
2019年 5月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2019年 5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。  

 

（有）久保井保険事務所  

（有）森谷  

（有）足立農園  

（一財）切手の博物館  

（学）阪急学園本部事務局  

（学）阪急学園本部事務局  

（株） Mizkan Holdings  

（株） ニッセイシーエスティー  

（株） 西林工務店  

（株）Ｃ・Ｔ・Ｓ中央  

（株）ｇｅｅｅ ｃｏｍｐａｎｙ  

（株）NIPPO 関西試験所 

（株）ＮＩＰＰＯ 関西支店 

（株）TT トレーディング  

（株）アスカネット東京支社ショールーム  

（株）アップフロントワークス  

（株）イーエッチ倶楽部  

（株）イズミコーポレーション  

（株）インテージ・アソシエイツ ダイバーシティ推進室 

（株）エスエーピー  

（株）エスティーワールド  

（株）エフ・エム・アイ東京本社  

（株）カイダックホールディングス  

（株）カンビ  



（株）クリアス  

（株）グリム  

（株）クレアホーム  

（株）クレーンピーエムセンター  

（株）ケービデバイス  

（株）コア 購買部  

（株）コーイン  

（株）サプラ  福井支店 

（株）ジースリー  

（株）シービーエス 総務･人事課 

（株）十八銀行  

（株）スギモト  

（株）スミカ  

（株）タイセイ  

（株）チックトラベルセンターハートＴＯハート事業部 

（株）テクノポール  

（株）デップ  

（株）テレパック  

（株）トープラ 管理本部経営企画部企画課 

（株）トップ  

（株）トンボ 財務部 

（株）長崎経済研修所  

（株）ニコンビジネスサービス 人事厚生グループ厚生チーム 

（株）ハングリータイガー本部  

（株）ヒューマンビーイング  

（株）フジテレビジョン 報道特番 

（株）フロンティアハウス 本店  

（株）三菱電機ビジネスシステム 関西支社 

（株）メディカルシード  



（株）もりとも  

（株）やまびこ 総務部 

（株）ゆうちょ銀行 南関東エリア本部  総務部 

（株）ラスコ 資材部 

（株）リンレイ  

（株）ワック  

（株）旭光製作所  

（株）旭工業所  

（株）安藤・間 調達部 

（株）育児の友社  

（株）栄工製作所  

（株）延吉工業  

（株）加藤事務所  

（株）吉川国工業所  

（株）共立建物  

（株）熊木共楽園  

（株）経済界 秘書室 

（株）今仙技術研究所  

（株）鷺宮製作所 営業管理部 

（株）三興社  

（株）守谷商会神戸営業所 機械４部 

（株）秀拓  

（株）昭和商会  

（株）森田電器工業所  

（株）水本機械製作所  

（株）西建設計  

（株）誠和運輸  

（株）青空興業  

（株）石井興業   



（株）摂津清運  

（株）村井工業所  

（株）大設工業  

（株）大通  

（株）第一マネージメント  

（株）池商  

（株）中日本ハイウェイ・リテール名古屋（株） 総務部総務課 

（株）中澤  

（株）電通  関西支社 

（株）東京富士  

（株）日企 総務部 

（株）日本シューター 管理統括部  

（株）日本ハウスＨＤ埼玉西支店  

（株）日本政策投資銀行 企業金融第 6部 

（株）農土コンサル 総務 

（株）萩原工務店本社  

（株）福田電機製作所  

（株）陽だまり工房 北上支店 

（株）来侍郵便局  

（株）六濤  

（公財） 全日本空手道連盟  

（公社）「小さな親切」運動本部  

（財）地域創造  

（社）日本薬局協励会 事務局 

（社）日本薬局協励会 事務局 

（有）アルタ  

（有）川岸造園  

（有）ジパング・プロジェクト  

（有）ジパング・プロジェクト  



（有）テー・アンド・シーピー  

（有）トライジップ  

（有）フラワーケア  

（有）ルーツ  

（有）関鉄工所  

（有）幾三音楽出版  

（有）久保田鉄工所 本社工場  

（有）共栄産業 有志  

（有）光サービス  

（有）香川電話センター  

（有）人の森  

（有）内装工房 三喜  

（有）日之出商事  

（有）髙橋石材店  

「小さな親切」運動奈良県本部  

Ｂ．Ｔ．Ｊ （株）新潟 CO 南魚沼営業所  

ＦＭちゃお  

ＧｒＡＳＰ（株）  

i+Land nagasaki  

IKEA 立川  

ＪＯＨＮＡＮ（株） 西日本第三事業部 

ＪＰ労組九州地方本部 女性フォーラム  

ｌ国際ソロプチミスト南国  

ＮＢＣ情報システム（株）  

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合  

NPOあったかい手  

ＮＰＯ世田谷桜丘まちづくり  

ＮＰＯ法人ソーシャルデザインセンター淡路  

ＰＬ総合事務所  



Ray Company 東京  

SDA西巣鴨キリスト教会  

SK TRADING  

TMI総合法律事務所  

YKK AP（株） 関西支社 

あーす ぷらざ  

アース環境サービス株式会社  

アールプラスホーム  

あかつき総合法律事務所  

有澤歩行行政書士事務所  

アジア協会アジア友の会  

アスト（株）北港ターミナル  

イオンフードサプライ（株） 兵庫センター 

インマヌエル中目黒キリスト教会 宣教応援委員会 

ヴォーリズ学園 宗教センター  

エクレ（株）  

エネサーブ（株）  

大阪教会  

オリエント住宅販売（株） 本店  

カインズ（株）  

春日市社会福祉協議会  かすがボランテｲアセンター  

カトリック志村教会  

関西化工（株）  

キシダ化学（株）東京支店  経理部東京分室 

岸和田教会 社会活動委員会  

キャノン イメージング システムズ株式会社 人事法務 

ギャラリーみぎり  

九鉄工業（株） 熊本支店 

共和食品（株）  



キンパラ（株） 経営支援部 

クラリオン（株）本社・技術センター 購買部 

くるくるひろば  

コープ仁川店 福祉の集い  

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  

こやり隆史事務所 滋賀事務所 

ザ・パック（株） 東日本事業本部 管理部管理課 東京管理部管理課 

サクサビジネスシステム（株） 事業統括部 

桜ケ丘幼稚園  

囁南（株）  

サンエス護謨工業 関西支店 

三協紙業（株）  

サンデンホールディングス 秘書室 

ジェイフィルム（株）  

塩屋土地（株）  

ジャパンマリンユナイテッド（株）  

税理士法人ＬＲパートナーズ  

ステリサイクルＭＥＤ（株）  

スミセイビジネスサービス（株）  

セノー（株）東京支店  

センクシア（株） 資金・経営管理部 

ソーラーフロンティア（株） 代理店販売部 

ソニー損害保険（株） 総務人事部 総務課 

ダイドードリンコ（株） 東北第一支店 

ダイネン（株）  

タケウチ  

タジマ国際貿易（株）  

たはた診療所  

チアキデンタルクリニック  



ドイツ語学院ハイデルベルク  

東亜警備保障（株）  

トヨタ中央自動車学校  

トヨタ中央自動車学校  

ナカノス建設工業（株）  

名護公共職業安定所  

にしき自動車興業（株）  

ニチビル（株）  

ニチレキ（株） 長崎営業所 

日鉄物産（株） 中国支店 

日本キリスト教団 甲子園教会 女性会  

日本キリスト教団鹿児島教会 友愛部  

日本基督教団 高石教会  

日本キリスト教団 石橋教会  

ノートルダム清心女子大学 ボランティアサークル ひとつぶ会 

はすだ自然学校  

パナソニック（株）ライフソリューションズ社  

パナソニックエコソリューションズ労働組合新潟支部  

播州地区 JOCS  

ヒノ井医院  

備北民報（株）  

広島ロータリークラブ  

毎日放送  

マンダリン オリエンタル 東京 ＣＲＣ委員会 

桃山キリスト教会 すみれ会  

八尾福音教会  

やたべ行政書士事務所  

ライフ薬品（株）  

らくいち合同会計事務所  



ロックペイント具志川販売店  

わらく  

阿蘇カドリー・ドミニオン  

阿倍野区老人クラブ連合会  

伊集院間税会  

伊勢崎ロータリークラブ  

医療法人紀泉会  家田医院  

稲毛海岸教会 婦人会（ハンナの会） 

宇治バプテストキリスト教会  

宇都宮福音キリスト教会  

宇美バプテスト教会 ご一同  

羽尻税理士事務所  

栄食メディックス（株）  

英会話クラブ サビーネ  

横浜パイロット組合  

横浜岡村教会  

横浜外科整形外科医院  

王子木材緑化（株）  大阪支店 

岡山市中区福祉事務所  

岡谷鋼機（株）東京本店 人事総務部 

花巻市清掃（株）  

介護老人保健施設あさがお  

株式会社 オーテックジャパン サービス購買部グループ 

株式会社 フェイス 仙台営業所 

株式会社 吉野屋ホールディングス 素材開発部 

株式会社 徳屋  

関口歯科医院  

丸藤シートパイル（株） 営業総括部購買グループ 

京都御幸町教会 シャロンの会  



京都税理士法人  

京都東寺郵便局  

京都府庁前郵便局  

共和紙業（株）化成品部洋紙部  

教育庁サポートオフィス（パレット）  

近畿オート（株）  

金城学院幼稚園 父母の会 

金沢西ライオンズクラブ  

屈斜路郵便局  

熊本友の会 中高年グループ 

兄弟自動車ボデー修理工場  

光和精鉱（株）  

公益社団法人行田法人会  

幸田塗装（株）  

広島安佐ロータリークラブ  

広島伊丹電機（株）  

高岡中央ライオンズクラブ  

高浜町社会福祉協議会  

国光エクセル（株）本社工場  

国際ソロプチミスト山形  

国際ソロプチミスト倉吉  

国際交流ラウンジ  

国際紙パルプ商事（株） 関西支店 

国際紙パルプ商事（株） 関西支店 

今治地区保護司会  

佐倉聖書バプテスト教会 婦人部 

佐伯福音キリスト教会  

堺聖テモテ教会  

堺美原ライオンズクラブ  



札幌市役所 保険企画課医療助成係 

三井デザインテック（株） 首都圏第 2グループ 

三井住友ＤＳアセットマネジメント グローバル戦略運用第ニ部 

三井物産（株） 油脂・食料営業部油脂室 

三井物産アグロビジネス（株） 人事総務室 

三丸機械工業（株）  

三協興産（株）  

三甲テキスタイル（株） 大阪支店 

三桜工業（株）古河事務所 ＦＩシステム事業部 

三信化工（株）仙台支店  

三菱商事パッケージング（株）  

三菱電機インフォメーションネットワーク（株）  

三洋電機（株）  

山下・遠山法律事務所  

山田ゆい建築設計事務所  

山二物産（株）  

山梨県信用農業協同組合連合会  

四国中央医療福祉総合学院  

滋賀県希望が丘文化公園  

滋賀八幡病院  

芝浦工業大学附属中学高等学校 ボランティア同好会顧問 広報室長 

社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会  

社会福祉法人おおぞら会 工房 時  

秋田県職員連合労働組合秋田支部  

秋田県職員連合労働組合本庁支部  

秋田港ロータリークラブ  

住友重機械搬送システム（株） 調達グループ 

住友林業緑化（株）  

出光興産（株） 潤滑油一部潤滑油調達課 



勝又和彦税理士事務所  

小松電機（株）  

小倉台キリスト教会  

小樽友の会 奉仕部 

小池邦夫絵手紙美術館  

小木曽歯科医院  

小林聖仁事務所  

昭和リース（株） 人事総務部 

松浦婦人科専門クリニック  

松阪市ボランティアセンター  

松前ライオンズクラブ  

松本ビル管理（株）  

城北食品（株）  

常盤興産（株）いわき事務所 社長室 

浄土宗誓教寺  

新潟熔材（株）  

新興機械工業（株）  

新国立劇場演劇研修所  

新小林建機産業（有）  

新明産業（株）  

新明産業（株）  

神戸伝道所  

神戸保護観察所姫路駐在官事務所  

神奈川県建設連合国民健康保険組合  

神奈川県退職公務員連盟  

神奈川県立保険福祉大学 総務課 

吹田鉄工（株）  

水戸地方農業共済事務組合、水戸地方建物農機具共済推進協議会  

清泉小学校児童会ボランテイア委員会  



西日本電気システム（株） 京阪神支店 

青山学院高等部同窓会 事務局 

青山学院宗教センター  

青葉キリスト教会  

静香産業（株）  

税理士法人 第一経理  

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Ｙ．Ｋ．Ｃ．  

石川ライオンズクラブ  

石川県南加賀土木総合事務所  

積水ハウス（株） 岐阜支店 

積水ハウス（株）埼玉南支店 総務課 

積水ハウスリフォーム東日本（株）東京営業所  

雪田ひろみ税理士事務所  

仙台ＪＯＣＳ  

仙台演劇鑑賞会  

仙台商工会議所 総務広報チーム 

川崎ブレーメン通郵便局  

浅井産業（株）  

浅井産業（株）  

前田建設工業（株） 関西支店 高浜作業所 

全日本郵政労働組合九州地方本部 女性フォーラム 

損保ジャパン日本興亜保険サービス（株）  

村山市連合婦人会  

太田ベンチャークラブ  

太陽ステンレススプリング（株）  

太陽生命保険株式会社 東京支社 

大原学園  大原簿記学校 10号館 東京校受付課 



大阪産業大学 総合図書館 

大崎上島東野ライオンズクラブ  

大崎町役場  

大社ロータリークラブ  

大津鉄工（株）  

大塚平安教会 古切手係 

大同生命保険（株）  

大本愛媛本苑  

大和ハウス（株）宇都宮支社  

大和ハウス工業（株）金沢支社 建築設計 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 総務・安全・施設管理課 

瀧口木材（株）  

谷根千クリニック  

池田接骨院  

築上町役場 総務課行政係 

中越三菱自動車販売（株）長岡中央店  

中日本カプセル（株）  

中部日化サービス（株）三重支店  

朝日生命労働組合 広島支部 

朝日総合法務事務所  

朝日幼稚園  

長崎教会 長崎教会  

長尾谷高等学校なんば分校  

鳥取キリスト教会  

帝人フロンティア（株） 東京衣料第一部第二課 

天使の集い  

土井特殊鍍金工業（株）  

東亜道路工業（株） 広島工場 

東海ビバレッジサービス（株）」  



東京トヨペット（株）  

東京メディカルライオンズクラブ  

東京海上ホールディングス（株） 人事部 

東京海上日動火災保険（株） 公務第一部長席 

東京海上日動火災保険（株） 神奈川損害サービス部／横浜損害サービス第二課 

東京海上日動調査サービス（株） 総務Ｇ 

東京管材（株）  

東京多磨霊園管理事務所  

東京大学医科学研究所 臨床ゲノム腫瘍学分野 

東京電力常傭職員労働組合本部  

東郷ファインアート  

東駿河郵便局長夫人会  

東松島市社会福祉協議会  

東城ロータリークラブ  

東大宮福音自由教会  

東北学院榴ケ岡高等学校  

当麻ライオンズクラブ  

藤川貿易（株）東京オフィス  

同和興業（株） 渉外部 

特別養護老人ホームむらさき野苑  

虹の架け橋実行委員会  

日下部泉経営労務事務所  

日信電子サービス（株） 総務人事部 

日西物流（株）仙台営業所  

日西物流（株）仙台営業所  

日通宇部運輸（株）  

日東通信（株）山形支店  

日本アルミット 大阪支店支店 

日本イエス・キリスト教団  岡南教会婦人会  



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 恵泉伝道所  

日本キリスト教会川﨑境町教会  

日本キリスト教会函館相生教会日曜学校  

日本キリスト教団  首里教会  

日本キリスト教団 所沢武蔵野教会 ＪＯＣＳ担当医係 

日本キリスト教団 大阪聖和教会  

日本キリスト教団 福岡玉川教会  

日本キリスト教団高槻教会  

日本キリスト教団高田教会  

日本キリスト教団三島教会 使用済み切手係 

日本コンピュータ・ダイナミクス（株） ＩＴ事業推進室 ビジネスパートナー推進 

日本フリーメソジスト所沢グレース教会  

日本基督教団  玉野教会  

日本基督教団  大阪淡路教会  

日本基督教団 岩本教会  

日本基督教団 近江平安教会  

日本基督教団 鹿沼教会  

日本基督教団 成瀬が丘教会  

日本基督教団 東村山教会  

日本基督教団上星川教会  

日本基督教団神奈川教会  

日本興産（株）  

日本高圧コンクリート（株）東北支社  

日本山妙法寺  

日本聖公会京都教区教務所  

日本聖公会東京教区 聖マルコ教会  

日本聖公会奈良基督教会  

日本石油販売（株）  



日本赤十字社 和歌山県支部 

日本赤十字社 福島県支部  

日本赤十字社三重県支部  

日本総合サービス（株） 埼玉支店 

日本道路（株）中部支店  

日本被服（株）  

日本福音ルーテル板橋教会  

日本文芸家協会  

日本郵便（株）亀田郵便局  

日本郵便（株）金沢中央郵便局 窓口営業部 

日本郵便（株）五稜郭駅前郵便局  

日本郵便（株）広島中央郵便局 郵便窓口部  窓口係 

日本郵便（株）市川郵便局 窓口営業部 

日本郵便（株）富良野郵便局  窓口営業部 

日本郵便（株）万富郵便局  

日野キリスト教会  

白報会さいたま在宅診療所  

八栗シオンキリスト教会  

八戸ライオンズクラブ  

八幡市ボランティアグループふきよせ  

飯能キリスト教会  

樋口スチール（株）  

彦建設（株）  

姫路医療生活協同組合 福祉介護センターひがし  

浜正機工（株）東京支店  

富桑工業（株）  

富山県農業信用基金協会  

富士通リース（株） 関西支店 

福岡コンピュータサービス（株）  



福山エクスプレス（株）成田流通営業所  

福島日産自動車（株） 総務部総務課 

米山薬品工業（株）  

米沢ライオンズクラブ  

米沢中央ライオンズクラブ  

碧南市大浜まちかどサロン管理組合  

北海道上川総合振興局 産業振興部林務課 

北海道新聞社 本社 編集局写真部 

北空知地区郵便局長夫人会  

北沢産業（株） 総務部 

北陸学院小学校育友会宗教委員会  

万葉倶楽部（株） 経理部グループ 

味の素（株）東北支社 営業企画グループ 

明協建設（株）  

明治安田生命（相）横浜支社  

明治労働組合 旭川市部 

門戸聖書教会  

野口興産（株）  

野毛印刷 営業企画本部 

郵便局（株）函館本通郵便局  

淀川メデック（株）  

六角橋教会 日曜学校  

鷲澤司法書士事務所  

偕成社 総務部 

廣瀬・小川税理士法人  


