
2018年 11月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2018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。 

 

（一社）ＰＯＯＬ 社会ボランティアの会  

（公財）シマノ・サイクル開発センター  

（有）川岸造園  

（株）ＡＳＡ新堀新聞店  

（株）ＥＮＥＯＳサンエナジー  

（株）ＩＳＩＤインターテクノロジー  

（株）ISZK  

（株）Ken’s Creation けんちゃとうちゃ  

（株）NIPPO盛岡出張所  

（株）アーネストエキスパートサービス  

（株）アスコ大東  

（株）アドバネクス  

（株）イーエッチ倶楽部  

（株）ウチダシステムズ名古屋支店  

（株）クレアホーム  

（株）クレオ大阪事業部  

（株）グローバル  

（株）ジーシー  

（株）シーホースジャパン  

（株）ジェイ・ピー・システムズ  

（株）センテック  

（株）ソフトウェア・パートナー  

（株）ダイケンビルサービス  

（株）ダイセキ環境ソリューション  



（株）ドゥオフィスインセプション  

（株）トヨタアカウンティングサービス本社  

（株）トヨタレンタリース埼玉  

（株）ニッセツ  

（株）ニューテック  

（株）ハンガードシステムズ  

（株）ばんしょう東京支店  

（株）フェロー  

（株）ブルーボックス  

（株）フレンドリー  

（株）ゆうちょ銀行 東京エリア本部  

（株）ヨロズ愛知  

（株）リーデック  

（株）リンクル本社  

（株）ルネサスイーストン  

（株）レイクウッドコーポレーション  

（株）ローヤルエンジニアリング  

（株）ワック 横浜ツールステーション  

（株）伊藤解体工業  

（株）井部看護管理研究所  

（株）恩田  

（株）久保田工務店  

（株）空気清浄機サービス 本社  

（株）栗原医療器械店  

（株）経済界  

（株）三興社戸田工場  

（株）小林技工  

（株）松下工務店  

（株）新和  



（株）石井興業   

（株）仙台ナーセリー  

（株）大洋堂東京支社  

（株）東京富士  

（株）日立金属ソリューションズ本社  

（株）博報堂プロダクツ  

（株）北信事業  

（株）明光  

（株）門倉組  

（株）友愛ビルサービス  

（公財）横浜市体育協会 横浜市都築スポーツセンター  

（公社）富山県善意銀行  

（社）杜の会  

（社）愛隣団 愛隣保育園  

（社）宮城県共同募金会  

（社）日本左官業組合連合会  

（社）日本薬局協励会  

（社）日本薬局協励会  

(社福)札幌市社会福祉協議会  

（有）ジャスティス足立支店  

（有）渡辺工作所  

（有）安野測量事務所  

（有）丸山鐡筋工業  

（有）三家堂地所  

（有）住吉産業  

（有）晴美舎  

（有）坪井冷機サービス  

（有）日本橋会計事務所  

（有）不二越総合保険事務所  



（有）福祉サービス栄  

（有）鈴幸  

「小さな親切」運動奈良県本部  

1Ｒ-６Ｚ 三重ライオンズクラブ  

ＡＧＣファブリテック（株）  

ＡＳＡ中原  

bettega616  

ＤＢＳ銀行 東京支店  

FLY SHOP pescador  

Ｈond Lock 宮崎工場  

Honda Cars浜松 本店  

IFC  

IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター  

ＪＡ三井リース（株）  

JXエンジニアリング（株） 関東第 3SS事業所  

ＪＸエンジニアリング（株）東京ＳＳ事業所  

N・Ｔ総合事務所  

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合  

ＮＨＫ京都放送局 放送部 ニュース  

NSSBマテリアル（株）大阪支店  

ＮＳユナイテッド海運（株）  

ＳＡＤＯ（伝統文化と環境福祉の専門学校）  

SMFLキャピタル（株）  

WAFFLISH WAFFLE  

アーバンセキュリティサービスオオサカ（株）  

アールズ建工（株）  

アールプラスホーム  

あい・ネパールの会  

アイエヌジーバンクエヌ・ヴィ東京支店  



有木（株）  

アクティブ  

篤友会リハビリテーションクリニック  

アルテミス ザ・ショプ アイビーポケット  

イエス・キリスト ハレルヤ・チャーチ  

市川大洲郵便局  

伊藤忠工業ガス（株）大阪支店  

医療法人 大道会 ボバース記念病院  

インマヌエル船橋教会  

ウム･ヴェルト（株）  

エイベックス（株）  

エクレ（株）  

エルゼビア・ジャパン（株）  

オーウエル（株）  

大阪阿倍野ライオンズクラブ  

オーサカゴム販売（株）  

大阪市阿倍野区老人クラブ連合会  

大阪人権博物館・リバティおおさか  

大阪大和川ライオンズクラブ  

オーシャン貿易（株）  

大野郵便局  

大野郵便局  

オープン工業（株）大阪店  

おおまち眼科  

オカダアイヨン（株）東京本店  

ガールスカウト静岡 88団  

カイタックグループ  

加古川東郵便局  

加地医院  



春日荘聖マリア幼稚園  

カトリック麹町聖イグナチオ教会  

カトリック取手教会  

カトリック仁豊野教会社会活動委員会  

かながわゾンタクラブ  

かねくら（株）  

カネシメ冷蔵（株）  

（株）ＣＦＮ  

（株）ＭＲＴ  

（株）旭光製作所  

（株）一門会  

（株）エノビ防災技研  

（株）エム・オー・エー基金 広島営業所  

（株）神島組  

（株）キャロット  

（株）共立物流システム  

（株）極東陸送  

（株）ゴトウ  

（株）コルティーナ  

（株）サガワ  

（株）澤田工務店  

（株）サン・クロレラ  

（株）サンホーム  

（株）シンコークリーン  

（株）タカプラ  

（株）電通 関西支社  

（株）西山ケミックス  

（株）日本中央住販 クレバリーホーム奈良中央店  

（株）ハンシン建設  



（株）ビケンテクノ  

（株）備後総業  

（株）浩電社  

（株）ホウシン  

（株）まるやなぎ小倉屋  

（株）マンダム 海外事業部  

（株）ミューズ  

（株）村井工業所  

（株）ユニエックス  

（株）麗光  

（株）レインボー物流  

（株）興栄ケミカル工業所  

（株）三栄金属製作所  

（株）水本機械製作所  

河北印刷（株）  

北川ヒューテック  

京都２ゾンタクラブ  

共和食品（株）  

キリスト教ブライダル宣教団  

キリスト品川教会奉仕部  

近畿バラセメント輸送協同組合  

金城学院 中学校ＹＷＣＡ  

久保田会計事務所  

熊本県建設組合  

倉敷市立玉島中学校  

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  

京阪電鉄労働組合  

ゲットユニバーサル（株）  



神戸市立中央図書館  

神戸聖ペテロ教会  

香里園教会  

コープ園田店ボランティアサークル わかくさ会  

小太郎漢方製薬（株）  

さくま動物病院  

さつき会  

サロンドオリーブ  

参議院議員こやり隆史事務所 滋賀事務所  

三協工材（株）  

サンコー・エア・セルテック  

燦ホールディングス（株）  

三保機械工業（株）  

三陽商事（株）  

山陽商事（株）  

三和鋼管（株）岡山営業所  

ジェイピーエヌ（株）  

ジェイフィルム（株）  

シグマロジスティクス（株）  

四国中央市ボランティア市民活動センター  

四国電力総連  

シスメックス（株） 高松営業所  

社会医療法人 大道会  

ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）須賀川事業所  

新大阪ワシントンホテルプラザ  

新明産業（株）  

末広産業（株）  

スピノラ修道女会  

住岡商会  



住友生命 神戸支店  

積水アクアシステム（株）  

セピア商事（株） 福祉事業部  

センサ工業（株）  

太平段ボール工業（株）  

テレメック（株）  

東栄工業（株）  

常盤薬品工業（株） 三重工場  

ときわ工業（株）  

土橋鉱山（株）  

トヨタカローラ山口（株）  

名古屋エアケータリング（株）  

名古屋キワニスクラブ  

ナフル堺 ひまわり会  

新居浜市ボランティア市民活動センター  

西川町立病院  

ニチバン（株）  

ニチビル（株）  

日通宇部運輸（株）  

ニッポー（株）  

日本ＭＢ教団 石橋キリスト教会 福祉係  

日本イエス・キリスト教団 岡南教会婦人会  

日本キリスト教会 加西伝道所  

日本基督教団 近江平安教会  

日本キリスト教団 小倉東篠崎教会  

日本キリスト教団 泉北とが教会   

日本キリスト教団 宝塚教会  

日本キリスト教団 若松浜ノ町教会  

日本基督住吉教会  



日本キリスト教団 神和教会  

日本毛織（株）  

日本バプテスト病院 総務課  

日本ピラー工業（株）三田工場  

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会  

ノートルダム教育修道女会  

パール薬局 大谷店  

パタゴニア日本支社 ＨＲ  

初田工業（株）  

ぱど 本社  

林化成（株）大阪本社  

彦根郵便局  

福音幼稚園  

富士包装紙器（株）  

ヘアーステーションギャザー  

ホームレス自立支援センター北九州  

ボランティアアイグループ  

ボランティアグループ婦人会  

ボランティアサークルすみれ会  

ボランティアすずめ座  

毎日放送  

マツオカ建機（株）  

丸全関西流通（株）  

マルヤマエクセル（株）  

三島真光教会  

三菱商事パッケージング（株）大阪支店  

明治安田生命 山口支社  

明治安田生命保険相互会社  

やまうえ法律事務所  



ヤマキ電気（株）  

山田労務管理事務所  

ヤマト（株）  

四日市市指定上下水道工事業者協同組合  

淀川自動車工業（株）  

淀川労務協会  

ライフ健康クリニック  

らくいち合同会計事務所  

リコージャパン(株)  

リック（株）  

レイテック（株）  

レストランぶぉーの  

旭有機材（株）  

安形会計事務所  

安全興業（株）  

伊藤忠商事（株）中部支社  

医療法人社団三喜会 ライフプラザ鶴巻  

一般社団法人 静岡県作業療法士会  

宇美バプテスト教会 ご一同  

雲仙市商工会女性部国見支部  

遠鉄観光開発(株) 浜名パルパル  

横浜医療福祉センター 港南  

横浜港南台ライオンズクラブ  

横浜市港南区社会福祉協議会  

横浜市立みなと赤十字病院  

横浜保護観察所小田原駐在官事務所  

岡山県退職公務員連盟岡山中央支部  

岡山市身体障害者福祉協会婦人部  

岡山市東区福祉事務所  



岡谷鋼機（株）東京本店  

岡島鋼機株式会社  

沖縄キリスト教センター  

河合三彦事務所  

花見川キリスト伝道所  

学校法人信愛学園 へいわ幼稚園  

茅ヶ崎平和教会  

寒川キリスト教会  

丸日産業（株）  

岩手県県南広域振興局  

岩手県酒造組合  

岩代ライオンズクラブ  

久居聖書教会  

興菱梱包運輸(株)  

近代化学（株）  

金沢みらい共同事務所  

九州ケンエル（株）  

熊本めぐみ教会  

熊本県家畜市場  

元浦河教会  

五所川原中央ライオンズクラブ  

光急便（株）  

光清化成建設（株）  

公益財団法人 全日本空手道連盟  

公孫会西蒲・燕支部  

幸田塗装(株)  

広島伊丹電機株式会社 中央工場  

甲陽物流（株）  

香芝市切手ボランティア  



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  

合同会社 ライズ  

国光エクセル（株）本社工場  

国立学園小学校  

今金町総合福祉施設としべつ  

佐藤株式会社  

細谷病院  

笹丘カトリック幼稚園  

鯖江桜郵便局  

三井住友海上火災保険（株）  

三井住友海上火災保険（株）  

三井物産アグロビジネス（株）  

三州織物工業協同組合  

三生ビル管理（株）  

山梨英和中・高同窓会東京支部  

司法書士行政書士 逆井一夫事務所  

四国中央医療福祉総合学院  

四日市友の会  

市川福音キリスト教会  

鹿児島市立武岡中学校生徒会  

社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会  

社会福祉法人エンゼル福祉会越谷なごみの郷  

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会ボランティアセンター  

収集グループ あさがお会  

住友生命 成増中央支部  

住友林業情報システム（株）  

出光興産（株）  

順天堂大学医学部附属練馬病院リハビリテーション科  



昭和リース（株）  

松浦社会保険労務士事務所  

松見ヶ丘キリスト教会教会学校  

沼津香陵ライオンズクラブ  

沼津聖ヨハネ教会  

新高電気(株)  

新小林建機産業(有)  

森林商事（株）宇都宮支店  

神鋼建材工業（株）  

神奈川県社会福祉会かがやき広場  

神奈川生協ＣＯＯＰ白山道店  

杉田エース（株）  

世嬉の一酒造(株)  

清州市社会福祉協議会すみれ  

生命保険協会 新潟県協会  

生命保険協会 新潟県協会  

聖隷健康診断センター  

聖路加国際病院  

聖路加国際病院  

西華産業（株）四国支店  

西野バプテスト教会  

青山学院女子短期大学同窓会  

青森県 県土整備部 監理課  

青森北東ロータリークラブ  

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター  

税理士法人仲田パートナーズ会計  

積善会看護専門学校  

仙台演劇鑑賞会  

千葉県コンクリート製品協同組合  



千葉製作所  

千葉綜合法律事務所  

川西市婦人共励会  

浅井産業（株）  

全農物流（株）石巻事業所  

禅居院  

増幸産業（株）  

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）ちきゅう倶楽部  

村上小町郵便局  

太陽生命保険株式会社 東京支社  

大興物産（株）名古屋支店  

大建コンクリート  

大法輪寺別府別院  

大和ハウス工業（株）宇都宮支社  

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場  

大和ハウス工業（株）名古屋支社  

瀧口木材（株）  

中井エンジニアリング（株）  

中越三菱自動車販売（株）長岡中央店  

中央社会保障推進協議会  

中外製薬（株）東海北陸統括支店  

中部日化サービス（株）  

中部日化サービス（株）三重支店  

中里地区赤十字奉仕団  

町田ＪＯＣＳ  

長手社会保険労務士事務所  

長野県退職公務員連盟  

津ユネスコ協会  



津山市職員労働組合  

辻創建株式会社  

帝人物流（株）  

鼎建築設計事務所  

渡辺電機工業（株）  

東海物産（株）  

東京Ⅱゾンタクラブ  

東京セキスイハイム（株）東京支店  

東京渋谷法律事務所  

東京世田谷ワイズメンズクラブ  

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  

東京都立西高等学校  

東京日野自動車（株）足立支店  

東芝テックソリューションサービス（株）神奈川支店  

東菱車輛整備（株）  

東邦化学工業（株）  

東邦産業（株）  

東洋興産（株）  

東和ライオンズクラブ  

桃山学院大学  

同人誌 随筆春秋  

特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパン  

独立行政法人国立病院機構 あきた病院  

読売新聞東京本社文化事業部  

栃木県県北健康福祉センター  

日西物流（株）仙台営業所  

日鉄住金物産（株）  



日東化学産業（株）本社  

日本ガス工業（株）  

日本キリスト改革派船橋高根教会  

日本キリスト教会 帯広教会  

日本キリスト教会 徳島教会  

日本キリスト教団 三軒茶屋教会  

日本キリスト教団 松戸教会 CS  

日本キリスト教団 溝ノ口教会  

日本キリスト教団 千葉教会  

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  

日本キリスト教団衣笠病院教会  

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会  

日本キリスト教団鹿児島教会友愛部  

日本キリスト教団酒田教会  

日本キリスト教団新発田教会  

日本キリスト教団片倉教会  

日本ステージ（株）  

日本メノナイト白石キリスト教会  

日本リスクマネジメント  

日本ワグナー・スプレーテック（株）  

日本基督教団 上田新参町教会  

日本基督教団 上田新参町教会  

日本基督教団 神戸聖愛教会  

日本基督教団 西が丘教会  

日本基督教団 岩本教会  

日本基督教団 三田教会  



日本基督教団 成瀬が丘教会  

日本基督教団 聖徒教会  

日本基督教団 東村山教会  

日本基督教団越谷教会  

日本基督教団砧教会  

日本基督教団九州教区事務所  

日本基督教団香貫教会婦人会  

日本基督教団翠ヶ丘教会  

日本基督教団大井町教会  

日本食品化工（株）水島工場  

日本聖公会 福井聖三一教会  

日本聖公会京都教区教務所  

日本聖公会東京教区  

日本聖公会東京教区 東京聖十字教会  

日本聖書神学校  

日本赤十字社愛知県支部  

日本曹達（株）  

日本道路（株）東北支店  

日本福音ルーテル東京池袋教会  

日本郵便（株）旭川二条郵便局  

日本郵便（株）広島中央郵便局  

日本郵便（株）今治郵便局  

日本郵便（株）今治郵便局  

日本郵便（株）三原西野町簡易郵便局  

日本郵便（株）市川郵便局  

日本郵便（株）富良野郵便局   

日本郵便（株）万富郵便局  

日本労務研究所  

日立製作所労働組合  



柏市社会福祉協議会 カトレア  

白十慈薬品  

函館臥牛ライオンズクラブ  

八戸シーガルビューホテル  

八戸モラロジー事務所  

美窓工業（株）  

不二聖心女子学院  

富山鹿島町教会婦人会  

富士電波工機（株）名古屋営業所  

富沢建材（株）  

冨田建築  

服部地域包括支援センター ほっと  

米の粉の滝ドライブイン  

母の家ベテル  

豊世運輸（株）  

北浦和マンション団地管理組合  

北海道グローリー（株） 帯広営業所  

本所賀川記念館  

末吉ライオンズクラブ  

名古屋福音伝導教会  

明治安田生命保険相互会社  

木場深川キリスト教会  

有限会社 小糸製作所  

林田行政書士事務所  

礼拝会  

鈴木學司法書士事務所  

鈴蘭幼稚園  

労務管理 永井事務所  

亘理カトリック保育園  



茗荷谷キリスト教会 


