
2016年 9月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2016年 9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。 

 

（学）阪急学園本部事務局 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）ＤＩ・SANWA CORPORATION 

（株）ISZK 

（株）NIPPO コーポレーション神奈川復旧出張所 

（株）ＴＯＺＥＮ 

（株）アイセン 

（株）アイディ 

（株）アイトー 

（株）アレス 

（株）アロマ 

（株）イシダ静岡営業所 

（株）ウチムラ 

（株）エイアンドピープル 

（株）エーピーアイ コーポレーション 

（株）エヌ・ティ・ティ エムイーサービス 

（株）エルモ社 

（株）カレッヂ 

（株）クエスト 

（株）クエスト 

（株）クレメンティア 

（株）サンコウ電子研究所 

（株）システック・エンジニアリング 

(株)スカイプラン 



（株）スキル新潟 

（株）テンダーラビングケアサービス 

（株）トーアエンジニアリング 

（株）トープラ 

（株）ドール 

（株）ニッカトー東京支社 

（株）ニッセツ 

（株）パナホーム大分 

（株）ピー・エム・シー 

（株）フジドウロ 

（株）マイ．ビジネスサービス 

（株）マスター 

（株）みらい創研 

（株）ユーコウパーツ 

（株）ワイズ・ヒューマン・パートナーズ 

（株）旭電熱製作所 

（株）伊予銀行 広報 CSR室 

（株）伊予銀行 広報 CSR室 

（株）関西補償問題研究所 

（株）企業通信社 

（株）元吉建設工業 

（株）元吉建設工業 

（株）原田クロージング 

（株）光生エンジニアリング 

（株）光波 

（株）若林佛具製作所仙台店 

（株）守谷商会 

（株）小桜商会 

（株）小林建設 



（株）信和 

（株）新洋 

（株）村上工業 

（株）村田金箔 

（株）大丸松坂屋友の会 札幌店 

（株）大分銀行 

（株）地ビール飛騨 

（株）中日本ハイウェイ・リテール名古屋（株） 

（株）朝田商会 

（株）電通 

（株）東産業 

（株）二戸サントップ 

（株）日経映像 

（株）日立金属ソリューションズ本社 

（株）富士ピーエス 

（株）富士飼料 

（株）野毛印刷 

（株）与野フードセンター 

（公）加藤山﨑教育基金 

（公）東京都保険医療公社 多摩北部医療センター 

(公財）みやざき観光コンベンション協会 

（公財）川崎市身体障害者協会 事務局 

（公社）日本ユネスコ協会連盟 

（公社）日本河川協会 

（社）東北電気管理技術者協会 

(社）日本補償コンサルタント協会 関東支部 

(有)サンユー商事 

(有)ジパング・プロジェクト 

(有)ひが重機リース 



(有)丸宮住工 

(有)丸宮住工 

(有)幾三音楽出版 

(有)川南衛生公社 

(有)大興資源 

（有）不二越総合保険事務所 

ＡＧＣファブリテック（株） 

ANA ファシリティーズ（株） 

ＡＮＡホールディングス（株） 

ENGLISH STUDIO 

ＪＯＣＳ 

MB教団石橋教会 福祉係 

ＭＣＳ税理士法人 

Nexco西日本 建設事業部 

ＮＯＫ（株） 

ｎｏｍａｄｏ Ｉｎｃ． 

ＮＰＯ法人 シンプルライフ 

NSSBマテリアル株式会社 

PIKA1大垣本店 

ＳＡＤＯ（伝統文化と環境福祉の専門学校） 

ＳＢＩ損害保険（株） 

SECエレベーター株式会社 

SMFLキャピタル（株） 

ＴＢＩ．Co.,Ltd 

ＴＤＫ（株）成田工場 

ZKM奈良県支部 

あい・ネパールの会 

あい・ネパールの会 

アイダエンジニアリング（株）小山営業所 



愛の園保育園 

アステラスビジネスサービス（株） 

阿蘇地域振興局土木部 

アデコ（株）I＆R東京支社 

阿倍野区老人クラブ連合会 

アンビック株式会社 

イーデザイン損害保険(株) 

石井皮フ科クリニック 

市川大洲郵便局 

一般財団法人 大阪建築防災センター 

イデア総研税理士法人 

井上外科・内科 

茨木ボランティア友の会 

イハラケミカル工業（株） 

医療法人翠光会 横手医院 

インターファーム（株）東北事業所 

インマヌエル・ルーテル幼稚園 

インマヌエル中目黒教会 

ウィングチケット 

エームサービス(株) 

エクレ（株） 

エバークリーン（株） 

エンドウメタル工業（株） 

大阪愛徳幼稚園 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課 

大阪聖三一教会 

大阪トヨペット株式会社 

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 

大阪南ライオンズクラブ 

大沢運送株式会社 

オースギ製薬株式会社 

オープン工業株式会社 

おおまち眼科 

オカスポーツ 

岡山県退職公務委員連盟 

岡山市北区中央福祉事務所 

岡山市中区福祉事務所 

おひさまこどもクリニック 

恩智製鋲株式会社 

ガールスカウト山形県第８団 

柏原ライオンズクラブ 

カトリック豊中教会 

株式会社 NIPPO 

株式会社 NIPPO 

株式会社アクア 

株式会社アルビス 

株式会社一門会 

株式会社梅田芸術劇場 

株式会社エイチ・アイ・ティージャパン 

株式会社扇商会 

株式会社喜多村工務店 

株式会社キャロット 

株式会社こばやし 

株式会社コラボレ 

株式会社コンステック 



株式会社サンベルコ 

株式会社末広工業 

株式会社大電社 

株式会社武末鉄工所 

株式会社中国放送 

株式会社天彦産業 

株式会社福西工務店 

株式会社ふくみや 

株式会社藤林商店 

株式会社ブラザーエンタープライズ 

株式会社マイウェイ ファミリークラブ 

株式会社マイウェイ ファミリークラブ 

株式会社丸三 

株式会社村井工業所 

株式会社山忠商会 

株式会社ユニエックス 

株式会社麗光 

株式会社ワタナベ楽器店 

川勝商事株式会社 

汽罐部品製造株式会社 

キリスト品川教会奉仕部 

近畿実測株式会社 

近畿バラセメント輸送協同組合 

熊本少年友の会 

倉敷中央在宅介護支援センター 

クラリオン（株） 

ケアプランセンター元気 

ケアプランセンター元気 

計算センター 



公益財団法人シマノ・サイクル開発センター 

公益財団法人兵庫県青少年本部 

神戸みなとサービス株式会社 

コープ夙川 ゆりの会 

小太郎漢方製薬株式会社 

こばと幼稚園 

サーミット工業（株） 

堺鋼板工業株式会社 

堺市 

堺市社会福祉協議会 

さくま動物病院 

さざんかヘルパーステーション 

佐藤医院 

サンエス護謨工業株式会社 

三協工材株式会社 

産経新聞社 

サンワサプライ（株） 東京サプライセンター 

塩野義製薬労働組合摂津支部 

四国地方郵便局長夫人会 高知県西部地区夫人会 

市隆建設株式会社 

社会福祉法人 彦根市社会福祉協議会 

社会福祉法人三養福祉会 箕面の郷 

小厚化成株式会社 

昭和パックス株式会社 

新明産業株式会社 

新和産業株式会社 

スタジオ・ヨギー心斎橋 

スミセイビジネスサービス（株） 

住友特許事務所 



生長の家 大阪教区 

税理士法人らくいち合同会計事務所 

禅宗 吉祥院 

千如院大悲王院 

ソニービジネスソリューション(株) 東日本営業部  

ソニービジネスソリューション(株) 東日本営業部  

ソニー損害保険（株） 

ダイイチ株式会社 

大成建設株式会社 東北支店 

ダイセーエクスプレスシステム（株） 

ダイダン株式会社 

ダイドードリンコ株式会社 

大洋精機株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

大和ランテック株式会社 

田岡化学労働組合 

高槻市ボランティア市民活動センター 

中央精機株式会社 

津山市立久米中学校 

デュプロ精工株式会社 

テワコーポレイション(株) 

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 

徳島かごや町郵便局 

特別養護老人ホーム 三愛園 

鳥取県西部総合事務所地域振興局 



富山税理士事務所 

ナイス（株） 

中村・平井・田邉法律事務所 

ナカヤ建設（株） 

奈良県大和郡山市役所市民課 

西日本イワタニガス株式会社 

日章産業株式会社 

日油商事株式会社 

日機装株式会社 

ニッセイ・リース（株）本店 

日本イエス・キリスト教団 池田中央教会 

日本キリスト改革派伊丹教会 

日本キリスト教団阿倍野教会 

日本基督教団泉ヶ丘教会 

日本キリスト教団甲子園教会 

日本基督教団粉河教会 

日本基督教団鳥取教会 

日本基督教団若松浜ノ町教会 

日本コヴィディエン株式会社 

日本長老教会四日市キリスト教会 

日本ライフライン株式会社 

ヌヴェール愛徳修道会 

ネクストエンジニアリング株式会社 

延岡草の実会 

初田工業株式会社 

パナソニック デバイス労働組合デバイス総合支部 

林化成株式会社 

兵庫県軟式野球連盟事務局 

広島化成株式会社 



フェザー安全剃刀（株） 

ふくい県民活動・ボランティアセンター 

福岡ソフトバンクホークス株式会社 

富士包装紙器株式会社 

古河ロックドリル株式会社 

べジタイムズ（株） 

ポーライト（株） 

ぽぷりサポート事務所 

ボランティアセンターさんごじゅの会 

マツオカ建機（株） 

マルコ株式会社 

マルワ工業（株）本社・工場 

三木秀夫法律事務所 

みずほ証券株式会社 

みずほ証券（株）名古屋駅前支店 

ミナト医科学（株） 

南大阪ルーテル教会 

メルセデス・ベンツ中野 サーティファイドカーセンター 

森カフェ 

モンタナ リゾート 

やすだクリニック 

山口信愛教会 

有限会社 TN コーポレーション 

有限会社信誠外装 

有限会社ゼロワンワークス 

ユニバーサル企業（株）保険部 

ユラボジャパン（株） 

よーじやグループ 

横河東亜工業株式会社 



よこすかボランティアセンター 

理想科学工業株式会社 

リック（株） 

リユース･パートナー（株） 

りんごの木出版部 

ルーテル津教会 

ロングライフ上野芝 

和歌山キワニスクラブ 

ワタキューセイモア株式会社 

和東産業株式会社 

旭川日産自動車（株）豊岡店 

伊東・實重法律会計事務所 

医療法人社団誠馨会 誠馨会病理センター 松戸ラボ 

一般財団法人 函館 YWCA 

一般社団法人 日本薬局協励会 

一般社団法人愛知高齢者事業団 

宇和島友の会 

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 

横浜キワニスクラブ事務局 

横浜港南台ライオンズクラブ 

横浜市特別支援教育総合センター 

横浜市南スポーツセンター 

横浜保護観察所 

王子インターパック（株） 

岡谷薄板販売（株） 

下野工業（株） 

花巻民主商工会 

花小金井愛育園 



学校法人 東洋学園 

学校法人月寒キリスト教学園 黎明幼稚園 

鎌倉新書 

乾税理士事務所 

環境保全米ネットワーク 

関東食糧（株） 

丸金パイプ（株） 

丸幸自動車工業（株）仙台新港店 

岩下亮税理士事務所 

岩見沢友の会 

宮口建設（株）富山営業所 

魚津市社会福祉協議会 

京橋紙業（株） 

熊本白川教会 

原町田教会 

戸田道路（株） 

公益財団法人 日本教育公務員弘済会愛知支部 

国光エクセル（株） 

国際基督教大学同窓会事務局 

国際放映（株） 

根津鋼財(株) 

根津鋼財(株) 

佐賀東信用組合 

埼玉ダイハツ販売（株） 

埼玉県小児医療センター 

埼玉県中小企業共済協同組合 

札幌ライラックライオンズクラブ 

札幌市教育委員会 

三井住友海上火災保険（株）中国本部 



三井生命保険(株)岡崎支社 

三菱 UFJモルガン・スタンレー証券 

三菱重工冷熱（株） 

三菱商事プラスチック（株） 

山形県県土整備部管理課 

山鼻東屯田通郵便局 

山本会計事務所 

山梨富士さくらライオンズクラブ 

四日市友の会幼児生活団 

市原市市民活動センター 

寺本製菓材料（株） 

社会医療法人社団沼南会 沼隈病院 

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 

社会保険労務士法人 人事総研 

社会保険労務士法人若林労務経営事務所 

首都高機械メンテナンス（株） 

習志野台公民館区老人クラブ連絡協議会 

住化プラステック（株）東京本社 

住電商事（株）東京支社 

住友生命  

住友生命保険相互会社 

住友不動産販売（株）浦安営業センター 

渋沢耳鼻咽喉科 

小林歯科医院 

昭和リース（株） 

松井建拓（株） 

上原胃腸科・外科・小児科クリニック 

上田歯科医院 

新潟市ボランﾃｲアビューロー 



新潟市医師会 

新潟特殊企業（株） 

新興電気（株）中部総括本部 

水戸市総合教育研究所 

崇福寺・鯖大師 

杉田エース（株） 

成和リニューアルワークス（株） 

清水建設（株）原子力・火力本部 

生長の家熊本県教化部 

生命保険協会 新潟県協会 

聖心会寮修道院 

青山学院女子短期大学同窓会 

青森オフセット印刷（株） 

税理士法人 連合会計事務所 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

石川県商工労働部産業政策課 

折居内科医院 

仙台商工会議所 

船橋市老人クラブ連合会 

前橋市立大胡中学校 

曽田香料（株） 

創正会事務局 

捜真学院同窓会 

相模友の会 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大同興業（株） 

大日本図書 

大分県労働基準協会 大分支部 



大分県労働基準協会大分支部 

大陸貿易（株） 

大和ハウス工業（株）新潟支店 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

鷹之台カンツリー倶楽部 

中部ガス労働組合 

中部日化サービス（株）三重支店 

朝日新聞東京本社 

町田ＪＯＣＳ 

長万部町社会福祉協議会 

天使の聖母トラピスチヌ修道院 

東テク北海道（株） 

東海交通機械（株）東京支店 

東葛病院 

東京トヨペット（株） 

東京フラワーポート（株） 

東京海上日動あんしん生命保険（株）渋谷支社 

東京電力フュエル＆パワー（株） 

東京都社会福祉協議会 

東京日野自動車（株） 新狭山支店 

東京貿易マシナリー（株） 

東京湾水先区水先人会 

東郷ファインアート 

東日本コベルコ建機（株） 

東北卸売酒販組合事務局 

藤沢友の会 

藤田保健衛生大学 

同人誌 随筆春秋 

同仁キリスト教会 



徳山ユネスコ協会 

特定非営利活動法人ＦＳＫ研究所 

特定非営利活動法人マザーハウス事務局 

南真化学工業（株） 

楠税理士事務所 

二和印刷（株） 

日軽エムシーアルミ（株） 

日産車体マニュファクチュアリング(株) 

日章産業（株） 

日章産業（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日本 GE合同会社 

日本アッセンブリーズオブゴッド教団アッセンブリ-平塚キリスト教会 

日本アンテナ労働組合 

日本キリスト改革派 花小金井教会 

日本キリスト改革派東京恩寵教会 

日本キリスト教会函館相生教会日曜学校 

日本キリスト教団 狛江教会 

日本キリスト教団 三軒茶屋教会 

日本キリスト教団 うふざと伝道所 

日本キリスト教団 遠州教会婦人会 

日本キリスト教団 昭島教会 

日本キリスト教団横浜磯子教会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団新生釜石教会 

日本キリスト教団赤坂教会 

日本キリスト教団長浦伝道所 

日本基督教団 越谷教会 

日本基督教団 栗平教会 



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 聖徒教会 

日本基督教団鎌倉恩寵教会 

日本基督教団鎌倉恩寵教会 

日本基督教団岩本教会 

日本基督教団高崎南教会婦人会 

日本橋綜合登記事務所 

日本胸部外科学会 

日本光電中部（株） 

日本航空健康保険組合 

日本航空電子工業（株） 

日本書学館 

日本聖公会東京教区 

日本毛織労働組合加印支部 

日本郵政グループ労働組合 

日本郵便（株）広島高取郵便局 

日本郵便（株）今治郵便局 

日本郵便（株）札幌太平郵便局 

日本郵便（株）新潟中央郵便局 

日本労務研究所 

農業科学化研究所 

農研テクノ（株） 

白糸の滝ドライブイン 

白石カルシウム（株） 

八洲工機（株）伊勢崎営業所 

飯能キリスト教会 

美祢市社会福祉協議会 

富岡町役場郡山事務所 



富士ゼロックス中部（株） 

富士見高原教会 

福島県 

福島県 

福島県小名浜港湾建設事務所 

福島赤十字病院 

平安町社会福祉協議会 

米の粉の滝ドライブイン 

米沢市役所 

弁護士法人やまびこ基金法律事務所 

法律事務所イオタ 

豊橋善意銀行 

豊玉香料（株） 

北海道スバル（株）旭川神居店 

北斗精機（株） 

北陸銀行 

牧野記念病院訪問看護ステーション 

本多電機（株） 

末吉ライオンズクラブ 

名古屋福音伝道教会 

明電システムソリューション労働組合 

由木キリスト教会 

郵便局（株）函館旭町郵便局 

酪農学園大学キリスト教教育委員会 

緑の牧場教会大館チャペル 

茗荷谷キリスト教会 

齊藤社会保険労務士事務所 


