
2016年 10月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2016年 10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。 

 

錢高組 

茗荷谷キリスト教会 

鈴与（株） 

林田行政書士事務所 

郵便局（株）札幌二十四軒南郵便局 

揖手自動車 

野里電気工業（株）東京事業本部 

名古屋通信工業(株) 

枕崎こどもクリニック 

北労金労組 

北部通信工業（株） 

北日本ビル管理（株） 

北斗精機（株） 

北薩地域振興局保健福祉環境部 

北見望ヶ丘教会 

碧南ロータリークラブ 

米沢市役所 

平成筑豊鉄道（株） 

武谷コンクリートサービス（株） 

富士吉田市社会福祉協議会 

富山住友電工（株） 

富国電気（株） 

品川商工（株） 

美容室メインステージひらつか 



備北民報（株） 

飯島鉄筋工業（株） 

八幡鉄工業協同組合 

函館白百合学園中学高等学校 

函館聖ヨハネ教会 

日本郵便（株）今治郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本郵便（株）宮前郵便局 

日本福音ルーテル新霊山教会 

日本飛行機労働組合杉田支部 

日本年金機構渋谷年金事務所 

日本聖公会東京聖三一教会 

日本女子大学教育文化振興桜楓会 

日本建設（株）東京本社 

日本基督教団土浦教会 

日本基督教団大宮教会 

日本基督教団高輪教会 

日本基督教団横浜中田教会 

日本マントル・クエスト（株） 

日本バプテスト同盟 札幌北野キリスト教会 

日本バブテスト船橋教会小羊会 

日本キリスト教団美浜教会 

日本キリスト教団津久見教会 

日本キリスト教団翠ヶ丘教会 

日本キリスト教団翠ヶ丘教会 

日本キリスト教団沼田教会 CS 

日本キリスト教団酒田暁星教会 

日本キリスト教団京都丸太町教会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 



日本キリスト教団伊予小松教会 

日本キリスト教団ひの木教会 

日本キリスト教団 土佐教会 

日本キリスト教団 原市教会 

日本キリスト教団 茅ヶ崎恵泉教会 

日本キリスト教団 旭川豊岡教会 

日本キャタピラー関東支社 

日西物流（株）仙台営業所 

日新化熱工業（株）本社工場 

日産自動車販売（株） 

内藤電誠工業（株） 

内藤電誠工業（株） 

栃木少年友の会 

栃木県県東健康福祉センター 

独立行政法人国際観光振興機構 

独立行政法人 日本学術振興会 

特定非営利活動法人 たすけあい あさひ 

同盟福音天白キリスト教会 

藤田観光ワシントンホテル旭川 

藤原中学校ボランティア委員会 

東和興業（株） 

東洋電産（株）本社岳南工場 

東洋大学川越キャンパス 

東洋照明（株） 

東洋メディック（株） 

東邦薬品（株） 

東川口福音自由教会 

東松山ハリカ 

東京都立墨田特別支援学校 



東京電力常備職員労働組合本部 

東京成城新ロータリークラブ 

東京玉川ライオンズクラブ 

東京海上日動調査サービス（株） 

東京海上日動火災保険（株） 

東京海上日動火災保険（株） 

東京スクエアガーデン サンワテクノス（株） 

東亜石油（株）本社 

電器のアキバ 

田中藍（株）大牟田営業所 

津市教育委員会 

長津田キリスト教会 

朝日新聞東京本社 

中央三洋設備（株） 

中越三菱自動車販売（株）長岡中央店 

中越三菱自動車販売（株）長岡中央店 

第三コンドルタクシー（株）高円寺営業所 

第一商事（株） 

大和リース（株）秋田支店 

大和ハウス工業（株）本社 

大和ハウス工業（株）厚木支店 

大豊建設（株） 

大日精化工業（株）東日本支社 

大島食品工業（株） 

大倉工業（株）東京支店 

大樹町立大樹小学校 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

太陽生命保険（株）東京支社 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 新潟支店長席 



足立区立六木小学校 

相模原福音キリスト教会 

早川商事（株） 

倉敷水島ロータリークラブ 

創ネット（株） 

全農青森県本部 

前橋保護観察所 

船橋老人クラブ連合会 

船橋市老連西老協 

船橋市老人クラブ連合会東老協 

船橋市老人クラブ連合会中央地区 

川崎田園都市病院 

川崎医療生活協同組合「ルーム三色すみれ」 

仙建工業（株） 

積水ハウス（株） 

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 

青少年ペンフレンドクラブ事務局 

聖路加国際病院附属ｸﾘﾆｯｸ・予防医療ｾﾝﾀｰ 

聖ルカ礼拝堂 

水戸聖ステパノ教会 

辛口 Lab, M’s 

神保（株） 

神戸保護観察所 

森建設工業（株） 

新日本製薬（株） 

浄土真宗本願寺派 宝球寺 

湘南ふじさわシニアネット 

松阪市ボランティアセンター 



松岡紙業（株）オフィスクリーンサービス事業部浜松営業所 

昭和リース（株） 

小樽友の会 

小千谷市社会福祉協議会 

渋谷同胞幼稚園 

住友不動産建物サービス（株） 

住友不動産建物サービス（株） 

秋田中央郵便局 

秋田中央キリスト教会 

宗教法人インタナショナル・チャーチ 

守谷市社会福祉協議会 

社会福祉法人幸会 幸園 

社会福祉協議会 清須市社会福祉法人すみれ 

七戸町役場健康福祉課 

志布志ライオンズクラブ 

四日市友の会幼児生活団 

仕出し・弁当 五平太 

山形県置賜総合支庁建設部 

山のハム工房 ゴーバル 

三菱マテリアルトレーディング（株）神奈川グループ 

三井住友トラスト不動産株 

三井デザインテック（株） 

札幌キワニスクラブ 

斎藤事務所 

佐賀県ダム管理事務所 

黒田医院 

国際ソロプチミスト安芸 

合同会社ＰＡＬ 

高田馬場診療所 



高井戸教会 

江戸鉄（株） 

江戸川機構（株）本社 

厚木カトリック教会 

公益社団法人 日本産業退職者協会 

公益財団法人新宿未来創造財団  

公益財団法人ＮＨＫ交響楽団 

光が丘第八保育園 

五所川原中央ライオンズクラブ 

古河物流（株） 

県南広域振興局 

熊本中央ライオンズクラブ 

釧路ハリストス正教会 

隅田化学（株） 

九州大学 

金城学院幼稚園父母の会 

鋸南町社会福祉協議会 

牛浜ペットクリニック 

宮城県白石工業高等学校 

岩田地崎建設（株）東北支店 

岩手県県南広域振興局 

丸日産業（株） 

関東物産（株） 

学校法人愛国学園高等学校 

河辺・家の教会 

医療法人社団筑波記念 筑波記念病院 

旭川十条郵便局 

ロングライフ上野芝 

六甲山ホテル 



ローソン浦和大久保店 

レストランぶぉーの 

レオイ（株） 

リバティおおさか・大阪人権博物館 

リコージャパン（株） 

洛東耳鼻咽喉科 

淀川自動車工業株式会社 

四日市市指定上下水道工事業者協同組合 

よこすかボランティアセンター 

ユニセキネット 

有限会社ハートサンタ 

有限会社エスケーモールド 

有限会社 SK企画 

有限会社 湯之上園芸 

ヤマハ音楽教室・英語教室 

山口信愛教会 

ヤマキ電気（株） 

村井工業所 

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 

三菱商事建材株式会社 

ミッション・宣教の声 

松山番町教会 

松本ビル管理株式会社 

末日聖徒イエス・キリスト教会 

マツオカ建機（株） 

松江福音ルーテル教会 

ボランティアサークルすみれ会 

ボランティアグループ梅の実 

ボランティアグループ婦人会 



ホテル南風荘 

北海道漁業協同組合連合会 

ホクレン農業協同組合連合会 

ポーレン化学産業（株） 

ポートエンタープライズ株式会社 

ベン測量設計（株） 

ベルヴィ桂南 

ブリヂストン化工品ジャパン（株） 

プライムテックエンジニアリング（株） 

府中キリスト教会 

富士電波工機株式会社 

福山ロータリークラブ 

フクダ電子（株）本郷事業所 

福島工業株式会社 

福岡県土木組合連合会 

福岡 YWCA 

フクエイ株式会社 

ファシリティ パートナーズ（株）コーポレートファシリティマネジメント事業部 

広島平和文化センター 国際交流ラウンジ 

広島伊丹電機株式会社 

ひでや工房 

ひだホテルプラザ 

ひかり心身クリニック 

阪急阪神交通社グループ労働組合連合会 

ハマノ眼科 

八栗シオンキリスト教会 

はさみの会 

函館柏木郵便局 

ハウステック（株） 



ハウス・pit KOYANO 

日本ワグナー・スプレーテック株式会社 

日本ピラー工業株式会社 

日本バプテスト病院 

日本赤十字社鹿児島県支部 

日本生命保険相互会社 

日本精機宝石工業株式会社 

日本キリスト教団大和郡山教会 

日本キリスト教団 屋島教会 

日本キリスト教団 加古川東教会 

日本キリスト教団 磐上教会 

日本イエス・キリスト教団 御影福音教会 

日鉄住金保険サービス株式会社 

日新火災海上保険株式会社 

日教組和歌山 

ニチユＭＨＩ近畿株式会社 

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 

西田商店 

名古屋エアケータリング株式会社 

長崎教会 

トラピスチヌ修道院 

トヨタカローラ山口株式会社 

特別養護老人ホーム故郷の家・神戸 

トータリゼータエンジニアリング（株） 

トークシステム株式会社 

東洋紡 STC株式会社 

東洋物産工業株式会社 

東洋カーマックス株式会社 

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 

東亜建設株式会社 

天理教梅田分教会 

デリカウイング株式会社 

テスコ・プレミアムサーチ（株） 

テスコ・プレミアムサーチ（株） 

テイ・エステック（株） 

ツカザキ病院 

中部日化サービス株式会社 

中国人伝道委員会 

多久製網株式会社 

タケミコンピュータサービス（株） 

大和リース株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

ダイレクト出版（株） 

太陽汽船株式会社 

大丸鋼材株式会社 

ダイダン株式会社 

ダイダン（株）名古屋支社 

大建コンクリート株式会社 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

ソニー損害保険（株） 

千里山ナオミ幼稚園 

瀬南郵便局 

生長の家大阪教区白鳩会 

住友化学労働組合 

スパ＆ゴルフリゾート久慈 



ステンレスジョイント株式会社 

白井病院 

食品衛生協会 

小厚化成株式会社 

小厚化成株式会社 

社会福祉法人芳梅会 

シグマロジスティクス（株） 

燦ホールディングス株式会社 

サンコール株式会社 

サンエス護謨 

サムシング・クリエイト（株） 

金剛バプテスト・キリスト教会 

コミュニケーション・リンク（株） 

小西・中村特許事務所 

神戸西開発株式会社 

神戸市看護大学 

神戸再度筋教会婦人会 

公益財団法人聖バルナバ病院 

ケミ・コム・ジャパン（株） 

京阪カインド株式会社 

グローブシップ株式会社 

クラリオン（株） 

クラブツーリズム（株） 

川口製菓株式会社 

カルチュア・エンタテインメント（株） 

神園キリストの教会 

株式会社ユーサイド 

株式会社ヤマウ 

株式会社メイサービス 



株式会社三菱電機ビジネスシステム 

株式会社ミズプラ 

株式会社マルヤナギ小倉屋 

株式会社マブチ 

株式会社マイウェイ ファミリークラブ 

株式会社富士屋 

株式会社八幡道路 

株式会社ハーマン 

株式会社ネオス 

株式会社ニッセイ シーエスティー 

株式会社奈良木建 

株式会社電通九州 

株式会社中和ホールディングス 

株式会社ダンロップゴルフスクール 

株式会社鈴木サービス工場 

株式会社新拓テクノス 

株式会社昭和商会 

株式会社コムテックス 

株式会社コノハナ 

株式会社ゲイヨー 

株式会社共立物流システム 

株式会社化成品商事 

株式会社オートシステム 

株式会社大幸製作所 

株式会社ウォータイト 

株式会社インターフェイス 

株式会社イングスプランニング 

株式会社今井鉄工所 

株式会社一条工務店 



株式会社一条工務店 

株式会社アサヒペン 

株式会社旭工業所 

株式会社秋村組 

株式会社 UR コミュニティ 奈良住まいセンター 

株式会社ＳＫＢ 

株式会社 CFN 

カネシメ冷蔵（株） 

かながわゾンタクラブ 

カトリック元町教会 

学校法人大屋学園 関西社会福祉専門学校 

化成品商事株式会社 

介護老人保健施設ロイヤルフェニックス 

介護老人保健施設 アトレーユうおざき 

ガールスカウト北海道第 25団 

お宝本舗えびすや関内店 

オムロンファイナンス株式会社 

岡山東郵便局 

オール・テクノサービス 

大崎上島大崎ライオンズクラブ 

大阪大和川ライオンズクラブ 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪東住吉平野ライオンズクラブ 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

オー・ジー長瀬カラーケミカル株式会社 

王子木材緑化株式会社 

尾池会計事務所 

エルゼビア・ジャパン（株） 

えびすや福山店 



エクレ（株） 

宇和島赤十字奉仕団 

宇和島市役所 

ウム･ヴェルト（株） 

インターコンチネンタルホテル大阪 

一般社団法人 POOLE  

一般財団法人 共愛会 

一般財団法人 関西電気保安協会 

石原アメニテック株式会社 

イオンクレジットサービス（株） 

イオン（株）大宮西店 

安全興業株式会社 

アラヤ特殊金属（株） 

アミカ 

篤友会リハビリテーションクリニック 

アクトレップ株式会社 

アイグループ 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

アイエスジャパン（株） 

アーバンホール 

SMFLキャピタル（株） 

RNA Inc. 

PL本庁総合事務所 

PL本庁総合事務所 

NPO法人 京都難病連 

JXエンジニアリング（株） 

ＪＲ東日本東北総合サービス（株）盛岡支店 

JP労組東北地方本部 

JA鹿児島県経済連飼料養鶏課 



IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 

（有）坪井冷機サービス 

(有)新紘産業 

(有)元気ジャパン山口営業所 

(有)結城建材 

(有)トータルライフケア グループホームあゆみ 

(有)ジパング・プロジェクト 

(有)アメニティライフ 

（福）村上市社会福祉協議会山北支所 

（社福）豊田市社会福祉協議会 

（社）日本鉄道施設協会 

（社）嘉麻市社会福祉協議会 

（財）郵政福祉東北地方本部 

（公社）日本山岳ガイド協会 

（公社）日本ユネスコ協会連盟 

（公社）宇都宮法人会 

（株）野村事務所 

（株）明光製作所 

（株）福田電機製作所 

（株）福しん 

（株）日本政策投資銀行 

（株）日本学力振興会 

（株）日本デザインセンター 

（株）藤田組 

(株)藤田商店 

（株）東和エンジニアリング 

（株）東京富士 

（株）鎮西商会 

（株）朝日会館 



（株）第一経理 

（株）大岩マシナリー豊田支店 

（株）前田製作所 

（株）泉 宣宏社 

（株）石黒保険事務所 

（株）石井興業  

（株）誠和運輸 

（株）松尾商行 

（株）小林技工 

（株）佐和組 

（株）今仙技術研究所 

（株）建設技術研究所 

（株）久保田工務店 

（株）関工ファシリティーズ 

（株）鎌田板金工業 

（株）岡本八造商店 

（株）遠州日石 

（株）ワック 

（株）リッチェル 

（株）ヨコヤマ 

（株）ユピテル仙台営業所 

（株）ユニカルインターナショナル 

（株）メディカル・プロテオスコープ 

（株）ムラコシ工機 

（株）ムサシリフォーム 

（株）ミズプラ 

（株）マイスターエンジニアリング 

(株)ベルパーク 

(株)ベルパーク 



（株）ヘルパー 

（株）ベイサイドテクノス 

（株）フレンドリー 

（株）プルータス 

（株）プルータス 

（株）プルータス 

（株）プルータス 

（株）ファーマみらい 

（株）ファースト・プランニング 

（株）ニッコー 

（株）トーヨー 

（株）トーコースイッチ製作所 

（株）テンダーラビングケアサービス 

（株）テラカド 

（株）ティエフケー 

（株）ダンロップゴルフクラブ 

（株）タナカ 

（株）ダッシュ 

（株）ダイヤコーポレーション本社 

(株)ダイケングループ 

（株）ソディック 

（株）スマート・ロジ 

（株）シュリロゼ 

（株）コニー東京営業所 

（株）ケー・イー食品開発 

（株）グローバル 

（株）クレアホーム 

（株）クマヒラ高松営業所 

（株）カレッヂ 



（株）オリエント 

（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）オオスミ 

（株）エルモ社 

（株）エルモ社 

（株）エルメックス 

（株）エフ・エム・アイ 

（株）イデアル 

（株）イート・ラボ 

（株）イーステーション 

（株）アルト 

（株）アリシア 

（株）アリア 

（株）あらた 首都圏統括部事務センター 

（株）アミック 

（株）アドバンスプランニング 

（株）あすとサポート 

（株）TT トレーディング 

（株）ＴＨＲ 

（株）NIPPO 知多出張所 

（株）NCネットワーク 

（株）ＬＩＸＩＬ住設直需受注センター 

（株）ＪＴＢ東北 本社 

（株）FRESH ROOM 

（学）阪急学園本部事務局 

（一般社）日本薬局協励会 

（一般社）日本薬局協励会 

（一般社）日本衣料管理協会 



(一社）埼玉県自転車防犯協会 

(医) 社団 三友会 あけぼの病院 


