
2016年 7月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2016年 7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。 

 

茗荷谷キリスト教会 

兒島冨士男事務所 

會田幸之税理士事務所 

六角橋教会  

林田行政書士事務所 

緑屋電気（株） 

洋風居酒屋 雅 

目白教会 

明瞳眼科クリニック 

明電システムソリューション労働組合 

名古屋友の会 

名古屋福音伝道教会 

名古屋通信工業(株) 

名古屋トヨペット（株） 

万不動産（株） 

毎日興業（株） 

北陸コカ・コーラグループ労働組合 

北川ヒューテック（株） 

北御牧中学校 緑化委員会 

碧南市大浜まちかどサロン管理組合 

福岡聖パウロ教会 

福岡少年友の会飯塚支部 

富津わらべうたの会 おてんとさん 

富士ネットシステムズ（株） 



函館富岡郵便局 

函館富岡郵便局 

柏市社会福祉協議会 カトレア 

馬橋キリスト教会 

認定ＮＰＯ法人 地球市民/ＡＣＴかながわ/ＴＰＡＫ 

日本郵便（株）富良野郵便局  

日本郵便（株）塚原郵便局 

日本郵便（株）大野郵便局 

日本郵便（株）新潟南浜通郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本郵便（株）金沢中央郵便局 

日本郵便（株） 浜松三方原郵便局 

日本郵便（株） 関谷郵便局 

日本毛織労働組合一宮支部 

日本精工（株）労働組合本部 

日本女子大学教育文化振興桜楓会 

日本建設（株）東京本社 

日本教育楽器（株） 

日本基督教団神奈川教会 

日本基督教団高崎南教会婦人会 

日本基督教団 神奈川教区事務所 

日本ナザレン教団 青葉台教会 

日本トーカンパッケージ（株） 

日本キリスト教団洗足教会 

日本キリスト教団松代教会 

日本キリスト教団首里教会 

日本キリスト教団琴似中央通教会切手係 

日本キリスト教団錦ケ丘教会婦人会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 



日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団ひの木教会 

日本キリスト教団 池袋西教会 

日本キリスト教団 聖ヶ丘教会 

日本キリスト教団 溝ノ口教会社会委員会 

日本キリスト教団 うふざと伝道所 

日本キリスト教団 大船教会 

日本キリスト教団 松戸教会 CS 

日本キリスト教団 鹿島教会 

日本キリスト教会湘南教会婦人会 

日本キリスト教会 札幌琴似教会 

日西物流（株）仙台営業所 

日化トレーディング（株） 

二和印刷（株） 

栃ト協宇都宮東支部 

特定非営利活動法人 愛隣社 

藤川貿易（株）東京オフィス 

東芝労働組合府中支部 

東京都立新宿山吹高等学校 

東京都産業労働局 

東京都下水道サービス(株) 

東京電設資材卸業協同組合 

東京大学分子細胞生物学研究所 

東京新宿ライオンズクラブ 

東京産機工業（株） 

東京玉川ライオンズクラブ 

東京パワーテクノロジー（株） 

東京トヨペット（株） 

田子の浦埠頭（株） 



鶴岡ライオンズクラブ 

津市教育委員会 

朝日エティック（株） 

中央会計事務所 

拓栄建設（株） 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

大平洋金属健康保険組合 

大東商事（株） 

大泉ベテル教会 

大阪府退職女性教職員の会 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大河原まさこ事務所 

太陽生命グッドウィルサークル友の会 

多摩北部医療センター 

相模原福音キリスト教会 

双葉鉄道工業（株）富士支店 

創ネット（株） 

全日本建設交運一般労働組合  

前橋友の会 

船橋市保健所 

川崎田園都市病院 

川崎市立有馬中学校 

川崎医療生協 

千葉市ボランティアセンター 

仙台中央青果卸売（株） 

仙台家庭裁判所少年調査官室 

積和不動産関西（株） 

積和不動産(株)東京事業部 

静和 YBJ(株) 



青森中央ロータリークラブ 

西仙台教会 

聖霊女子短期大学 

聖心女子専門学校 MAMS委員会 

盛岡聖公会附属仁王幼稚園 

盛岡ユネスコ協会 

清水工業(株) 

成和自動車鈑金塗装工業(有) 

成増高等看護学校 

神戸湊西教会 

神戸保護観察所 

新庄ベンチャークラブ 

新潟特殊企業（株） 

新愛知電機製作所西日本支社 福岡営業所 

沼田キリスト聖書館 

沼津友の会 

昭和リース（株） 

小野コンクリート工業（株） 

小田原市役所 

出光興産（株） 

十勝池田郵便局 

住友不動産建物サービス（株） 

住友生命保険相互会社 東京事業部 

住電商事（株）東京支社 

秋田中央郵便局 

首都圏リース（株） 

社団法人行田法人会 

社会福祉法人手をつなぐ福祉会 

社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会 



社会福祉法人すみれ会武蔵立川学園＆コミュニティーモール風 

社会福祉法人 岩沼福祉会 岩沼保育園 

糸満白銀ライオンズクラブ 

志布志ライオンズクラブ 

司法書士岩永加寿美事務所 

山口会計事務所 

山形県県土整備部管理課 

山形県健康福祉部 

三菱商事プラスチック（株） 

三井物産メタルズ（株） 

三井物産(株) 

三井住友信託銀行 

札幌聖心女子学院中学校/高等学校 

佐世保キリスト教会 

国土交通省中部地方整備局 

国際ソロプチミスト明石 

国際ソロプチミスト西尾 

国際ソロプチミスト西尾 

国際ソロプチミスト駿河 

高岡中央ライオンズクラブ 

高岡バイブルバプテスト教会 

荒針産業（株） 

広沢婦人会  

公益社団法人交通事故総合分析センター 

公益財団法人 日本教育公務員弘済会愛知支部 

月島食品工業（株） 

熊本中央ライオンズクラブ 

銀座オリエンタル婦人帽子店 

久米会計事務所 



亀川特許事務所 

基督聖協団若潮教会 

岩手県県南広域振興局 

関西学院大学 東京丸の内キャンパス 

鎌倉友の会 

笠井隆司公認会計士税理士行政書士事務所 

学校法人東放学園 

学校法人横浜英和学院小学校 

学校法人伊東学園上野毛幼稚園 

学校法人愛国学園高等学校 

角田会計事務所 

外食産業ジェフ厚生年金基金 

外井法律事務所 

花野井バプテスト教会 

河辺・家の教会 

恩納ライオンズクラブ 

王子製紙新労働組合日南支部 

王子製紙新労働組合 苫小牧支部 

王子エフテックス労働組合 

横浜雙葉小学校 

横浜泉ライオンズクラブ 

横浜岡村教会 

横浜ＹＷＣＡ 

英和（株） 

宇佐美ビル（株） 

一般社団法人 日本薬局協励会 

井上・渡邉税理士法人 

医療法人社団信樹会向歯科診療所森クリニック 

安形秀次税理士事務所 



安形秀次税理士事務所 

阿久根商工会議所 

レデンプトリスチン修道院 

霊鷲山 大法輪寺 別府別院 

ルーテル津教会 

楽天コミュニケーションズ株式会社 

ライフハウスともだち村 409 

ライフ健康クリニック 

ライオンズクラブ国際協会３３２－Ｅ地区キャビネット事務局 

四日市市指定上下水道工事業者協同組合 

吉川運送株式会社 

よこすかボランティアセンター 

横河東亜工業株式会社 

有限会社宮崎仏壇 

有限会社西常商店 

有限会社中本機工自動車 

有限会社クリーンサービスセンター 

有限会社勝部組 

モデルワム 

メルセデス・ベンツ中野 サーティファイドカーセンター 

メカノス（株） 

むさし小山教会 

宮良眼科医院 

南大阪みささぎライオンズクラブ 

三井住商建材株式会社 

マルナカ産業有限会社 

松山番町教会 

マツオカ建機（株） 

ボランティアグループ和かなの会 



北海道漁業協同組合連合会 

ポートエンタープライズ株式会社 

ペナント（株） 

ベスト電器労働組合 

ふちゅう介護相談センター 

藤本タイル株式会社 

フジミツ株式会社 

富士電機株式会社 

福音幼稚園 

広島ロータリークラブ 

彦根市社会福祉協議会 

ヒゲタ醤油（株）銚子事務所 

ひがし鍼灸治療院 

東城ロータリークラブ 

林保冷工業株式会社 

パナソニックＳＳサービス（株） 

パイオニア（株） 

延岡草の実会 

延岡草の実会 

ニューアロイ（株） 

日本バプテスト病院 

日本トムソン株式会社 

日本同盟基督教団 京都めぐみ教会 

日本聖公会西宮聖ペテロ教会 

日本サーキット工業株式会社 

日本キリスト教団福岡警固教会 

日本キリスト教団神辺教会 

日本基督教団阿倍野教会 

日本キリスト教団 南大阪教会 



日本エアーテック株式会社 

日教組和歌山 

日鋪建設株式会社 

西宮友の会 

西宮聖ペテロ教会 

名古屋エアケータリング株式会社 

中村ロータリークラブ 

中田人事労務事務所 

中川医院 

中井エンジニアリング株式会社 

トヨタ部品京都共販株式会社 

友工商事株式会社 

となみセントラルライオンズクラブ 

特別養護老人ホーム いのこの里 

時津町教育委員会 社会教育課 

トータリゼータエンジニアリング（株） 

東栄株式会社 

チョッキンクラブ 

中部電力株式会社 

ダンレックス(株) 

垂水自家用自動車協会 

玉城町社会福祉協議会 

タナベ・リフォーム・システム（株） 

忠岡税務会計事務所 

高松ライオンズクラブ 

高寿園 

大和ランテック株式会社 

太洋ヒロセ株式会社 

大安工業株式会社 



ソリューション・ラボ・横浜（株） 

ソリューション・ラボ・横浜（株） 

ソニー損害保険（株） 

千里山基督教会 

世紀東急工業株式会社 

スリーエム工業株式会社 

新明産業株式会社 

新成建設株式会社 

市立豊中病院 

小厚化成株式会社 

周船寺教会 

ジャパンパーツサービス株式会社 

社会保険労務士法人 淀川労務協会 

ジブラルタ生命保険（株）秋田支社横手第二営業所 

シニアゆとり会 

ジェイフィルム株式会社 

ジェイピーエヌ（株） 

シーシーアイ株式会社 

サントリービバレッジサービス（株）東北営業本部仙台南支店 

サンエス護謨工業株式会社 

佐用町社会福祉協議会 

サカモト・ダイテム（株） 

サークルたんぽぽ 

ザ・パック（株） 東日本事業本部 

小林製薬株式会社 

小畑産業株式会社 

小篠原ふれあいサロン 

国際ソロプチミスト舞鶴 

国際ソロプチミスト奈良-あすか 



国際ソロプチミスト神戸西 

国際ソロプチミスト倉敷 

国際ソロプチミスト京都-西山 

国際ソロプチミスト岡山さつき 

国際ソロプチミスト大阪-なにわ 

国際ソロプチミスト近江八幡 

コカ･コーライーストジャパン労働組合 

コーワ総合会計事務所 

コープ園田店ボランティアサークルわかくさ会 

コープこうべ仁川店 仁川福祉の集い 

神戸女学院大学図書館 

神戸市外国語大学 

公益社団法人坂出法人会 

公益財団法人高知県国際交流協会 

ゲットユニバーサル（株） 

クラリオン（株） 

倉敷ホーリネスチャーチ 

熊上真一司法書士事務所 

キリンビールマーケティング（株） 

キリスト教ブライダル宣教団 

清原株式会社 

京都府 

京都市保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

九州テクノス株式会社 

キャボット・ジャパン（株） 

キシダ化学（株）東京支店  

汽罐部品製造株式会社 

祇園カトリック教会 

かんまち調剤薬局 



関西遊技機商業協働組合 

関西聖書学院 

川口製菓株式会社 

刈谷知立キリスト教会 

萱島キリスト教会 

株式会社洋光 

株式会社ゆたか 

株式会社山洋 

株式会社守谷商会 

株式会社ミニネット 

株式会社プレステージ 

株式会社フィニティ 

株式会社ヒューマニック 

株式会社ハヤブサ 

株式会社名古屋エコール 

株式会社トミヤ 

株式会社土市商店 

株式会社大電社 

株式会社ダイゾー 

株式会社総合保険代理店 

株式会社積水化成品九州 

株式会社シンキ 

株式会社昭和商会 

株式会社ジャペックス 

株式会社コムテックス 

株式会社クラビシュ 

株式会社共立物流システム 

株式会社久我 

株式会社鹿児島銀行 



株式会社扇商会 

株式会社愛媛銀行 

株式会社アトリエ BLUE 

株式会社アイユー 

株式会社 R-JAPAN 

株式会社 REDU インターフェイス 

株式会社 NTT西日本アセット・プランニング 

株式会社 NIPPO 

株式会社 NIPPO 

株式会社 CFN 

株式会木須商店 

カトリック北町教会 

カトリック志村教会 

カトリック豊中教会レジオマリエ 

交野ベタニヤ教会 

お宝本舗えびすや釧路リーフタウン新橋大通店 

おたからや 

小郡新町郵便局 

オギハラ工業（株） 

岡山南ロータリークラブ 

岡山東郵便局 

岡山市中区福祉事務所 

岡南教会 

大手前大学生活協同組合 

大津友の会 

大阪南ライオンズクラブ 

大阪府医薬品小売商業組合 

大阪東淀ライオンズクラブ 

王子エフテックス労働組合 



愛媛 CATV 

エクレ（株） 

エイベックス株式会社 

栄食メディックス株式会社 

エア・ウォーター労働組合 

インテル（株）東京本社 

伊藤忠システック株式会社 

一般社団法人生命保険協会 

一般社団法人 POOLE 

市川大洲郵便局 

出雲カトリック教会 

生駒市役所 

天草市役所 

朝日新聞河南販売株式会社 

愛染園南港東保育園 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

ＴＯＴＯメンテナンス（株）東京支店 

TMI総合法律事務所 

Ｓｕｍｍｅｒ Ｓｃｈｏｏｌ Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｋｉｄｓ，Ｃ.Ａ. 

SFSネットボランティアＧ 

ＳＡＤＯ（伝統文化と環境福祉の専門学校） 

ROYAL NORWEGIAN EMBASSY 

PL本庁総合事務所 

PL本庁総合事務所 

ＮＰＯ世田谷桜丘まちづくり 

NPO法人ネットワーク「地球村」事務局 

ＮＡＲＰ関東 

ＭＳＰ（株） 

JFE コンテイナー（株） 



ＪＥＣＡ希望キリスト教会 

ＪＡ全農かながわ 

JA三井リース株式会社 

IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 

ITホールディングス（株） 

Gackt Unofficial Fan Ｓite 

（有）坪井冷機サービス 

(有)大牧農場 

（有）甲府中央 

(有)後藤自動車 

(有)久喜運輸 

（有）ユゲ商会 

(有)さいとう工房 

(有)TN保険ひろば 

(有) シールド 

（社福）豊田市社会福祉協議会 

(社福)札幌市社会福祉協議会 

（社）日本農芸化学会 

（財）切手の博物館 

(公社)仙台北法人会 

（公財）日本ゲートボール連合 

（公財）いわき市国際交流協会 

（株）和田設計コンサルタント 

（株）明輝クリーナー本社 

（株）北陸銀行小樽支店 

（株）半導体エネルギー研究所 

（株）日本政策投資銀行 

(株)東邦システムサイエンス 

（株）東工業 



（株）東京テレコムエンジニアリング 

（株）東海グローバルグリーニング 

（株）東亜オイル興業所 

（株）田村建設 

(株)村上瓦斯工業所 

（株）松尾商行 

（株）春秋社 

（株）守谷商会 

（株）佐野テック 

（株）高田パッケージ 

（株）虎玄 

（株）栗原医療器械店 

（株）空気設計舎 

（株）空気清浄機サービス 

（株）共和計測 

（株）吉田建設 

（株）加藤電器製作所 

（株）ワナミテック春日井事業所 

（株）リンク・インタラック 

(株)ベルパーク 

(株)ベルパーク 

（株）ヘルパー 

（株）ベストエバージャパン 

（株）ベストエバージャパン 

（株）ベクト 

（株）ビデックス 

（株）バイリンガル・グループ 

（株）トヨタレンタリース埼玉 

（株）トップワイジャパン 



（株）テンダーラビングケアサービス 

（株）データ・アプリケーション 

（株）ディムコ 

(株)タマテック 

（株）ダイナシティ 

（株）スタッフインターナショナルジャパン 

（株）ジュノン 

（株）ジツダヤ 

（株）シオン 

（株）シェリロゼ 

（株）シービーエス 

(株)コスモ教育出版 

（株）クマヒラ高松営業所 

（株）カンガルー堂 

（株）カーギルジャパン本店 

（株）オオスミ 

（株）エムズ 

（株）エヌ・アンド・アイ 

（株）エスワイプロモーション 

（株）エスアールエル 

（株）エー・アイ横浜 

（株）イメージハウス 

（株）イーエッチ倶楽部 

（株）アレックカワイ 

（株）アルメック 

（株）アルフォ 城南島飼料化センター 

（株）アイワ 

（株）アイ・バーグマン 

（株）ＴＡＴ 



（株）ＮＩＰＰＯ中部支店 

（株）ＮＩＰＰＯ厚木出張所 

（株）ＫＭＤ 

（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

（株）ｇｅｅｅ ｃｏｍｐａｎｙ 

（株）ＡＭＤ 

（株）１ ｗａｙ ＬＯＶＥ 

（学）阪急学園本部事務局 


