
2016年 8月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2016年 8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。 

 

諫早市社会福祉協議会 

和光エンジニアリング（有） 

六本松キリスト福音教会 

林田行政書士事務所 

郵便局（株）広島皆実町郵便局 

万不動産（株） 

枕崎ライオンズクラブ 

幕別町国際交流協会 

北斗精機（株） 

北九州市立枝光市民センター 

北海道上川総合振興局 

平松薬局 

福岡聖書キリスト教会 

富士重工関連労働組合連合会 

富士見町社会福祉協議会 

富山二番町教会 

富山神通ライオンズクラブ 

富山市立山室小学校 

富山医療福祉専門学校 

彦建設（株） 

八戸グランドホテル 

白鳥精米店 

波佐見町ボランティア連絡協議会 

日本郵便（株）真岡西田井郵便局 



日本郵便（株）今治郵便局 

日本郵便（株）広島高取郵便局 

日本郵便（株）金沢中央郵便局 

日本福音ルーテル日吉教会 

日本同盟基督教団 愛のキリスト教会 

日本赤十字北海道看護大学経理課 

日本赤十字社福島県支部 

日本高圧コンクリート（株）東北支社 

日本建材工事（株） 

日本基督教団常磐教会 

日本基督教団 成瀬が丘教会 

日本基キリスト教団八丈島教会 

日本絵手紙協会 

日本海運（株） 

日本バプテスト静岡キリスト教会 

日本キリスト教団大泉教会 

日本キリスト教団相武台教会 

日本キリスト教団洗足教会 

日本キリスト教団石神井教会 

日本キリスト教団新松戸幸谷教会 

日本キリスト教団小金井教会 

日本キリスト教団甲府中央教会 

日本キリスト教団幸町教会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団 福山東教会 

日本キリスト教団 内丸教会 

日本キリスト改革派東京恩寵教会 

日本キリスト改革派春日井教会 

日本キリスト改革派四日市教会 



日本イエスキリスト教団新座教会 

日本アルコン（株） 

日本 GE合同会社 

日本 GE合同会社 

日本 GE合同会社 

日西物流（株）仙台営業所 

日清製粉労働組合 

日化トレーディング（株） 

南進機工（株） 

鍋林（株）長野営業所 

独立行政法人自動車事故対策機構 

独立行政法人 東京山手メデイカルセンター 

独立行政法人 鉄道建設･運輸施設整備支援機構 

東洋建設（株） 

東予郵便局 

東川口福音自由教会 

東光高岳労働組合 

東京都立青山高等学校 

東京神宮ライオンズクラブ 

東京諸聖徒教会 

東京紙パルプ交易（株）大阪支店 

東京工業大学  

東京管財（株） 

東京海上日動調査サービス（株） 

東京海上日動火災保険（株） 

東京海上日動メディカルサービス（株） 

東京羽田キリスト教会 

東海桜井（株） 

東映ビデオ（株） 



東亜サーモメーター（株） 

辻堂キリスト教会 

津市教育委員会 

津市教育委員会 

長津田駅北口郵便局 

朝日新聞東京本社 

朝日新聞社名古屋本社 

中部日化サービス（株）三重支店 

中標津町社会福祉協議会 

築地東京青果物商業協同組合 

池田興業（株）岐阜支店 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

大和ハウス工業（株）厚木支店 

大和ハウス工業（株） 

大池運送（株） 

大成興業（株） 

大新東（株）名古屋支店 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大妻女子大学人間福祉学科福祉共同研究室 

大宮シオン・ルーテル教会 

太陽生命保険（株）東京支社 

太洋物流（株）  

損保ジャパン日本興亜保険サービス（株）三重支店 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

足立産業（株） 

綜合警備保障（株）横浜支社 

相日防災（株）厚木支店 

倉敷聖約キリスト教会 

全国漁業協同組合連合会 



船橋市保健所 

川崎町立愛光園老人ホーム 

川崎医療生活協同組合「ルーム三色すみれ」 

千葉県住宅供給公社 

仙台演劇鑑賞会 

積和建設神奈川（株） 

積水成型工業（株） 

石川県商工労働部産業政策課 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

税理士法人 連合会計事務所 

税理士法人 連合会計事務所 

静岡友の会友愛係 

青少年ペンフレンドクラブ事務局 

西川産業（株） 

聖母のさゆり保育園 

聖公会 名古屋聖ヨハネ教会 

神奈川土建座間海老名支部 

神奈川生協ＣＯＯＰ白山道店 

神奈川県立保健福祉大学 

神谷コーポレーション（株）湘南オフィス 

神戸保護観察所 

神戸義明税理士事務所 

森林商事（株） 

新生紙パルプ商事（株） 

新小林建機産業(有) 

新潟市立木山小学校 

新潟県庁内郵便局 

常磐興産（株）社長室 



常盤洋紙（株） 

上野郵便局 

松見ヶ丘キリスト教会教会学校 

昭和リース（株） 

昭和メタル（株） 

小木曽歯科医院 

住友林業情報システム（株） 

住友不動産建物サービス（株） 

住友不動産建物サービス（株） 

住電商事（株）東京支社 

収集グループ あさがお会 

社会福祉法人幸会 幸園 

社会福祉法人 福音会 

社会教育協議会三ヶ根収集ボランティア 

仕出し・弁当 五平太 

山形県健康福祉部 

三菱商事プラスチック（株） 

三菱鉛筆（株）横浜事業所 

三恵エンジニアリング（株） 

三井物産スチール（株） 

三井物産スチール（株） 

札幌市役所 

埼玉家庭少年友の会 

佐野国際特許事務所 

国税同友会連合会事務局 

港南台キリスト教会 

経営同友会 

宮澤智史事務所 

宮澤興業（株） 



宮崎大学 

吉田社会保険労務士事務所 

岩手県県南広域振興局 

丸紅（株） 

関東新聞販売（株） 

学校法人桜美林学園 

学校法人学習院 

外井法律事務所 

河合製薬（株）埼玉工場 

岡谷鋼機（株）  

王子木材緑化（株） 

横浜テクノオート専門学校 

横浜 YMCA学院専門学校 

越谷福音自由教会 

烏山眼科医院 

一般社団法人墨東読売会 

一般社団法人 宮城県畜産協会 

一般社団法人 日本薬局協励会 

一般財団法人光線研究所 

井原水産（株） 

医療法人緑生会天王病院 

医療法人社団誠馨会 誠馨会病理センター 松戸ラボ 

医療法人社団三喜会 ライフプラザ鶴巻 

医療法人紀泉会家田医院 

伊藤忠商事（株）名古屋支社 

旭洋紙パルプ（株）東京本社 

旭川信用金庫 本部 

ワタベ産業株式会社 

わかちあいプロジェクト 



ルベル/タカラベルモント株式会社 

四日市営業所配電建設課中部電力株式会社 

横河東亜工業株式会社 

ゆうひが丘保育園 

有限会社らいすぴあ・いぐち 

有限会社三上電機 

有限会社ニーズ 

有限会社チャルカ 

有限会社イシウラオート 

ヤヨイ建設株式会社 

ヤマヒデ食品株式会社 

大和汽工株式会社 

山﨑内装工業株式会社 

村井工業所 

宮崎県レディース中央会 

みやき町役場 

マルヤマエクセル（株） 

円久株式会社 

松本ビル管理株式会社 

末日聖徒イエス・キリスト教会 

ボランティア平野綿の会 

ボランティアセンターさんごじゅの会 

ボランティアセンターさんごじゅの会 

ぽのぽの彩都 

ポートエンタープライズ株式会社 

プレステージカントリークラブ 

ブリヂストン労働組合本社支部 

部落解放同盟 

プライムフーズ（株） 



復建調査設計株式会社 

福岡ふようライオンズクラブ 

福岡イーストライオンズクラブ 

広島高圧ガス株式会社 

広島伊丹電機株式会社 

兵庫飼料株式会社 

備前木谷郵便局 

はるな生活協同組合 

林化成株式会社 

蜂谷工業株式会社 

白鷹株式会社 

ノートルダム幼稚園・ノートルダム保育園 

ノートルダム清心女子大学 

能美防災株式会社 

ニ和印刷（株） 

ニ和印刷（株） 

日本バプテスト病院 

日本電設工業株式会社 

日本超音波工業株式会社 

日本毛織株式会社 

日本キリスト教団鹿児島教会 

日本キリスト改革派千里山教会 

ニッポー株式会社 

ニッセイ シーエスティー 

ニチレキ株式会社  

西宮聖ペテロ教会 

西宮聖ペテロ教会 

西宮聖ペテロ教会 

奈良 YMCA 



ナックス株式会社 

長瀬産業株式会社 

長崎教会 

中井エンジニアリング株式会社 

ナイテック工業（株）甲賀工場 

鳥居薬品株式会社 

トヨタカローラ山口 

特定非営利活動法人ほのぼの 

トークシステム株式会社 

トーカロ（株）東京工場 

東洋クロス株式会社 

東洋化成工業株式会社 

同志社女子中学校・高等学校 

東京海上日動火災保険株式会社 

テルウェル東日本（株）神奈川支店 

デュプロ株式会社 

テクニカルホーム（株） 

田村ボーリング株式会社 

タキロン株式会社 

宝泉院 

高槻南平台千寿クラブ 

高槻市南平台千寿クラブ 

大日機設工業株式会社 

ダイドードリンコ株式会社 

第一産業株式会社 

ソニー損害保険（株） 

センクシア（株） 

セコム（株）東北本部 

住吉学園幼稚園 



スミセイビジネスサービス（株） 

スマートレンター 

末広産業株式会社 

真備船穂商工会女性部 

シンコー株式会社 

ジョブサポートパワー（株） 

障害者支援施設ぽれぽれ 

収集ボランティア和かなの会 

宗教法人 光聖寺 

ジャパンセミコンダクター大分労働組合 

ジャスシステム（株） 

社会福祉法人愛和会 

システム機工（株） 

四国地方郵便局婦人会徳島県南部地区婦人会 

シキボウ労働組合 

三和工業株式会社 

三保機械工業株式会社 

燦ホールディングス株式会社 

サンケミファ（株） 

三協工材株式会社 

佐鳥電機株式会社 

さつき会 

坂出シニアライオンズクラブ 

サイデック（株） 

金剛禅総本山少林寺 三重津城北道院 

金光教本部 

コニシ技研株式会社 

国際ソロプチミスト京都-東山 

国際ソロプチミスト大阪-柏原 



国際交流基金関西国際センター 

コープ須磨サークルあおば 

コープ須磨 サークルあおば 

神戸布引教会 

神戸市看護大学 

公益社団法人 広島原爆障害対策協議会 

京阪神道路サービス株式会社 

ケイエスケイ・システム株式会社 

グローアップ社会保険労務士法人 

クラリオン（株） 

グラムハウス（株） 

クラブツーリズム（株） 

京都府庁前郵便局 

きた会計事務所 

キシダ化学（株）東京支店  

カンバーランド長老キリスト教会 あさひ伝道教会 

関電プロパティーズ株式会社 

河北印刷株式会社 

株式会社レブロカンパニー 

株式会社ルビフ 

株式会社ヤナセライティング 

株式会社村田ソフトウェアサービス 

株式会社ミルックス 

株式会社ポイントピュール 

株式会社ビーコン 

株式会社ナンノコーポレーション 

株式会社トリコインダストリーズ 

株式会社冨鹿エンジニアリング 

株式会社駐輪サービス 



株式会社タマノイ酢ビジネスサポート 

株式会社タツミマシン 

株式会社大同 

株式会社タアッド 

株式会社ソーラーエンジニア 

株式会社誠和運輸 

株式会社昭和商会 

株式会社昭和化学機械工作所 

株式会社シガフードプロダクツ 

株式会社サガワ 

株式会社旭光製作所 

株式会社久我 

株式会社キムラ 

株式会社エル・エム・エス 

株式会社エクス 

株式会社糸井樹脂製作所 

株式会社 NEAT 

株式会社 ADSムラカミ 

カジマヤ・ワークス(有) 

香芝市切手ボランティア 

カイタックグループ 

介護老人保健施設 丸の内 

岡山保護観察所 

岡山東郵便局 

岡山市役所 

岡山市中区福祉事務所 

岡山県退職公務員連盟  

大沢運送株式会社 

大阪東淀ライオンズクラブ 



大阪西淀川教会 

大阪船場法律事務所 

大阪すみのえライオンズクラブ 

大阪コスモスライオンズクラブ 

大阪コスモスライオンズクラブ 

大阪エイフボランタリーネットワーク 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪 YWCA千里 

大分県福祉保健部 

大分県トラック協会 

エンパイヤ自動車（株） 

エンバイオ（株） 

エフワイ土木株式会社 

愛媛県商工会連合会 

エコラボ合同会社 

エクレ（株） 

エグゼクティブツアー（株） 

永和信用金庫 

上田製作所 

ウェスレアン・ホーリネス教団 二俣川キリスト教会 

ウィズガーデン（株）エクステリア事業本部西関東営業所 

医療福祉センター聖ヨゼフ園 

伊藤ハム株式会社 

一般社団法人 茶道裏千家淡交会総本部 

一条工務店 

泉佐野ルーテル教会 

イオンフードサプライ株式会社 

イーデザイン損害保険（株） 



飯塚市福祉協議会ともしび 

アルストムパワージャパン（株） 

アズビル（株）鹿児島営業所 

アズビル（株）ＡＡＣ中部支社 

アサヒビール（株）神奈川工場 

旭精密株式会社 

旭化成労働組合岩国支部 

青森カイハツセメント 

あい・ネパールの会 

WINCKLER＆CO.,LTD 

ＴＨＫ（株）中部ＯＦＣ名古屋支店 

ＳＭＢＣグリーンサービス（株）東京本社 

RNA Inc. 

PL本庁総合事務所 

ＮＴＴビジネスアソシエ西日本九州支店 

NSSBマテリアル株式会社 

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合 

NBC情報システム株式会社 

ＫＰＭＧ税理士法人 

KOJIMA LABEL 

ＫＮＤオレンジユニオン青年女性部 

ＪＴＢスーベニアアンドフォトセンター 

ＪＴＢスーベニアアンドフォトセンター 

JTB コーポレートセールス 

J-POWERグループ生協 

JELC名古屋めぐみ教会 

ＪＥＣＣ 名古屋めぐみ教会 

ＤＥＮＴＳＵ ＩＮＣ． 

ASA河南販売さんさん倶楽部 



ALSOK大阪株式会社 

ACT ライナー（株）九州営業所 

(有)友田保険事務所 

（有）東京エイドセンター 

(有)横山商事 

(有)ねりまどーるはうす 

(有)オートチャンプ 

(有)あおいハウジング 

（社会福祉法人）湯沢市社会福祉協議会 

(社）日本ボイラ協会埼玉検査事務所 

（社）全国信用金庫協会 

（公社）鈴鹿法人会 

（公社）竹原豊田法人会 

(公社)熊本県トラック協会 

（公財）日本ＹＷＣＡ 

（株）農協観光 本社 

（株）日立ハイテクノロジーズ労働組合 

（株）日本ドリコム 

（株）東邦アーステック 

（株）東武スポーツ 

（株）東建コンサルタント 

（株）東京富士 

（株）大西工業所 

（株）折原 

（株）石井興業  

（株）西北紙流通デポ 

（株）新建新聞社 

（株）松尾商行 

（株）守谷商会 



（株）自治体病院共済会 

（株）三木商会 

（株）三越伊勢丹プロパティ・デザイン 

（株）三悦 

（株）虎屋 

（株）研電 

（株）吉田建設 

（株）丸良商事 

（株）関工ファシリティーズ 

（株）環境装備エヌ・エス・イー 

（株）加藤事務所 

（株）永井商会 

（株）ローゼ 

（株）レイシャス 

（株）ライセンスアカデミー 

（株）ラ・アトレ 

（株）ユアーズ 

（株）メガ 

（株）メイユウ 

(株)ホリスティックケアジャパン 

(株)ベルパーク 

(株)ベルパーク 

（株）ヘルパー 

（株）ベルーナ 

（株）ベスト 

（株）フロンティアハウス 本店 

（株）プルータス 

（株）プルータス 

（株）フューチャーリンクネットワーク 



（株）フクヤマ両国店 

（株）ピート 

（株）ばんしょう東京支店 

（株）バイタルエリア 

（株）ドリーミングハウス 

（株）トネ製作所 

（株）ドール 

（株）ドウワ工業 

（株）テンダーラビングケアサービス 

（株）シズケン静岡工場 

（株）サンビックス 

（株）コーシンホーム 

（株）クレアホーム 

（株）クサカ 

（株）かわでん 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 

（株）オリエントホーム 

（株）オリエント 

（株）オーテック 

（株）エルモ社 

（株）エムジーエー 

（株）エム・シー・アイ 

（株）イワナガ 

（株）イトーキ平塚支店 

（株）アリシア 

（株）アニマルケア 

（株）アジル 

（株）アクト・ツーワン東京支店 



（株）アカイ 

（株）アウトオフィス 

（株）アイベック 

（株）アイキ鐵鋼販売 

（株）アースホールディングス 

（株）Ｓ．Ｔ．Ｓ 

（株）NIPPO豊田出張所 

（株）NIPPO 

（株）ＫＭコーポレーション 

（株）ＪＡＬグランドサービス 

（株）IAO竹田設計 

（株）F&Cホールディングス 

（学）阪急学園本部事務局 


