
2016年 6月 使用済み切手のご協力団体一覧 

2016年 6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。 

 

（株）JA設計 

（株）NIPPO コーポレーション 

（株）NIPPO戸田合材工場 

（株）ＳＥＬＥＳ 

（株）アイネット 

（株）アゾンインターナショナル 

（株）アベコー 

（株）アリシア 

（株）エフ・エム・アイ 

（株）エルモ社 

（株）オリエント 

（株）カルパック 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 

（株）キムラ 関東営業所 

（株）クマヒラ高松営業所 

（株）クレアホーム 

（株）クレアホーム 

（株）ケイハイ 

（株）ケンジ 

（株）コスモ調剤薬局本社 

（株）サニーカラー 

（株）サンエー化研 



（株）サングリーン横浜支店 

（株）シービーエス 

（株）システムトラスト 

(株)シンキ富士事業所 

（株）シンワ検査 

（株）スズキマリン 

（株）スミカ 

(株)ダイケングループ 

（株）タイセイ 

（株）テンダーラビングケアサービス 

（株）ニッセンテクノ 

（株）はこねフローリスト 

（株）プライムステージ 

（株）ベルーナ 

（株）ヘルパー 

(株)ベルパーク 

(株)ベルパーク 

（株）マイチケット 

（株）みらい創研 

（株）メモワールグループ 

（株）ヤマナカ電気 

（株）ユタカオートテクノ 

（株）ラネクシー 

（株）リッチェル 

（株）リンレイ 

（株）伊予銀行 

（株）伊予銀行 広報 CSR室 

（株）井上建機リース 

（株）永井商会 



（株）岡村製作所  

（株）沖電気カスタマアドテック労働組合 

（株）関工ファシリティーズ 

（株）丸杉 

（株）吉田産業仙台支店 

（株）経済界 

（株）経済界 

（株）弘文社 

（株）三興社 

（株）七和 

（株）小田急ハウジング町田店 

（株）松樹 

（株）星光社 府中工場 

（株）仙台ナーセリー 

（株）仙台造型 

（株）前田製作所 

（株）大和日建（ヤマトホーム） 

（株）第一経理 

(株)中野サンプラザ 

（株）長谷川建設 

（株）東海日動パートナーズ TOKIO新宿支店 

（株）東洋 

（株）日本香堂東京本店 

（株）日陸 

（株）博洋通信企画 

（株）樋口商会医薬事業本部 

（株）不動産工房 

（株）福岡魚市場 

（株）福田電機製作所 



（株）放電加工センター 

（株）野毛印刷 

（株）野毛印刷 

（株）野毛印刷 

（公財）ちば県民保健予防財団 

（公社）日本弘道会 

（公社）日本山岳ガイド協会 

（特非）ジョイカンパニー 

(有)アブクマ自動車 

(有)クレア 

(有)ビジョンブリッジ 

(有)愛知環境センター 

(有)共栄産業 

(有)山金工業 

(有)新紘産業 

（有）東京エイドセンター 

（有）不二越総合保険事務所 

Ａ・サービス運輸 

ARK OUTSOURCING KK 

ＤＡＩＴＳＵ ＩＮＣ． 

EBB B． MOBLEY 

Ｆ．Ｍ桜ヶ丘キリスト教会婦人会切手係 

GF株式会社 

JA全農青果センター株式会社 

ＪＡ全農たまご（株） 

ＪＡ全農たまご（株） 

ＪＥＣ連合 

KOJIMA LABEL 

MICS化学（株） 



MPアグロ（株） 

NBC情報システム株式会社 

ＮＣＪ 

NK・Enterprise Inc. 

NTT コムエンジニアリング（株） 

NTT電友会滋賀支部 

ＮＴＴビジネスアソシエ西日本 四国支店 

PL本庁総合事務所 

ＵＤＩ確認検査（株）相模原支店 

YIC京都ビューティー専門学校 

YK建物（株）CROSS HOUSE 

アート産業株式会社 

アールプラスホーム 

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） 

あいおいニッセイ同和損害保険練馬 SC 

アイリーナ at 代官山 

あきメンタルクリニック 

浅井産業株式会社 

朝日生命労働組合 

あじゃら東保育園 

足立建設株式会社 

アダチ鋼材（株） 

篤友会リハビリテーションクリニック 

あべウイメンズクリニック 

アンビック株式会社 

飯塚竜王ライオンズクラブ 

イーデザイン損害保険(株) 

イオンクレジットサービス（株） 



イオンコンパス株式会社 

イオン金沢シーサイド店 

石原アメニテック株式会社 

一般財団法人 高石市保健医療センター 

一般財団法人 岬の分教場保存会 

一般社団法人 POOLE社会ボランティアの会 

イハラケミカル工業（株） 

岩澤産業株式会社 

岩出ライオンズクラブ 

インマヌエル別府キリスト教会 

ヴイエムウェア（株） 

上野電気株式会社 

宇野酸素株式会社 

ウム･ヴェルト（株） 

エクレ（株） 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪淡路ライオンズクラブ 

大阪桜之宮ライオンズクラブ 

大阪市生野区社会福祉協議会 

大阪天神橋ライオンズクラブ 

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 

大阪南ライオンズクラブ 

オーシャン貿易株式会社 

大村北ロータリークラブ 

オカダアイヨン（株）東京本店 

岡山市中区社会福祉事務所 

岡山東郵便局 



お宝本舗えびすや 大谷地店 

香芝市切手ボランティア 

勝央中学校生徒会 

かつしかシンフォニーヒルズ 

カトリック岸和田教会 

カトリック北若山教会 

カトリック北仙台教会 

株式会社 NIPPO 

株式会社 NIPPO 

株式会社アクティブ・エステート 

株式会社アサヒサポート 

株式会社イトーキ 

株式会社イトーキ 

株式会社ウィル 

株式会社ウチダ 

株式会社エイコーサービス 

株式会社エスト 

株式会社岡本紙器製作所 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

株式会社桂通商 

株式会社カントラロジ 

株式会社コスミッククリエイト 

株式会社ジェイアール西日本新幹線テクノス 

株式会社昭和商会 

株式会社新開トランスポートシステムズ 

株式会社新生機械 

株式会社ダイ・コーポレーション 

株式会社ダンロップゴルフスクール 

株式会社トーア紡コーポレーション 



株式会社日伝 

株式会社日伝 

株式会社日伝 中部物流センター オレンジクラブ 

株式会社日水コン 

株式会社ニッセイ シーエスティー 

株式会社日立製作所ヘルスケア長崎第一営業所 

株式会社ヒューマンシップス 

株式会社藤田 

株式会社マッシュ 

株式会社マテックス 

株式会社丸三 

株式会社村井工業所 

株式会社ヤナセライティング 

株式会社山本設計 

株式会社ゆうちょ銀行 

株式会社ランテック 

加美電子工業株式会社 

河上歯研株式会社 

関西学院 宗教センター 

北河内ボランティアセンター 

京都桃山ライオンズクラブ 

近畿税理士会 

金城学院中学校 

クラリオン（株） 

桑原整形外科医院 

ケアプランセンターしのこ 

京阪カインド株式会社 

京阪神道路サービス株式会社 

建設連合・熊本県建設組合 



公益財団法人 聖バルナバ病院 

公益財団法人 福岡 YWCA 

香美市地域農業再生協議会 

神戸北地域水田農業推進協議会 

コープ須磨サークルあおば 

コーホク印刷株式会社 

国際ソロプチミスト大阪 

国際ソロプチミスト京都・みやこ 

国際ソロプチミスト京都・弥生 

国際ゾンタ京都 I ゾンタクラブ 

コニシ技研株式会社 

サヌキ印刷（株）大阪営業所 

サラヤ株式会社 

サンエス石膏株式会社 

三和住宅サービス株式会社 

滋賀県看護協会 

四国地方郵便局長夫人会 香川県西部地区 

四国遊技機商業協同組合 

シナネン（株）健康保険組合 

清水建設株式会社 

社会福祉法人 鳥取県社会福祉協議会 

神鋼環境メンテナンス株式会社 

スクーナー（株） 

スミセイビジネスサービス（株） 

積水ハウス株式会社 

積水ハウス株式会社 

セラテックジャパン（株） 

泉南福音教会 

ソニー損害保険（株） 



ソニー損害保険（株） 

大正病院 

大日本除虫菊株式会社 

大丸鋼材株式会社 

ダイヤモンドアンテナ（株） 

太陽汽船株式会社 

太陽基礎工業株式会社 

高槻南平台千寿クラブ 

高鍋ユネスコ協会 

玉島ロータリークラブ 

中央幼稚園 

月星海運株式会社 

つくしライオンズクラブ 

ディープランニング（株） 

デルソル株式会社 

テルモ(株)横浜支店 

土井特殊鍍金工業株式会社 

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福岡損害サービス 

トークシステム株式会社 

ドルニエ メドテック ジャパン（株） 

とわの森三愛高等学校 

内・児科 西村医院 

名護公共職業安定所 

名古屋エアケータリング株式会社 

ナニハ繊維工業株式会社 

奈良ライオンズクラブ 

鳴門里浦郵便局 

南都交通株式会社 



西日本イワタニガス株式会社 

西日本高速道路株式会社 

西宮ユネスコ協会 

西米良村役場 

日新火災海上保険株式会社 

日鉄住金物流株式会社 

日本キリスト教団 石橋教会 

日本キリスト教団相生教会 

日本キリスト教団南大阪教会 

日本キリスト教団屋島教会 

日本聖公会 岸和田復活教会 

日本通運株式会社 

日本バプテスト病院 

日本被服株式会社 

日本ワグナー・スプレーテック株式会社 

ハイアットリージェンシー箱根リゾート＆スパ 

函館柏木郵便局 

パナソニックコンシューマーマーケティング労働組合 

林化成株式会社 

ビィズ・クロコ（株） 

ピースマインド・イーブ（株） 

斐川ライオンズクラブ 

ヒソプの会 

ひばりが丘教会 

姫路市立発達医療センター花北診療所 

広島伊丹電機株式会社 

広洋株式会社 

福井自動車工業株式会社 

福岡シニアライオンズクラブ 



フクダ電子（株）本郷事業所 

不二印刷株式会社 

藤本タイル株式会社 

プラント機工株式会社 

ヘリオス酒造（株） 

弁護士法人 のぞみ総合法律事務所 

ボランティア活動支援センター 

マイクロゼロ（株） 

松岡福音教会 

マツオカ建機（株） 

松永教会 

松本ビル管理株式会社 

丸一株式会社 

マルコ株式会社 

丸全関西流通株式会社 

マルヨシ商会 

三国金属工業株式会社 

三井住友信託銀行 

三菱商事建材株式会社 

メルセデス・ベンツ西東京 

桃山キリスト教会 

門戸聖書教会 

山﨑内装工業株式会社 

山田獣医科病院 

ヤマト工業株式会社 

有限会社アシスト・リーブ 

有限会社稲垣建材 

有限会社ニーズ 

郵政退職者共助会 奈良支部 



横河東亜工業株式会社 

よこすかボランティアセンター 

芳栄工業株式会社 

読売育英奨学会 

ランスタッド（株） 

立命館大学 

琉球大学教育学部 

ルネサンス高等学校 

わしのみや訪問介護ステーション 

愛別ライオンズクラブ 

葵総合経営センター 

旭川モーニング・ロータリークラブ事務局 

旭川東郵便局 

伊藤忠商事（株）中部支社 

医療法人ぽすと会 クリニック いのうえ 

医療法人ミズナラ会 どんぐりの森クリニック 

医療法人紀泉会家田医院 

井上経営労働問題研究所 

一般社団法人 日本薬局協励会 

一般社団法人 セメント協会 

一般社団法人 全国船舶無線協会 

宇都宮保護観察所 

浦和中三菱自動車販売（株）さいたま中央店 

荏原商事（株)東京支社 

遠賀信用金庫 

横浜南ライオンズクラブ 

河辺・家の教会 

会津若松地区保護司会 

角藤事務所  



学校法人阪急学園本部 

学校法人天野学園愛珠幼稚園 

葛飾幼稚園 

株式会社久環 

株式会社ベムパートナー  

鎌倉投信（株） 

寒川キリスト教会 

関東化学（株） 

丸紅（株） 

岸田会計事務所 

岩手県県南広域振興局 

岩手県酒造組合 

岐大前不動産 

岐阜中央ライオンズクラブ 

岐阜日石（株） 

久慈ライオンズクラブ 

挙母ルーテル幼稚園 

共栄研磨材（株） 

共同企業体エコプラザ八戸 

興菱梱包運輸(株) 

玉成保育専門学校 

群馬県立沼田高等学校 

恵泉バプテスト教会聖泉会（中高生会） 

兼松（株） 

古河電気工業労働組合 千葉支部 

光の子保育園 

厚木カトリック教会 

向洋電機土木（株） 

江刺岩手ライオンズクラブ 



高松丸亀町商店街振興組合 

高速労東日本東北支部 

高田馬場診療所 

合同会社ＰＡＬ 

国際ソロプチミストいわみ 

国際ソロプチミスト会津 

国際ソロプチミスト茅ヶ崎 

国際ソロプチミスト弘前 

国際ソロプチミスト松山 

国際ソロプチミスト大竹 

国際ソロプチミスト稚内 

国際ソロプチミスト北見 

国際ソロプチミスト和歌山紀ノ川 

砂川市社会福祉協議会 

埼玉県中小企業共済協同組合 

埼玉和光教会社会部 

三井住友ファイナンス&リース（株）東京本社 

三井物産スチール（株） 

三協興産（株） 

三州足助屋敷 

三重県立小児心療センターあすなろ学園 

三和エンジニアリング(株)明石本部工場 

山形県県土整備部管理課 

山形県置賜総合支庁建設部 

山形電子（株） 

四国銀行お客さまサポート部  

糸魚川市社会福祉協議会 

鹿児島市役所吉野支所 

鹿部郵便局 



社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会  

酒田ライオンズクラブ 

収集グループ あさがお会 

宗教法人 日野キリスト教会 

秋田県職員労働組合秋田支部 

秋田日産自動車（株）南秋店 

住電商事（株）東京支社 

住友不動産建物サービス（株） 

住友林業（株）住宅事業本部 

住友林業ホームテック（株）新潟支店 

勝田聖書教会 

勝田保育園 

勝又和彦税理士事務所 

小笠原商事（株）米沢支店 

小松水産（株） 

小杉放菴記念日光美術館 

小泉博義税理士事務所 

昭和メタル（株） 

昭和リース（株） 

松戸ニッセイエデンの園 

松前町教育委員会 

沼津駿河ライオンズクラブ 

上田市社会福祉協議会 

新生紙パルプ商事（株） 

杉の子幼稚園 

杉田エース（株） 

清泉インターナショナル学園 

盛岡ユネスコ協会 

聖ドミニコ学院 



聖フランシスコ子供寮 

青森県社会福祉協議会 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

積和建設東北（株）仙台支店 

千葉県機械金属厚生年金基金 

川崎医療生活協同組合「ルーム三色すみれ」 

川崎汽船（株） 

川辺恒雄事務所 

船橋市保健所 

全国大学生活協同組合連合会 

早稲田大学 

相日防災（株）厚木支店 

足立区立花保小学校 

足立区立六木小学校 

村上市社会福祉協議会荒川支所 

太陽建設工業（株） 

太陽生命保険（株）東京支社 

胎内市社会福祉協議会 

退職公務員連盟灘崎支部 

大井電気（株） 

大岡産業（株） 

大岡産業（株） 

大垣ライオンズクラブ 

大阪コスモスライオンズクラブ 

大阪セキスイハイム不動産株式会社 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大新土木（株）呉本部 

大成ロテック（株）いわき営業所 

大蔵不動産（株）内 



大津鉄工（株） 

大豊（株） 

大網キリスト教会 

大利根建材（株） 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

大和ビルディング（株） 

第一機材販売（株） 

瀧口木材（株） 

丹羽病院 

池袋聖公会 

中栄信用金庫伊勢原南口支店 

中山キリスト教会 

中部日化サービス（株）三重支店 

中部遊技機商業協同組合 

中平司法総合事務所 

朝日新聞東京本社 

銚子中央保育園 

長谷川文男税理士事務所 

鳥羽ライオンズクラブ 

鉄道車輌工業（株） 

田島ルーフィング（株） 

渡辺東一郎税理士事務所 

都島区老人福祉センター ボランティアグループ 

都立西高等学校 

土佐ライオンズクラブ 

東京ミッドタウンマネジメント（株） 

東京海上日動調査サービス（株） 

東京情報大学 

東京中日企業（株）総務部 



東京都医師テニス教会 

東広島あきつライオンズクラブ 

東芝ソリューション労働組合 

東日本コベルコ建機（株） 

東日本銀行 従業員組合 

東武トップツアーズ（株）横浜支店 

東洋鍼灸専門学校 

当麻ライオンズクラブ 

藤沢聖マルコ教会 

同人誌 随筆春秋 

栃木少年友の会 

南越谷コイノニア教会 

二兎社 

日西物流（株）仙台営業所 

日本 GE合同会社 

日本キリスト改革派仙台教会 

日本キリスト教団 下ノ橋教会 

日本キリスト教団 鹿沼教会 

日本キリスト教団 小松川教会 

日本キリスト教団横浜港南台教会 

日本キリスト教団亀戸教会 

日本キリスト教団三次教会 

日本キリスト教団三木志染教会 

日本キリスト教団須賀川教会 

日本キリスト教団青森教会 

日本キリスト教団浅草北部教会 

日本キリスト教団代田教会 

日本キリスト教団東所沢教会 

日本キリスト教団幕張教会 



日本コープ共済生活協同組合連合会 

日本バプテスト深川教会 

日本マリン（株） 

日本学校救急看護学会 

日本基督教団 聖徒教会 

日本基督教団 西片町教会学校 

日本基督教団 鶴川北教会 

日本基督教団広島府中教会 

日本原子力防護システム（株） 

日本資源再生事業振興協同組合 

日本聖公会 林間聖バルナバ教会 日曜学校 

日本聖公会東京教区 東京聖十字教会 

日本赤十字社富山県支部 

日本中部工業資材（株） 

日本電産コバル電子（株） 

日本二輪車普及安全協会 

日本郵便（株）市川郵便局 

日本郵便（株）富良野郵便局  

日本郵便郵便（株）市川鬼越郵便局 

日立製作所労働組合 

八戸グランドホテル 

八戸ライオンズクラブ 

八丈町社会福祉協議会 

氷見ライオンズクラブ 

浜松ホストライオンズクラブ 

浜田ロータリークラブ 

不二工業（株） 

不二鋼材（株）東京支店 

扶桑工業（株） 



部落解放同盟中央本部 

福岡広域事務センター 

福島赤十字病院 

福島民報労働組合 

平塚富士見町教会 

米沢市役所 

米沢青申会 

別府友の会 

峰町キリスト教会 

豊世運輸（株） 

豊和紙工業（株） 

北海電気工事労働組合女性委員会 

北海道上川総合振興局 

北海道新聞社 

北斗精機（株） 

本牧小学校コミュニティハウス 

野口オート 

野洲市立篠原小学校 

柳原税務会計事務所 

郵便局（株）札幌南八条西郵便局 

郵便局（株）函館本町郵便局 

幼児活動研究会（株） 

陸中宮古ライオンズクラブ 

琉球大学教育学部 

琉球大学教育学部 

緑の牧場キリスト教会 

林田行政書士事務所 

連合会計事務所 

連合会計事務所 



労働保険事務組合ティグレ東京 

偕成社 

雙葉高等学校・中学校 

諫山英一税理士事務所 


