
2017年 11月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2017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）ADSムラカミ 

（株）ＪＡＬ－ＤＦＳ 

（株）JHC大阪 

（株）JM札幌サービスセンター 

（株）ＫＭコーポレーション 

（株）NIPPO コーポレーション神奈川復旧出張所 

（株）ＮＩＰＰＯ中部支店 

（株）ＮＩＰＰＯ栃木総括事務所 

（株）NTTマーケティングアクト 

（株）ＯＲＢ 

（株）OSKプランニング 

（株）TT トレーディング 

（株）アート技研 

（株）アーバン二十一 

（株）アグレックス 

（株）アスリード 

（株）アド電通大阪 

（株）アリア 

（株）一条工務店 

（株）一八設備 

（株）エステートナビ 

（株）エダキン 

（株）エフ・エム・アイ 

（株）エフプランニング 



（株）エムアイエス 

（株）エルメックス 

（株）エルモ社 

（株）オーム電機 

（株）カーライフサンキュー 

（株）キジマ 

（株）クオラス 

（株）くらし計画 

（株）グローバル 

（株）グローバルコミュニティ 

（株）コーケン・メディケア 

（株）コラボレ 

（株）ササイナカムラ 

（株）三栄金属製作所 

（株）サンクレテック 

（株）システムソフィア 

（株）ジツダヤ 

（株）ジョイコミュニティ 

（株）シンコークリーン 

（株）スカイプラン 

（株）スカイプラン 

（株）スズキマリン 

（株）ソフランウイズ 

（株)ダイケンビルサービス 

（株）タカプラ 

（株）タカラ 

（株）チップワンストップ 

（株）ティクスＩＫＳ 

（株）データ・アプリケーション 



（株）テレビ静岡 

（株）テンダーラビングケアサービス 東京本社 

（株）トープラ 

（株）トップエステート 

（株）トラベルキッズ 

（株）ニッセイシーエスティー 

（株）ニッセツ 

（株）ハイロジック福岡支店 

（株）はらだ牧場 

（株）ピース 

（株）ヒットソース 

（株）ファニチャー速水 

（株）フクヤマ両国店 

（株）フジ電子 

（株）プルータス 

（株）ブルーボックス 

（株)ベルパーク  

（株）マイウェイ ファミリークラブ 

（株）マキタ 

（株）マスター 

（株）村井工業所 

（株）メイサービス 

（株）メンテックカンザイ 

（株）ヤマタネ食品本部 

（株）ユニフローズ 

（株）ランテック 

（株）リキ電業 

（株）リッチェル 

（株）ワイズ・ヒューマン・パートナーズ 



（株）医学通信社 

（株）音映システム 

（株）関東機械センター 

（株）丸幸 

（株）宮島関東営業所 

（株）光陽 

（株）甲南保険センター 

（株）佐和組 

（株）三陽商会 

（株）山田書店 

（株）七和 

（株）新製作所 

（株）西武補聴器センター 

（株)大丸松坂屋友の会 札幌店 

（株）中満ゴム工業 

（株）長谷川建設 

（株）渡辺鉄工 千葉工場 

（株）東北村田製作所 郡山事業所 

（株）徳屋 

（株）不動産工房 

（株）不動産工房 

（株）福田電機製作所 

（公社）建設荷役車両安全技術協会 

（財）郵政福祉東北地方本部 

（社）東北電気管理技術者協会 

（社）日本薬局協励会 

（有）あるふぁサポートサービス 

（有）ジパング・プロジェクト 

（有）光陽サービス 



（有）坪井冷機サービス 

｢小さな親切」運動奈良県本部 

AIU損害保険会社 

BXあいわ（株） 

EBB B． MOBLEY 

J.POSH 

ＪＥＣ泉南福音教会 

ＪＥＣ連合興人新労働組合 

JU観光合同会社 

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合 

ＮＰＯ世田谷桜丘まちづくり 

NSSBマテリアル（株） 

NTT コムエンジニアリング（株） 

SMFLキャピタル（株） 

アールシステム(有) 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

アグロ カネショウ（株）九州支店 

浅井産業（株） 

旭精密（株） 

味岡（株） 

安全興業（株） 

イオン金沢シーサイド店 

池田五月山教会 

一般社団法人 POOLE 社会ボランティアの会 

伊藤ハム（株） 

医療法人三永会 

医療法人中川医院 

岩田塗工店 

エクレ（株） 



エムアンドエム 

大分県佐伯土木事務所 

オーウエル（株） 

大阪・阿倍野ライオンズクラブ 

大阪府立佐野工科高等学校 

大崎ライオンズクラブ 

大野郵便局 

大盛化工（株） 

大森産業（株） 

岡山市中区福祉事務所 

オグラ金属（株） 

カァツバイ（株） 

カトリック尾形町教会 

カトリック恵庭教会 

カトリック麹町聖イグナチオ教会 海外医療援助切手グループ 

カトリック盛岡上堂教会 

カトリック川越教会 

カトリック足利教会 

カホク運送（株） 

神山ライオンズクラブ 

萱島キリスト教会 

烏丸 club 

河北印刷（株） 

関西電気保安協会 

汽罐部品製造（株） 

京都市国際交流協会 

京都ライオンズクラブ 

キリスト教ブライダル宣教団 

近畿バラセメント輸送協同組合 



串間商工会議所 

熊本放射線外科 

クラリオン（株）本社・技術センター 

ケアプランセンター元気 

京阪カインド（株） 

コイト電工（株）東北支店 

甲南女子中高等学校 

神戸再度筋教会婦人会 

コカ・コーラ協会 

国際ゾンタ京都Ⅰゾンタクラブ 

国際ゾンタ京都Ⅱクラブ 

こころの歌常楽寺琴英 

小西酒造（株） 

サンエス護謨工業（株） 

社会医療法人大道会 

シャルレ代理店㈲プラミー 

ジョブサポートパワー（株） 

白井幸夫事務所 

白山市農業委員会事務局 

新宝珠幼稚園 

ジンマー・バイオメット・デンタル（株）東京本社 

スーパー自動車販売（株） 

末広産業（株） 

スターネット（株）首都圏第１支社 

ストロング通商（株） 

住友不動産（株） 

聖母の家学園 

セノー（株）東京支店 

セブンイレブン水戸加倉井町店 



泉州プラント興業（株） 

ソニー損害保険（株） 

大建コンクリート（株） 

大同生命保険（株） 

大日本除虫菊（株） 

タイヨー（株） 

高槻エイフボランタリーネットワーク 

丹後中央ライオンズクラブ 

ティティアイ・ジャパン（株） 

てらだ小児科 

東京海上日動火災保険（株） 

東邦化学工業（株） 

トヨタカローラ山口（株） 

富田林商工会 

直傅霊気研究会 

長崎聖三一教会 

長崎平和記念教会 

中村・平井・田邉法律事務所 

名古屋エアケータリング（株） 

ナニハ繊維工業（株） 

奈良ＹＭＣＡ 

西日本イワタニガス（株） 

ニチユ MHI近畿（株） 

ニチレキ（株） 

日教組和歌山 

日東電工（株） 

日本 NCRビジネスソリューション（株） 

日本アライアンス教団神戸伝道所 

日本イエス・キリスト教団岡南教会婦人会 



日本イエス・キリスト教団鈴蘭台福音教会 

日本キリスト教団磐上教会 

日本キリスト教団神和教会 

日本キリスト教団堺川尻教会 

日本キリスト教団泉北とが教会土よう学校 

日本キリスト教団屋島教会 

日本バプテスト病院 

日本被服（株） 

日本ピラー工業（株） 

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会 

日本ワグナー・スプレーチック（株） 

パーフェクト リバティー教団 総合事務所 

八栗シオンキリスト教会 

林光行事務所 

林光行事務所 

播磨町国際交流協会 

パルシステム共済生活協同組合連合会 

バルスパーロック（株） 

ハレルヤ・チャーチ 

フードテクノエンジニアリング（株） 

フジトク（株） 

ブリヂストンタイヤジャパン（株）静岡カンパニー 

ふれあいサロンとみざわ 

ポートエンタープライズ（株） 

北海道漁業協同組合連合会 

ホリー（株）岐阜工場 

マツオカ建機（株） 

末日聖徒イエス・キリスト教会 

三重鋼材（株） 



三井生命 

三菱商事インシュアランス（株） 

南住吉教会 

藪謙一郎税理士事務所 

大和ランテック（株） 

横河東亜工業（株） 

よこすかボランティアセンター 

吉本産業（株） 

リョービ販売（株）宇都宮営業所 

ワシノ機工（株） 

安形秀次税理士事務所 

伊藤医院 

伊豆仁田キリスト教会 

医療法人愛敬会 タキオ保養院 

一般財団法人 光線研究所 

一般社団法人愛知高齢者事業団 

一般社団法人倫理研究所 

壱岐生コン（株） 

茨城県立水戸高等特別支援学校 

宇都宮塗料工業（株） 

浦山行政書士事務所 

栄・見楽来会 

遠藤科学（株）御殿場支店 

横浜まどかグループ 

横浜市南スポーツセンター 

岡谷鋼機（株）東京本店 

河辺・家の教会 

花王カスタマーマーケティング（株）新潟支店 

花見川キリスト伝道所 



花野井バプテスト教会 

会津若松環境管理協業組合 

外井法律事務所 

学校法人アルウィン学園 玉成保育専門学校 

学校法人阪急学園 

学校法人阪急学園 

苅田ライオンズクラブ 

観光タクシー2Ｆ総合事務所 

岩手県県南広域振興局 

岩手県県南広域振興局 

共和食品（株） 

協栄工業（株） 

金子秀人損害生命保険事務所 

熊本サンライズライオンズクラブ 

熊本菊南ライオンズクラブ事務局 

群馬県西部環境森林事務所 

郡山地区ハイヤータクシー協同組合 

恵泉女学園 

恵庭市ボランティアセンター 

戸田アスコン（株） 

虎の門マスモト 

五洋建設（株）本社 

公益財団法人東京動物園協会 

公孫会西蒲・燕支部 

港南台キリスト教会 

荒針産業（株） 

行政書士奥田亮一 

高山ライオンズクラブ 

高松丸亀町商店街振興組合 



高村光太郎連翹忌運営委員会 

佐賀県ダム管理事務所 

佐倉聖書バプテスト教会 

札幌聖ミカエル教会日曜学校 

三井デザインテック（株）ホームインテリア事業部 

三井物産アグロビジネス（株） 

三井物産スチール（株） 

三井物産スチール(株) 

三栄メンテナンス（株） 

三機テクノサポート（株） 

三菱電機ビルテクノサービス（株）金山営業所 

山陰中央新報社 

山形県県土整備部管理課 

山梨英和中・高同窓会東京支部 

四日市友の会 幼児生活団 

滋賀銀行彦根支店 

実践家政科会 

社会福祉法人 聖愛保育園 

社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会 

社会福祉法人上山市社会福祉協議会 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

社会福祉法人藤の園 

住電商事（株） 

住友不動産建物サービス（株） 

住友林業（株） 

所沢福音キリスト教会 

昭和リース（株） 

沼津聖ヨハネ教会 

乗馬クラブクレイン千葉 



伸栄化学株式会社 

森建設工業（株） 

森山環境科学研究所 

神奈川パークス（株）箱根パークス吉野 

星塚敬愛園恵生教会 

聖公会 名古屋聖ヨハネ教会 

聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂 

青山学院 

青森オフセット印刷（株） 

斉田電機産業（株） 

税理士法人 日野総研 

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 

千葉市ボランティアセンター 

川崎ブレーメン通郵便局 

川辺恒雄事務所 

全国卸商業団地企業年金基金 

全農青森県本部 

曽田香料（株） 

相模原福音キリスト教会 

損害保険ジャパン日本興亜（株）ちきゅう倶楽部 

損害保険ジャパン日本興亜（株）長岡支店 

村田事務所 

太白区障害者福祉協会 

太陽ステンレススプリング（株） 

太陽生命保険（株）東京支社 

台北市松年福祉會玉蘭荘 

大井バプテスト教会 

大学生協 東京事業連合  



大館ルーテル同胞教会教会学校 

大原学園 大原簿記学校 10号館 

大菅内外国特許事務所 

大成興業（株） 

大泉ベテル教会 

大池運送（株） 

大津鉄工（株） 

大塚直子税理士事務所 

大日本図書 

大日本土木（株） 本社 

大坊保育園 

大和ハウス工業（株）仙台支社 

大和中央ライオンズクラブ 

瀧口木材（株） 

中央開発（株）北陸支店 

中央区立月島第二小学校  

中部日化サービス（株）三重支店 

長崎県病院企業団 

長崎市ジョブサポートセンター 

点字サークルはこね 

田中産科・婦人科 

都立西高等学校 

東亜建設工業（株） 

東亜建設工業（株）東北支店 

東京歯科大学水道橋病院総務課庶務係 

東京都建設局公園緑地部 

東京都立墨田特別支援学校 

東郷医院 

東鉄工業(株) 



藤田観光ワシントンホテル旭川 

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多賀城苑 

独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金部 

内藤電誠工業（株） 

日興システック（株） 

日信電子サービス（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日東化学産業（株）本社 

日東香礦工商事（株） 

日本キリスト改革派船橋髙根教会 

日本キリスト教会札幌白石教会 

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 首里教会 

日本キリスト教団 松戸教会 CS 

日本キリスト教団 洗足教会 

日本キリスト教団  東中野教会 

日本キリスト教団 ひばりが丘教会 

日本キリスト教団 溝ノ口教会 

日本キリスト教団 小阪教会 

日本キリスト教団 昭島教会 

日本キリスト教団 千歳栄光教会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団勝田教会 

日本キリスト教団翠ヶ丘教会 

日本キリスト教団静岡草深教会 

日本キリスト教団千城台教会教会学校 

日本キリスト教団足利東教会 

日本キリスト教団福岡玉川教会 



日本キリスト教団豊橋教会 

日本システムウエア（株） 

日本バプテスト相模中央キリスト教会 

日本マリン（株） 

日本基督教団 江戸川教会 

日本基督教団 近江平安教会 

日本基督教団 栗平教会 

日本基督教団 高輪教会 

日本基督教団 聖徒教会 

日本基督教団越谷教会 

日本航空健康保険組合 

日本水晶デバイス工業会 

日本聖公会 福井聖三一教会 

日本聖公会 福井聖三一教会 

日本聖公会川越キリスト教会 

日本赤十字社三重県支部 

日本福音ルーテル小鹿教会 

日本福音ルーテル八代教会 

日本福音自由教会 草加福音自由教会 

日本郵便（株） 三原西野町簡易郵便局 

日本郵便（株）旭川春光六郵便局 

日本郵便（株）金沢中央郵便局 

日本郵便（株）新潟中央郵便局 

日本郵便（株）函館海岸郵便局 

農研機構 九州沖縄農業研究センター 

飯舘ライオンズクラブ 

飛鳥車体（株） 

飛鳥特装（株） 

浜松ホストライオンズクラブ 



福島西ライオンズクラブ 

平和の灯を！ヤスクニの闇へキャンドル行動実行委員会 

米沢市役所 

米沢中央ライオンズクラブ 

豊橋善意銀行 

豊通グレーンホールディングス（株） 

北海道新聞社 本社 

北見市立中央図書館 

北斗市選挙管理委員会 

枕崎ライオンズクラブ 

名古屋福音伝導教会 

名古屋友の会 

明治安田生命（相）横浜支社 

㈲ニーズ 

幼児活動研究会（株）本社 

理想科学工業（株）営業統括部 

林田行政書士事務所 

礼拝会 喜多見修道院 

鈴豊精鋼（株） 

労働保険事務組合ティグレ東京 

檜山地区郵便局長夫人会 

齋田産業（株） 


