
2018年 7月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2018年 7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）神戸学生青年センター 

（公社)坂出法人会 

（一社）日本船舶品質管理委員会 

（学）阪急学園本部事務局 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）009 

（株）ＤＩ・SANWA CORPORATION 

（株）ENEOS フロンティア 

（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ  

（株）Labo 

（株）Ｐ３ 

（株）TT トレーディング 

（株）アカンプリッシュ 

（株）アグレックス 

（株）旭光製作所 

（株）アサヒペン 

（株）アストラカンアドバタイジング 

（株）アニマルケア 

（株）イー・ウーマン 

（株）イーエスプランニング 

（株）一門会 

（株）ウェストホールディングス 

（株）ウォータイト 

（株）エスアンドシー 



（株）オイルチェンジヤマオキ 

（株）オーテック 

（株）オリジン 

（株）オレンジハウス 

（株）カナイワ 

（株）キャロット 

（株）共立物流システム 

（株）クリアス 

（株）クレアホーム 

（株）クレメンティア 

（株）コーシンハウスケアリング 

（株）コムテックス 

（株）コンテック 

（株）ジーズ 

（株）ジャペックス 

（株）スズキマリン 

（株）セザンヌ化粧品 

（株）セントラルサービス 

（株）タカプラ 

（株）谷田工務店 

（株）テクノポール 

（株）テレビ熊本 

（株）トップエステート 

（株）トミヤ 

（株）ニーズ 

（株）西建設計 

（株）日水コン 

（株）ハセベつくば工場 

（株）ハヤシ配送サービス 



（株）ビックカメラ 

（株）フィニティ 

（株）フジプラス 

（株）プルータス 

（株）マイスターエンジニアリング 

（株）美粧ケミカル 

（株）ミニネット 愛知北店 

（株）村井工業所 

（株）メディア中国 

（株）森田電器工業所 

（株）ヤマタネ食品本部 

（株）山本土建 

（株）洋光 

（株）ヨロズ愛知 

（株）リーガルビジョン 

（株）伊予銀行本店 広報 CSR室 

（株）沖電気カスタマアドテック労働組合 

（株）菊星 

（株）経済界 

（株）佐渡島 東京支社 

（株）三興社 

（株）山庄 

（株）住理工メテックス 

（株）松尾商行 

（株）太陽警備保障 

（株）東邦アーステック 

（株）東洋 

（株）道心造園 

（株）日産クリエイティブサービス 



（株）日本ハウスＨＤ埼玉西支店 

（株）梅田製作所 

（株）浜松生花地方卸売市場 

（株）冷熱工業 

（株）六濤 

（社）海外まき網漁業協会 

（社）日本薬局協励会 

（社）日本薬局協励会 

（有）アバ 

（有）クレア 

（有）ジパング・プロジェクト 

（有）信誠外装 

（有）中原機工 

（有）ユゲ商会 

（有）奥村栄進堂 

（有）浅島製作所 

（有）不二越総合保険事務所 

「小さな親切」運動 奈良県本部 

ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ（株） 

AGCプライブリコ（株） 

ＡＳＰＥＣＴ ＩＮＣ． 

Ｃｓi Ｇｌｏｂａｌ Ａlliance（株） 

ＧＦ（株） 

ＩＧＡ上野福音キリスト教会 

IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 

ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校 

ＪＯＨＮＡＮ（株） 

JP労組姫路南支部 

ＬＧ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｊａｐａｎ（株） 



Ｍｅｉｔａｎ Ｔｒａｄｉｔｉｏｎ Ｃｏ．，Ｌｔｄ 

NCS&A（株） 

ＮＨＫ京都放送局  

ＮＰＯ法人ソーシャルデザインセンター淡路 

ＮＰＯ世田谷桜丘まちづくり 

ＮＳＳＢマテリアル（株） 

ＵＤトラックス（株） 愛媛カスタマーセンター 

Yuko&Co.,Ltd. 

あい・ネパールの会 

アクシス（株） 

旭精密（株） 

朝日生命労働組合 

アサヒビール（株） 

阿倍野区老人クラブ連合会 

アメイジー（株） 

有賀税理士事務所 

石橋聖トマス教会 

石原アメニテック（株） 

一条工務店 

一般社団法人ＰＯＯLE 社会ボランティアの会 

伊藤忠システック（株） 

伊藤ハム（株） 六甲工場 

医療福祉センター聖ヨゼフ園 

イワキ（株） 

栄電気（株） 

エージー（株） 

エヌアールエル 

えびの興産（株） 

エム・アール・アイ ビジネス（株） 



黄金塚婦人部 

大分県トラック協会 

オークラハウジング（株） 

大阪阿倍野ライオンズクラブ 

大阪ヴァイオレットライオンズクラブ 

大阪栄光教会 

大阪大手前ライオンズクラブ 

大阪京橋ライオンズクラブ 

大阪銀橋ライオンズクラブ 

大阪経済企業協同組合 

大阪コスモスライオンズクラブ 

大阪桜ノ宮ライオンズクラブ 

大阪島之内ライオンズクラブ 

大阪住之江ライオンズクラブ 

大阪高津ライオンズクラブ 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪東ライオンズクラブ 

大阪府退職女性教職員会 

大阪都島ライオンズクラブ 

大阪都ライオンズクラブ 

大阪大和川ライオンズクラブ 

大津（地方・家庭・簡易）裁判所 

岡山県退職公務員連盟 岡山東支部  

岡山市中区福祉事務所 

岡山市中区福祉事務所 

小川工業（株） 

オギハラ工業（株） 

押谷産業（株） 

小野博郷法律事務所 



オリムピア製菓（株） 

ガールスカウト山形県第５団 

香芝市切手ボランティア 

葛城キリスト教会 

カトリック滑石教会 

カトリック元町教会 

川口製菓（株） 

かんまち調剤薬局 

岸和田聖書教会 

北浜法律事務所 

九州遊技機商業協同組合 

京セラコミュニケーションシステム（株） 京都烏丸事業所 

京都向島郵便局 

キリンビールマーケティング（株） 

クラリオン（株）本社・技術センター 

啓明学院中学校・高等学校 

神戸松蔭女子学院大学 キリスト教センター 

香里園教会 

コーラル美容室 

コカ･コーライーストジャパン労働組合 

国際ソロプチミスト大阪 

国際ソロプチミスト大阪-なにわ 

国際ソロプチミスト西宮 

小西安（株） 大阪支店 

コマツ宮崎（株） 

佐井司法書士法人 

佐野塗装（株） 大阪支店 

サンアロマー（株） 

サンエス護謨工業株式会社 



司法書士法人 大阪泉北合同事務所 

社会医療法人 大道会 ボバース記念病院 

神姫バス労働組合 

新日本カレンダー 

スズコ浜松 ㈱ 

スパランド・ホテル内藤 

須磨教会 

スリーエムジャパン 東京支店 

積水ハウス（株） 

積和建設関西（株） 大阪北支店 

セントヨゼフ女子学園 

千如寺 大悲王院 

ソニー損害保険（株） 

そんぽの家 岡山平田 

ダイネン（株）鞍手営業所 

太平段ボール工業（株） 

大和ハウス工業（株） 

高松ライオンズクラブ 

タカヤ（株） 

タカヤ商事（株） 

タキイ種苗（株） 

タジマ国際貿易（株） 

月星海運（株） 

つむぎ 

ティアンドエス（株） 

テルウェル東日本（株）神奈川支店 

テレメック（株） 

土井特殊鍍金工業（株） 

特別養護老人ホーム故郷の家・神戸 



トライコー（株） 

ドリルマシン（株） 

中川病院 

中田人事労務事務所 

名古屋エアケータリング（株） 

名古屋トヨペット（株） 

西日本電気システム（株） 京阪神支店 

西日本電気システム（株） 天王寺電車線工事所 

日教組和歌山 

日進市立梨の木小学校 

日通宇部運輸（株） 

ニッテレ債権回収（株）福岡総合店 

日本紙工印刷（株） 

日本キリスト教団 島之内教会 

日本キリスト教団阿倍野教会 

日本コヴィディエン（株） 

日本バプテスト病院 

日本ビル・メンテナンス（株） 大阪支社 

日本労働組合総連合会 岩手県連合会 

人形劇団 クラルテ 

ネスレ日本（株） 

初田工業（株） 

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）本社 

東八幡キリスト教会 

広島伊丹電機（株） 

福岡シニアライオンズクラブ事務局 

福島工業（株） 岡山支店 

フジケミカル（株） 

ブリヂストン化工品ジャパン（株） 



プルデンシャル生命保険（株） 

ベスト電器労働組合 

ペナント（株） 

ベネッセグループ共済会 

ボーイスカウト埼玉県連盟 

ポートエンタープライズ（株） 

北陸銀行 平野支店 

ボネールグループ 

ほのぼの就労継続支援事業所 

ボランティアグループ婦人会 

ボランティアグループ梅の実 

毎日放送 

松本ビル管理（株） 

圓テクノス（株） 

南公認会計士事務所 

三村教育楽器（株） 

宮内簡易郵便局 

宮崎市郡歯科医師会 

安川エンジニアリング労働組合 

ヤヨイ建設（株） 

郵政退職者近畿共助会 奈良支部 

結のこころケアプランセンター 

よこすかボランティアセンター 

吉川経営サービス 

楽天コミュニケーションズ（株） 西日本支店 

立正佼成会 大阪普門館 

リンク総合司法事務所 

わかば食品（株） 

和光金属工業（株） 



愛媛県中予地方局 

葵建設（株） 

葵総合経営センター 

旭川モーニング・ロータリークラブ事務局 

安形秀次税理士事務所 

伊藤忠商事（株）中部支社 

衣笠病院 

医療法人歯科矯正髙木クリニック 

医療法人社団永生会永生病院 

一盛技研有限会社 

浦和ふたば法律事務所 

荏原商事（株）東京支社 

栄・見楽来会 

艶金化学繊維（株） 

横浜雙葉小学校 

王子エフテックス労働組合江別支部 

王子製紙新労働組合 苫小牧支部 

岡山県社会保険労務士会 

岡谷鋼機（株）東京本店 

下北地域県民局地域健康福祉部 

会津よつば農業協同組合湯川支店 

開明（株） 

外井法律事務所 

外食産業ジェフ厚生年金基金 

学校法人伊東学園上野毛幼稚園 

株式会社 イシイ 

株式会社大地住建 小山店 

㈱ サンテック 

鎌倉投信（株） 



刈谷知立キリスト教会 

寒川キリスト教会 

丸日産業（株） 

岩手県酒造組合 

岩沼土地開発（株） 

岩代ライオンズクラブ 

汽罐部品製造（株） 

吉田社会保険労務士事務所 

宮城県北部地方振興事務所 

鋸南町社会福祉協議会 

京王八王子クリニック 

協栄工業（株） 

矯風会読谷支部 

金子秀人損害生命保険事務所 

熊本 YMCA フィランソロピー協会 

熊本中央ライオンズクラブ 

熊本友の会 

恵星幼稚園 

光洋マテリカ（株） 

公益財団法人 全日本空手道連盟 

幸田塗装（株） 

広友ロジックス（株） 

江州技研（株） 

荒木行政書士・社労士事務所 

高岡中央ライオンズクラブ 

高知クリスチャンセンター 

国際ソロプチミストいわみ 

国際ソロプチミスト大阪ー柏原 

国際ソロプチミスト駿河 



国際ソロプチミスト諏訪 

国際ソロプチミスト舞鶴 

国際ソロプチミスト北見 

国際放映（株） 

埼玉県中小企業共済協同組合 

札幌荒井山簡易郵便局 

札幌西野中郵便局 

三井生命保険（株）  

三井物産アグロビジネス（株） 

三井物産メタルズ（株） 

三重県立子ども心身発達医療センター 

三和（株）東京支店 

三和産商（株） 

山形県置賜総合支庁産業経済部 

山根海運（株） 

志布志ライオンズクラブ 

社会福祉法人 旭浦会 特別養護老人ホーム 慈恵園 

社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会 

社会福祉法人厚生福祉会青戸もも保育園 

社会福祉法人幸会 幸園 

社会保険労務士法人日比谷事務所 

住鉱資源開発（株） 

住友不動産建物サービス（株） 

出水ライオンズクラブ 

勝又和彦税理士事務所 

小山市市民活動センター 

庄司電機（株） 

昭和リース（株） 

松山バプテスト教会 



沼津駿河ライオンズクラブ 

沼田キリスト聖書館 

沼田キリスト聖書館 

沼田キリスト聖書館 

湘南ふじさわシニアネット 

常磐興産（株） 

新興プランテック（株） 

森建設工業（株） 

森山環境科学研究所 

清恩会 あおば眼科 

清水石材（株） 

清泉女子大学カトリックセンター 

精工技研（株） 

聖路加国際大学 

聖路加国際病院 

西華産業（株）名古屋支店 

青森オフセット印刷（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 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

積水ハウス（株）仙台 SHM支店 

積水ハウス（株）東京マンション事業部 

千葉県機械金属厚生年金基金 

川辺恒雄事務所 

船橋市保健所 

全国漁業協同組合連合会 

総合警備保障（株） 

総合商社ベンキョウドー（株） 

太平金属工業（株） 



退職公務員連盟灘崎支部 

大池運送（株） 

大日本土木（株） 本社 

大宝産業（株） 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

瀧口木材（株） 

池田小児科クリニック 

中央ビルメンテナンス株式会社 

中標津西町簡易郵便局 

中部ガス労働組合 

朝日新聞総合サービス（株） 

朝日新聞東京本社 

朝日総合法務事務所 

町田友の会 

長崎市ジョブサポートセンター 

長万部町社会福祉協議会 

津ユネスコ協会 

弟子屈町ボランテイア連絡協議会 

田園調布雙葉学園 

東亜興行（株） 

東横イン和光市駅前 

東海ビバレッジサービス（株）」 

東京ベイロータリークラブ 

東京管財（株） 

東京玉川ライオンズクラブ 

東京紙パルプ交易（株）大阪支店 

東京諸聖徒教会 

東京城東病院付属介護老人保健施設 

東京神宮ライオンズクラブ 



東京日動火災保険（株） 千葉支店 

東京文理学院高等部 

東京用品協同組合 

東芝労働組合府中支部 

東大宮福音自由教会 

東那須野地区婦人会 

東日本旅客鉄道（株）大宮支社営業部 

東洋プロパティ（株） 

同人誌 随筆春秋 

独立行政法人自動車事故対策機構 

読売旅行青森営業所 

栃木少年友の会 

苫小牧ハリストス正教会 

南濃コンクリート工業（株） 

日産車体マニュファクチュアリング（株） 

日西物流（株）仙台営業所 

日本キリスト改革派東京恩寵教会 

日本キリスト教会湘南教会婦人会 

日本キリスト教団 鹿島教会 

日本キリスト教団 松戸教会 CS 

日本キリスト教団  東中野教会 

日本キリスト教団 横浜大岡教会 

日本キリスト教団 溝ノ口教会 

日本キリスト教団伊東教会 奉仕委員 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団厚別教会こひつじ会 

日本キリスト教団更生教会 

日本キリスト教団埼大通り教会 

日本キリスト教団石神井教会 



日本キリスト教団東郷教会こどもの教会 

日本ビジネスロジスティクス（株） 

日本マリン（株） 

日本圧着端子製造（株）宇都宮営業所 

日本基督教団 下落合キリスト教会 

日本基督教団 鹿沼教会 

日本基督教団 鹿沼教会 

日本基督教団秋田高陽教会 

日本基督教団土浦教会 

日本精工（株）労働組合本部 

日本長老教会久我山キリスト教会 

日本電産エレシス（株）本社 

日本福音ルーテル教会 

日本福音ルーテル千葉教会 

日本郵便（株）金沢中央郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本郵便（株）今治郵便局 

日本燐酸（株） 

俳句結社 森の座発行所 

萩原工業（株）東京支店 

八馬汽船（株） 

番町教会 

富士屋ホテル（株） 小田原営業所 

富士見町社会福祉協議会 

武蔵野友の会 

福田印刷工業（株） 

北海電気工事労働組合女性委員会 

北海道富士電機（株） 

北見管工事事業協同組合 



北斗精機（株） 

北陸コカ・コーラグループ労働組合 

名古屋通信工業（株） 

明治安田生命保険相互会社 

柳下 雅春事務所 

立正佼成会 

緑の牧場教会大館チャペル 

緑屋電気（株） 

六角橋教会 日曜学校 

和東産業（株） 


