
2017年 5月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2017年 5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。 

 

(公財)高知県総合保険協会 

（財）宮崎県国際交流協会 

（社）全国旅行業協会 

（一財）切手の博物館 

(一社）埼玉県自転車防犯協会 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）LIXIL住宅研究所 

（株）MARUWA 

（株）TT トレーディング 

（株）アイエスエフネット 

（株）アイジーコンサルティング 

（株）アステック 

（株）アリシア 

（株）アルバ 

（株）アンドクリエイト 

（株）ウチダシステムズ神奈川支社 

（株）エーティーシー秋田事業所 

（株）エステートナビ 

（株）エルハート 訪問看護ステーションエルハートナースケア 

（株）エルモ社 

（株）オオスミ 

（株）オーテック 

（株）キジマ 

（株）クレアホーム 



（株）グローバル 

（株）グローバルスポーツ医学研究所 

（株）ゲオ 

（株）コスモジャパン 

（株）サンユー保険事務所 

（株）シェリロゼ 

（株）スカイプラン 

（株）スズヤス 

（株）そうごう松本支店 

（株）ダイセキ環境ソリューション 

（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）トープラ 

（株）フロンティアハウス 本店 

（株）ベルーナ 

（株）ベルックス 

（株）ベルパーク  

（株）ホリスティックケアジャパン 

（株）マイスターエンジニアリング 

（株）ユタカオートテクノ 

（株）ヨシケイ 

（株）ラルゴ 

（株）リーデック 

（株）リンク・インタラック 

（株）リンレイ 

（株）安全 

（株）伊予銀行 

（株）井田ラボラトリーズ 

（株）一・四・一 



（株）一心堂 

（株）榎本建築設計事務所 

（株）岡村製作所 

（株）感動コーポレーション 

（株）久保製作所 

（株）祁答院土木 

（株）穴吹コミュニティ東京支店 

（株）才賀組 

（株）三興社 

（株）守谷商会神戸営業所 

（株）新和 

（株）西北社 

（株）石井興業  

（株）大西業務店 

（株）谷井建設 

（株）東京富士 

（株）徳永保険事務所 

（株）日本ドリコム 

（株）日本ドリコム 

（株）日本政策投資銀行 

（株）日本郵便 旭川七条郵便局 

（株）日本旅行東北 

（株）尾崎建築事務所 

（株）武藤工務店 笑夢建築工房一級建築士事務所 

（株）平成建設不動産プラザ 

（株）保安企画 

（株）野村総合研究所東京本社 

（株）来侍郵便局 

（株）冷熱工業 



（公益財）福島県国際交流協会 

（公財）みやざき観光コンベンション協会 

（公財）埼玉県芸術文化振興財団 

（公財）日本財団審査本部 

（公社）沼津法人会裾野支部 

（公社）竹原豊田法人会 

（財）結核予防会結核研究所 

（社）若竹大寿会  

（社）全国船舶無線協会 

（社）日本ボイラ協会埼玉検査事務所 

（社）日本薬局協励会 

（社）日本薬局協励会 

（社福）札幌市社会福祉協議会 

（有）ＥＤＫ 

（有）アイエスアール 

（有）ジパング・プロジェクト 

（有）ユゲ商会 

（有）三益商業 

（有）大興資源 

（有）不二越総合保険事務所 

AGCプライブリコ（株） 

ARK OUTSOURCING KK 

ＡＳＡ中原 

ＥＧライフデザイン㈱ 

ＪＡ全農あきた 

J-WP物流サービス（株） 

ＪＸ金属商事㈱ 

ＪＸ金属商事㈱ 

ＮＰＯ法人 加音 



ＮＰＯ法人神奈川県腎友会 

ＮＳＳＢマテリアル㈱ 

NTTテレコン(株) 

ＮＴＴビジネスアソシエ西日本 

ＮＴＴロータスイーターの会 

PL本庁総合事務所 

ＳＧＳジャパン（株） 

SI新居浜みなみ事務局 

SMFLキャピタル（株） 

SPX フローテクノロジージャパン（株） 

TMI総合法律事務所 

TOTO関西販売㈱ 

アーキ・ヤマイチ(株) 

アイトップス㈱ 

赤禿税理士事務所 

浅井産業㈱ 

アサヒビール㈱ 

飯塚市福祉協議会 

イーライフクラブ 

イオンフードサプライ㈱ 

池田五月山教会幼稚園 

池田耳鼻咽喉科 

石橋教会 

いすゞ自動車中部（株） 

一心港運㈱ 

一般社団法人 大学女性協会 

伊藤忠システック㈱ 

伊藤忠システック㈱ 

イムス札幌内科リハビリテーション病院 



医療法人 真摯会 まつもと歯科 

イワキ（株） 

インテリクス国際特許事務所 

ウェスレアン・ホーリネス教団 二俣川キリスト教会 

うたづライオンズクラブ 

宇野酸素㈱ 

栄食メディックス㈱ 

エグゼクティブツアー（株） 

エクレ（株） 

エスオーシー物流（株） 

エフワイ土木㈱ 

エルシーサイエンス㈱ 

大阪九条キリスト教学園 

大阪市阿倍野区老人クラブ連合会 

大阪信愛女学院 小学校 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪府府民情報室 

大杉製薬㈱ 

大住保育園 

岡山市中区福祉事務所 

岡山東郵便局 

お宝本舗えびすや関内店 

カードック コガ 

カトリック麹町教会 海外医療援助切手グループ 

金生商事㈱ 

甲田郵便局 

関西学院 

かんまち調剤薬局 

汽罐部品製造㈱ 



岐建㈱ 

キシダ化学（株）東京支店  

きのこ老人保健施設 

ギャラリーみぎり 

協和テクノロジィズ㈱ 

近畿パラセメント輸送協同組合 

串かつだるま 

クミアイ化学工業（株） 

久米工業㈱ 

倉敷中央在宅介護支援センター 

クラリオン（株） 

小厚化成㈱ 

高知ボランティア・ビューロー 

合同会社ぶどうの木 

神戸海星女子学院中学校・高等学校 

神戸学生青年センター 

神戸女学院  

神戸マスクワイア 

コニシ㈱ 

佐賀県理容生活衛生同業組合 

佐賀年金事務所 

サクラビア成城 

さくらんぼの会 

佐藤社会保険労務士事務所 

サヌキ印刷（株）大阪営業所 

サンエースホールディングス㈱ 

三協工材㈱ 

サンクスコーポレーション 神奈川営業所 

三信電気㈱ 



ジェイフィルム㈱ 

滋賀医科大学医学部附属病院 

四国遊技機商業協同組合 

シティハウス牧志緑ヶ丘公園管理組合 

シナノ解体工業（株） 

しなの産業(株) 

シバタ工業㈱ 

志広建設㈱ 

シャープ労働組合 

社会医療法人三宝会 

社会福祉法人（財団）済生会熊本病院 

ジャパネットワークシステム（株） 

シルバーヴィラ向山 

新居浜市立中萩小学校 

新明産業㈱ 

スパ＆ゴルフリゾート久慈 

スミセイビジネスサービス（株） 

スミセイビジネスサービス（株） 

住友商事㈱ 

聖カタリナ学園高等学校 

生川倉庫㈱・生川倉庫運輸㈱ 

税理士法人らくいち合同会計事務所 

赤十字奉仕団 

積水化成品九州 

積水化成品工業㈱ 

積水化成品工業㈱ 

積水ハウス㈱ 

セブンイレブン水戸加倉井町店 

宗裕寺 



ソニー損害保険（株） 

ダイイチ㈱ 

大建工業㈱ 

大社郵便局 

ダイネン（株）鞍手営業所 

大和ハウス工業㈱ 

タカヤ㈱ 

武鹿事務所 

チャーチオブクライスト大阪教会 

テイ・エステック（株） 

東海不動産 

東京海上日動火災保険㈱ 

東京海上日動火災保険㈱ 

徳島西部地区夫人会事務局 

土佐リハビリテーションカレッジ 

トヨタカローラ山口㈱ 

トランスポート神清㈱ 

富田林教会 

中井エンジニアリング㈱ 

長崎教会 

中村・平井・田邉法律事務所 

ナカヤ建設（株） 

名古屋エアケータリング㈱ 

南方セーラー広告㈱ 

西日本電気システム㈱ 

西日本電気システム㈱ 

ニチユＭＨＩ近畿㈱ 

日通宇部運輸㈱ 

日本紙工印刷㈱ 



日本キリスト教会神戸布引教会 

日本基督教団 庄原教会 

日本キリスト教団 曽根教会 

日本キリスト教団 周船寺教会 

日本基督教団庄原教会 

日本水工設計㈱九州支社 

日本スピードショア㈱ 

日本超音波工業株式会社 

日本郵政㈱ 

ヌヴェール愛徳修道会 

伸晃建設工業㈱ 

能美防災㈱ 

ノートルダム清心女子大学 

ノートルダム清心女子大学 

林化成㈱ 

阪急阪神保険サービス㈱ 

阪神測建㈱ 

光ロータリークラブ 

光和精鉱㈱ 

菱星システム㈱ 

ひだホテルプラザ 

ファッションハウスブルックリン 

プール学院大学キリスト教センター 

フォーリーフ 

福岡女学院教会 

フクダ電子（株）本郷事業所 

富士フィルムメディカル㈱ 

防長武蔵㈱ 

ブリジストン労働組合 



ブルータグ（株） 

プルックサージャパン行政書士事務所 

北陸銀行 

ホテル南風荘 

ボランティアグループ梅の実 

マツオカ建機（株） 

末日聖徒 イエス・キリスト教会 

松本ビル管理㈱ 

丸紅リアルエステートマネジメント㈱ 

まんのう公園管理センター 

三井生命 

三菱電機トレーディング㈱ 

ミルバ 

睦物産㈱ 

武藤建設(株） 

もりおか静眠堂医院 

ヤナセテック（株）」 

八幡市ボランティアふきよせグル―プ 

ユーロフィン日本総研 

ユラボジャパン㈱ 

横河東亜工業㈱ 

横河東亜工業㈱ 

よこすかボランティアセンター 

米山薬品工業㈱ 

リアルタイムグループ 

立命館大学 

レデンプトリスチン修道院 

レモン画翠 

ワイズ公共データシステム（株）福岡営業所 



愛知工業大学 

愛徳カルメル会本部修道院 

旭硝子（株） 

旭川金星橋郵便局 

旭川信用金庫 本部 

伊東洋子税理士事務所 

伊藤医院 

医療財団法人竹栄会介護老人保健施設けんちの苑みずほ 

医療法人紀泉会 家田医院 

医療法人社団恵成会 豊田えいせい病院 

一般財団法人 函館 YWCA 

壱岐市石田庁舎 

稲畑香料（株）関東工場 

茨城県立江戸崎総合高等学校 

羽生キリスト教会 

横浜ＹＷＣＡ 

横浜南ライオンズクラブ 

沖縄マリンサービス（株） 

音沢ボランティア「わたの実」 

下北地域県民局地域健康福祉部 

花まるリフォーム（株） 

学校法人 和泉短期大学 

学校法人阪急学園 

葛飾区中小企業勤労者福利共済会 

株式会社 アグレックス 

株式会社 アスペック 

株式会社 ナカノフドー建設 東北支社 

株式会社 柏崎製作所 

㈱ＣＮＦ 



㈱ＮＨＶコーポレーション 

㈱NIPPO 

㈱今村組 

㈱大電社 

㈱鹿児島銀行 

㈱カサタニ 

㈱カネマツ 

㈱カネマン村瀬 

㈱共立物流システム 

㈱クレメンティア 

㈱サカイ 

㈱サンオーブン 

㈱三洋工業 九州システム 

㈱サンリバー 

㈱ジャペックス 

㈱昭和商会 

㈱末広工業 

㈱高松伸建築設計事務所 

㈱立山高圧工業 

㈱玉屋 

㈱ダンロップゴルフスクール 

㈱ハーマン 

㈱羽根 

㈱ビケンテクノ 

㈱フセナガセ 

㈱丸三 

㈱村井工業所 

㈱村田ソフトウェアサービス 

㈱明治 



㈱メドックス 

㈱モリタ 

㈱守谷商会 

㈱大和 

甘楽町役場 

岩佐機械工業（株） 

岩手県県南広域振興局 

岩手県県南広域振興局 

寄神建設（株）九州支店 

岐阜友の会 

亀川特許事務所 

菊水電子工業（株）首都圏営業所 

吉田社会保険労務士事務所 

久が原教会婦人の会 

久保興業（株） 

宮園輸入車販売（株）メルセデス・ベンツ中野サーティファイドカーセンター 

宮口建設（株）富山営業所 

共立・ケアテックサポートセンター 

協同組合 大矢野ショッピングプラザ 

金子秀人損害生命保険事務所 

熊本県畜産農業協同組合 

熊本友の会公共部 

群馬県西部環境森林事務所 

群馬県渡良瀬発電事務所 

郡山市総合地方卸売市場精算（株） 

穴沢医院 

月島テクノメンテサービス（株） 

建設コンサルタント 南三陸町震災復興事業共同体 南三陸町 CMJV事務所 

県営深堀団地第一自治会 



県南広域振興局土木部 

古川聖書バプテスト教会 

戸畑天籟寺郵便局 

公益財団法人中島記念国際交流財団 

甲陽物流（株） 

荒針産業（株） 

高橋 寛子 

国際ソロプチミスト横須賀 

国際ソロプチミスト松山 

国際ソロプチミスト大竹 

国立国際医療センター國際診療部 

黒田医院 

砂川市ボランティアセンター 

砂川市社会福祉協議会 

埼玉県中小企業共済協同組合 

三井デザインテック（株）ホームインテリア事業部 

三井住友海上火災保険（株） 

三井住友信託銀行 

三井物産アグロビジネス（株） 

三井物産プラスチック（株） 

三井物産メタルズ（株） 

三井物産メタルズ（株）軽金属原料部 

三重県立小児心療センター あすなろ学園 

三鷹バプテスト教会 

三菱マテリアルトレーディング（株）神奈川出張所 

三菱商事建材（株） 

三凌商事 

三和（株） 

山一建材工業（株）本社 



山形県県土整備部管理課 

山根海運（株） 

山本電業（株） 

山梨富士さくらライオンズクラブ 

司法書士南三陸事務所 

市川彰弘税理士事務所 

志村バプテスト教会 

糸魚川市社会福祉協議会 

社会福祉法人 岩内町社会福祉協議会 

社会福祉法人 幸会 

社会福祉法人せせらぎ会 

社会福祉法人上山市社会福祉協議会 

収集グループ あさがお会 

秋田県職員連合労働組合秋田支部 

秋田県職員連合労働組合本庁支部 

秋田港ロータリークラブ 

住化ポリカーボネート（株） 

住友生命保険相互会社 

住友不動産建物サービス（株） 

住友不動産建物サービス（株） 

住友林業（株）住宅事業本部 

渋谷外語学院 

出雲今市教会 

出水運輸センター（株） 

小野コンクリート工業（株） 

昭和リース（株） 

松阪キリスト福音教会 

沼田キリスト聖書館 

湘南ふじさわシニアネット 



上田市社会福祉協議会 

浄土宗誓教寺 

新栄クリエイト（株） 

新潟特殊企業（株） 

森山環境科学研究所 

神谷コーポレーション（株）湘南オフィス 

神奈川県退職公務員連盟 

神奈川県立保健福祉大学 

青木油脂工業（株） 

税理士法人仲田パートナーズ会計 

積水ハウス（株）東京西シャーメゾン支店 

積和不動産（株）管理事業本部神奈川事業部 

積和不動産(株)東京事業部 

積和不動産関東（株） 

仙台演劇鑑賞会 

仙台保護観察所 

千葉稲毛海岸郵便局 

千葉経営企画（株） 

川崎ブレーメン通郵便局 

川崎医療生協 

川重冷熱工業株式会社 東日本支社 

川西町立図書館・遅筆堂文庫 

前橋保護観察所 

全日本ハム労働組合 

倉敷聖約キリスト教会 

捜真女学校ＹＷＣＡ 

相日防災（株） 

相模原福音キリスト教会 

村山市婦人連合会 



村上市社会福祉協議会荒川支所 

太田ベンチャークラブ 

太平洋金属健康保険組合 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大崎上島東野ライオンズクラブ 

大成興業（株） 

大津鉄工（株） 

大日精化工業（株）東日本支社 

大日本図書 

大和ライフネクスト（株）首都圏中央支社 

鷹巣西児童館 

池上ルーテル教会 

中国トラベル 

朝顔教会 

町田ＪＯＣＳ 

長崎温泉やすらぎ伊王島 

天使の聖母トラピスチヌ修道院 

電器のアキバ 

電気通信大学 

東ポリ（株） 

東レ（株）名古屋支店 

東海物産（株） 

東京ワシントンウイメンズクラブ（ＴＷＷＣ） 

東京海上日動火災保険（株）所沢損害サービスセンター 

東京国際コンサルティング（株） 

東京諸聖徒教会 

東京第一友の会公共係 

東京電力常傭職員労働組合本部 

東京不動産管理（株） 



東郷ファインアート 

東光高岳労働組合小山支部 

東芝労働組合京浜支部 

東大宮福音自由教会 

東那須野地区婦人会 

特定非営利活動法人マザーハウス事務局 

特別養護老人ホーム 住之江 

栃木県産業技術センター 

内野建設（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日本キリスト教会 徳島教会 

日本キリスト教会上田教会 

日本キリスト教団 狛江教会 

日本キリスト教団 狛江教会 

日本キリスト教団 首里教会 

日本キリスト教団 洗足教会 

日本キリスト教団 大船教会 

日本キリスト教団 大船教会 

日本キリスト教団 阿佐谷東教会 

日本キリスト教団 幸町教会 

日本キリスト教団 西都教会 

日本キリスト教団旭川豊岡教会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団志木教会附属 泉幼稚園 

日本キリスト教団青森松原教会 

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 

日本キリスト教団幕張教会 



日本テレビ放送網（株）事業局「24時間テレビ」事務局 

日本バプテスト連盟藤沢バプテスト教会 

日本ハム（株） 

日本基督教団 上田新参町教会 

日本基督教団 高崎教会 

日本基督教団 聖徒教会 

日本基督教団 東村山教会 

日本基督教団 南町田教会 

日本基督教団羽咋教会 

日本基督教団丸亀教会 

日本基督教団九州教区事務所 

日本基督教団高輪教会 

日本経済新聞東京都連合日経会 

日本健康太極拳協会埼玉県支部 

日本赤十字社富山県支部 

日本道路（株）中部支店 

日本郵便（株） 三原西野町簡易郵便局 

日本郵便（株）広島下緑井郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本郵便（株）今治郵便局 

日本郵便（株）市川郵便局 

日本郵便（株）秋田中央郵便局 

日本郵便（株）新潟中央郵便局 

日本鐵板（株）大阪支社 

年友企画 

飯田赤石ライオンズクラブ 

飛鳥建設（株）技術研究所 

富山大学極東地域研究センター 

富士見高原教会 



富沢建材（株） 

武雄法律事務所 

部落解放同盟中央本部 

福島赤十字病院 

平成筑豊鉄道（株） 

米沢ライオンズクラブ 

北海道新聞社 

北海道農業協同組合中央会 

北海道富士電機（株） 

北沢産業（株） 

北陸銀行金山橋支店 

毎日新聞社 

枕崎ライオンズクラブ 

名古屋福音伝道教会 

明治労働組合 東北支部 

油壺エデンの園 

㈲足立農園 

㈲エール 

㈲オーム電機産業 

㈲ニーズ 

㈲沼谷工業 

㈲松尾熔接所 

林田行政書士事務所 

労働保険事務組合ティグレ東京 

雙葉高等学校・中学校 


