
2016年 11月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2016年 11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）ENEOS フロンティア 

（株）JHC大阪 

（株）JTB コーポレートセールス 

（株）JTB国内旅行企画 

（株）ＮＩＤ・ＩＳ 

（株）NTT ファシリティーズ総合研究所武蔵野分室 

（株）アールアンドアール本社 

（株）アイエスイー 

（株）アイエスエフネット 

（株）アイザワビルサービス 

(株)アサノ大成基礎エンジニアリング 

（株）アルファス 

（株）イディアス 

（株）インターワールド東京本社 

（株）エーピーアイ コーポレーション 

（株）エムアイエス 

（株）カレッヂ 

（株）クリエイティブホーム 

（株）クレアホーム 

（株）ケイ・ビー・シー映像 

（株）サット 

（株）シービーエス 

（株）シズケン静岡工場 

（株）シロタコーポレーション 



（株）スタージュエリーブティックス 

（株）タイセイ 

（株）テンダーラビングケアサービス 

（株）トリヰ 

（株）ネビュラプロジェクト 

（株）ハイテックシステム 

（株）パイロットコーポレーション 

（株）フェーズワン 

（株）ヘルパー 

(株)ベルパーク 

（株）マキナエンジニアリング 

（株）ムイスリ出版 

（株）ゆうちょ銀行東京エリア本部 

（株）ヨベル 

（株）ヨロズ愛知 

（株）ワイズ・ヒューマン・パートナーズ 

（株）京集 

（株）御田釦販売（株） 

（株）弘久社 

（株）高森工業 

（株）佐渡島 東京支社 

（株）三興社 

（株）山本山 

（株）山陽計器製作所 

（株）勝野設備 

（株）小山不動産 

（株）松本工業 

（株）章海設備 

（株）上武 



（株）上武 

（株）神奈川県エルピーガス保安センター 

(株)浅野工業 

（株）大下総合 

（株）長谷川建設 

（株）東京すずらん 

（株）東工業 

(株)藤田商店 

（株）日陸 

（株）不二レーベル 

（株）平成 

（株）立川紙業 

（株）林洋行 

（公）東京都保険医療公社 多摩北部医療センター 

（財）海外産業人材育成教会 

(社）海外まき網漁業協会 

（社）北海道信用金庫協会 

（有）ＭＭＣ 

（有）エイ・オーケイ 

(有)カイカイキキ 

(有)クルミ保険企画 

(有)ジパング・プロジェクト 

(有)タケヒロ 

(有)ひまわり総合保険企画 

(有)安野測量事務所 

(有)浅島製作所 

（有）東京エイドセンター 

（有）不二越総合保険事務所 

｢小さな親切」運動奈良県本部 



CKD（株） 

ＤＨＬ ＪＡＰＡＮ（株） 

ＩＨＳグローバル（株） 

JSA中核会大阪南支部 

ＪＴＢスーベニアアンドフォトセンター 

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合 

ＮＨＫ 津放送局 

ＮＰＯ法人今井館教友会 

NSSBマテリアル株式会社 

OKURA TSUKUBA: 

アート産業株式会社 

アールシステム(有) 

アールプラスホーム 

アガペ甲山教会 

浅井産業株式会社 

旭光製作所 

アズビル（株）ビルシステムカンパニー 

アリスバンビーニ小児歯科 

アンビック株式会社 

イエス福音教団東京教会 

イオン金沢シーサイド店 

池田五月山教会幼稚園 

いすゞ自動車販売（株） 

一般社団法人 伊賀法人会 女性部会 

一般社団法人 POOLE 

伊藤忠システック株式会社 

イハラケミカル工業（株） 

今泉会計事務所 

医療法人福生会 多田羅内科クリニック 



ウェスレアン・ホーリネス教団札幌新生教会 

宇野酸素株式会社 

雲仙市商工会 

栄電気株式会社 

エグゼクティブツアー（株） 

エクレ（株） 

江崎器械株式会社 

えびの興産株式会社 

えびの興産（株） 

エムズホーム 

エルメッドエーザイ（株） 

エンジェル保育室 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪経済企業協同組合 

大阪コスモスライオンズクラブ 

大阪市住まい公社 阿倍野住宅管理センター 

大阪すみのえライオンズクラブ 

大阪東住吉平野ライオンズクラブ 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪府貨物運送健康保険組合 

オートワークス京都労働組合 

オールスタッフ（株） 

岡山市中区福祉事務所 

岡山東郵便局 

押谷産業株式会社 

オムロン関西制御機器株式会社 

カイタックグループ 

香芝市切手ボランティア 

春日市社会福祉協議会ボランティアセンター 



カトリック豊中教会 

カトリック滑石教会 

カトリック川越教会 

カトリック北町教会 

かながわゾンタ 

株式会社 扇商会 

株式会社 ADSムラカミ 

株式会社 DS&C 

株式会社 NIPPO 

株式会社アストラカン・アドバタイジング 

株式会社生田工芸 

株式会社イマイチ 

株式会社今村組 

株式会社ウィル 

株式会社エイコーサービス 

株式会社大阪竹葉亭 

株式会社加賀屋 

株式会社久我 

株式会社共創技建 

株式会社近鉄コスモス 

株式会社クリハラント堺港作業所 

株式会社クレーンピーエムセンター 

株式会社河野工業所 

株式会社シー・リンク 

株式会社四国銀行 

株式会社昭和商会 

株式会社谷田工務店 

株式会社東海日動パートナーズかんさい 

株式会社内外美装 



株式会社西建設計 

株式会社西林工務店 

株式会社西山ケミックス 

株式会社ニチデン 

株式会社ニッセイシーエスティー 

株式会社ネクサス 

株式会社ネリキ 

株式会社マテックス 

株式会社美粧ケミカル 

株式会社三好冷暖房 

株式会社メディア中国 

株式会社守谷商会 

株式会社大和 ボランティアコスモスの会 

株式会社山洋 

川崎重工労働組合 

関西しののめ会 

汽灌部品製造株式会社 

キシダ化学（株）東京支店  

北九州市立中央図書館 

キャセイパシフィック航空会社 

キヤノン（株）CSR推進部 

キャノン（株）ＣＳＲ推進部社会貢献推進課 

ギャラリー伽羅 

協同組合ネットワークなにわ 

協和電機株式会社 

近畿バラセメント輸送協同組合 

熊本県海水養殖漁業協同組合 

グライト工業（株） 

クラリオン（株） 



グランプラザ中津ホテル 

ケアストリームヘルス（株） 

ケアハウスあいおい 

国際ソロプチミスト奈良－万葉 

サービス付き高齢者向け住宅 木の香 

堺中央キリスト教会 

三機テクノサポート株式会社 

三協工材株式会社 

さんごじゅの会 

三彩社 

サンリツオートメイション（株） 

ジェイフィルム株式会社 

四国電力総連 

シナノ解体工業（株） 

社団法人宮崎市郡東諸県郡歯科医師会 

新日本カレンダー株式会社 

末広産業株式会社 

スマリー（株） 

住友林業ホームサービス株式会社 

税理士法人 Y.K.C. 

積水ハウス株式会社 

摂津市ボランティアセンター 

セノー（株）東京支店 

全国共済水産業協同組合連合会兵庫県事務所 

泉北とが教会 

千里通商株式会社 

ソニーPCL（株） 

ソニー損害保険（株） 

大東キリスト教会 



大同生命社会貢献の会 

多気町 

竹澤ビル株式会社 

谷左官店 

田主丸町商工会 

たまプラーザキリスト教会 

千葉復活教会 

中国地方郵便局長協会 

中部復建株式会社 

デュプロ株式会社 

電友会 

東京海上日動火災保険株式会社 

東西化学産業株式会社 

徳島家庭裁判所 少年調査官室 

ドコモショップ本厚木店 

鳥取県社会福祉協議会 

鳥取保護観察所 

トヨタカローラ山口 

中井エンジニアリング株式会社 

中野 BC株式会社 

名古屋エアケータリング株式会社 

奈良県大和郡山市役所市民課 

虹の会 

日栄商業株式会社 

日教組和歌山 

日清製粉株式会社 

日鉄住金物流株式会社 

日東電工株式会社 

日本アライアンス神戸伝道所 



日本イエスキリスト教団本部事務所 

日本キリスト教団 石橋教会 

日本キリスト教団 摂津富田教会 

日本キリスト教団 名古屋中央教会 

日本聖公会八木キリスト教会婦人会 

日本バプテスト病院 

日本フリーメソジスト神楽町教会 

日本メノナイトブレザレン教団 平野キリスト教会 

日本リカー株式会社 

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会 

認定こども園 玉里善き牧者幼稚園 

はぎのさとボランティア水曜会 

パソコン整備士協会 

パナソニックリビング首都圏・関東労働組合 

林化成株式会社 

ハレルヤ・チャーチ 

パワーエステート株式会社 

播州地区 JOCS 

ピーズ・サプライ・ホームズ建築設計事務所 

ビクターミュージックアーツ（株） 

樋口スチール株式会社 

ひばりが丘教会 

福島工業株式会社 

フクスケ労働組合 

富士通リース株式会社 

プライムフーズ（株） 

ブリジストン労働組合 

弁護士法人あかつき 

ポートエンタープライズ株式会社 



北海道漁業協同組合連合会 

ボランティアグループお手伝い会ひまわり 

堀クリニック 

松本ビル管理株式会社 

丸一株式会社 

マルヤマエクセル（株） 

みずほ幼稚園 

みんなのおつかい 

メガコスモ株式会社 

山﨑内装工業株式会社 

山道俊税理士事務所 

有限会社アルベロ 

有限会社イマシン 

有限会社福若 

有光工業株式会社 

湯原ライオンズクラブ 

横河東亜工業株式会社 

よこすかボランティアセンター 

ライフ薬品（株） 

ラビベル（株） 

立命館大学 

立命館大学 BKC学生オフィス 

立命館大学教職員組合 

龍谷大学図書館 

若江こども園 

和歌山トヨタ自動車株式会社 

愛徳学園 

安田建物管理(株) 

安田建物管理(株) 



伊江村公営企業課水道事業 

伊藤医院 

医療法人紀泉会家田医院 

医療法人社団こじま内科 

医療法人社団永世会永世病院 

医療法人社団松英会 

医療法人社団日高会 日高病院 

井原水産（株） 

一宮市社会福祉協議会 

一宮市社会福祉協議会木曽川支部 

運送サービス（株） 

荏原実業（株）計測器・医療本部 

永代供養墓普及会 

横浜市栄区医師会 

横浜市特別支援教育総合センター 

花見川キリスト伝道所 

花野井バプテスト教会 

学校法人学習院日本語日本文学科 

学校法人東京神学大学 

学校法人報徳会報徳会幼稚園 

㈱ホンダベルノ市川 桜木店 

関西セミナーハウス活動センター 

関西テレビ放送健康保険組合 

関西電力労働組合八日市支部 

岸本建設（株） 

岸本建設（株） 

岩手県 県南広域振興局 

亀川特許事務所 

宮口建設（株）富山営業所 



宮城学院高等学校 30回生の会 

救世軍清瀬病院 

鋸南町社会福祉協議会 

協和産業（株） 

教務品プロジェクト 

興菱梱包運輸(株) 

群馬県西部環境森林事務所 

群馬県立沼田高等学校 

県営深堀団地第一自治会 

県南広域振興局 

元浦河教会 

光洋マテリカ（株） 

光洋産業（株） 

江別ユネスコ協会事務局 

港南台キリスト教会 

高村光太郎連翹忌運営委員会 

合資会社よつや硝子店 

合同会社ＤＢ－ＳｅｅＤ 

今泉アイクリニック  

佐倉聖書バプテスト教会 

財団法人横浜市体育教会横浜市都筑スポーツセンター 

埼玉県中小企業共済協同組合 

三井住友トラスト不動産株 

三井物産スチール（株） 

三恵エンジニアリング（株） 

三鷹バプテスト教会 

三島高台キリスト教会 

三島高台キリスト教会 

三菱ふそうトラック・バス（株） 



山形県県土整備部管理課 

山形県総務部 

山形六日町教会婦人会 

山梨大学医学部付属病院放射線科 

仕出し 潮招 

四日市友の会幼児生活団 

枝光会附属幼稚園 

糸魚川市社会福祉協議会 

実践家政科政会 

社会福祉法人東合川福祉会 光寿苑 

収集グループ あさがお会 

住電商事（株）東京支社 

住友不動産販売（株）所沢センター 

住友林業ホームテック（株）新潟支店 

十字堂薬店 

出光興産（株） 

昭和マテリアル（株） 

昭和リース（株） 

沼津聖ヨハネ教会 

沼田キリスト聖書館 

上越印刷工業（株） 

上山市社会福祉協議会 

上田市社会福祉協議会 

城北食品（株） 

浄土宗誓教寺 

新潟キワニスクラブ 

新潟特殊企業（株） 

森山環境科学研究所 

神召キリスト教会 



清泉小学校児童会ボランテイア委員会 

生命保険協会 新潟県協会 

聖公会 名古屋聖ヨハネ教会 

西華産業（株）四国支店 

西大和キリスト教会 

誠産業（株） 

青葉キリスト教会 

税理士法人 佐久間会計事務所 

税理士法人 連合会計事務所 

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 

石川ライオンズクラブ 

積水ハウス（株）郡山支店 

赤帽首都圏軽自動車運送協同組合 

仙台演劇鑑賞会 

専修学校 熊本電子ビジネス専門学校 

川崎医療生活協同組合「ルーム三色すみれ」 

川崎汽船（株） 

川﨑バプテスト教会 

前田建設工業（株）北陸支店 

全日本ハム労働組合 

足利友の会 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

損害保険ジャパン日本興亜（株）長岡支店 

太平洋金属健康保険組合 

太陽生命保険（株）東京支社 

大学受験日曜講座 

大館ルーテル同胞教会教会学校 



大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大山（株） 

大正産業（株） 

大塚平安教会 

大坊保育園 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

大和リゾート（株）東京支店 

滝之台電機（株） 

瀧口木材（株） 

瀧口木材（株） 

筑波キリスト教会 

中央区立久松幼稚園 

中央区立月島第二小学校  

中村土建（株） 

中電技術コンサルタント（株） 

中部日化サービス（株） 

中里地区赤十字奉仕団 

朝日新聞東京本社 

津市教育委員会 

電気通信大学 

都立西高等学校 

東海テレビ 

東京トヨペット（株） 

東京衛生学園専門学校 

東京都教職員研修センター 

東光石油販売（株） 

東風平バプテスト教会 

東邦シートフレーム（株） 

東邦薬品（株）丸の内オフィス 



東北岡谷鋼機（株） 

東洋建設（株）北陸支店 

東洋鍼灸専門学校 

藤沢聖マルコ教会 

特別養護老人ホーム愛輪園 

特別養護老人ホーム伊豆高原十字の園 

栃木県県北健康福祉センター 

那覇北ライオンズクラブ 

南相馬市国際交流協会 

南陽ライオンズクラブ 

二和印刷（株） 

日産プリンス東京谷原店 

日新火災海上保険（株）長岡サービス店 

日西物流（株）仙台営業所 

日本イエスキリスト教団 幌向小羊教会 

日本キリスト改革派東京恩寵教会 

日本キリスト改革派八事伝道所 

日本キリスト教会 札幌琴似教会 

日本キリスト教会 札幌白石教会 

日本キリスト教団 狛江教会 

日本キリスト教団 鹿島教会 

日本キリスト教団 下ノ橋教会 

日本キリスト教団 溝ノ口教会 

日本キリスト教団衣笠病院教会 

日本キリスト教団高の原教会 

日本キリスト教団秋田高陽教会 

日本キリスト教団千城台教会教会学校 

日本キリスト教団洗足教会 

日本キリスト教団東所沢教会 



日本キリスト教団福岡玉川教会 

日本キリスト教団福山東教会 

日本キリスト教団薬円台教会 

日本クレア（株） 

日本バプテスト同盟 札幌北野キリスト教会 

日本パルプテックス（株） 

日本プラスチック玩具工業協同組合 

日本マンション管理（株） 

日本メノナイト白石キリスト教会 

日本基督教会房総君津教会 

日本基督教団 稲城教会 

日本基督教団 成瀬が丘教会 

日本基督教団 鶴川北教会 

日本基督教団 野幌教会 

日本基督教団鎌倉恩寵教会 

日本原子力防護システム（株） 

日本福音ルーテル札幌協会札幌北礼拝堂 

日本郵便（株）金沢中央郵便局 

日本郵便（株）大野郵便局 

日本鐵板（株）大阪支社 

柏市社会福祉協議会 カトレア 

白根ガス（株）白根支店 

函館臥牛ライオンズクラブ 

八千代商工会議所 

飯塚市社会福祉協議会ともしび 

彦建設（株） 

芙蓉総合リース（株） 

福田交易（株） 

福島赤十字病院 



文化シャッターサービス（株）静岡 SS 

豊橋福音聖書教会 

北海道恵愛会札幌南一条病院 

北海道新聞社 

味の素冷凍食品(株) 

茂呂塾保育園 

矢崎化工（株） 

油機サービス（株）千葉営業所 

有明高校 

洋風居酒屋 雅 

林電気（株） 

亘理町社会福祉協議会 

齋田産業（株） 


