
2018年 6月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2018年 6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。 

 

（医）北陽会 牧病院 

（学）阪急学園本部事務局 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）アトム 東北営業本部 

（株）イチネン 

（株）ハウスオブローゼ 

（株）菊池製作所 

（株）Ｂロケッツ 

（株）ＤＮＰテクノパック 東海工場 

（株）ＦＣＮ 

（株）ＮＩＰＰＯ 

（株）NIPPO 弘前出張所 

（株）ＮＳロジ東日本 千葉営業所 

（株）Ｒ-ＪＡＰＡＮ クラスモ東梅田店 

（株）アートシステム 

（株）アスコ大東 

（株）あすとサポート 

（株）アドバンスサービス 

（株）アルファス 

（株）アンジ コア 

（株）イキ 

（株）生駒時計店 

（株）イトーキ 関西工場（滋賀） 

（株）いわき市民コミュニティ放送 



（株）インテリア セオ 

（株）エイ・シー・シー群馬 

（株）エイムス 

（株）エイムス 

（株）エヌシーエス 

（株）エフ・エム・アイ 

（株）エフジーエム 

（株）オオスミ 

（株）オーバーシーズジャパン 

（株）オカムラサポートアンドサービス 

（株）カワタ 

（株）キュービスト 

（株）ケーアイ・フレッシュアクセス仙台営業所 

（株）コシダ 

（株）サガワ 

（株）ササイナカムラ 

（株）サニーブランチカンパニー 

（株）三栄金属製作所 

（株）サンコートーア 

（株）サンユー保険事務所 

（株）シェリロゼ 

（株）ジョイフルコーポレーション 

（株）スリースターコーポレーション 

（株）ダイケンビルサービス 

（株）タス 

（株）タマテック 

（株）ティ・イー・エム 

（株）ディー・プラン アパマンショップ甲斐アルプス通り店 

（株）電通 関西支社 



（株）トーエル 本社 

（株）奈良木建 

（株）西林工務店 

（株）日伝 オレンジクラブ 

（株）ニッセイシーエスティー 

（株）はらだ牧場 

（株）ふくみや 

（株）フジクラ 

（株）藤林商店 

（株）フジプラス 

（株）フジヤマ 本社 

（株）ベストホーム 

（株）ヘリオス 

（株）ベルパーク  

（株）丸三 

（株）みらい創研 

（株）村井工業所 

（株）飯尾醸造 

（株）メンテナンス管理本部 

（株）ヤマウ 鹿児島工場 

（株）大和 

（株）ヤマナカ電気 

（株）やまびこ 

（株）リビング春日井 

（株）ローヤルエンジニアリング 

（株）伊予銀行 

（株）蔭山工務店 

（株）遠州日石 

（株）加藤電器製作所 



（株）丸ウ製陶所 

（株）岩佐鐵工所 

（株）吉野家 東京工場 

（株）宮本工業所 

（株）研電 

（株）細田工務店 

（株）三田工業所 

（株）常北工業 

（株）信和 

（株）新和 

（株）成田製陶所東京営業所 

（株）石井興業  

（株）千葉寺岡 

（株）増岡組東京支店 

（株）太陽巧芸社 

（株）朝日会館 

（株）田原スポーツ工業 

（株）東武保険サービス 

（株）日税ビジネスサービス 

（株）日峰測地 

（株）日陸 

（株）農協観光 富山支店 

（株）白鳳堂 

（株）福田電機製作所 

（株）文渓溪堂図書出版部 

（株）北原防災 

（株）北川緑地建設 

（株）和光ビル 

（公財）横浜市体育協会 横浜市金沢スポーツセンター 



（財）ヤクルト同仁会 

（財）宮沢賢治記念会 

（財）郵政福祉東北地方本部 

（社）三條会 デイサービス 南さいわい 

（社）新宿淀橋市場協会 

（社）石膏ボード工業会 

（社）全国船舶無線協会 

（社）日本薬局協励会 

（社福）石川県社会福祉協議会 

（有） アクティ かわせみ薬局 

（有） 中沢宅建 

（有）アサヒ環境 

（有）アピコーポレーション 

（有）アメニティライフ 

（有）アルタ 

（有）ウォルキャン・シーフード・ジャパン 

（有）加原天幕製作所 

（有）サンズコーポレーション 

（有）ワイ・エヌ・インターナショナル 

（有）幾三音楽出版 

（有）三冷設備 

（有）不二越総合保険事務所 

（有）野口興業 

“20”ハートセブン 

ＡＧＣファブリテック（株） 

ＡＬＳＯＫビルサービス 

DAITSU INC. 

hi-b.a.（高校生聖書伝道協会） 

Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 船橋中央 北口店 



ＪＡ三井リースアセット（株） 

ＪＡ全農たまご（株） 

JICA二本松 

JR九州鉄道営業（株） 

ＪＲ東日本東北総合サービス（株）盛岡支店 

ＪＴＢスーベニアアンドフォトセンター 

J-WP物流サービス（株） 

ＪＸトレーディング（株） 

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 

NOK（株）中部物流センター 

ＮＴＡＸ Ｇｒｏｕｐ 

ＮＴＴフィールド テク中国支店広島営業所 

Ｐｉｃｏｓｐｏｏｎ 

ＰＬ本庁 総合事務所 

ＰＯＯＬＥ 

ＴＨＥ ＷＩＮＧＳ ＥＢＩＮＡ 

アールプラスホーム 

あい・ネパールの会 

アイエージェンシー（株） 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

アイシー株式会社 

アウル株式会社 

アガぺ甲山教会 

赤穂中央病院 

浅井産業（株） 

朝倉東小学校 

朝倉ライオンズクラブ 

アサヒ飲料（株）岡山工場 

アジア協会アジア友の会 



アジア防災センター 

アジア防災センター 

あすなろの家 

アドベンチスト・メディアセンター 

アワーズイン阪急 

飯塚市社会福祉協議会ともしび 

飯塚竜王ライオンズクラブ 

イオンフードサプライ（株）兵庫センター 

維新政党新風本部事務局 

出雲カトリック教会 

一樹こどもクリニック 

一般財団法人 愛知健康増進財団 

イプソス（株） 

医療法人大智会 市橋クリニック アトレーユうおざき 

いわき市森林組合 

ウスキ医院 

うたづライオンズクラブ 

宇野酸素（株） 

ウム･ヴェルト（株） 

エクレ（株） 

王子エフテックス労働組合滋賀支部 

オーーラムメディカル（株）京都営業所 

オーク・フレンドリーサービス（株） 新潟事業所 

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 

大阪すみのえライオンズクラブ 

大阪聖三一教会 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪服装縫製工業組合 



大阪大和川ライオンズクラブ 

大沢運送（株） 

大津赤十字病院 

大野郵便局 

大村北ロータリークラブ 

岡山市中区福祉事務所 

小川歯科医院 

御坊ライオンズクラブ 

ガールスカウト静岡 88団 

ガールスカウト静岡 88団 

柏原ライオンズクラブ 

学校法人 ＲＷＦグループ 四国中央医療福祉総合学院 

カトリック麹町聖イグナチオ教会 

カトリック志村教会 

カトリック取手教会 

カトリック峰教会 

カトリック北町教会 

カルビー（株） 新宇都宮工場 

河北印刷（株） 

関西学院宗教センター 

汽罐部品製造（株） 

キシダ化学（株）東京支店  

きせがわ病院 

北興化学工業（株）岡山工場 

教職員共済 大阪支部 

行政書士濱坂和子事務所 

近畿税理士会東淀川支部 

金城学院中学校 宗教課 

倉敷中央在宅介護支援センター 



クラリオン（株）本社・技術センター 

グリーンエネルギー振興投資組合 

黒潮町立大方中学校生徒会 

幸一デンタルオフィス 

高知県健康づくり婦人会連合会 

高知東ライオンズクラブ 

神戸家庭裁判所 

高齢者大学同窓会 豊中 

国際ソロプチミスト京都一弥生 

国際ソロプチミスト京都ーみやこ 

国際ソロプチミスト京都－東山 

国際ソロプチミスト奈良 

国際ソロプチミスト奈良‐万葉 

ココナッツ津田沼店 

坂出シニアライオンズクラブ 

堺浜寺ライオンズクラブ 

サクサビジネスシステム（株） 

三機テクノサポート（株） 

サンコー７２カントリークラブ 

三和電子（株） 

シグマロジスティクス（株） 

四国遊技機商業協働組合 

静香産業（株） 

静香産業（株） 

シニアゆとり会 

シノブエンジニアリング（株） 

島本海運（株） 

市民生活協同組合ならコープ 

社会福祉法人 戸島友の会 



シューズショップたんたん のんた靴店 

主恩教会 

城山製紙（株） 

新茨木ボランティア友の会 

スミセイビジネスサービス（株） 

セノー（株）東京支店 

セントラル防災（株） 

泉北ルーテル教会 いずみの会 

ソニー損害保険（株） 

ソリューション・ラボ・横浜（株） 

第一産業（株） 

ダイコク電機（株） 西日本支店 

タイショーテクノ 

大成機工（株） 

ダイドードリンコ（株） 

タイムズ 24株式会社 

大和ハウス工業（株）三重支店 

田尻町立小学校 

タスカンパニーリミテッド 

丹波柏原教会 

つくしライオンズクラブ 

津山第一病院 

テルウェル西日本 

テルモビジネスサポート（株） 富士宮営業所 

東京海上日動火災保険（株） 神戸支店 

東京海上日動火災保険（株） 姫路支店 

東京海上日動火災保険（株）姫路支店 

東芝プラントシステム（株）関西支社 

東芝プラントシステム（株）関西支社 



東洋カーマックス（株） 

特別養護老人ホーム 向陽荘 

鳥取保護観察所 

巴バルブ（株） 

とらや 京都店 

長崎医療センター 

長崎教会 

中電技術コンサルタント（株）岡山支店 

なごや希望教会 

西山病院局 

ニチレキ（株）長崎営業所 

日本キリスト教会加西伝道所 

日本キリスト教会西宮中央教会 

日本キリスト教団神和教会 

日本キリスト教団洲本教会 

日本毛織（株） 

日本精機宝石工業（株） 

日本聖公会石橋聖トマス教会 

日本超音波工業（株） 

日本ライフライン（株）高松営業所 

能美防災（株） 

ハートホーム（株） 

ハーモニー広沢 

パイオニア企業年金基金 

林化成（株） 

播州地区 JOCS 

東亜建設（株） 

光ロータリークラブ 

備前木谷郵便局 



日立金属ファインテック（株） 

ひまわり俳句会 

広島東ロータリークラブ 

広島東ロータリークラブ 

福和商事（株） 

フジテック（株）・熊本営業所 

プラウド 

プルックサージャパン行政書士事務所 

べジタイムズ（株） 

ぽのぽの彩都 

ボランティア・グループ すみれ会 

ボランティアグループ婦人会 

ますや急配（株） 

マルナカ産業（有） 

マルワ工業（株）本社・工場 

ミサワホーム（株） 

三菱商事建材（株）関西支店 

南大阪みささぎライオンズクラブ 

宮崎県国際交流協会 

むつみホーム（株）アパマンショップ追分店 

名鉄観光サービス株式会社 大阪国際貨物支店 

安川設備メンテナンス（株） 

山口信愛教会 

山﨑内装工業（株） 

大和ランテック（株） 中部支店 

ユラボジャパン（株） 

よこすかボランティアセンター 

吉川輸送（株） 

四日市市指定上下水道工事業者協同組合 



淀川キリスト教病院 

ルーテル津教会 女性会 

旭化成ホームズ（株）埼玉・北関東ヘーベリアセンター 

旭川神楽郵便局 

旭洋（株）東京本社 

安心院ライオンズクラブ 

医療法人紀泉会 家田医院 

稲毛聖書教会 

茨城県水戸保険所 

横山建設（株） 

横浜ＹＭＣＡ 

横浜医療福祉センター 港南 

横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 

横浜泉ライオンズクラブ 

横浜南ライオンズクラブ 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

王栄幼稚園 

王子エフテックス労働組合東海支部 

王子製紙新労働組合日南支部 

岡山市東区福祉事務所 

岡谷鋼機（株）東京本店 

沖縄水質改良（株） 

加治木ライオンズクラブ 

加藤工業（株） 

学校法人月寒キリスト教学園 黎明幼稚園 

学校法人報徳会報徳会幼稚園 

株式会社 ミニミニ城西八王子店 



関東交通印刷（株） 

岩手県県南広域振興局 

岩手県県南広域振興局 

岩手県立宮古恵風支援学校 

岐阜リバーサイドチャーチ 

岐阜中央ライオンズクラブ 

亀口公認会計事務所 

宮城県自動車整備商工組合 

協栄海上火災株式会社 

駒ヶ根ライオンズクラブ 

隅田化学（株） 

熊本県ひばり園 

熊本県家畜市場 

郡山南ライオンズクラブ 

慶應義塾大学医学部形成外科内 

軽急便（株）事務センター 

兼松（株） 

建設サービス（株） 

原町田教会 

戸田アスコン（株） 

光村図書出版（株） 

公益財団法人 遠山記念館 

広島女学院 

甲府若葉ライオンズクラブ 

高野総合運輸（株）古河営業所 

国際ソロプチミスト児島 

国際ソロプチミスト青森 

今泉アイクリニック  

佐世保インターナショナルレディースクラブ 



佐藤株式会社 

桜ヶ丘キリスト教 

札幌市役所 

札幌聖心女子学院 

三愛石油（株）羽田支所 

三井住友海上火災保険（株） 兵庫損害サポート部 神戸中央センター 

三井住友海上火災保険（株）関西総務部人事総務チーム  

三井物産アグロビジネス（株） 

三恵エンジニアリング（株） 

三幸製菓（株） 

三重ライオンズクラブ 

三島町社会福祉協議会 

三菱重工印刷紙工機械（株）東日本支社 

三富金属（株） 

三冨金属（株） 

三和陸運株式会社 

山形県県土整備部管理課 

山形県総務部総務厚生課 

山形県立農林大学校 

山根海運（株） 

山田車体工業（株） 

四日市教会 

市川シビックロータリークラブ 

自治医科大学地域医療学センター地域医療学部門 

篠崎キリスト教会 

芝浦工業大学附属中学高等学校 

社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会 

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会 

社会福祉法人今金町社会福祉協議会 



種子島ライオンズクラブ 

酒田ライオンズクラブ 

秋田港ロータリークラブ 

住吉工業（株） 

十牧園 

出光興産（株） 

勝田聖書教会 

小樽友の会 

昭和リース（株） 

松前町教育委員会 

上板塑性（株） 

上尾市  

信栄工業（株） 

新潟特殊企業（株） 

新庄ベンチャークラブ事務局 

神の恵みキリスト教会 

神奈川生協ＣＯＯＰ白山道店 

杉の子幼稚園 

杉並区役所 

清州市社会福祉協議会 

清泉小学校児童会ボランテイア委員会 

聖公会三条聖母マリア教会 

聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂 

青山学院女子短期大学同窓会 

青森まほろばライオンズクラブ 

静岡市清水老人憩の家清開きらく荘 

斉田電機産業（株） 

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 



仙台ＪＯＣＳ 

仙台演劇鑑賞会 

千葉市ボランティアセンター 

川越ロータリークラブ 

川崎区役所保健福祉センター 

川勝会計事務所 

川西倉庫（株）京浜支店大井営業所 

浅岡・瀧法律会計事務所 

全日本郵政労働組合九州地方本部 

曽田香料（株） 

倉敷聖約キリスト教会 

足立区立六木小学校 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

損保ジャパン日本興亜保険サービス（株）湘南支店 

村山市連合婦人会 

村上市社会福祉協議会荒川支所 

大垣ライオンズクラブ 

大崎上島東野ライオンズクラブ 

大成有楽不動産（株）名古屋支店 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

瀧口木材（株） 

池袋聖公会 

築上町役場 

中央福音教会 

中日新聞前橋支局 

中部日化サービス（株）三重支店 

中平司法総合事務所 

町田ＪＯＣＳ 



鳥羽ライオンズクラブ 

津ユネスコ協会 

土佐ライオンズクラブ 

島田耳鼻咽喉科医院 

東京フラワーポート（株） 

東京海上日動火災保険（株）所沢損害サービスセンター 

東京池袋教会 

東京電力ホールディングス（株） ビジネスソリューション・カンパニー 

東京都医学総合研究所 

東京都立西高等学校 

東光（株）環境課 

東広島あきつライオンズクラブ 

東松山市社会福祉協議会 

東日本銀行 従業員組合 

東洋大学川越キャンパス 

藤沢ＹＭＣＡ 

藤沢聖マルコ教会 

同和興業（株）BMセンター 

特定非営利活動法人 全国女性シェルターネット 

特定非営利活動法人マ・メール 

鍋林（株）長野営業所 

南山高等中学校女子部小百合会 

南西医療機器（株） 

日経ＢＰコンサルティング 

日経ＢＰ社 

日産プリンス群馬販売（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日本キリスト改革派仙台教会 

日本キリスト教会 北柏めぐみ教会 



日本キリスト教団 首里教会 

日本キリスト教団 鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団 茅ケ崎平和教会 

日本キリスト教団 吉原教会 

日本キリスト教団 三次教会 

日本キリスト教団 篠ノ井教会 

日本キリスト教団 小阪教会 

日本キリスト教団 翠ヶ丘教会 

日本キリスト教団 美浜教会 

日本キリスト教団 豊橋教会 

日本バプテスト連盟 

日本メノナイト鳥取キリスト教会 

日本海事産業（株） 

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 仙台東一番丁教会教会学校 

日本基督教団武蔵野教会 

日本国際飢餓対策機構 

日本聖公会東京教区目白聖公会 

日本発条（株） 

日本分析工業（株） 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本郵便（株）山鼻東屯田通郵便局 

日鐵住金溶接工業（株） 大阪支店 

柏髙島屋 

函館保護観察所 

八戸グランドホテル 

八戸中央ライオンズクラブ 



飯田ライオンズクラブ 

斐川ライオンズクラブ 

尾花社会保険労務士事務所 

氷見ライオンズクラブ 

浜松ひかりライオンズクラブ 

浜松ひかりライオンズクラブ 

浜松ホストライオンズクラブ 

浜田ロータリークラブ 

浜北ロータリークラブ 

不二精機（株） 

富山住友電工（株） 

富士ゼロックス岐阜（株） 

富士見高原教会 

福岡聖パウロ教会 

福島民報労働組合 

文教大学 

弁護士法人 東京新宿法律事務所 

豊玉香料（株） 

北海道新聞社 本社 

北海道水泳連盟 

名古屋のびのび子育てサポート事務局 

名古屋学生青年センター 

名古屋福音伝導教会 

名古屋友の会 

明和セロファン（株） 

木風舎 

目白教会 

郵便局（株）京都東寺郵便局 

淀川油圧機工（株） 



立正大学 

竜巧社ネットウェア 

林田行政書士事務所 

浪江町国民健康保険仮設津島診療所 

六本松キリスト福音教会 


