
2018年 2月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2018年 2月 1日～28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。 

 

（一財）首都高速道路技術センター 

（一財）切手の博物館 

（株） アクティブ 

（株） に志山染匠 

（株） 東海スプリング製作所 鵜沼工場 

（株）ＡＳＡ新堀新聞店 

（株）ＤＮＰフォトイメージングジャパン 

（株）ＤＴＳ 

（株）ＩＳＩＤフェアネス 

（株）ISZK 

（株）JM札幌サービスセンター 

（株）NIPPO 栃木出張所 

（株）NIPPO関東建築支店 

（株）ＰＦＵ 

（株）アーク柏 

（株）ヴィクター 

（株）エー・アイ横浜 

（株）エコーパートナーズ 

（株）エムエムシー 

（株）エルモ社 

（株）カレッヂ 

（株）ケイネット 

（株）ケイハイ 

（株）コーデック 



（株）サンエー化研 

（株）サンユー保険事務所 

（株）シンワ検査 

（株)ダイケンビルサービス 

（株）テンダーラビングケアサービス 東京本社 

（株）ニッセツ 

（株）ハセベつくば工場 

（株）パナホーム大分 

（株）ブルーボックス 

（株）ブロックス 

（株）フロンティアハウス 本店 

（株）ホーム建材店 

（株）マキナエンジニアリング 

（株）ミツバ新里工場 

（株）ミルックス千葉営業所 

（株）ヤマタネ 

（株）ヨコハマ･フーズ 

（株）岡田組 

（株）加藤事務所 

（株）共同建築設計事務所 

（株）九州スクリーン 

（株）幸和重機 

（株）弘輝 

（株）今仙技術研究所 

（株）志興産業 

（株）樹林 

（株）春秋社 

（株）正井商店 

（株）大興ネクスタ 



（株）大成設備工業 

（株）中日本ハイウェイ・リテール名古屋（株） 

（株）田崎アサヒ 

（株）東京富士 

（株）藤坂 

（株）藤田商店 

（株）南光 本社第二工場 

（株）南都水産 

（株）日経 BP社 

（株）日旅九州エンタプライズ 

（株）農協観光 

（株）美也吉商会 

（株）福田電機製作所 

（株）平安閣 

（株）豊田製作所 

（株）北海道サニタリー･メンテナンス 

（株）立川紙業 

（公社）熊本県トラック協会 

（社）家の光協会 

（社）日本薬局協励会 

（有）アルファーハウジング 

（有）栗原美術 

（有）光陽サービス 

（有）新紘産業 

（有）棟トレディング 

（有）日惠 

（有）不二越総合保険事務所 

（有）野島製作所 

（有）矢野工務店 



“20”ハートセブン 

Ａｓｔｒｏｎａｕｔｓ（株） 

HOYAサービス株式会社 HOYA福祉共済センター 

IKEA 立川 

ITサービスフォース㈱ 

JEC連合東燃ゼネラルグループ労働組合 和歌山支部 

ＪＲ東日本東北総合サービス（株）盛岡支店 

JSA中核会 北東京支部 

ＪＳＡ中核会茨城支部 

ＪＳＡ中核会茨城南支部 

ＬＧ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｊａｐａｎ（株） 

MPアグロ（株）盛岡支店 

ＮＣ ｎｅｔｗｏｒｋ 

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合 

ＮＨＫ 津放送局 

TMI総合法律事務所 

ＴＷＷＣ 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

アステラス製薬（株） 

イオンクレジットサービス（株） 

いわきライオンズクラブ 

いわき勿来ライオンズクラブ 

ウィングカードシステム（株） 

ウエインズ インポートカーズ株式会社 

エルメッドエーザイ（株） 

おおくら医院 

オムロン（株）三島事業所 

お宝本舗えびすや桐生店 

ガールスカウト静岡 88団 



カジマヤ・ワークス(有) 

カトリック麹町教会 

カトリック志村教会 

カリタス女子中学高等学校 

カルビー（株） 新宇都宮工場 

かんまち調剤薬局 

キシダ化学（株）東京支店  

くまもと法律事務所 

クラリオン（株）本社・技術センター 

グレイス社会保険労務士事務所 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン（株） 

コドモの園幼稚園 

ザ・パック（株） 東日本事業本部 

サーミット工業（株）名古屋営業所 

サイデック（株） 

サカタインクス株式会社 東京本社 東京総務部 

サヌキ印刷（株）大阪営業所 

シオン幼稚園 

シスメックス RA㈱ 

シャローム保育園 

すずかけ法律事務所 

セントヨゼフ女子学園 

ソニー損害保険（株） 

ダイネン（株）鞍手営業所 

タイメック不動産（株） 

ちから法務事務所 司法書士  

ツインリンクもてぎ 

ツバコー北日本（株）札幌支店 

トータルライフケア蒲田 訪問看護ステーション 



ナカヤ建設（株） 

なごや希望教会 

ニッセイ・リース（株） 

ニッテレ債権回収（株）福岡支店 

ノートルダム清心女子大学 

パーフェクト リバティー教団総合事務所 

ひがし鍼灸治療院 

ひまわり乳業株式会社 

フェリス女学院大学ボランティアセンター 

フクダ電子（株）本郷事業所 

プルトンチェン株式会社 

べジタイムズ（株） 

ボーイスカウト埼玉県連盟 

ホーリネス教団大綱キリスト教会 

マツオカ建機（株） 

マルヤマエクセル（株） 

ミライフ（株）千葉中央オフィス 

ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター 

ユニ石油（株） 

ライオンズクラブ国際協会 332-D地区 1R1Z 

レオイ（株） 

レモン画翠 

愛の泉法人事務局 

旭川少年友の会 

旭川青果卸売市場（株） 

旭川東郵便局 

伊勢崎キリスト教会 

伊達町ライオンズクラブ 

伊那友の会奉仕係 



衣笠病院 

遺愛女子中学高等学校 

医療法人社団 松英会 

医療法人社団 北陽会 牧病院 

一宮市社会福祉協議会木曽川支部 

印西ロータリークラブ 

宇都宮市立横川中学校 

宇都宮市立清原東小学校 

宇都宮保護観察所 

浦和明の星幼稚園 ＰＴＡマリアの会 

横山建設（株） 

横浜ケミカル（株） 

横浜英和幼稚園 

横浜指路教会 

岡谷鋼機（株）東京本店 

沖縄ライオンズクラブ 

下諏訪国際交流協会   

下北沢聖書教会 

河辺・家の教会 

会津塩川ライオンズクラブ 

会津若松ライオンズクラブ 

会津若松鶴城ライオンズクラブ 

会津磐梯ライオンズクラブ 

外井法律事務所 

学校法人 シュタイナー学園 

学校法人 桜ヶ丘学園 桜ヶ丘幼稚園 

学校法人阪急学園 

鎌倉友の会 

貫井南町キリスト教会 



関東甲信越セントラルオフィス 

丸福（株）岐阜営業所 

岩手県県南広域振興局 

岩手県立盛岡となん支援学校高等部生活委員会 

岩沼教会 

岩野物産（株） 

亀川特許事務所 

亀川特許事務所 

宮城学院高等学校 30回生の会 

宮城県年金協会 

玉島ロータリークラブ 

銀化の会 

九州通訳ガイド研修会 

熊本サンライズライオンズクラブ 

熊本ライオンズクラブ 

桑折ライオンズクラブ 

郡山中央ライオンズクラブ 

郡山南ライオンズクラブ 

恵みキリスト教会 

恵泉女学園 

県営深堀団地第一自治会 

県退職女教師の会 

公益財団法人動物環境･福祉協会 Eva 

公益財団法人名古屋 YMCA 

公益社団法人 日本産業退職者協会 

厚木キリスト教会 

高知大学教育学部附属特別支援学校 

国見ライオンズクラブ 

国際ソロプチミスト大曲  



黒石福音キリスト教会 

根室市赤十字奉仕団 

佐伯更生保護女性会 

佐用チャペル 

埼玉県レンタカー協会 

札幌第二友の会 

三井住友海上火災保険（株）愛知東支店 豊田支社 

三井住友海上火災保険株式会社 傷害疾病損害サポート部傷害疾病第三保険金お支払いセンター 

三井生命保険（株） 

三井物産アグロビジネス（株） 

三井物産プラスチック（株） 

三光教会 

三重ライオンズクラブ 

山形県置賜総合支庁産業経済部 

山形市立金井小学校 

志村バプテスト教会 

志布志ライオンズクラブ 

寺本法律会計事務所 

自治労札幌市役所職員組合連合会 

鹿児島中央ライオンズクラブ 

社会福祉協議会ボランティア菖蒲会 

社会福祉協議会清須市社会福祉法人すみれ 

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 

社会福祉法人聖公会北海道福祉会深川あけぼの保育園 

住電商事（株） 

出光興産（株） 

勝田聖書教会 

勝又和彦税理士事務所 

小山寺 



小島国際法律事務所 

小百合幼稚園 保護者の会 

小野町ライオンズクラブ 

昭和リース（株） 

沼津ライオンズクラブ 

沼津千本ライオンズクラブ 

沼田キリスト聖書館 

湘南白百合学園小学校 

上田市社会福祉協議会 

新潟ロイヤルライオンズクラブ 

新潟市ボランﾃｲアビューロー 

新潟日報カルチャースクール メイワサンピア教室 

新生紙パルプ商事（株） 

森村学園幼稚園 

神戸保護観察所 

逗子友の会 

盛岡ユネスコ協会 

西華産業（株）四国支店 

西華産業（株）四国支店 

西会津ライオンズクラブ 

西部ガスエネルギー（株）佐世保支店 

青森家庭裁判所八戸支部 

税理士法人 連合会計事務所 

石河社会保険労務士事務所 

石川シニアライオンズクラブ 

石川ライオンズクラブ 

積水ハウス（株）小山支店 

積水フーラー（株）浜松工場 

雪印メグミルク（株） 



仙台弁護士会事務員会 

仙台保護観察所 

千代田教会 

千葉稲毛海岸郵便局 

千葉友の会 

川原鳥獣貿易株式会社 

全国いすゞ自動車関連労働組合連合会 

相馬地区保護司会 

相模原市立若松小学校ＰＴＡ 

太陽生命グッドウィルサークル友の会 

大妻女子大学社会情報学部 

大阪府泉佐野保健所 

大阪府高齢者大学同窓会豊中 

大成ロテック（株）いわき営業所 いわき工事事務所 

大成興業（株） 

大分県子ども会育成連絡協議会事務局 

第一生命健康保険組合 

第一生命保険（株） 

第一生命保険（株） 

第一生命労働組合長岡営業職支部 

瀧口木材（株） 

棚倉ライオンズクラブ 

単立札幌ほしみ教会 

筑波キリスト教会 

茶道具 眞泉堂 

中部日化サービス（株）三重支店 

猪苗代ライオンズクラブ 

長谷川商事（株） 

長津田みなみキリスト教会 



津ユネスコ協会 

天泉こども園 

電器のアキバ 

東亜サーモメーター（株） 

東亜石油（株）本社 

東京Ⅱゾンタクラブ 

東京ＹＷＣＡ （財）東京基督教女子青年会 

東京フレイティング（株） 

東京羽田キリスト教会 

東京羽田キリスト教会 

東京家庭学校 上水保育園 

東京海上日動火災保険（株） 

東京海上日動調査サービス（株） 

東京多摩霊園管理事務所 

東京都医師テニス協会事務局 

東京都立墨田特別支援学校 

東芝キャリア（株）東北支社 

東小金井教会 

東神楽町社会福祉協議会 

東鉄工業（株）千葉支店 

東北学院幼稚園 

東和ライオンズクラブ 

同人誌 随筆春秋 

道の駅・象潟「ねむの丘」 

道路工業（株）札幌営業所 

特別養護老人ホーム伊豆高原十字の園 

独立行政法人都市再生機構 

苫小牧キリスト者合同奉仕会タビタの会 

南真化学工業（株） 



日軽エムシーアルミ（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日赤山形市地区 

日鉄住金鋼板（株）東北支店 

日鉄住金物流（株）東北支店 

日本イエス・キリスト教団 荻窪栄光教会 

日本キリスト改革派 横浜中央教会 

日本キリスト改革派新座志木教会 

日本キリスト教会 房総君津教会 

日本キリスト教会上田教会 

日本キリスト教会日立教会 

日本キリスト教団 横浜磯子教会 

日本キリスト教団  東中野教会 

日本キリスト教団 東美教会 

日本キリスト教団 うふざと伝道所 

日本キリスト教団 溝ノ口教会 

日本キリスト教団 浅草北部教会 

日本キリスト教団 洗足教会 オリーブの会 

日本キリスト教団 鷹取教会 

日本キリスト教団奥中山教会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団喬木教会 

日本キリスト教団錦ケ丘教会婦人会 

日本キリスト教団原市教会 

日本キリスト教団広島流川教会 

日本キリスト教団札幌教会 

日本キリスト教団四條町教会 

日本キリスト教団日下部教会婦人部 

日本キリスト教団福岡玉川教会 



日本キリスト教団堀切教会 

日本コンセントリクス(株) 

日本メガケア（株）東京支店 

日本基督教団 宇都宮教会 

日本基督教団 海老名教会 

日本基督教団 高崎教会 

日本基督教団 聖徒教会 

日本基督教団宇都宮上町教会 

日本基督教団志村栄光教会 

日本基督教団上星川教会 

日本基督教団鶴川北教会 

日本基督教団碧南教会 

日本原子力防護システム（株） 

日本体育大学 世田谷キャンパス 

日本郵便（株）旭川神居郵便局 

日本郵便（株）旭川中央郵便局 

日本郵便（株）金沢中央郵便局 

日本郵便（株）五稜郭駅前郵便局 

日本郵便（株）更進郵便局 

日本郵便（株）室蘭高砂郵便局 

日本郵便（株）新潟中央郵便局 

日本郵便（株）新潟中央郵便局 

日本郵便（株）富良野郵便局  

日野キリスト教会 

日立超エル・エス・アイ・システムズ労働組合 

認定こども園 神愛幼稚園 

波之上スイミングスクール スポーツクラブ・ナック 

馬場清紀司法書士事務所 

白河小峰ライオンズクラブ事務局 



函館白百合学園中学高等学校 

八洲工機（株）伊勢崎営業所 

半田空の科学館・半田市体育館 

飯舘ライオンズクラブ 

飯田入舟教会 

飯野ライオンズクラブ 

百合丘めぐみ幼稚園 

不二工業（株） 

不二精機（株） 

富国工業（株） 

富山大学経済学部・大学院経済学研究科 

富士ゼロックス中部（株） 

富士の会 

扶桑化学（株） 

武蔵野キリスト教会 

武蔵野友の会 

福岡市立西高宮小学校 

福岡女学院同窓会関東支部ぶどうの会 

福島あづまライオンズクラブ 

福島あぶくまライオンズクラブ 

福島グリーンライオンズクラブ 

福島ライオンズクラブ 

福島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会 

福島松川ライオンズクラブ 

福島西ライオンズクラブ 

福島赤十字病院 

福島東ライオンズクラブ 

沸谷町社会福祉協議会 

文化シヤッター（株） 



保原ライオンズクラブ 

豊橋善意銀行 

豊世運輸（株） 

北海道新聞社 本社 

北陸銀行高岡駅前出張所 

北労金労組 

睦地域ケアプラザ 

本牧めぐみ幼稚園 

毎日新聞大阪本社 

枕崎ライオンズクラブ 

名海運輸作業（株） 

名古屋通信工業(株) 

名古屋友の会 

明治安田生命保険相互会社 熊谷支社 

弥彦村社会福祉協議会 

矢吹ライオンズクラブ 

理想科学工業（株） 

立正佼成会 

緑バプテスト キリスト教会 

林田行政書士事務所 

隣人キリスト教会 

霊山ライオンズクラブ 

武庫之荘教会 

神港教会 

茨木ボランティア友の会 

コスモ警備保障（株） 

毎日放送 

（株）アストラカン・アドバタイジング 

大川内科 



（有）コーシン 

（株）NIPPO 中国支店 

函館柏木郵便局 

ダイダン（株） 中国支店 

（有）ソキワーク 

（株）美也古商会 

グローブシップ（株） 大阪支店 

ケアライフ 

茨木ボランティア友の会 

（株）ジェージーエス 

宮崎清水町教会 

佐世保法人会 

西日本高速道路ビジネスサポート（株） 

ヤマト工業（株） 

チリウヒーター（株） 

四国地方郵便局長夫人会 

（株）森田電器工業所 

（株）旭工業所 

鯱第一交通（株） 名古屋 

浅井産業（株） 

小太郎漢方製薬（株） 

四日市市指定上下水道工事業者協同組合 

社会保険労務士村松事務所 

吉田労務管理センター 

アトラスエアサービス神戸 

出雲ロータリークラブ 

豊中ライオンズクラブ 

やおコミュニティ放送（株） 

ザ・淀川 編集部 



大林道路（株） 大阪北営業所 

社会福祉法人門真市社会福祉協議会 

（株）ささめ針 

太陽工場（株）枚方工場 

ＰＯＯＬＥ 

（株）フォーマーエンジニアリングサービス 

ケアハウス・フレスコ 

（株）三番館 

日本ワグナー・スプレーテック（株） 

（株）ふくみや 

石原アメニテック（株） 

（株）ヨット印・ダイワ 

（株）ＣＦＮ 

（株）青森カイハツセメント 八戸支店 

大阪市阿倍野区老人クラブ連合会 

（株）極東陸送 

カトリック田辺教会 

桑原整形外科医院 

すずらん幼稚園 

吉川輸送（株） 

日本超音波工業（株） 

名古屋エアケータリング（株） 

北興化学工業（株） 岡山工場 

（株）ポプラ 

信愛館 

ゼオンポリミクス（株） 

（株）西日本新聞社 

出雲ロータリークラブ 

日本電設工業（株） 四国支店 



西日本機工（株） 

福山ロータリークラブ 

サンワ（株） 

（株）タシロ 

NSSBマテリアル（株） 

（株）エムエムシー 

奈良友の会 

三好冷暖房 

らくいち合同会計事務所 

（株）フジプラス 

河北印刷（株） 

名宝延時店 

宮良眼科医院 

日本赤十字社徳島県支部 

積水ハウス（株） 岐阜支店  

京都向島郵便局 

（株）トップエステート 

（株）内外美装 

ルベル/タカラベルモント（株） 

（株）アイユー 

（株）マルハン八尾泉店 

大阪聖ヨゼフ宣教修道女会 

ニューライフガラシア 

（有）新生工業 

住吉教会婦人会 

税理士法人 Y.K.C. 

（株）イトーキ 関西工場 

起生会 ほほえみの園 

サンワ（株） 



大正運輸興業（株） 

仁川幼稚園 

林化成（株） 大阪本社 

大阪愛徳幼稚園 

千里ニュータウン教会 

日本赤十字社 徳島県支部 

三井ガーデンホテル熊本 

ぞうきん会 

西宮友の会 

鹿児島城山ライオンズクラブ 

NHK京都放送局 

小松電機（株） 

松本ビル管理 

京都府共同募金会 

国際ソロプチミスト大阪 

大和タイヤサービス 

同志社国際学院初等部 

（株）久我 

大和ランテック（株）関西支店 

大阪東淀ライオンズクラブ 

日本バプテスト連盟奈良キリスト教会 

串間商工会議所 

千如寺大悲王院 

（株）美杉 

（株）ダイケンビルサービス 京都営業所 

（株）富士商会 

（株）REDU インターフェイス 

（株）ニッセイシーエスティー 

住友生命相互保険会社 大阪中央支社 



梅花女子大学 宗教部 

日本キリスト教団福岡警固教会 

汽罐部品製造（株） 

三次市土地改良区 

リボンの会 

三菱電機（株） 石井工場 

光工業（株） 

香川県退職公務員連盟 

関西学院宗教センター 

聖バルナバ病院 

西日本電気システム（株） 京阪神支店 

スーパーホテル 安城駅前 

SGモータース（株） 広島店 

長崎教会 

日本バプテスト病院 

大阪北郵便局 

（株）備後総業 

西部サービス（株） 神戸工場 

草津カトリック幼稚園 

（株）小川電設 

（株）ファンクショナル・フルイッド 

新居浜市立金子小学校 

UCC上島珈琲（株） ＵＨＩＳセンターオフィス 

（株）エス・ティー・ワールド 和歌山業務センター 

（株）ＯＳＫプランニング 

泉大津市婦人協議会 

（株）マンダム 

三重鋼材（株） 

日本キリスト教団松山番町教会 



タカヤ商事（株） 

ＪＤＣ出版 

（株）広告制作所 

（株）カコテクノス 

合同会社ぶどうの木 実りケアプランセンター 

樋口スチール（株） 

マクテック（株） 

大阪すみのえライオンズクラブ 

日本バプテスト病院 

新明産業（株） 

ビケンテクノ 

日本赤十字社 県支部ＪＲＣ 

淀川メデック（株） 

日本キリスト教会香里園教会 

三島真光教会 

茨木ボランティア友の会 

ＪＳＡ中核会 大阪南支部大阪南支店 

Csi Global Alliance （株） 

（株）ブラザーエンタープライズ 

シャロンの花 イエス・キリスト教会 

ガールスカウト大阪府第９０団 

新日本ケミカル・オーナメント工業（株） 

熊本県海水養殖漁業協同組合 

横河東亜工業（株） 

丸吉住宅 

（株）オゾネ 

（株）サンホーム 

進徳海運 

徳南ひまわり会 



岡山市中区福祉事務所 

大阪市立姫里小学校ＰＴＡ 

（株）カネマツ 

日本アライアンス教団 神戸伝道所 

大阪医科大学 

えひみえ中央農業協同組合 

日本キリスト教会神戸布引教会 

フェザー安全剃刀（株）日ノ出本部 

日本キリスト教団桂教会 

梅花女子大学/大学院 

神戸友の会幼児生活団 

ヤンマーシンビオシス（株） 

神戸市役所 

吉村よしみ事務所 

旭精密（株） 

京都向島郵便局 

能勢川キリスト教会 

大阪空港交通 

プール学園中高 

ケアハウス信愛館 

あけぼの時計店 

福岡博多中ＬＣ 

東洋紡ＳＴＣ（株） 

伊勢商工会議所 

ボランティア事務局内アイグルー 

松江しんじ湖ロータリークラブ 

（株）エッピコ 

香川県東部地区郵便局長夫人会 

カトリック鳥取教会 



尾道瑠璃ライオンズクラブ 


