
2017年 4月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2017年 4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。 

 

（一社）建設コンサルタンツ協会 

（株）F&Cホールディングス 

（株）JHC大阪 

（株）ＬＩＸＩＬシニアライフカンパニー 

（株）ＬＲ小川会計グループ 

（株）ＮＥプロジェクト 

（株）NIPPO戸田合材工場 

（株）ＮＩＰＰＯ真岡出張所 

（株）NIPPO北信越支店 

（株）ＴＢＳ企画 

（株）TM空調 

（株）URA 

（株）アールデック 

（株）アイケイ工販 

（株）アイジーコンサルティング 

（株）アクセル 

（株）アゼスト 

（株）アドバンスサービス 

（株）エイチ・アイ・エス 

（株）エス・ティー・ワールド 本部 

（株）エンプラス半導体機器 

（株）オリエント本社 

（株）カネカソーラーサーキットのお家 

（株）カレッヂ 



（株）クオニイジャパン 

（株）ケイネット 

（株）スガテック 

（株）スミカ 

（株）ソニックス 

（株）タマディック本社・管理本部 

（株）チャイルド本社 

（株）ティエフケー 

（株）デンソー 

（株）テンダーラビングケアサービス 

（株）トータルライフケア奥沢 

（株）ドコモＣＳ東海 

（株）ナリシゲ 

（株）ニッセツ 

（株）ネクストステージ 

（株）ネビュラプロジェクト 

（株）パートナーズ・プロフェッショナル・サービス 

（株）ピート 

（株）フジパシフィックミュージック 

（株）プルータス 

（株）ベルーナ 

（株）ホーム建材店 

（株）マイスターエンジニアリング 

（株）ミカミ 

（株）ミトク 

（株）メイユウ 

（株）メイユウ 

（株）モリテックス本社 

（株）ヤマタネ食品本部 



（株）ヨロズ愛知 

（株）ワック 横浜ツールステーション 

（株）伊予銀行広報 CSR室 

（株）関工ファシリティーズ 

（株）経済界 

（株）月星工業 

（株）江藤 

（株）佐浦計器製作所 

（株）三井住友銀行西新井支店 

（株）三峯青葉 

（株）守谷商会 

（株）松本組 久留米営業所 

（株）新堀新聞店 

（株）新堀新聞店 

（株）真和物流サービス 

（株）西華 

（株）先端生命科学研究所 

（株）多田機販 

（株）東亜オイル興業所 

（株）東京エイドセンター 

（株）東京エンジニアリング 

（株）東京エンジニアリング 

（株）東流社  

（株）徳屋 

（株）日本ディックス 

（株）日本政策投資銀行新潟支店 

（株）日本創造教育研究所 東京研修センター 

（株）梅田製作所 

（株）美建 



（株）不動産工房 

（株）北陸銀行大徳支店 

（株）野毛印刷 

（公）東京都保険医療公社 多摩北部医療センター 

（公財）山階鳥類研究所 

（公社）企業メセナ協議会 

（公社）隊友会 

（公社）函館法人会 

（財）全国中小企業共済財団 

（社）江戸川建設業協会 

（社）埼玉県法人会連合会 

（社）世田谷法人会 

（社）日本共済協会 

（社）日本農芸化学会 

（社）日本薬局協励会 

（有）コヤマ塗装店 

（有）サン工房 

（有）ジパング・プロジェクト 

（有）阿部測工 

（有）安野測量事務所 

（有）栗原美術 

（有）新紘産業 

（有）福富住宅 

（有）友田保険事務所 

「小さな親切」運動 

GF株式会社 

H.R.コーポレーション 

ＨＯＹＡサービス（株）アイケアカンパニー 

IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 



ＪＡ いるま野 

ＪＡ全農かながわ 

ＪＡ全農たまご（株） 

J-POWERグループ生協 

JXエンジニアリング（株） 

NCC松尾電機㈱ 

NEC情報システム株式会社 

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合 

NTT西日本 

Office K 

PL東京健康管理センター 

RNA Inc. 

あい・ネパールの会 

アヴィバ（株） 

朝明ライオンズクラブ 

旭精密㈱ 

旭光製作所 

あじさい倶楽部 

あすてボランティア 

アッヴィ合同会社 

アメイジー（株） 

あゆみ製薬（株） 

アンテナ技研（株） 

イオン保険サービス（株） 

一般社団法人 POOLE社会ボランティアの会 

いわき市森林組合 

ウェスレアン・ホーリネス淀橋教会 

宇和島市役所 

エクレ（株） 



エネサーブ（株）埼玉事業所 

江場酸素工業株式会社 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪コスモスライオンズクラブ 

大阪市職業リハビリテーションセンター 

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 

大阪府立母子保健総合医療センター  

大阪南ライオンズクラブ 

大阪大和川ライオンズクラブ 

大阪ラブリーライオンズクラブ 

大沢運送㈱ 

岡山東郵便局 

小野博郷法律事務所 

ガールスカウト福井第２８団 

香川県高松港管理事務所内せとうち会 

カトリック衣笠教会 

カトリック大浦教会 

カトリック北町教会 

河北印刷㈱ 

川口製菓株式会社 

川口晴康税理士事務所 

関西電気保安協会 

汽罐部品製造株式会社 

吉備中央町国際化推進協会 

行政書士濱坂和子事務所 

京都市役所 

京都洛東ライオンズクラブ 



清高保育園 

キリスト教ブライダル宣教団 

窪川ライオンズクラブ 

熊谷組 

グラーネ介護サービスセンター 

クラリオン（株） 

グリーンエンジニアリング(株) 

クリエイティブ・コンセプト 

栗原工業㈱ 

久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 

神戸学院大学 

コープデイズ芦屋福祉サークル 

国際ソロプチミスト奈良 

志布志市社会福祉協議会 

さくらチャイルドセンター 

サンエス石膏㈱ 

サンエス護謨工業㈱ 

サン技研工業㈱ 

さんさん倶楽部 

ジェイアールバス関東（株） 

シグマロジスティクス（株） 

志布志市立 山重小学校 

清水建設㈱ 

下津ライオンズクラブ 

ジャパン・パーソネル・サポート 

シャロンの花 イエス・キリスト教会 

ジョブサポートパワー（株） 

新居浜新田郵便局 

新明産業株式会社 



末吉ライオンズクラブ 

スクーナー（株） 

進工業㈱ 

スマリー（株） 

住友化学㈱ 

税理士法人アイビス 

セコム工業（株） 

セノー（株）東京支店 

センクシア（株） 

セントラルホテル佐世保 

ソニー損害保険（株） 

ダイセーエクスプレスシステム（株） 

ダイダン（株）関東支店 

ダイダン㈱ 

ダイダン㈱ 

大日コンクリート工業㈱ 

太洋ねぢ㈱ 

武鹿事務所 

チアキデンタルクリニック 

小厚化成株式会社 

中国電力㈱ 

中部電力㈱ 

月桂冠㈱ 

デンマーク INN小田原 

東栄㈱ 

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 

トキワ労働組合 

トヨタカローラ山口 



トヨタホーム名古屋 

トヨタ紡織（株） 

トリンプ・インターナショナル・ジャパン（株）静岡センター 

長岡金属工業㈱ 

長崎教会 

名古屋エアケータリング㈱ 

なごや希望教会 

奈良 YMCA 

奈良セントラルライオンズクラブ 

西精工㈱ 

西日本高速道路㈱ 

西宮友の会ようじせいかつだん 

ニチレキ㈱ 

ニッセイシーエスティー 

日本キリスト教団京北教会 

日本キリスト教団新居浜教会 

日本精機宝石工業㈱ 

日本赤十字社 

日本脳卒中協会 

日本バプテスト教会 

日本ピラー工業㈱ 

日本ビル・メンテナンス㈱ 

日本福音ルーテル室園教会 

日本郵便㈱ 

パイオニア（株） 

バイオバンク（株） 

梅光学院大学 

ハウスビジネスパートナーズ（株） 

白水労働組合 



函館柏木郵便局 

八栗シオン教会 

パナソニックエコソリューション労働組合新潟支部 

パナソニックリビング首都圏・関東（株） 

ビー・エム・ダブリュー（株） 

ピカソ美化学研究所 

日立金属ファインテック㈱ 

プルデンシャル生命保険（株） 

フレンド税理士法人 

平安女学院大学附属幼稚園 

ボーケン品質評価機構 

ホクト商事(株) 

ホクレン農業協同組合連合会苫小牧支所 

北海道漁業協同組合連合会 

マツオカ建機（株） 

丸大食品労働組合 

マルヤマエクセル（株） 

マンダリン オリエンタル 東京 

三井生命保険㈱ 

武庫之荘カルチャースタジオ 

村井工業所 

メリノール女子学院高等学校生徒会 

門田診療所 

野洲キリスト教会 

安野産業㈱ 

やたべ行政書士事務所 

山口信愛教会 

ヤマト工業株式会社 

有限会社 人の森 



吉川輸送株式会社 

ライオンズクラブ国際協会 

ライカマイクロシステムズ(株) 

ロイヤルグループ労働組合 

ローソン浦和大久保店 

愛知（株）東京本部 

安心院ライオンズクラブ 

伊藤忠商事（株）中部支社 

医療法人 瀬川病院 

医療法人愛敬会 タキオ保養院 

医療法人社団筑波記念 筑波記念病院 

医療法人社団欅会 東大和南街クリニック 

井原水産（株） 

井上経営労働問題研究所 

一般財団法人北海道建築指導センター 

一般社団法人 全国住宅技術品質協会 

宇都宮保護観察所 

浦和キリスト集会 

栄和リサイクル（株） 

永代供養墓普及会 

燕市社会福祉協議会 

遠藤科学（株）御殿場支店 

横浜市中スポーツセンター 

横浜保護観察所 

岡谷鋼機（株）  

河辺・家の教会 

花巻商工会議所女性会石鳥谷支部 

花巻商工会議所女性会大迫支部 

外井法律事務所 



各務克郎税理士事務所 

学校法人 桜ヶ丘学園 桜ヶ丘幼稚園 

学校法人横浜英和学院青山学院横浜英和中学高等学校 

㈱NIPPO 

㈱NIPPO 

㈱朝日プリンテック 

㈱イーエスプランニング 

㈱池田環境保全 

㈱一条工務店 

㈱イトウ工務店 

㈱ウェルネスサプライ 

㈱エイコーサービス 

㈱扇商會 

㈱オーミヤ 

㈱沖村総合建設 

㈱久我 

㈱コスミック クリエイト 

㈱桜川ポンプ製作所 

㈱サンドール 

㈱清水鐵工所 

㈱シャインテック 

㈱スリーボンド 

㈱大栄 

㈱デジック 

㈱豊食 

㈱ナチュラルスタイル 

㈱奈良木建 

㈱ビオネスト 

㈱福祉の街 



㈱フジペック 

㈱丸漬 

㈱南日本総合サービス 

㈱明西エンジニアリング 

㈱メタルアート 

㈱山内工業 

㈱山忠商会 

㈱ラヴェリオ 

㈱麗光 

寒河江キリスト教会 

寒川キリスト教会 

丸福（株） 

岩手県酒造組合 

亀川特許事務所 

宮澤興業（株） 

挙母ルーテル幼稚園 

共愛学園中学校 

興建産業（株） 

近江平安教会 

桑員地区労働者福祉協議会 

恵庭市立若草小学校 

経堂緑岡教会 

県立今治病院 

元浦河教会 

原町田教会 

五洋建設（株） 

御影教会 

公益財団法人民間放送教育協会 

厚木切手ボランティアの会 



幸和クリニック 

江別ユネスコ協会事務局 

高井戸教会 

高岡中央ライオンズクラブ 

高山政信税理士事務所 

高松丸亀町商店街振興組合 

国光エクセル（株） 

国際ソロプチミスト大曲 

今村電気化学（株） 

佐野藤建設（株） 

札幌発寒教会 

三井住友海上あいおい生命保険（株） 

三井不動産リフォーム（株） 

三井物産アグロビジネス（株） 

三井物産スチール（株） 

三菱鉱石輸送（株） 

三菱重工冷熱（株） 

三菱商事プラスチック（株） 

三菱商事プラスチック（株） 

山下湘南夢クリニック 

山形県健康福祉部 

山形県総務部 

山形県立保健医療大学 

山口県合唱連盟 

四谷新生幼稚園 

市川八幡キリスト教会 

志布志ライオンズクラブ 

鹿児島市地域包括支援センター 喜入 

室蘭ユネスコ協会事務局 



篠原歯科医院 

社会福祉法人 広島良城会 

社会福祉法人幸会 幸園 

酒匂キリスト教会 

秋田石油備蓄（株）男鹿事業所 

住電商事（株） 

住友重機械搬送システム（株） 

勝又和彦税理士事務所 

昭和リース（株） 

松戸ニッセイエデンの園 

焼津ライオンズクラブ 

新潟市医師会 

新聞セールス インフォメーションセンター 

森建設工業（株） 

神奈川建設工業（株） 

神奈川生協ＣＯＯＰ白山道店 

杉内経営労務管理事務所 

聖公会 名古屋聖ヨハネ教会 

青梅幼稚園 

静岡県結核予防婦人会 

静岡県結核予防婦人会 

税理士法人 古田土会計 

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 

税理士法人影山会計事務所 

税理士法人日本税務総研 

石丸食肉産業（株） 

仙建工業（株） 

仙台ＪＯＣＳ 



川崎汽船（株） 

川崎区役所保健福祉センター 

川辺恒雄事務所 

前橋保護観察所 

全国漁業協同組合連合会 

曽田香料（株） 

早稲田ライオンズクラブ 

早野商事（株） 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 新潟支店長席 

村上小町郵便局 

太陽建設工業（株） 

太陽生命保険（株）東京支社 

帯広友の会 

大磯キリスト教会  

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大成有楽不動産（株）名古屋支店 

大日本図書 

大里医院 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

第一生命労働組合長岡営業職支部 

第三コンドルタクシー（株）高円寺営業所 

瀧口木材（株） 

瀧口木材（株） 

池上ルーテル教会 

中越三菱自動車販売（株）長岡中央店 

中山町健康福祉課 

中部日化サービス（株） 

中部日化サービス（株）三重支店 

町田ＪＯＣＳ 



長崎バプテスト教会 

長崎県病院企業団 

長津田キリスト教会 

津市教育委員会 

田園調布教会（社会委員会） 

登米市社会福祉協議会 

東映（株） 

東京ボランティア・市民活動センター 

東京ボランティア・市民活動センター 

東京海上日動調査サービス（株） 

東京諸聖徒教会 

東京第四友の会 

東光石油販売（株） 

東芝コンシューママーケティング（株） 

東日本コベルコ建機（株） 

東邦銀行従業員組合 

東洋建設(株)東北支店 

東洋電産（株）本社岳南工場 

東浴信用組合 

当別ライオンズクラブ 

苫小牧めぐみキリスト教会 

内藤電誠工業（株） 

南海印刷（株） 

南海化学（株）土佐工場 

南真化学工業（株） 

楠税理士事務所 

二戸ライオンズクラブ 

日新化熱工業（株）本社工場 

日神不動産（株）横浜支店 



日西物流（株）仙台営業所 

日赤宮城県支部石巻市地区 

日鋪建設（株）神奈川出張所 

日本アイエフ(株) 

日本キリスト教 所沢教会 

日本キリスト教会磐田西教会 

日本キリスト教団 赤羽教会 

日本キリスト教団 大船教会 

日本キリスト教団 輪島教会 

日本キリスト教団 下ノ橋教会 

日本キリスト教団 長野本郷教会 教会学校 

日本キリスト教団 播磨新宮教会 

日本キリスト教団ひの木教会 

日本キリスト教団安積教会 

日本キリスト教団我孫子教会 

日本キリスト教団室町教会 

日本キリスト教団酒田教会婦人会 

日本キリスト教団小田原教会 

日本キリスト教団富士見丘教会 

日本バプテスト深川教会 

日本基督教団 横浜大岡教会 

日本基督教団 栗平教会 

日本基督教団 成瀬が丘教会 

日本基督教団 藤沢教会 

日本基督教団三鷹教会 

日本基督教団小野教会 

日本基督教団松本筑摩野伝道所 

日本基督教団神奈川教会 

日本基督教団相模原教会附属相模白ゆり幼稚園 



日本基督教団鶴川北教会 

日本聖公会 東京教区真光教会 

日本聖公会 福井聖三一教会 

日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター 

日本赤十字社三重県支部 

日本赤十字社福島県支部 

日本電産エレシス（株）本社 

日本電産コパル電子（株）新宿パートナー営業部 

日本電設工業（株）横浜支社 

日本郵便（株）札幌西野八条郵便局 

日本郵便（株）南関東支社 

日本郵便（株）万富郵便局 

日野キリスト教会 

熱海国際交流協会 

八王子日本閣 

八戸グランドホテル 

飯能キリスト教会 

浜松聖星高等学校 

敷島介護(有) 

風神会計事務所 

福崎キリスト教会 

福祉介護センターひがし 

福野青葉幼稚園 

豊橋善意銀行 

北九州復興教会 

北川ヒューテック（株） 

北斗精機（株） 

枕崎ライオンズクラブ 

名古屋通信工業(株) 



名古屋福音伝道教会 

名張ユネスコ協会 

明治安田生命保険相互会社 

明治安田生命保険相互会社国母営業所 

野辺地ライオンズクラブ 

野方ウェスレアンメソヂスト教会 

柳川市教育部図書館 

㈲イシウラオート 

㈲イマシン 

㈲加原天幕製作所 

㈲チェーンソーアート・ジャパン 

㈲花見モータース 

立教女学院中学校 

緑の牧場教会大館チャペル 

緑バプテスト キリスト教会 

緑バプテスト キリスト教会 

偕成社 

齋田産業（株） 

茗荷谷キリスト教会 


