
2018年 12月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2018年 12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。 

 

（医）恵生会 恵生会病院  

（福）芳梅会  

（有）佐々木製作所  

（医）富井医院  

（株）Ａ＆Ａ  

（株）JIN（ジェイアイエヌ）  

（株）ＮＩＰPO関東建築支店  

（株）ＮＩＰＰＯ東北支店  

（株）アヅマ  

（株）アルス  

（株）エイチ・エヌ・アンド・アソシエイツ  

（株）エーアイテイー  

（株）エーアイテイー  

（株）エスアール  

（株）エステートナビ  

（株）エビス・ポジティブ・アドバンテッジ  

（株）エムアイエス  

（株）エムズ  

（株）オリエント本社  

（株）クサカ  

（株）クリエイト 東京本社  

（株）グローバルコミュニティ  

（株）コスモス  

（株）サニクリーン  



（株）サンケイ折込輸送  

（株）サンコウ電子研究所  

（株）サンユー保険事務所  

（株）ショウエイ  

（株）タイセイ  

（株）ディノス・セシール  

（株）ドーコン  

（株）ネオブラッド  

（株）ハシックス  

（株）ハセベつくば工場  

（株）ピーシーオーワークス  

（株）ファブリック  

（株）フジワークス  

（株）プルータス前橋支店  

（株）フロンティアエネルギー新潟  

（株）ベイサイドテクノス  

（株）ベストエバージャパン  

（株）マスター  

（株）マツイ  

（株）マナカ商事  

（株）ミカドカンパニ-  

（株）ミヤケフーズ  

（株）ミルックス北海道支店  

（株）ムラオ  

（株）モリタ  

（株）ヨーコーインテリア工芸  

（株）レイシャス  

（株）ロケアホーム  

（株）医学通信社  



（株）一条工務店千葉  

（株）壱番館  

（株）横企  

（株）恩田組  

（株）加藤事務所  

（株）加藤電器製作所  

（株）懐石倭  

（株）寒地防水  

（株）環境技研  

（株）丸運トランスポート東日本  

（株）共栄互助会  

（株）三上工務店  

（株）山響楽器店 中山店  

（株）守谷商会  

（株）秀峯  

（株）情報システム工学  

（株）新製作所  

（株）新東京ＡＤ  

（株）清和工業  

（株）石黒鋳物製作所  

（株）石匠松もと  

（株）千葉建設工業  

（株）千葉製作所  

（株）相模屋美術店  

（株）増岡組東京支店  

（株）大東  

（株）東安  

（株）東海グローバルグリーニング  

（株）東京下田ららぼ  



（株）東芝 北陸支社  

（株）藤坂  

（株）日研  

（株）日新  

（株）日水コン  

（株）日本旅行  

（株）博洋通信企画  

（株）富士精工矢板工場  

（株）北原防災  

（株）野澤プレス製作所  

（株）鐡建  

（公財） 愛媛県学校給食会  

（公財）埼玉県産業文化センター  

（公社）鹿児島県栄養士会  

（公社）日本河川協会  

（財）東京都軟式野球連盟  

（財）日本聖書協会  

（財）郵政福祉東北地方本部  

（社）サマリヤ会 三愛保育園  

（社）サマリヤ会 三愛保育園  

（社）埼玉県バス協会  

（社）東京都トラック協会  

（社）日本ボイラ協会  

（社）日本女子大学教育文化振興桜楓会  

（社）日本薬局協励会  

（社）福島県タクシー協会  

（社福）川崎市社会福祉協議会  

（社福）豊田市社会福祉協議会  

（税）飛騨会計事務所  



（有）アサンテ  

（有）アシスト・リーブ  

（有）オカベオート  

（有）オフィス・アルファ  

（有）コーシン  

（有）サングリーンサービス  

（有）サンセイＰＬＣＳ  

（有）ジパング・プロジェクト  

（有）センタースポーツ  

（有）らんの里沖縄  

（有）化成品商事  

（有）吉岡砕石  

（有）久保田鉄工所  

（有）熊副工業所  

（有）三協製作所  

（有）志田工務所  

（有）中原機工  

（有）長本兄弟商会  

（有）鶴本商店  

（有）龍塗工業  

｢小さな親切｣運動長野本部  

ＦＣＡジャパン（株）  

ＩＨＩ運搬機械（株）中四国営業所  

ＪＡ三井リースアセット（株）  

ＪＲ東日本東北総合サービス（株）盛岡支店  

JSA中核会新潟支部  

ＫＭＣ Ｉｎｃ．  

Ｍ＆Ｓ不動産（株）  

MEA一級建築士事務所  



ＭＥＤＩＡＥＤＧＥ（株）  

ＭＳＴリスクコンサルティング  

ＮＰＯ法人 九州車いすテニス協会  

ＮＰＯ法人 東北青少年音楽コンクール  

ＮＳＳＢマテリアル（株） 大阪支店  

NTC コンサルタンツ（株）東京支社  

Ｏｄｇｅｒｓ Ｂｅｒｎｄｔｓｏｎ   

ＳＭＣ（株）東京営業所  

ＳＭＭオートファイナンス（株）マツダクレジット  

あきやま眼科  

アサヒビール（株）首都圏総括本部  

芦屋市立潮見中学 図書委員会  

アダチ鋼材（株）  

アライヴプラスティック買（株）  

アルファリリー  

池田耳鼻咽喉科  

いすゞ自動車販売店協会  

いずみの保育園  

いのちの樹教会  

イプソス（株）  

イルコン工業（株）  

インマヌエル綜合伝道団 松山キリスト教会  

上毛中学校生徒会  

うたづライオンズクラブ  

エア・カナダ  

エイヴィテック株式会社  

エール貿易（株）  

エクレ（株）  

大川内科  



おおきに財団  

大阪外語専門学校  

大阪家庭薬協会  

大阪教会  

大阪市難聴者中途失聴者協会  

大阪歴史博物館  

オカムラ物流関西支店摂津配送センター  

オリーブの会  

オリベ  

カトリック松木町教会  

カトリック逗子教会  

カトリック北町教会  

（株）ＡＤＳムラカミ  

（株）Ｋ’ｓカーゴ  

（株）Labo  

（株）ＮＩＰＰＯ 弘前出張所  

（株）Ｒ－ＪＡＰＡＮ  

（株）アカウンティング・センター  

（株）明智ゴルフ倶楽部 明智ゴルフ場  

（株）アルビス 大阪オフィス  

（株）茨木住宅センター  

（株）ウモガ  

（株）ウルズ  

（株）カネマツ  

（株）カンディハウス 大阪支店  

（株）キッツエスシーティー 大阪営業所  

（株）久環  

（株）コムテックス  

（株）コンステックホールディングス  



（株）坂井建築事務所  

（株）三商  

（株）ソーシャルブリッジ  

（株）大同  

（株）ダンロップゴルフスクール 大阪本社  

（株）ツガワ  

（株）奈良大木建  

（株）ニッセイシーエスティー  

（株）ピカ コーポレイション  

（株）マッシュ  

（株）マナ  

（株）ミルックス 大阪機材センター  

（株）森田電器工業所  

（株）安成工務店  

（株）丸三  

（株）岩田塗工店  

（株）菊太屋  

（株）原田製作所  

（株）今井鉄工所  

（株）西建設計  

（株）青森カイハツセメント  

（株）石崎本店 建材  

（株）大和 ボランティアコスモスの会  

（株）沢下栄文堂  

（株）洋光  

カルピス（株）  

川崎医科大学 免疫腫瘍学  

カンバーランド長老キリスト教会 めぐみ教会  

かんまち調剤薬局  



キシダ化学（株）東京支店   

希望ヶ丘教会  

キャノン IT ソリューションズ（株） 三田事業所 SＩサービス事業本部  

京都府  

久保総合法律事務所  

クラリオン（株）本社・技術センター  

グループ大きな木ショップ木かげ  

グローバルアドバンストメタルジャパン（株） 会津工場 総務Ｇ  

神戸再度筋教会 麦の会  

神戸新聞社  

神戸湊西教会  

国際ＢＩＣ会事務局  

ことぶき  

コトブキ建設  

こひつじ保育園  

コマツカスタマーサポート（株）九州沖縄カンパニー長崎支店  

サクラビア成城  

サヌキ印刷（株）大阪営業所  

サンエス護謨工業（株）  

サンデケミカル（株）  

シークス（株）東京営業部  

塩屋キリスト教会  

シャロンの花 イエス・キリスト教会  

シュグルー・マイアン外国法事務弁護士事務所  

障害者支援施設 恵フォール  

振興産業（株）  

新日本ケミカル・オーナメント工業（株）  

スタークレーン  

せいきょう診療所  



セイコークロック（株）  

生長の家熊本県教化部  

ゼット（株）  

セノー（株）東京支店  

ゼロ労働組合  

ソニー損害保険（株）  

ダイイチ（株）  

第一生命労働組合  

大成建設（株）東北支店  

ダイトーケミックス（株）  

タイロン株式会社 福岡営業所  

大和リビング（株）  

タケネ電機（株）  

タスカンパニリミテッド  

千代田交易（株）  

内・児科 西村医院  

ナイス（株）  

ナガセケミカル（株）  

ナカヤ建設（株）  

ニチレキ（株）長崎営業所  

日本キリスト教会 石橋教会  

日本キリスト教会 吉田教会  

日本キリスト教団 鳥取教会  

日本キリスト教団 神辺教会  

日本キリスト教団 磐上教会  

日本コヴィディエン（株）  

日本超音波工業（株）  

日本鐡板（株）大阪支店  

日本バプテスト病院 総務課  



日本バプテスト連盟 奈良キリスト教会  

ハートホーム（株）  

パーフェクトリバティー教団総合事務所  

ハイデンハイン（株）町田工場  

パソコン整備士協会  

パナソニック コネクティッドソリューションズ労働組合  

パナソニック産機システムズ（株）  

パナソニック松愛会 東京都支部  

バプテスト教会連合宇治教会  

ハマノ眼科  

ハルイチ商事  

光和精鉱（株）  

ひかり心身クリニック  

兵庫県眼科医会  

フェリス白菊会  

フォーエム（株）  

福島工業（株）岡山支店  

富士電機（株） 関西支社  

プラス（株）ファニチャーカンパニー  

プラント機工（株）  

ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）  

ポートエンタープライズ（株）  

ホソダ不動産（株）  

ホテル花月園  

ボネールグループ （株）加賀屋   

ボランティアグループ婦人会  

ボランティアサークル お手伝い会ひまわり  

前次精機（株）  

マツオカ建機（株）  



マリヤ運輸（有）  

ミサワホーム中国（株）  

瑞木総合法律事務所  

めぐみ子ども園  

メビウスまほろば  

ゆうちょ銀行近畿エリア本部  

吉本産業（株）  

ライオンズクラブ四日市合同事務局  

ライブラリ淵野辺  

ラビベル（株）  

りんごの木出版部  

ルーテル津教会 女性会  

ロバの会  

若江こども園  

わきた小児科  

旭肥料（株） 藤沢工場  

安井聡彦税理士事務所  

安心院ライオンズクラブ  

伊那友の会奉仕係  

医療法人社団永生会永生病院  

医療法人社団誠馨会 誠馨会病理センター  

医療法人社団筑波記念 筑波記念病院  

医療法人仁友会 北彩都病院  

井原水産（株）  

稲毛海岸教会  

茨城労働保険管理協会  

浦和福音自由教会  

栄食メディックス（株）  

遠藤科学（株）御殿場支店  



横山建設（株）  

横須賀北ライオンズクラブ  

横浜 BayCity ライオンズクラブ  

横浜海岸教会  

横浜市さつきが丘地域ケアプラザ  

横浜指路教会  

横浜聖クリストファー教会  

横浜保護観察所小田原駐在官事務所  

王子木材緑化（株） 東京支店  

岡山トヨペット YAHHO倉敷  

岡山市中区福祉事務所  

岡山市中区福祉事務所  

岡谷鋼機（株）東京本店  

岡谷鋼機（株）東京本店  

岡田司法書士事務所  

沖縄ルーテル教会  

沖縄八重山農林水産新興センター  

河北印刷（株）  

我孫子福音キリスト教会  

介護老人保健施設 M・T奈多ケア院  

開智学院  

開明（株）  

外井法律事務所  

学びすと春日  

学校法人北陸学院 法人･大学事務局  

橿原ルーテル教会  

㈱エスシープランニング  

茅ヶ崎平和教会  

寒川キリスト教会  



関西しののめ会  

関西遊技機商業協同組合  

丸一（株）  

丸金産業（株）  

丸西産業株式会社  

丸力運輸（株）  

岩手県医療局  

岩田地崎建設（株）名古屋支店  

久慈ライオンズクラブ  

宮古ライオンズクラブ  

宮口建設（株）富山営業所  

宮崎地区生コンクリート事業協同組合  

宮内認定こども園  

京都ＹＭＣＡウェルネスセンター  

京都建物管理  

京都大学医学部附属病院  

京都府庁前郵便局  

京都府保育協会  

京都府立医大アイバンク  

京都洛東ライオンズクラブ  

共和工業（株）  

狭山キリスト教会  

興和商事（株）  

近畿ドキュメントサービス協同組合  

金町キリスト教会  

九州大学キャンパスライフ健康支援センター 筑紫分室  

群馬県西部環境森林事務所  

郡山友の会  

恵泉女学園  



兼松トレーディング（株）  

建設廃棄物協同組合  

古賀市市民活動支援センター  

光洋マテリカ（株）  

公益財団法人 全日本空手道連盟  

公益社団法人仙台北法人会  

公立大学法人福島県立医科大学  

広島五日市ライオンズクラブ  

江崎器械（株）  

江別ユネスコ協会事務局  

港北肛門クリニック  

皇法健康所  

荒木行政書士・社会保険労務士事務所  

高岡中央ライオンズクラブ  

高知クリスチャンセンター  

高知クリスチャンセンター  

高知県国際交流協会  

高田馬場診療所  

国華電機（株）  

国際ソロプチミスト井原  

国際ゾンタ 京都Ⅰゾンタクラブ  

国際紙パルプ商事 関西支店  

国税同友会連合会事務局  

国立健康・栄養研究所  

国立国際医療研究センター  

今村電気化学（株）  

根津鋼財（株）  

佐賀国道事務所  

佐藤建具製作所  



佐藤鐵鋼（株）  

済生会中和病院  

堺ロータリークラブ  

埼玉県中小企業共済協同組合  

桜ｹ丘幼稚園  

札幌聖書集会  

札幌北一条教会  

三井倉庫エクスプレス（株）  

三井物産アグロビジネス（株）  

三井物産ケミカル（株）  

三恵エンジニアリング（株）  

三条市立月岡小学校  

三条南ロータリークラブ  

三菱・足立共同企業体  

三菱ＵＦＪ信託銀行  

三菱商事  

三菱商事建材（株）関西支店  

三菱電機ビルテクノサービス（株）金山営業所  

山形県置賜総合支庁  

山形城西キリスト教会  

山形六日町教会  

山口県合唱連盟  

山根海運（株）  

山梨県出納局  

山﨑内装工業（株）  

枝光会附属幼稚園  

自由学園  

鹿児島県環境保全協会  

鹿島建設（株）東京土木支店  



社会福祉法人旭川市社会福祉協議会  

社会福祉法人今金町社会福祉協議会  

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  

社会福祉法人聖光学園  

住吉教会婦人会  

住友生命保険相互会社 東京事業部  

住友不動産販売（株）浦安営業センター  

勝山精機（株）東京営業所  

小栗小児科医院  

小豆沢墓苑  

小林歯科医院  

昭島ナオミ保育園  

昭和パックス（株）  

昭和マテリアル（株）  

昭和リース（株）  

昭和貿易（株）  

松浦社会保険労務士事務所  

松阪キリスト福音教会  

松阪市ボランティアセンター  

焼津ライオンズクラブ  

障害者施設聖マーガレットホーム  

城之橋幼稚園  

植木会計事務所  

新」しらおか病院  

新潟キワニスクラブ  

新潟市医師会  

新潟特殊企業（株）  

新興プランテック（株）  

新電元工業（株）  



新日鉄住金エンジニアリング（株）本社  

新日本カレンダー（株）  

森建設工業（株）  

神戸女学院大学図書館  

神戸布引教会 女性会  

神谷コーポレーション（株）湘南オフィス  

神奈川県社会福祉会かがやき広場  

神奈川土建座間海老名支部  

親和スチール（株）  

水戸市教育委員会  

整理収納サポート Ａｎｔｏ  

清泉小学校児童会ボランテイア委員会  

聖公会名古屋聖ヨハネ教会  

西宮ユネスコ協会  

西村眼科医院  

西日本プラント工業（株）  

西日本高速道路ビジネスサポート（株）  

西日本電気システム（株）  

青山学院女子短期大学同窓会  

静岡市立清水岡小学校  

税理士法人 日本税務総研 名古屋事務所  

税理士法人 連合会計事務所  

税理士法人ＴＯＫＩ  

積水ソフランウイズ  

積水ハウス（株）郡山支店  

仙川教会子どもの家  

仙台青葉クリニック  

千如寺大悲王院  

千葉市ボランティアセンター  



千葉友の会  

川崎白百合ライオンズクラブ  

川和保育園  

船橋市保健所  

全国建設工事業健康保険組合 香川県支部  

双日建材（株）  

双葉幼稚園  

相馬地区保護司会  

相模原福音キリスト教会  

増会計事務所  

足立愛の教会  

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）長岡支店  

損保ジャパン日本興亜保険サービス（株） 京葉支店  

大館ルーテル同胞教会 教会学校  

大宮共立教会  

大宮白百合幼稚園  

大原不動産（株）  

大阪淡路ライオンズクラブ  

大阪ボランティア協会  

大阪阿倍野ライオンズクラブ  

大阪東住吉平野ライオンズクラブ  

大阪府西成警察署防犯コーナー  

大樹ライオンズクラブ  

大住保育園  

大成有楽不動産（株）名古屋支店  

大津友の会  

大法輪寺別府別院  

大野郵便局  



大和郡山市社会福祉協議会  

大和窯業（株）  

第一生命（株）千葉総合支社  

第二建設（株）本社  

瀧口木材（株）  

竹中幼稚園  

筑波キリスト教会  

中国トラベル  

中山建設（株）  

中泊ライオンズクラブ  

中平司法総合事務所  

中野町内会  

朝日新聞東京本社  

朝日新聞名古屋本社  

朝日農林 有限会社  

長崎県美容専門学校  

長瀬ビジネスエキスパート（株）  

長津田駅北口郵便局  

長尾ライオンズクラブ  

鳥取少年友の会  

鳥取保護観察所  

津ユネスコ協会  

椎野雅之税理士事務所  

辻堂キリスト教会  

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東京支社  

天城山荘  

都農聖愛幼稚園  

東亜警備保障（株）  

東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ（株）  



東京トヨペット（株）  

東京ビジネスサービス（株）  

東京フラワーポート（株）  

東京海上日動火災保険（株）  

東京管財（株）  

東京不動産管理（株）  

東芝インフラシステムズ（株）  

東芝労働組合本社支部  

東駿河郵便局長夫人会  

東方之光 岡山  

東洋工業（株）三重工場  

桃山キリスト教会 すみれ会  

藤川貿易（株）東京オフィス  

同志社女子大学宗教部Ｙ.Ｗ.Ｃ.Ａ   

独協医科大学医学部免疫学講座   

独立行政法人 駐留軍等労働者労務管理機構  

独立行政法人 東京山手メデイカルセンター  

南越法人会女性部会  

南魚沼市社会福祉協議会  

二幸産業株式会社 関東支社  

日産化学（株）  

日新化熱工業（株）本社工場  

日神不動産（株）  

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  

日曹商事（株）名古屋支店  

日通商事（株） 埼玉営業センター  

日鉄住金物流株式会社  西日本支店  

日那電機（株）  



日本キリスト改革派 恵泉教会  

日本キリスト改革派 伊丹教会  

日本キリスト改革派いずみ教会  

日本キリスト改革派仙台教会  

日本キリスト教会 大森教会  

日本キリスト教会広島長束教会  

日本キリスト教会札幌白石教会  

日本キリスト教団 横浜磯子教会  

日本キリスト教団 三軒茶屋教会  

日本キリスト教団 洗足教会  

日本キリスト教団 小阪教会  

日本キリスト教団 昭島教会  

日本キリスト教団 千歳栄光教会  

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 福岡玉川教会  

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会  

日本キリスト教団更生教会  

日本キリスト教団紅葉坂教会  

日本キリスト教団沼津大岡教会婦人部  

日本キリスト教団千城台教会教会学校  

日本キリスト教団調布教会  

日本キリスト教団武蔵野教会  

日本クレア（株）  

日本コカ・コーラ（株）  

日本トムソン（株）  

日本バプテスト静岡キリスト教会  

日本基督教団 長崎教会  

日本基督教団 横浜港南台教会  



日本基督教団 鹿沼教会  

日本基督教団 常磐教会  

日本基督教団仙台長町教会  

日本基督教団東京教区西南支区常任委員会  

日本基督教団富士見町教会  

日本興業株式会社 本社  

日本建設（株）  

日本聖公会 福井聖三一教会  

日本聖公会横浜教区千葉復活教会  

日本聖公会川﨑聖パウロ教会  

日本赤十字社岩手県支部北上市地区  

日本赤十字社香川県支部   

日本総合住生活（株）東京支社  

日本長老教会姉ヶ崎キリスト教会  

日本電設工業（株）横浜支社  

日本電設工業（株）  

日本道路興運（株）東京支店  

日本福音ルーテル小鹿教会  

日本福音ルーテル函館教会  

日本福音自由教会 草加福音自由教会  

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）山鼻東屯田通郵便局  

日本郵便（株）春日井玉野郵便局  

日野キリスト教会  

日野自動車労働組合  

能美防災（株）成田事務所  

播磨町国際交流協会  

柏原ライオンズクラブ  



函館聖ヨハネ教会  

函館友の会  

八王子日本閣  

八栗シオンキリスト教会   

八戸小中野幼稚園  

飯島税理士事務所  

飛鳥車体（株）  

飛鳥特装（株）  

飛鳥特販（株）  

菱光石灰工業（株）  

婦人会 神奈川県本部  

婦人国際平和自由連盟日本支部  

富士ゼロックス千葉（株）  

富士ネットシステムズ（株）  

富士見高原教会  

富田林教会 オリブの会  

武石板金  

舞鶴共済病院  

風間利昭税理士事務所  

風間利昭税理士事務所  

福岡シニアライオンズクラブ事務局  

福田交易（株）  

福島教会  

福島赤十字病院  

兵庫県婦人共励会  

兵庫飼料（株）  

弁護士法人ホームワン  

宝塚バプテスト教会 ＣＳ小学科  

峰町キリスト教会  



北海道漁業協同組合連合会 大阪支店  

北見白樺ライオンズクラブ  

北斗市市役所本庁舎  

味岡（株）福岡支店  

名古屋エアケータリング（株）  

名古屋学院大学 キリスト教センター  

名古屋友の会 幼児生活団  

明治安田生命保険相互会社 江東営業所  

野田金属工業（株）  

野付漁業協同組合  

弥彦村社会福祉協議会  

油布 和代  

郵便局（株）札幌南二十一条郵便局  

郵便局（株）新潟中郵便局  

郵便局長会中越北なでしこの会  

立命館大学スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学研究科  

緑の牧場教会大館チャペル  

林田行政書士事務所  

労働保険事務組合あおば労務管理協会 関口社会保険労務士事務所  

和歌山トヨタ自動車（株）  

亘理町社会福祉協議会  

偕成社  

槇会計事務所  

髙木淳平法律事務所 


