
2019年4月　使用済み切手のご協力団体一覧

2019年4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。

事務部

購買部
事務センター
管理部
総務部　ＣＳＲ担当

下水道部

教育事業部

サポート本部

総務部
エンジニアリング部

コーポレートG

（専）YIC京都工科自動車大学校
（特非）明るい社会づくり運動滋賀県協議会
（有）花見モータース
（株）　ＭＡＹＡ　ＳＹＳＴＥＭ　新橋オフィス
（株）　シンセイコーポレーション
（株）ＣＢコンサルティング
（株）ｄｒａｗｅｒｓ
（株）LIXIL住宅研究所
（株）NIPPO
（株）ＮＩＰＰＯ中部支店
（株）NTTドコモCS東海
（株）アイ・バーグマン
（株）アスコ大東
（株）あすとサポート
（株）アゼスト
（株）オープンセサミ・テクノロジー
（株）カーサービス山形
（株）カーライフサンキュー
（株）カナイワ
（株）カルパック
（株）クリエイト　東京本社
（株）コーシンホーム
（株）ザ・スピングラス
（株）サンコーライテック
（株）サンユー保険事務所
（株）ジューテックホールディングス（株）
（株）ダイケンビルサービス
（株）タイメクス
（株）タマディック
（株）ティ・アイ・ディ
（株）ティーネットジャパン九州支社
（株）テクノ・トライ
（株）ハイロジック福岡支店



（株）ハロネット
（株）ハンシン建設　 千船事務所
（株）ビジネス通信工業
（株）ヒューマンビーイング
（株）プリパ　本部
（株）プルータス本社 国際部
（株）ブレインテック
（株）ベイサイドテクノス
（株）ベスト B037
（株）メモリード総合本部 経理部
（株）ヤマト建設
（株）ヨロズ愛知
（株）ライフプロデュース
（株）伊藤テック
（株）伊予銀行本店　広報CSR室 「小さな親切」運動愛媛県本部事務局
（株）伊予銀行本店　広報CSR室 「小さな親切」運動愛媛県本部事務局
（株）科学飼料研究所 総務課
（株）久木野組
（株）共栄デザイン
（株）興栄ケミカル工業所
（株）銀座サクラヤ 経理部
（株）経済界 秘書室
（株）江戸川バルブ・プロテクション
（株）高橋鉄工場
（株）彩生
（株）三愛サービスセンター
（株）山庄
（株）秀峯
（株）新和
（株）水処理サービス
（株）倉持淳一事務所
（株）草間ガス圧接工業
（株）損害保険ジャパン埼玉西支店
（株）大丸松坂屋友の会　札幌店
（株）谷井建設
（株）東証システム　サービス 要員マネジメント部
（株）那波伊四郎商店
（株）日旅九州エンタプライズ
（株）平山製作所 外国営業部



（株）ＩＨＩ汎用ボイラ
（株）ＪＴＢ 広島支店
（株）ＮＩＰＰＯ　弘前出張所
（株）ＮＩＰＰＯ徳島出張所
（株）アクア
（株）ウォータイト
（株）大設工業
（株）コムテックス
（株）シー・リンク
（株）シガフードプロダクツ
（株）デジック
（株）ニューエラー
（株）ハンシン建設
（株）フジプラス
（株）フセナガセ
（株）マイウェイファミリークラブ
（株）ワーコム
（株）関電パワーテック
（株）銀閣寺大西
（株）三栄金属製作所
（株）山星屋
（株）山本設計
（株）小薗不動産
（株）森工務店
（株）森傳　 倉敷営業所
（株）大阪中央会計事務所
（株）中西製作所　
（株）内外美装
（株）姫路メタルアート
（株）北沢建設
（公財）横浜市体育協会　横浜市金沢スポーツセンター
（公財）倉敷市スポーツ振興事業団 事務局
（公社）日本農芸化学会
（社）江戸川建設業協会
（社）新宿淀橋市場協会
（社）川邉事務所
（社）日本薬局協励会 事務局
（宗）日本自由キリスト教会
（有）あづまや産業



（有）アメニティライフ
（有）エイ・オーケイ
（有）ジパング・プロジェクト
（有）ティーズ
（有）トップ電気グループ
（有）ヤマサン
（有）ユゲ商会
（有）愛知環境センター
（有）甲府中央
（有）赤松工務店
（有）大興資源 総務部
（有）長嶋商店
（有）不二越総合保険事務所
（有）夢茶房
「まみあな馬の広場」
ＥＮＥＯＳグローブ株式会社 基地安全管理部
IHG・ANAホテルズ労働組合連合会 事務局
ＪＡえひめ物流（株）
J-POWERグループユニオン
ＪＲ東日本東北総合サービス（株）盛岡支店
MARKETING CONCEPT HOUSE
ＭＡＸ
ＭＣＳ税理士法人
Ｍｅｉｔａｎ　Ｔｒａｄｉｔｉｏｎ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ
ＮＢＣ情報システム（株）
NECネッツエスアイ（株） 企業ソリューション営業本部営業推進部
ＮＨＫプロモーション 文化企画事業本部
ＮＳＳＢマテリアル（株） 大阪支店
ＮＴＡＸ　Ｇｒｏｕｐ 保坂・福場税理士事務所
ＮＴＴ西日本　関西カンパニー
ＳＭＢ建材（株） 北陸営業所
アイシー（株）
アヴィバ（株）
アサヒ飲料（株） 岡山工場
あすてボランティア
アストモスエネルギー（株） 中国支店
アズビル（株）アドバンスオートメーションカンパニー 豊田営業所
ありんこ会
アン・コーポレーション



いすず自動車中部（株）
イデア総研税理士法人
いるま野農業協同組合　本店
エームサービス（株） 人事総務部　総務室
エクシオ物流サービス（株） 企画部
エクレ（株）
エプロンみどり
オーシャン貿易（株）
オギハラ工業（株）
オタワ愛徳修道女会
カトリック　柳井教会
カトリック桂教会
カトリック志村教会
カトリック逗子教会 婦人部
カトリック飯塚教会
カトリック豊中教会
カトリック北仙台教会
カルビー株式会社 東日本支社
キリスト品川教会奉仕部
グライト工業（株）
クラリオン（株）本社技術センター 購買部
グループ『ぽけっと』
グローバルアドバンスメタルジャパン（株）
ケーキの店　ボーダ
コープ西明石　福祉サークル
コーホク印刷（株）
こたけ小児科
こばと幼稚園
こひつじ学園・仁王幼稚園
コンパス会計事務所
サンネット物流（株）本社総務部 本社事務所
ジェイピーエヌ（株）なかよししんぶん
システム・アルファ（株）
ジャパンウェルネス（株） ＣＳＲ室
ジャパンホームシールド（株） 品質管理部
シャロンの花　イエス・キリスト教会
すさみ町社会福祉協議会  すさみ町ボランティア連絡協議会
スミセイビジネスサービス（株）
スリック株式会社



セキュリティーサポート（株）
セコム工業（株） 総務課
ソルベイジャパン（株） 総務部
たえ法律事務所
デュプロ精工（株）
トヨタＬ＆Ｆ福岡（株）
とらや 京都店
ニチイケアセンター大阪生野
ニチレキ（株） 長崎営業所
日本キリスト教団　奈良教会
日本キリスト教団　茨木東教会
日本キリスト教団　若松浜ノ町教会
日本キリスト教団　神和教会
ノートルダム教育修道女会
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 総務部　総務・施設課
ハリカ富士吉田店
びわこ学園　知的障害児者地域生活支援センター
ぶどうの木キリスト教会 事務局
ポートエンタープライズ（株）
ホテル南風荘 総務課
ボバース記念病院
ボランティアグループ婦人会
マツオカ建機（株） 整備部
マツモト産業（株） 福岡営業所
ミカド（株）
むさしの学園
森川美術
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン（株）
ヤマトパッキングサービス（株） 大阪営業所
よこすかボランティアセンター
ライファン工業（株）
旭化成ホームズ（株）埼玉・北関東ヘーベリアセンター
旭精密（株）
伊勢崎キリスト教会
伊藤忠建機（株） 人事総務部
伊藤忠食品（株）
医療法人社団　小林医院
井笠アスコン（株）
井原水産（株）



井原水産（株）札幌支社
一般社団法人国際環境研究協会
運送サービス（株） 総務部
荏原商事（株）東京支社
栄研化学（株） MK3-1
栄総合法律事務所
駅前駐車場
園田内科・外科クリニック
奥出雲町社会福祉協議会
横浜外科整形外科医院
横浜保護観察所小田原駐在官事務所
王子木材緑化（株）
岡谷鋼機（株）東京本店 人事総務部
岡田製罐工業（株）
沖縄県市町村職員共済組合 年金課
沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター
沖縄県渡嘉敷村役場
沖縄県立知念高等学校 JRC部
河北印刷（株）
花まるリフォーム（株）
花園神社社務所
株式会社　三城建設
株式会社ゼンリン 総務部
寒河コミュニティーまちづくり協議会
関西電気保安協会　広報部
丸杉建設（株）
丸大食品グループ労働組合連合会
岸和田復活教会
岩手県立盛岡峰南高等支援学校
岐阜日産自動車株式会社 各務原鵜沼店
吉岡（株） 名古屋支店
桔梗堂
久居聖書教会
久保総合法律事務所
宮園輸入車販売（株）メルセデス・ベンツ中野サーティファイド
カーセンター
宮崎県国際交流協会
魚住キリスト教会
京都市立藤森中学校



京都市下京区社会福祉協議会
共和食品（株）
曲渕税務会計事務所
玉里善き牧者幼稚園
金子秀人損害生命保険事務所
九州学院みどり幼稚園
九州電力労働組合本部
串間商工会議所
栗原工業（株）
栗原工業（株）　工務本部　
啓明学園初等学校奉仕委員会
恵和産業（株）
県立置賜農業高校生活部
五洋建設株式会社 財務部会計グループ
交野ベタニヤ教会
公益社団法人仙台北法人会 女性部会
厚木キリスト教会 女性会
広島皆実町郵便局
広友レンティア（株） 総務部
江州技研（株）
行政書士オフィスつばさ
香里園教会
高石市エイフボランタリーネットワーク
高知クリスチャンセンター
高知ボランティアビューロー
高知県総合保健協会
佐藤株式会社 総務部
細谷病院
堺市立総合医療センター
埼玉県中小企業共済協同組合
埼玉電設（株）
札幌友の会奉仕部
三井住友海上火災保険（株）姫路支店 スタッフ席
三井物産アグロビジネス（株） 人事総務室
三井物産ケミカル（株）
三協木材販売（株）
三桜電気工業（株） 人事総務部
三重鋼材（株）
三生ビル管理（株）



三鷹バプテスト教会
三田港運（株）
三菱商事建材（株） 関西支店
参議院議員こやり隆史事務所
山下湘南夢クリニック
山科税理士事務所
山形県県土整備部管理課
山形県置賜総合支庁 置賜保健所保健企画課
山梨富士さくらライオンズクラブ 事務局
司法書士望月久事務所
四国銀行 地域振興部
四日市市指定上下水道工事業者協同組合
指宿商業高等学校　ｲﾝﾀｰｱｸﾄ同好会
自治労愛知県本部
室町殖産（株）　 関西支社
室蘭北斗ライオンズクラブ
社会医療法人社団沼南会  沼隈病院 形成外科
社会福祉法人　魚沼市社会福祉協議会
社会福祉法人 手をつなぐ福祉会
社会福祉法人すこやか福祉会 葛飾やすらぎの郷
社会福祉法人上山市社会福祉協議会
社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院 総務課
社会福祉法人珀寿会　特別養護老人ホーム外神陽光園
若葉台診療所
寿工業（株）
収集グループ　あさがお会
宗像市立河東西小学校 児童会
秋田石油備蓄（株）男鹿事業所 総務課
住吉学園幼稚園
住友重機械労働組合連合会 関西地方本部
初田工業（株）
小さな親切運動 山口県本部
小笠原商事（株）米沢支店
昭和リース（株） 人事総務部
沼田キリスト聖書館
上水保育園
上尾キリスト教会
新茨木ボランティア友の会
新三商事（株） 事業統括部　総務Ｇ



新生紙パルプ商事（株）
新日本無線（株）
神戸海星女子学院
神戸市看護大学
神戸市看護大学
神戸市看護大学
神戸保護観察所
水戸バプテスト教会 小羊会
瑞浪市社会福祉協議会
世田谷平安教会
成和インターナショナル（株）
星塚敬愛園恵生教会
正田恒産（株）
清泉女子大学カトリックセンター
聖公会名古屋聖ヨハネ教会
声問郵便局
西大寺キリスト教会
西南学院バプテスト教会小羊会
西日本イワタニガス（株）　 山口営業所
西日本高速道路サービス・ホールディングス（株）
西日本高速道路ファシリティーズ（株）
西日本電気システム（株） 天王寺電車線工事所
西日本電気システム（株）
青山学院初等部
青山学院幼稚園
青木石材（株）
青木油脂工業（株）
静岡県結核予防婦人会
税理士法人　古田土会計 総務課
石原アメニテック（株）
石狩市社会福祉協議会ボランテｲアセンター
石炭資源開発（株） 総務グループ
石鎚敬神婦人会
積水ハウス（株） 福岡支店
積水ハウス（株） 鳥取オフィス
積和不動産関西（株） 姫路賃貸営業所
仙建工業（株） 総務部
川口製菓（株）
川崎ブレーメン通郵便局



川崎医科大学　総合医療センター
泉大津市婦人協議会
泉﨑南東北リハビリテーション・ケアセンター
浅井産業（株）
全国金物連合商業協同組合
創築工房
損害保険ジャパン日本興亜（株） 神奈川支店平塚支社
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント（株） 業務部
多気町立外城田小学校
太秦幼稚園
胎内市社会福祉協議会
大学生協　東京事業連合　杉並事務所 経理総務部　連合経理課
大丸鋼材（株）
大建コンクリート（株）
大阪大和川ライオンズクラブ
大阪東淀ライオンズクラブ
大阪東淀ライオンズクラブ
大阪府守口保健所
大樹生命保険（株）岡崎支社
大成機工（株） 東京支店
大津鉄工（株）
大分友の会 公共係
大和ハウス工業（株） 住宅事業部お客様相談センター
大和ハウス工業（株） 大阪中央支店
大和ハウス工業（株）
大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 総務・安全・施設管理課
大和ランテック（株） 関西支店
第一生命労働組合横浜総合営業職支部
瀧口木材（株）
知多サザンクリニック
池田五月山教会幼稚園
池田忠彦税理士事務所
中央区社会福祉ボランティア
中央区社会福祉ボランティア
中国電力（株） 経営企画部門
中山町役場 住民税務課
中川医院
中村・平井・田邉法律事務所
中播磨健康福祉事務所



中部大学 スポーツ保健医療学科
中部日化サービス（株）
中部日化サービス（株）三重支店
中野税理士法人
朝日新聞東京本社 編集ｻﾎﾟｰﾄ部経理課
津ユネスコ協会 奉仕部
津山友の会 明日の友Ｇ
塚口ケアプランセンター
帝京警備保証（株）
田中商事（株） 神戸営業所
都築電気（株）名古屋支店
島根県立大学　出雲キャンパス 管理課
島田耳鼻咽喉科医院
東亜建設（株）
東京Ⅱゾンタクラブ
東京海上日動火災保険（株） 姫路支店業務グループ
東京洋品協同組合事務局
東広島めぐみ教会
東芝テックソリューションサービス（株） 北関東支社
東部ダクト工業（株）
東邦銀行従業員組合
東北高等学校
東洋電産（株）本社
桃山学院教育大学　キリスト教センター
藤枝中央キリスト教会
藤沢友の会
独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金部
独立行政法人国民生活センター
独立行政法人国民生活センター
奈良セントラルライオンズクラブ
二戸ライオンズクラブ
二幸産業株式会社　関東支社
日新火災海上保険（株） 経営企画部広報グループ
日新火災海上保険（株）宇都宮サービス支店
日東化学産業（株）本社
日本ウイチタ（株）　 大阪支社
日本キリスト改革派東京恩寵教会 古切手係
日本キリスト教会 磐田西教会
日本キリスト教会東京主僕教会 日曜学校



日本キリスト教団  我孫子教会
日本キリスト教団  大船教会
日本キリスト教団  大船教会
日本キリスト教団 　東中野教会 社会委員会
日本キリスト教団  東美教会
日本キリスト教団  豊沢教会
日本キリスト教団　阿佐谷東教会
日本キリスト教団　横浜指路教会
日本キリスト教団　屋島教会
日本キリスト教団　茅ヶ崎恵泉教会
日本キリスト教団　茅ヶ崎恵泉教会
日本キリスト教団　茅ヶ崎恵泉教会
日本キリスト教団　高輪教会 社会委員会
日本キリスト教団　勝田台教会
日本キリスト教団　小阪教会
日本キリスト教団 水戸教会使用済み切手係
日本キリスト教団　辻堂教会
日本キリスト教団 福岡玉川教会
日本キリスト教団安中教会
日本キリスト教団横須賀小川町教会
日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会
日本キリスト教団金沢南部教会
日本キリスト教団原市教会 半田真樹子様気付
日本キリスト教団甲府中央教会
日本キリスト教団三島教会 使用済み切手係
日本キリスト教団室蘭知利別教会
日本キリスト教団小郡教会
日本キリスト教団小田原教会 信友会
日本キリスト教団新津田沼教会
日本キリスト教団翠ヶ丘教会
日本キリスト教団石神井教会
日本キリスト教団相武台教会
日本キリスト教団調布教会
日本キリスト教団東所沢教会
日本キリスト教団尾道久保教会
日本キリスト教団武蔵豊岡教会 社会部
日本ゼネラルフード（株） 食品流通センター
日本基督教団  茨木春日丘教会
日本基督教団  熊谷教会



日本基督教団　阿倍野教会
日本基督教団 栗平教会
日本基督教団　鳳教会
日本基督教団まぶね教会
日本基督教団鎌倉教会
日本基督教団砧教会
日本基督教団香貫教会婦人会
日本基督教団大井町教会
日本基督教団大宮教会
日本基督教団田園江田教会 マナの会
日本聖公会　高松聖ヤコブ教会婦人会
日本聖公会京都教区
日本聖公会北海道教区事務所G.F.S
日本電設工業（株）北海道支店 総務部総務課
日本福音ルーテル新霊山教会 女性会
日本放送労働組合東北支部
日本毛織（株）
日本郵便（株）亀田郵便局
日本郵便（株）五稜郭駅前郵便局
日本郵便（株）札幌西野八条郵便局
日本郵便（株）南関東支社 経営管理本部総務・人事部　横浜共通事務集約センター
日本郵便（株）函館宝来郵便局
日本郵便：（株） 郵便・物流事業企画部　切手葉書室
能美防災（株）　 中部支社
播州地区ＪＯＣＳ
梅花女子大学宗教部
白井興業（株） 経理
八馬汽船（株） 総務部
八馬汽船（株） 総務部
塙町
飯田ライオンズクラブ
飛鳥建設（株）技術研究所
彦根郵便局
菱光石灰工業（株）
表山クリニック
富山家庭裁判所 家裁調査官室
富士吉田市社会福祉協議会
浮羽ライオンズクラブ
武田薬品工業（株）



部落解放同盟中央本部
服部豊法律事務所
福岡ＹＷＣＡ
福祉ネット大和川
福島工業株式会社　 岡山支店
福島赤十字病院 看護部
平成筑豊鉄道（株） 電気課
平塚友の会 123894-014
弁護士法人ホームワン
豊中教会　レジオ・マリエ
豊通グレーンホールディングス（株）
北海道新聞社 本社 編集局写真部
北斗精機（株）
北陸銀行 東京支店
本多電機（株）
毎日新聞学芸部
名古屋エアケータリング（株）
名古屋家庭裁判所岡崎支部 少年調査室
名張ユネスコ協会
明治安田生命保険相互会社　 保険がわかるデスク淀屋橋
明治安田生命保険相互会社 首都圏西本部　首都圏西代理店営業部
明治安田生命労働組合盛岡支部
茂呂塾保育園
有限会社ユニオンサービス
有光工業（株） 九州営業所
（有）　健秀社
郵便局（株）新潟中郵便局 窓口営業部
幼児活動研究会（株）本社
立教大学　ボランティアセンター
立木歯科医院
旅行業公正取引協議会
林田行政書士事務所
蓮美幼稚園
惠みパブテスト教会




