
2018年 5月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2018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。 

 

（一財）切手の博物館 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）Ｂｅ-Ｇｒｏｏｖｅ 

（株）JIN（ジェイアイエヌ） 

（株）ＮＩＰＰＯ 中国支店 

（株）ＮＩＰＰＯ中部支店 

（株）Ｓ．Ｔ．Ｓ 

（株）ＳＡＷＡＤＡ 

（株）アイエスシイ 

（株）アイメックス 

（株）アウトヴェーク 

（株）アクティオ 解体川崎営業所 

（株）アジル 

（株）アトコ 

（株）アレックカワイ 

（株）アングローバル 

（株）一条工務店 

（株）イトーキ 

（株）ウィル 

（株）ヴォークス・トレーディング 

（株）エンケイ・オーディっト・アンド・コンピュータサービス 

（株）オートシステム 

（株）オスカープロモーション 

（株）おもと 



（株）オレンジハウス 

（株）カタログハウス 

（株）カネタ 

（株）カネマツ 

（株）カレッヂ 

（株）カレッヂ 

（株）銀閣寺 

（株）クオラス 

（株）クロダハウス 

（株）ケーアイ・フレッシュアクセス仙台営業所 

（株）興栄ケミカル工業所 

（株）コリント 

（株）サン・アドベンチャー 

（株）サンエー化研 

（株）サンオーブン 

（株）サンコウ電子研究所 

（株）シガフードプロダクツ 

（株）システムズ 

（株）清水鐵工所 

（株）下園工務店 

（株）ジャパン保険サービス岐阜支店 

（株）ジョイント・システムズ・サービス 

（株）昭和商会 

（株）末広工業 

（株）スギモト  

（株）ステンレスワン本社 

（株）ゼンリン 熊本営業所 

（株）第一塗装店 

（株）タイセイ 



（株）タツミマシン 

（株）ダンロップゴルフクラブ 

（株）ダンロップゴルフスクール 

（株）創武建設工業 

（株）トーアエンジニアリング 

（株）ドール 

（株）ドコモ CSロジスティクス事業部 

（株）トンボ 

（株）ナカバリコート 

（株）ニッケンフェンス＆メタル 東北支店 

（株）ニッセツ 

（株）日本能率協会コンサルティング 関西オフィス 

（株）ニューズ 

（株）ハーマン 

（株）ハンシン建設 

（株）バンテックス 

（株）ピート 

（株）フクネツ 

（株）フジパシフィックミュージック 

（株）フジプラス 

（株）ブルーボックス 

（株）ベルーナ 

（株）ホリスティックケアジャパン 

（株）ホロンシステム 

（株）三井住友銀行 難波支店 

（株）村井工業所 

（株）村田ソフトウェアサービス 

（株）森田電器工業所 

（株）山忠商会 



（株）山脇刃物製作所 

（株）ユニソン 

（株）リクルートコミュニケーションズＲＣＯ人事事務センター 

（株）リンレイ 

（株）レター 

（株）ローヤルエンジニアリング 

（株）岡本八造商店 

（株）栗原医療機器店 

（株）三陽商会 

（株）山愛 

（株）守谷商会 

（株）松尾商行 

（株）新和 

（株）東京デリカ 

（株）東京富士 

（株）藤井工務店東北支店 

（株）奈良工業所 

（株）萩原工務店本社 

（株）富士通マーケティング 九州支社 

（株）平成建設 

（公社）全日本不動産協会 神奈川県本部湘南支部 

（公社）日本ユネスコ協会連盟 

（財）新潟県国際交流協会 

（財）相続・事業継続しえん協会 

（社）イエス団  

（社）雲柱社 

（社）真心会 

（社）日本埋立浚渫協会 

（有）ＳＫ企画 



（有）足立農園 

（有）クリーンサービスセンター 

(有)ハンズ 

(有)新紘産業 

(有)丹野建設 

（有）坪井冷機サービス 

「小さな親切」運動 山口県本部 

ＤＣＤＣＰ本部 

ＥＣＣジュニアＢＳ 大阪センター 

IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 

ＪＡ鹿児島県経済連飼料養鶏課 

ＪＡ西日本くみあい飼料（株） 

ＪＡ三井リース（株） 

ＪＥＣ連合 （日本化学エネルギー産業労働組合連合会） 

J-POWERグループユニオン 

ＪＰ労組名古屋東山支部 

JP労働組合 JPU会津西地方支部 

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合 

ＮＰＯ法人円十字協力 

ＮＳＳＢマテリアル（株） 

NTC コンサルタンツ（株）東京支社 

TMI総合法律事務所 

ＹＫＫ・ＡＰ（株）住宅建材事業部 商品管理Ｇ  

アーキ・ヤマイチ（株） 

浅井産業（株） 

麻生フオームクリ―ト（株）大阪事業所 

旭キリスト教会 

旭キリスト教会 

旭精密（株） 



あすか製薬株式会社 

あすてボランティア 

アトラ（株） 

安堵町社会福祉協議会 

イオン金沢シーサイド店 

池上通信機（株） 名古屋支店 

市川大洲郵便局 

一麦保育園 

医療法人 命の冠会 希ファミリークリニック 

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 二俣川キリスト教会 

エイミス保険サービス 

エグゼクティブツアー（株） 

エクレ（株） 

エスオーエル（株） 

エネサーブ 京滋事業所 

王子木材緑化（株） 

近江平安教会 

オーウェル（株） 

大阪建築防災センター 

大阪さくらライオンズクラブ 

大阪自彊館 三徳寮 

大阪すみのえライオンズクラブ 

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 

大崎上島大崎ライオンズクラブ 

大津友の会 

大林道路（株）大阪北営業所 

大盛化工（株） 



大社ロータリークラブ 

岡野耳鼻咽喉科医院 

岡山市北区中央福祉事務所 

岡山市中区福祉事務所 

オギハラ工業（株） 

オムロンフィールドエンジニアリング（株） 

ガールスカウト静岡 88団 

ガールスカウト静岡 88団 

カイタックグループ 

カトリック滑石教会 

カホク運送（株） 

カルバリー豊田キリスト教会 

カルビー（株）各務原工場 

関西法律事務所 

関西法律事務所 

ギャラリーみぎり 

京都建物管理（株） 

京都ライオンズクラブ 

共和食品（株） 

キリスト品川教会奉仕部 

近畿福音和歌山ルーテル教会 

熊本少年友の会 

クラブツーリズム（株） 

クラリオン（株）本社・技術センター 

グローアップ社会保険労務士法人 

ケイアイ興産（株） 

計算センター 

甲子園教会女性部 

神戸聖ミカエル教会 



コープ大蔵谷内福祉サークル 

古賀市市民活動支援センター 

国際紙パルプ商事（株） 

国際ソロプチミスト竹原 

国際ゾンタ京都Ⅱクラブ 

小林製薬（株） 

サカタインクス（株） 

サッポロプレシジョン（株） 

サンエス石膏（株） 

三京化成（株） 

サンコーシヤ 九州支店 

三保機械工業（株） 

サンラポーむらくも 

ジェイピーエヌ（株）なかよししんぶん 

ジェコス（株） 

シナノ解体工業（株） 

しなの産業（株） 

シナリオ・センター 

シブヤ精機（株） 松山本社 

社会保険労務士村松事務所 

社団法人ノ―リフト協会 

ジャパネットワークシステム（株） 北海道営業所 

新茨木ボランティア友の会 

神港教会 

神鋼商事（株） 

神鋼商事（株） 

新明産業（株） 

スウィン北本スイミングスクール 

スパランド・ホテル内藤 



聖贖主教会 

聖贖主教会 

聖バルナバ病院 

積水ソフランウィズ（株） 

ソニー損害保険（株） 

園田教会名古屋エアケータリング（株） 

ダウ・ケミカル日本（株） 

たえ法律事務所 

タキロンシーアイ（株） 

ツクシ制作所（株） 

ティーシートレーディング（株）北関東支店 

テン・ソフトウエア（株） 

土居・宮本法律事務所 

土井特殊鍍金工業（株） 

東京海上日動火災保険（株） 

トヨタカローラ山口（株） 

トヨタ紡績（株） 

ナイス（株） 

長岡金属工業（株） 

ナカノス建設工業（株） 

ナカヤ建設（株） 

なごや希望教会 

奈良ＹＭＣＡ 

西神看護専門学校 

西日本イワタニガス（株）山口営業所 

日教組和歌山 

ニッテレ債権回収（株）福岡コールセンター 

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 



日本キリスト教会香里園教会 

日本キリスト教団香櫨園教会 

日本キリスト教団松山番町教会 

日本赤十字社 和歌山県支部 

ノーザンファーム 

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 

はさみの会 

八栗シオンキリスト教会 

パナソニック コンシューマーマーケティング労働組合 関西支部 

バンコク日本語キリスト教会 

ヒソプの会 

兵庫飼料（株） 

広島伊丹電機（株） 

広島皆実町郵便局 

広島ロータリークラブ 

ファイターズ応援団「元気会」 

フォーリーフ 

福島工業（株） 

フジキコー（株） 

ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株） 

フレグランスジャーナル社 

北海道漁業協同組合連合会 大阪支店 

ホテルグランヴィア大阪 

ボランティアグループいとでんわ 

ボランティアグループ婦人会 

ボランティア平野綿の会 

松浦社会保険労務士事務所 

マツオカ建機（株） 



末日聖徒イエス・キリスト教会 

マツダロジスティックス（株） 

松村事務所 

松本ビル管理（株） 

丸全関西流通（株） 

岬の分教場保存会 

みちのくサービス（株） 

三井生命保険（株）労働組合 

みんなのおつかい 

桃山学院教育大学 山口営業所 

ヤンマーエネルギーシステム（株）東京支社 

ヤンマーシンビオシス（株） 

ユーフーズ（株）堺営業所 

ゆりのき保育園 

よこすかボランティアセンター 

四日市メリノール学院高等学校 

淀江町赤十字奉仕団 

淀川メデック（株） 

米山薬品工業（株） 

ルベル／タカラベルモント（株） 

レオイ（株） 

旭カーボン（株） 

旭化成労働組合岩国支部 

旭川金星橋郵便局 

旭川東郵便局 

旭有機材（株） 

伊集院間税会 

衣笠病院 

医療法人社団信樹会向歯科診療所森クリニック 



一般社団法人東京損害保険代理業協会 

一般社団法人墨東読売会 

宇佐美ビル（株） 

横浜パイロット組合 

横浜国際プール 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

岡谷鋼機（株）東京本店 

沖縄科学技術大学院大学 

下松市役所 

株式会社守谷商会 

間遠医院 

関東学院六浦中学校・高等学校 

岩手県県南広域振興局 

岩手県酒造組合 

岩手県民主医療連合会 

岐阜純福音教会 

亀川特許事務所 

暁星高校演劇部 

熊本サンライズライオンズクラブ 

熊本県畜産農業協同組合 

熊本大津ライオンズクラブ 

栗田工業（株）苫小牧営業所 

恵みバプテスト教会 

恵みバプテスト教会 

恵泉キリスト教会みどり野チャペル 

犬山市社会福祉協議会 犬山市共同募金委員会 

県営深堀団地第一自治会 

県南広域振興局農政部農村整備室 

原町田教会 



公益社団法人行田法人会 

向井化工機（株） 

溝の口キリスト教会 

荒木行政書士・社労士事務所 

高岡中央ライオンズクラブ 

合同会社 まつなが 

国光エクセル（株）本社工場 

国際ソロプチミスト山形 

国際ソロプチミスト松山 

佐藤株式会社 

細谷病院 

三井デザインテック（株） 

三井不動産リフォーム（株） 

三井物産メタルズ（株）軽金属原料部 

三越伊勢丹ホールディングス 

三京化成（株）浜松支店 

三生ビル管理（株） 

三聖トラスト会計事務所 

三菱電機ビルテクノサービス（株）金山営業所 

山武造船（株） 

市川聖マリヤ教会 

糸魚川市社会福祉協議会 

社会福祉法人愛の家保育園 

社会福祉法人開く会 

社会福祉法人今金町社会福祉協議会（今金町ボランティアセンター） 

社会福祉法人手をつなぐ福祉会 

社会福祉法人聖愛保育園 

社団法人「小さな親切」運動本部 

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 

秋田石油備蓄（株）男鹿事業所 

秋田中央郵便局 

住電商事（株） 

昭和リース（株） 

松江聖書バプテスト教会 

信越石英（株）郡山工場 

新興プランテック（株） 

新生紙パルプ商事（株） 

真駒内郵便局 

神戸保護観察所姫路駐在官事務所 

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 

水戸市総合教育研究所 

杉田エース（株） 

杉並ユネスコ協会 

世界平和女性連合東京 19連合会 

世紀東急工業（株）座間作業所 

精英堂印刷（株） 

西別府病院 

青山学院高等部同窓会 

青山学院初等部宗教スタッフ 

静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ 

税理士法人 古田土会計 

税理士法人 連合会計事務所 

石川県柔道整復師協同組合 

仙台ＪＯＣＳ 

泉ヶ丘幼稚園・アルル保育園 

船橋市保健所 



前橋橋本合金（株） 

全日本ハム労働組合 

足利友の会 

胎内市社会福祉協議会 

大曲ＪＯＣＳ 

大新東（株）名古屋支店 

大船渡ユネスコ協会 

大津鉄工（株） 

大島食品工業（株） 

大同自動車工業（株） 

大同薬品工業（株） 

大本出雲本苑 

大和ハウス工業（株）仙台支社 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

第一生命労働組合横浜総合営業職支部 

瀧口木材（株） 

秩父生協病院 

中央ジーエス電池(ｊ株) 

中央大学 

中川村社会福祉協議会 

中部産業株式会社 

中部日化サービス（株）三重支店 

朝顔教会 

朝日新聞販売サービス（株） 

長谷川文男税理士事務所 

長谷部商事（株） 

津止合金工業（株） 

鶴川教会 

田園双葉小学校付属幼稚園 



東レ ACS（株）東京本店 

東京アーバンチャーチ 

東京トヨペット（株） 

東京ワシントンウィメンズクラブ 

東京海上日動調査サービス（株） 

東京食品販売国民健康保険組合 恵比寿総合事務所 

東京西東京ライオンズクラブ 

東京第一友の会公共係 

東京都建設局公園緑地部 

東芝 ITサービス（株） 

東駿河郵便局長夫人会 

道央法律事務所 

独立行政法人国立病院機構あきた病院 

南大野田居宅介護支援事務所 

日清食品ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｽ（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日本キリスト教団 下ノ橋教会 

日本キリスト教団 信州中野教会 

日本キリスト教団 浅草北部教会 

日本キリスト教団 池袋西教会 

日本キリスト教団ひの木教会 

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 

日本キリスト教団小田原教会 

日本キリスト教団青森教会 

日本キリスト教団調布教会 

日本キリスト教団磐上教会 

日本キリスト教団富山新庄教会 

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 

日本ピラー工業（株）三田工場 

日本メックス株式会社 

日本基督教団 成瀬が丘教会 

日本基督教団横浜中田教会 

日本基督教団華陽教会 

日本基督教団上星川教会 

日本建設（株）東京本社 

日本工業出版（株） 

日本赤十字社神奈川県支部 

日本赤十字社富山県支部 

日本福音ルーテル東京池袋教会 

日本無線株式会社 宮崎営業所 

日本郵便（株） 

日本郵便（株）五稜郭駅前郵便局 

八重山ライオンズクラブ 

飯舘ライオンズクラブ 

飛鳥建設（株）技術研究所 

美濃ミッション 

浜松バプテスト教会 

富士ゼロックスクリエイティブ株式会社 

富士通エフサス・クリエ（株） 

武蔵野友の会 

風越建設 

福山平成大学 

福島市社会福祉協議会 

福嶋市社会福祉協議会 

弁護士法人 日本橋さくら法律事務所 

北九州キリスト教会 



北斗精機（株） 

北陸銀行金山橋支店 

名古屋福音伝導教会 

明治学院 

目白教会 

野里電気工業（株）東京事業本部 

郵便局（株）新潟中郵便局 

郵便局（株）新潟中郵便局 

洋風居酒屋 雅 

立正大学 

緑バプテスト キリスト教会 

林田行政書士事務所 


