
2019年6月　使用済み切手のご協力団体一覧

2019年6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。

（一財）ＰＯＯＬＥ　社会ボランティアの会
（福）宝塚さざんか福祉会
（有）ニーズ
（学）フジ学園　ＩＴカレッジ沖縄
（株）ＨＢＣワイドネットセンター
（株）LINK-US
（株）ＮＩＰＰＯ 人事部
（株）NIPPOコーポレーション神奈川復旧出張所
（株）ＮＴＴ-ＭＥサービス 総務部
（株）SMR
（株）ＴＯＺＥＮ
（株）アイエスシイ
（株）アカイ
（株）アグレックス 総務部
（株）アルメック
（株）ウェルアソシエイツ
（株）エイチ・エヌ・アンド・アソシエイツ
（株）エービーエル
（株）エムフォー
（株）オオスミ 総務グループ
（株）オオワダ
（株）オカムラ 商環境事業本部　関信越営業部　南支店
（株）カネイチ運輸
（株）クレアホーム
（株）グレースコーポレーション・ジャパン
（株）ザ・スピングラス
（株）サニコン 東京事業部
（株）システムサイエンス研究所
（株）セブン銀行 事務部事業サポート担当
（株）テクネット
（株）テラカド
（株）テルステック
（株）トーシンパートナーズ
（株）とらや本社 総務人事部
（株）ばんしょう東京支店
（株）ピカ　コーポレイション　
（株）ビューテックス
（株）プルータス前橋支店
（株）ベストメディカルライフ江田営業所
（株）ベルーナ 総務本部
（株）ベルパーク 総務人事部人事企画グループ



（株）マイクロ・テクニカ　本社分室 第3事業部
（株）メンテナンス管理本部
（株）ゆうちょ銀行 南関東エリア本部総務担当
（株）ユニフローズ
（株）ラルゴ
（株）リッチェル 総務
（株）レイシャス
（株）ロマニィ東京
（株）旭電熱製作所
（株）伊予銀行 人事部
（株）伊予銀行本店　広報CSR室内 「小さな親切」運動愛媛県本部
（株）加藤電器製作所 総務推進チーム
（株）環境装備エヌ・エス・イー 総務部
（株）丸良商事
（株）経済界 秘書室
（株）高見澤 建設事業部
（株）山一商店
（株）小林建設
（株）松田モデル
（株）信和
（株）神奈川フェンス土木
（株）石黒保険事務所
（株）増岡組東京支店
（株）長谷川建設
（株）土屋建築研究所
（株）東春工業
（株）日陸 ＣＳＲ推進室
（株）風技術センター
（株）福田電機製作所
（株）明治
（株）鈴幸
（公財）　全日本空手道連盟
（公財）横浜市体育協会　横浜市金沢スポーツセンター
（財）新潟県国際交流協会
（社）愛知高齢者事業団
（社）新屋厚生会　勝平保育園
（社）日本女子大学教育文化振興桜楓会 総務部
（社会福祉法人）湯沢市社会福祉協議会
（社福）豊田市社会福祉協議会
（有）　富士商会
（有）さいとう工房
（有）ルーツ
（有）恵南ケミカル
（有）三協製作所
（有）日幸通信
（有）友田保険事務所



｢小さな親切｣運動長野本部 事務局
ＡＤＥＫＡｸﾘｰﾝエイド（株）
ＧＦ（株）
ＪＡ三井リース（株） 三井物産営業推進部
ＪＡ三井リース（株）
ＪＡ西日本くみあい飼料（株）
ＪＤＣ出版
JFEテクノス（株）環境メンテナンス事業部西日本統括部 業務室
KISCO（株） 大阪本社
MICS化学（株） 管理部
ＭＳアーデル株式会社
ＮＨＫ京都放送局
ＮＰＯ世田谷桜丘まちづくり
NPO法人　こまつNPOセンター
ＰＬ総合事務所
REPRO
ＴＯＴＯ関西販売（株）
YMCAかわさき保育園
あい・ネパールの会
アイコムシステック（株） 総務部
アガペ甲山教会
アクションジャパン（株）
アサヒ住宅（株）
アジサイクラブ
イオンクレジットサービス（株） 総務部
エグゼクティブツアー（株）
エクレ（株）
大川内科
オリックス自動車（株）札幌支店 東日本サービスフロント部　札幌フロント係
オリンパス（株）　 松山営業所
お宝本舗えびすや
カトリック東広島教会
カトリック峰教会
カトリック北町教会
カネシメ冷蔵（株） 第一冷蔵庫
（株）ＡＤＳムラカミ
（株）ＣＦＮ
（株）HDC　ワイドネットセンター
（株）JPハイテック　中部事業所
（株）ＮＴＴビジネスアソシエ西日本 四国支店
（株）OSKプランニング
（株）アストラカン・アドバタイジング
カフーリゾートフチャクコンド・ホテル
（株）ケアライフ
（株）サンベルコ互助会
（株）サンホーム



（株）タツミマシン
（株）ダンロップゴルフスクール 大阪本社
（株）ドコモCS 大阪端末センター
（株）トップエステート
（株）ヒガシ21
（株）メドックス
（株）岡村商店　織匠
（株）加賀屋　ボネールグループ
（株）吉原工務店
（株）今村組
（株）清水鐡工所 大阪営業所
（株）千代田テクノル
（株）大川組
（株）内外美装
（株）名古屋エコール　 三重営業所
カルバリーバプテスト豊田キリスト教会
キャノンフィンテックニスカ株式会社 増穂事業所　管理部　増穂総務課
クラブツーリズム（株） ＣＳＲ推進部
クラリオン（株）本社・技術センター 購買部
グリーンライフ蕨
くるくるひろば
ケイエスケイ・システム（株）
ケイエス冷凍食品労働組合
コカ･コーラボトラーズジャパングループEAST労働組合
国際ゾンタⅡクラブ
コスモシステム（株） 西日本支社
コベルコ建機日本（株） 長野営業所
サークルたんぽぽ
サークル虹
サクラビア成城 アクティビティ課
サッポロプレシジョン（株）
シグマ建工（株）
システムアート（株）
シネマカリテ
社会保険労務士　村松事務所
ジャパンマリン（株） 工事部
セイコーウオッチ 事業管理部
ゼネラルストーン（株）新潟営業所
ソニー損害保険（株） 総務人事部 総務課
ダイワボウノイ（株）
タカヤ商事（株） 大阪堀江支店
タキロンシーアイ（株）
つくしライオンズクラブ
デンヨー（株） 大阪支店
東洋電工（株）
トーカロ（株）東京工場 製造部購買



トーヨーテクノ（株）
トナミグリーン（株）
ナカヤ建設（株）
ナカ工業（株） 福岡支店
ナス物産（株）四国営業所
西宮ユネスコ協会
ニチレキ（株） 長崎営業所
ノガミ調剤薬局
パナソニック　リビング首都圏・関東　労働組合　西東京分会
はなやま税理士事務所
パワーエステート（株）
ハンシン建設（株）　 千船事務所
ビブリオポリ
ベル・データ（株）東京本社
ヘルパーステーションいずみ
ヘンケルエイブルスティックジャパン（株）
ホース・ギア
ホーユー（株） 社長室
ポーレン化学産業（株）
ホクレン農業協同組合連合会北見支所 畜産生産課
ボランティアグループ婦人会
毎日放送
マツオカ建機（株） 整備部
マックガード日本合同会社
マルヤマエクセル（株）
モーリスコーポレーション（株）
山田獣医科病院
（有）ウェルフェアー
（有）化成品商事
（有）ツーボックス
ユーフーズ（株） 堺営業所
ユニカ（株）群馬物流センター
ルーテル津教会
ロジスティック・プランニング・スタッフサービス（株）
ロジスネクスト　ユニキャリア株式会社
愛知県社会福祉協議会 地域福祉部　ボランティアセンター
愛別ライオンズクラブ
旭川脳神経外科循環器内科病院
安城市社会福祉協議会
伊勢バプテスト教会
一般社団法人 全日本合唱連盟
一般社団邦人茨城県産業資源循環協会
雲仙市商工会女性部国見支部
横浜ＹＷＣＡ 古切手係
横浜栄光教会
横浜市中スポーツセンター



横浜泉ライオンズクラブ
横浜東戸塚ライオンズクラブ
横浜保護観察所
王子エフテックス労働組合 東海支部
王子エフテックス労働組合　 滋賀支部
王子製紙新労働組合日南支部
岡山市中区福祉事務所
岡山市北区中央福祉事務所介護サービス係
岡山市役所 東区福祉事務所
岡山白陵中学校・岡山白陵高等学校
沖ウィンテックユニオン
沖洲コミュニティ協議会
下宮市社会福祉協議会　仕分けボランティア「キッコロ」
下津ライオンズクラブ
学校法人　清水学園付属幼稚園
学校法人広島YMCA学園 福山YMCAディサービスセンター
笠井隆司公認会計士税理士行政書士事務所
株式会社　シグマ
寒川キリスト教会
関口会系事務所
関西化工（株）
関西学院宗教センター
岸和田教会社会社会活動
岩手県県南広域振興局土木部 用地課・建築指導課
岩手県民主医療連合会
岩野物産（株）本社
岐阜キリスト教会
岐阜中央ライオンズクラブ 事務局
汽罐部品製造（株）
久慈ライオンズクラブ
宮城野環境事業所
居宅介護支援事業所　小春日
協同組合　大矢野ショッピングプラザ
玉島ロータリークラブ
近畿生コンクリート圧送共同組合
近畿税理士会東淀川支部
近畿福音ルーテル桔梗が丘教会
九州電力（株）
駒ヶ根ライオンズクラブ
熊本サンライズライオンズクラブ
熊本県家畜市場
熊本県林業研究指導所 企画研修部
恵庭市ボランティアセンター
慶應義塾大学医学部形成外科学教室
桂建設（株）
古賀オール（株）



古賀市市民活動支援センター
古川事務所
戸部商事（株）郡山支店
光塩会 東京家政大学同窓会
江刺猿ヶ石栃改良区水土里ネット江刺猿ヶ石
甲府若葉ライオンズクラブ
荒尾ロータリークラブ
高岡中央ライオンズクラブ
高松ライオンズクラブ
高槻聖マリヤ教会
国際ソロプチミストいわみ
国際ソロプチミスト因島
国際ソロプチミスト京都ーみやこ
国際ソロプチミスト京都ー東山
国際ソロプチミスト神戸西
国際ソロプチミスト西尾
国際ソロプチミスト青森
国際ソロプチミスト大阪
根室市赤十字奉仕団
佐賀県ダム管理事務所
佐藤　信秋事務所
堺ロータリークラブ
堺美原ライオンズクラブ
堺浜寺ライオンズクラブ
埼玉県中小企業共済協同組合
札幌発寒教会
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）
三京化成（株）
三京化成（株）
三協工材（株）
三国金属工業（株）
三島町社会福祉協議会
三菱重工冷熱（株） サービス営業部業務課
三菱商事建材（株） 関西支店
三和電子サーキット（株）
山のハム工房　ゴーバル
山形大学小白川図書館 情報サービス
山甚物産（株）
山西鑿泉工業（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
四国遊技機商業協同組合
市川大洲郵便局
市川大洲郵便局
糸魚川市社会福祉協議会



持田製薬（株） 健保
時津町教育委員会
自動車安全運転センター北海道旭川事務所
鹿追ライオンズクラブ
社会医療法人孝仁会
社会福祉法人　沼田町社会福祉協議会
社会福祉法人 聖愛保育園
社会福祉法人管生会
社会福祉法人至愛協会かしのき保育園
勝田聖書教会
小堺製薬（株）
小松運輸倉庫（株）
小西・中村特許事務所
小千谷市社会福祉協議会
小林聖心みこころ会切手の会
昭和リース（株） 人事総務部
松山番町教会
松本運送（株）
新茨木ボランティア友の会
新家町自治会館
新庄ベンチャークラブ
新生紙パルプ商事（株）
新日産ダイヤモンド工業（株）
森建設工業（株）
神戸湊西教会
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
清泉小学校児童会ボランテイア委員会
聖隷こども園桜ヶ丘
聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂
製鉄記念八幡看護専門学校 学校自治会
西華産業（株）名古屋支店
西川計測（株） エネルギー営業本部
青山学院初等部
青森まほろばライオンズクラブ
斉田電機産業（株）
税理士法人　古田土会計 総務課
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
税理士法人タクトコンサルティング
石井内科小児科クリニック
石原アメニテック（株）
石油防災（株）　酒田防災事業所
積水マテリアルソリューションズ（株） 工業資材本部
千代田商事（株）　管理部
川原鳥獣貿易株式会社



川崎みどりの病院
前橋保護観察所
前田建設工業（株）北陸支店 総務部人事グループ
全国小麦粉卸商組合連合 事務局
倉敷しげい訪問看護ステーション
早良キリスト教会
増幸産業（株） 営業部
損保ジャパン日本興亜（株） 自動車営業推進部
村上社会保険労務士事務所
太平段ボール工業（株）
台北市松年福祉会 玉蘭荘
大館ロータリークラブ
大原不動産（株）
大阪阿倍野ライオンズクラブ
大阪桜之宮ライオンズクラブ
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
大樹生命保険株式会社　茨木支社 法人推進部長
大成有楽不動産（株）名古屋支店
大津鉄工（株）
大都魚類（株）
大分県トラック協会
大分福音キリスト教会
大和ハウス工業（株）つくば支社 住宅事業部営業課
大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 総務・安全・施設管理課
大和リビング（株）埼玉支店 総務経理課
第一生命保険（株） 大阪南支社
淡路信用金庫
知覧ライオンズクラブ ライオンズクラブ事務局
中央精機（株）
中央西まちづくり推進委員会 事務局
中央幼稚園
中村孝労務管理事務所
中部日化サービス（株）三重支店
朝倉ライオンズクラブ
朝倉市立　朝倉東小学校
朝日化学工業（株）
長谷部商事（株）
長津田駅北口郵便局
鳥羽ライオンズクラブ
津ユネスコ協会 奉仕部
天間特殊製紙（株） 営業部
渡辺東一郎税理士事務所
都市綜研インベストバンク（株） 不動産事業本部
土佐ライオンズクラブ



東亜自動車（株）
東栄会事務局
東栄会事務局
東栄会事務局
東京メカトロサービス（株）
東京海上日動火災保険（株） 岐阜支店
東京西東京ライオンズクラブ
東京短資（株） 東栄会事務局
東光高岳労働組合
東広島あきつライオンズクラブ
東日本銀行　従業員組合
東日本高速道路労働組合 東北支部
東北岡谷鋼機（株）
東洋クロス（株）
東洋大学川越キャンパス 総務課
東林聖書キリスト教会
東和ライオンズクラブ
同志社女子大学ＹＷＣＡ　
同志社女子大学宗教部
特別養護老人ホーム　いのこの里
栃木県トラック協議会宇都宮東支部
那覇家庭裁判所 少年調査官室
南海印刷（株）
南光台キリスト教会
南大阪みささぎライオンズクラブ
日信電子サービス（株） 総務人事部
日新化熱工業（株）本社工場
日鉄住金物産（株） 中国支店
日鉄物産メタルズ（株）
日本イエス･キリスト教団 鎌倉深沢教会
日本イエス・キリスト教団　神戸中央教会
日本キリスト改革派　東京恩寵教会 古切手係
日本キリスト改革派　東京恩寵教会 古切手係
日本キリスト教会 名東教会
日本キリスト教会上田教会
日本キリスト教団  洗足教会
日本キリスト教団　溝ノ口教会 社会委員会
日本キリスト教団 三木志染教会 オリーブ会
日本キリスト教団　神辺教会
日本キリスト教団　鶴川教会
日本キリスト教団 福岡玉川教会
日本キリスト教団旭川豊岡教会 社会委員会
日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会
日本キリスト教団翠ヶ丘教会
日本キリスト教団川越教会
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



日本ゼネラルフード（株）食品流通センター
日本ナザレン教団青葉台キリスト教会
日本ピラー工業（株） 三田工場
日本マリン（株） 内航貨物船部、内航船課内航担当
日本基督教団  神和教会
日本基督教団　　竜野教会
日本基督教団　大阪教会
日本基督教団　松山番町教会
日本基督教団砧教会
日本基督教団富士見町教会
日本紙工印刷（株）
日本創造教育研究所
日本福音ルーテル教会  東教区事務局
日本福音ルーテル東京池袋教会
日本福音自由教会　草加福音自由教会
日本無線（株）北海道支社
日本郵便（株）五稜郭駅前郵便局
日本郵便（株）今治郵便局 窓口営業部
日本労務研究所
柏みどりこども園
白玉醸造㈱
板垣建設（株）
斐川ライオンズクラブ
飛騨高山教会 チャリティー実行委員会
美容室メインステージひらつか
姫路城西キリスト教会 女性会
氷見ライオンズクラブ
浜松ひかりライオンズクラブ
浜松ホストライオンズクラブ
浜田ロータリークラブ
富士吉田中央ライオンズクラブ
福島愛隣幼稚園
福島県飯坂ホーム
福島赤十字病院 看護部
福野段ボール工業（株）
米沢市役所 総務部納税課
片山製薬所
訪問看護ステーション　東取手
北海道新聞社 本社 編集局写真部
北海道富士電機（株）
北沢産業㈱　函館営業所
北斗精機（株）
北陸銀行金山橋支店
墨田区立　錦糸町中学校 共同事務室
本清鋼材（株）
名古屋YWCA セーフティーサポートグループ



名古屋エアケータリング（株）
名古屋キワニスクラブ
名古屋東ロータリークラブ
名古屋福音伝道教会
名古屋友の会 公共係
明治安田生命保険相互会社 平塚西営業所
木内建設（株）名古屋支店
有限会社　不二越総合保険事務所
郵政退職者共助会 奈良支部
郵政退職者共助会泉州支部
幼きイエズス修道会
理想科学工業株式会社 Fs統括課
立川教会婦人会
緑バプテストキリスト教会
林化成（株）
鈴豊精鋼（株） 経理
和光商事（株）
和泉福音教会
齋田産業（株）


