の会 

松山番町教会 

丸栄コンクリート工業株式会社 

マルヤマエクセル（株） 

水木商事有限会社 

みずほ銀行大手町本部ビル 

三井住友信託銀行 

三菱電機ロジスティクス株式会社 

南予特定局局長婦人会 

村井工業所 

メノナイトベテル教会 

桃山学院大学 

桃山キリスト教会 

山脇刃物製作所 

八幡市ボランティアグループふきよせ 

八幡浜ライオンズクラブ 

有限会社須賀建設 

有限会社米三塗料店 

豊起産業株式会社 

ユラボジャパン（株） 

横河東亜工業株式会社 



よこすかボランティアセンター 

よしだコマース（株） 

吉田英明税理士事務所 

米山薬品工業株式会社  

らう造景（株） 

立命館大学  

リビングエンジニアリング(株)東京東支店 

若江こども園 

和歌山トヨタ自動車株式会社 

阿含宗関東別院 

阿久根めぐみ幼稚園・保育園 

伊勢崎キリスト教会 

伊藤医院 

伊那食品工業（株） 

医療法人弘和会ケアホーム愛（まな）の家 

医療法人社団橘光葉会 マザリー三条 

井原水産（株） 

一ツ山産業（株） 

一般社団法人 日本薬局協励会 

一般社団法人 システム科学研究所 

宇都宮保護観察所 

宇和島ライオンズクラブ 

浦和ルーテル学院 

浦和友の会公共係 

栄総合法律事務所 

横浜シオンキリスト教会 

横浜港南台ライオンズクラブ 

横浜市中山地域ケアプラザ 

沖縄マリンサービス（株） 



恩納ライオンズクラブ 

河合三彦事務所 

河辺・家の教会 

河辺・家の教会 

会津富士通セミコンダクター労働組合 

外井法律事務所 

学校法人阪急学園本部 

学校法人北陸学院 法人･大学事務局 

甘楽町役場 

丸藤シートパイル（株） 

岩手県県南広域振興局 

岩手県県南広域振興局 

岐阜市立長森中学校 

菊池ライオンズクラブ 

吉田社会保険労務士事務所 

久遠キリスト教会 

宮城県教育庁教職員課 

宮川会計事務所 

鋸南町社会福祉協議会 

魚沼市社会福祉協議会 

共愛学園中学校 

協栄工業（株） 

興部町立興部中学校 

金子秀人損害生命保険事務所 

釧路保護観察所 

栗原興業（株） 

慶應義塾大学医学部形成外科内 

古田土会計事務所 

五島美術館 



光硬化工法協会 

公益財団法人よこはまユース 

公益財団法人足立区体育協会 

公益財団法人東京動物園協会 

公立学校共済組合島根支部 

工新建設（株） 

高岡中央ライオンズクラブ 

高山グリーンホテル 

国光エクセル（株） 

国際ソロプチミストむつ 

国際ソロプチミスト児島 

国際ソロプチミスト大分 

埼玉県中小企業共済協同組合 

埼玉和光教会社会部 

札幌西野中郵便局 

札幌保護観察所 

鯖江桜郵便局 

三井生命保険（株）豊田営業部 

三井物産スチール（株） 

三種町役場 

三菱商事プラスチック（株） 

三陸河北新報社 

山形県 県土整備部管理課 

市川八幡キリスト教会 

寺本製菓材料（株） 

鹿児島県身体障害者福祉協会 

社会福祉法人クリストロア会 

社会福祉法人至愛協会かしのき保育園 

社会保険労務士法人三島事務所 



収集グループ あさがお会 

住友不動産建物サービス（株） 

出水ライオンズクラブ 

初海整形外科 

小田原聖十字教会 

小田原籠清 

昭和リース（株） 

松坂キリスト福音教会 

上阪機械（株） 

城南信用金庫 大和支店 

信越石英（株）郡山工場 

新潟特殊企業（株） 

新生紙パルプ商事（株） 

新電元工業（株） 

森建設工業（株） 

神戸保護観察所 

神召キリスト教会 

神奈川県退職公務員連盟 

杉田産業（株） 

清水建設（株） 

清泉女子大学カトリックセンター 

聖隷健康診断センター 

聖路加国際大学 

聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂 

聖路加国際病院附属ｸﾘﾆｯｸ・予防医療ｾﾝﾀｰ 

西国立保育園 

西武信用金庫 

石井医院 

石川県商工労働部産業政策課 



石田紙器（株）東京営業所 

積水ハウス（株）埼玉南支店 

川崎医療生活協同組合「ルーム三色すみれ」 

川崎戸手教会 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

多摩北部医療センター 

太田ベンチャークラブ島岡様方 

太平洋金属健康保険組合 

太陽生命保険（株）東京支社 

帯広自由が丘郵便局 

大宮見沼ケアセンターそよ風 

大曲ルーテル同胞教会 

大原学園大原簿記学校 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大樹商事(株) 

大成興業（株） 

大塚平安教会 

大日本図書 

大和ハウス(株)宇都宮支社 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

第一生命保険（株） 

中央会堂幼稚園 

中央大学通信教育部 

中尾金属（株） 

中部日化サービス（株）三重支店 

朝倉ライオンズクラブ 

朝倉市立朝倉東小学校 

朝倉書店 

朝日総合法律事務所 



長岡市社会福祉協議会 

長野松代ライオンズクラブ 

津山市職員労働組合 

津市教育委員会 

帝人物流（株） 

田園調布雙葉小学校 

東映（株） 

東急リバブル（株）吉祥寺センター 

東京カベナント教会 

東京トヨペット（株） 

東京ボランテｲア・市民活動センター 

東京海上日動火災保険（株） 

東京真珠（株）ショールーム 

東京電力常傭職員労働組合本部 

東京都産業労働局 

東京都立墨田特別支援学校 

東邦薬品（株） 

特定非営利活動法人 ＮＰＯぐんま 

特別養護老人ホーム愛泉苑 

独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター 

栃木県県北健康福祉センター 

南真化学工業（株） 

二番町法律事務所 

日興システック（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日鋪建設（株）神奈川出張所 

日本 GE合同会社 

日本キリスト教会横浜長老教会 

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 川之江教会 

日本キリスト教団 龍野教会 

日本キリスト教団 横浜大岡教会 

日本キリスト教団 吉原教会 

日本キリスト教団 二宮教会 

日本キリスト教団 福山東教会 

日本キリスト教団ユーカリが丘教会 

日本キリスト教団宇治教会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団更生教会 

日本キリスト教団高槻教会 

日本キリスト教団首里教会 

日本キリスト教団静岡草深教会 

日本キリスト教団東中野教会 

日本基督教団 熊谷教会 

日本基督教団 三田教会 

日本基督教団 松本東教会 

日本基督教団 成瀬が丘教会 

日本基督教団弘前教会 

日本基督教団秋田飯島教会 

日本基督教団大宮教会 

日本航空電子工業（株） 

日本聖公会鹿児島復活教会 

日本聖公会東京聖三一教会 

日本福音ルーテル津田沼教会 

日本郵便（株）旭川神居郵便局 

日本郵便（株）宮前郵便局 

日本郵便（株）市川郵便局 



日本郵便（株）新潟中央郵便局 

日本郵便（株）函館宝来郵便局 

日本郵便（株）万富郵便局 

日本鐵板（株）関東支店 

認定ＮＰＯ法人 地球市民/ＡＣＴかながわ/ＴＰＡＫ 

能登建販（株） 

柏市社会福祉協議会 カトレア 

八戸グランドホテル 

板垣建設（株） 

備北民報（株） 

富山育英学園 

富山短期大学 福祉学科 

富士見高原教会 

部落解放同盟福岡県連合会 

福島県 

文教町クリニック 

平塚友の会 

豊橋善意銀行 

北海道新聞社 

北海道富士電機（株） 

北斗精機（株） 

北陸銀行金山橋支店 

本間建具 

名古屋聖ヨハネ教会 

名古屋福音伝道教会 

明海大学   

明治労働組合小田原支部 

“明和金属工業株式会社” 

野村陽子植物細密画工房 



野田キリストめぐみ教会 

野里電気工業（株）東京事業本部 

有恒産業株式会社 

郵便局（株）金沢高岡町郵便局 

郵便局（株）函館海岸郵便局 

緑邦産業（株）東北営業所 

鈴鹿市立白子中学校 

連合会計事務所 

労働保険事務組合電興会 

和泉福音教会 

國際ソロプチミスト青森(今田様方） 


