
2019年７月　使用済み切手のご協力団体一覧

2019年7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。

(公社)坂出法人会
(特非)京都難病連
(有)イシウラオート
(有)香川教弘
(有)中原機工
(株)ｅｃｂｅｉｎｇ　 関西支社
(株)ISZK
(株)ＫＲＥＩＳ
(株)ＮＩＰＰＯ 大阪統括事業所
(株)NIPPO知多出張所
(株)Ｒ－ＪＡＰＡＮ
(株)TAKエンジニアリング
(株)アース・コーポレーション
(株)アイユー
(株)アクアテルス　 九州支店
(株)アクセライズ
(株)アステム　空調機器製作販売
(株)アストラカン・アドバタイジング
(株)アニマルケア 総務部
(株)ウェザーリポート
(株)エイチ・アイ・ティー　名古屋営業所
(株)エス・ディー・エス　バイオテック
(株)エステートナビ
(株)エドウィン
(株)エル・エム・エス京都
(株)エルメックス
(株)オーバーシーズジャパン
(株)オリエント本社
(株)カイタックホールディングス
(株)カナエ
(株)キャステム
(株)クロイスターズ
(株)コムテックス
(株)コンステックホールディングス
(株)サガワ　 大阪営業所
(株)サンリバー
(株)サンワシステム



(株)シード・プランニング
(株)ショウエイ
(株)スタジオ・ビーアンドエム
(株)ダイフレックス 総務部
(株)ダイマツ 総務部
(株)タツミマシン
(株)ディー・ダブリュウ・アール
(株)ディーブレス
(株)ティエフケー 総務部
(株)テツゲン　大分支店
(株)テレビ熊本 総務局
(株)テレビ神奈川 総務部
(株)トータルメイク工房
(株)トミヤ
(株)ニッセツ
(株)ハセベつくば工場
(株)ハヤブサ
(株)ハンシン建設　 千船事務所
(株)ビート 総務課
(株)ビケンテクノ
(株)ビックカメラ 人事部
(株)ヒムロ
(株)ヒューマンビーイング
(株)福西工務店
(株)フジプラス
(株)プライム
(株)プルータス本社 国際部
(株)ブルーボックス 企画室
(株)ベガホールディングス
(株)ペンタスネット
(株)松栄堂 京都本社
(株)メック
(株)メディーズ
(株)ヤマウ 鹿児島工場
(株)ユーコム　ダスキン埼玉西工場
(株)ランテック 関西支社
(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)一門会
(株)沖電気カスタマアドテック労働組合
(株)恩田組
(株)吉原工務店
(株)宮崎中央新聞社



(株)駒林鉄工所
(株)栗田出版社
(株)芸術造形研究所
(株)元気
(株)浩電社
(株)堺鋼板工業
(株)三井不動産ホテルマネジメント
(株)三栄金属製作所
(株)山星屋
(株)山洋
(株)昭和システムサービス
(株)松尾商行
(株)常盤建設
(株)新生機械
(株)新和
(株)誠和運輸
(株)積水化成品九州　豊前工場 豊前営業グループ
(株)積水化成品広島営業部三原営業Ｇ・三原工場
(株)千葉建設工業
(株)川測設計
(株)相原ウッドテック
(株)村井工業所
(株)大通
(株)大東ボーリング
(株)大同
(株)大日真珠
(株)沢下栄文堂
(株)土井工業所 旭工場
(株)島田木材
(株)東海理化クリエイト 総務部
(株)東京すずらん
(株)東京デリカ 総務部
(株)徳商事
(株)奈良木建
(株)柏丸金会館
(株)北海道畜産公社 総務課
(株)名機製作所 調達課
(株)友愛ビルサービス 総務部総務課
(株)洋光
(株)立川紙業
(株)麗光
(公財)五井平和財団



(公財)仙台ひと・まち交流財団 グリーン・パル事業課
(公財)明治安田クオリティオブライフ文化財団
(公社)東京都宅地建物取引業協会
(財)北海道難病連
(社)徳之島観光連盟
(社)日本薬局協励会 事務局
(社福)石川県社会福祉協議会 ボランティアセンター
(有)キディトレイン
(有)ザ・シール
(有)ジパング・プロジェクト
(有)トータス設計
(有)真柄木工所
(有)安野測量事務所
(有)協栄企画
(有)山延住宅
(有)新紘産業
(有)須賀建設
(有)草加ネジ
(有)柏葉建材
(有)福若
ＡＬＰＨＡ　ＭＡＧＩＣ
ＨＯＹＡ(株)アイケアカンパニー
IHI運搬機械(株)横浜第一サービスセンター
IMIジャパン(株)
ＪＡ三井リースアセット(株) リユース事業部　リマーケティング室
ＪＡ全農たまご(株) 総合課
ＬＧ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｊａｐａｎ(株)
ＭＯＬChemical　Tanker's　Japan　Ｃo.,Ltd
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法人　ヘルプセンターフラッグ
ＮＰＯ法人げんき港北区障害者地域活動ホームともだちの丘
Ｏａｋキャピタル(株)
ＳＢＩ損害保険(株)
SI長野会長
solution planning
ＳＰ　solution planning
ＵＤトラックスジャパン(株) 愛媛カスタマーセンター
ＵＲＢＡＮ　ＧＲＯＵＰ
アサヒ飲料株式会社　 岡山工場
イエス福音教団東京教会
いすゞ自動車販売店協会



うたづライオンズクラブ
エイベックス(株)
エクレ(株)
オーシャン貿易(株)
オープン工業(株)
オフィスポケット(株)
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
キシダ化学(株)東京支店 経理部東京分室
キリンビール(株) 首都圏・関東甲信越　総務部
クラリオン(株)本社・技術センター 購買部
グローアップ社会保険労務士法人
コカ･コーラボトラーズジャパングループEAST労働組合
コリント教会
サーミット工業(株)名古屋営業所
佐井司法書士法人
ジェコス株式会社
ジョブサポートパワー(株) 人事総務部
シンコウＳＢＡ(株)
スタジオ・ヨギー　なんば
セキスイファミエス中部(株)
セントラル電工(株)
タカネ電機(株)
チャンピオン商事(株)
チョッキンクラブ
つばき薬局
テルモビジネスサポート(株) 富士宮営業所
ナイス(株)
ナニハ繊維工業(株)
奈良県視覚障害協会点訳グループ青垣会
ニッテレ債権回収(株) 福岡総合店
にんにく玉本舗
ネッツトヨタ岡山(株)
のら犬
パナソニックコンシューマーマーケティング(株)労働組合
ビィズ・クロコ(株)
フジキチ(株)
プライムフーズ(株)
ブリジストンタイヤセンター関東(株)
ブリヂストン化工品ジャパン(株)
ベスト電器労働組合
ポートエンタープライズ(株)
ボバース記念病院



ボランティアグループフォーリーフ
毎日放送
マクリン幼稚園
まほうのつえ
マルヤマエクセル(株)
みとキリスト教会
メテック(株) 総務G
メノナイト方南町キリスト教会
モルガン・ルイス＆バッキアス外国法事務弁護士事務所
ユニプレス物流(株)
ライオンズクラブ国際協会３３２－Ｅ地区キャビネット事務局
リコージャパン(株)
ルベル/タカラベルモント(株)
愛徳カルメル修道会　本部修道院
葵総合経営センター 厚生委員会御一同
旭川脳神経外科循環器内科病院
旭有機材(株)
安心院ライオンズクラブ
安川エンジニアリング労働組合
安全衛生環境協力会
伊丹市医師会
伊藤ハム労働組合
伊藤忠商事(株)中部支社
医療法人社団　草生会上原クリニック
医療法人社団筑波記念 筑波記念病院 脳神経外科
一般社団法人日本絹人繊織物工業組合連合会
一般社団法人日本福祉用具・生活支援用具協会
因幡電機産業(株)
烏丸ＣＬＵＢ
栄電気(株)
延岡草の実会
遠藤科学(株)御殿場支店
奥島建設(株)
横須賀中央ライオンズクラブ
横浜ふじライオンズクラブ
横浜雙葉小学校 後期環境委員会
王子エフテックス労働組合江別支部
王子製紙新労働組合　苫小牧支部
沖ウィンテックユニオン
沖縄コンベンションセンター
沖縄リゾートトラベル(株)
加世田ライオンズクラブ



河崎運輸機工(株)
学校法人　のぞみ学園
学校法人　杏林学園 総務課
葛城キリスト教会
株式会社　グラックス・マツバラ ＭＯＡ事業部
株式会社　プルータス
株式会社　髙井鏡硝子工業所
刈谷ルーテル教会カタリナ会
刈谷知立キリスト教会
関西ペイント(株)
関西聖書学院
丸一(株)
丸日産業株式会社
岩代ライオンズクラブ
吉永塾
吉田社会保険労務士事務所
宮崎大学附属図書館
京阪カインド(株)
京都室町上立売郵便局
京都府中丹東保健所
共立出版㈱
共和商事(株)
共和食品(株)
喬宝漬物(株)
金剛バプテストキ・リスト教会
金沢医科大学皮膚科学講座
隅田化学(株)
栗原工業(株)
郡山医師会
月星海運(株)
県営深堀団地第一自治会
古賀オール株式会社 東北支店
戸田アスコン(株)
交友印刷(株)
光急便(株)
公益社団法人日本広告審査機構 総務部
厚木キリスト教会
広島ロータリークラブ
広島東ロータリークラブ
荒針産業(株)
荒木行政書士・社会保険労務士事務所
香芝市切手ボランティア



高田馬場診療所
高木耳鼻咽喉科
合同製鐡(株)
国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン
国際ソロプチミスト茅ヶ崎
国際ソロプチミスト弘前
国際ソロプチミスト諏訪保健教育委員会横井由紀子
国際ソロプチミスト西宮
国際ソロプチミスト千曲
国際ソロプチミスト大阪ーなにわ
国際ソロプチミスト奈良
国際ソロプチミスト奈良・あすか
国際ソロプチミスト舞鶴
国際ソロプチミスト北見
国際ソロプチミスト明石
国際ソロプチミスト和歌山紀ノ川
国際教育振興会　日米会話学院 総務
国際紙パルプ商事(株) 関西支店
佐藤株式会社 総務部
細谷病院
阪田産業(株)
札幌しらかばライオンズクラブ
三井海上火災保険(株) 総合営業第5部第1課
三井住友海上火災保険(株) 火災新種損害サポート部住宅ローン債権管理室
三井住友海上火災保険(株)中国本部 経理・総務グループ
三井物産アグロビジネス(株) 人事総務室
三井物産メタルズ(株) 業務部
三浦税理士事務所
三建設備工業(株)横浜支店
三種町役場 総務課
三重県立子ども心身発達医療センター 医療連携課
三信電気(株)
三沢興産(株)
三菱ケミカル労働組合 滋賀支部
三保機械工業(株)
山田歯科医院
山本電業(株)
山陽ヤナセ(株)
市川大洲郵便局
寺尾クリニカ
鹿児島第一ライオンズクラブ
実りケアプランセンター



社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会
社会福祉法人新島村社会福祉協議会
社会保険労務士法人NSR
収集グループ　あさがお会
住電商事(株) 東京総務部
住友金属鉱山株式会社 技術本部　総務グループ
住友不動産建物サービス(株) マンション会計センター
出水ライオンズクラブ 事務局
小栗小児科医院
昭和リース(株) 人事総務部
昭和電機(株) 名古屋支店
松山ベテル病院　後援会
松本ビル管理(株)
祥宏会　鈴木医院
上野毛幼稚園 子ども会実行委員会
信和産業(株)
新茨木ボランティア友の会
新栄工業(株)
新潟キワニスクラブ 事務局
新潟特殊企業(株) 総務部経理課
新日本ケミカル・オーナメント工業(株)
新明産業(株)
神戸海星女子学院マリア幼稚園
神戸保護観察所
神奈川電気協会
杉並ユネスコ協会
清水音泉
聖イエス会小さき群教会
聖バルナバ病院
西川産業(株) 営業戦略部　営業戦略担当
西日本高速道路ビジネスサポート(株) 九州支店
青山学院女子短期大学同窓会 ボランティア事業部
静鉄ホームズ(株) 大井川フレイミングセンター
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
税理士法人仲田パートナーズ会計
積水ハウス(株) 管理課
積水ハウス(株)名古屋シャーウッド住宅支店
積水マテリアルソリューションズ(株) 工業資材本部
千葉大学病院　精神科外来
川口製菓(株)
全国農業協同組合連合会　群馬県本部



相模運輸倉庫(株)
相模原福音キリスト教会 婦人部
相模台地区ボランティアの会
足立区役所 環境部ごみ減量推進課資源化推進係
足立区立六木小学校 ＰＴＡ役員　校外活動部
村上市社会福祉協議会荒川支所
村上社会保険労務士事務所
太陽生命グッドウィルサークル友の会
帯広東六条郵便局
大垣ライオンズクラブ
大丸鋼材(株)
大曲ルーテル同胞教会
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
大成建設株式会社 東北支店
大成有楽不動産(株)名古屋支店
大倉工業(株)東京支店
大津鉄工(株)
大同生命保険(株)
大日本印刷(株)情報イノベーション事業部
大林道路(株)
第一機材(株) 営業課
第一商事(株)
瀧口木材(株)
竪川線材(株) 営業部
築上町役場 総務課行政係
竹原ライオンズクラブ
茶道裏千家淡交会総本部　裏千家
中央区社会福祉ボランティア
中平司法総合事務所
忠岡税務会計事務所
朝日新聞東京本社 販売管理部
長府カトリック教会 福祉部
長野松代ライオンズクラブ
津ユネスコ協会 奉仕部
津山第一病院
津和野町社会福祉協議会
鶴見スポーツセンター
田園調布雙葉学園 事務局
田中建装(株)
東京ボランテｲア・市民活動センター



東京海上日動メディカルサービス(株) 人事総務課
東京海上日動調査サービス(株) 総務Ｇ
東京急行電鉄(株) 観光開発グループトラベル事業担当
東京新宿ライオンズクラブ
東京神宮ライオンズクラブ
東京都立西高等学校 PTA
東芝労働組合府中支部
東星学園小学校
東川口福音自由教会 切手係
藤沢聖マルコ教会
藤嶋鉄工(株)
特別養護老人ホーム  井高野園
独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセ
ンター
奈良友の会　友情係
南光台キリスト教会
南丹市国際交流協会
日教組和歌山
日軽エムシーアルミ(株)
日産化学(株) 化学品事業部　事業推進部
日清製粉労働組合 福岡営業所支部
日西物流(株)仙台営業所
日東化学産業(株)本社
日東電工(株) 尾道事業所
日本キリスト改革派湖北台教会
日本キリスト改革派船橋高根教会 古切手等収集奉仕Ｇ
日本キリスト教  所沢教会
日本キリスト教団  鹿島教会
日本キリスト教団  松戸教会CS
日本キリスト教団  石橋教会
日本キリスト教団　ひの木教会
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　浅草北部教会
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
日本キリスト教団坂城栄光教会婦人会 婦人会
日本キリスト教団美浜教会
日本コヴィディエン(株)
日本システムウェア(株) 総務人事部
日本バプテスト病院　 総務課
日本バプテスト連盟藤沢バプテスト教会
日本フリーメソジスト　神楽町教会



日本化学会
日本基督教団  摂津富田教会
日本基督教団　四日市教会 婦人会
日本基督教団 聖徒教会
日本基督教団阿佐ヶ谷教会
日本基督教団宇都宮上町教会 教会学校
日本基督教団信濃町教会
日本基督教団神奈川教会
日本基督教団石神井教会
日本基督教団長崎平和記念教会
日本基督教団鶴川北教会
日本機電(株)
日本証券業協会 会員部
日本生命 福島営業部
日本精工(株)労働組合本部
日本聖公会
日本赤十字社沖縄県支部
日本郵便(株)旭川春光六郵便局
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)広島下緑井郵便局
日本郵便(株)広島中央郵便局 郵便部
日本郵便(株)今治郵便局 窓口営業部
日本郵便(株)秋田中央郵便局 総務部
俳句結社 森の座発行所
函館柏木郵便局
八栗シオンキリスト教会
尾上聖愛教会
浜松バプテスト教会 女性会
婦人之友社
富山住友電工(株) 業務部
富士ゼロックス岐阜(株) ＭＳ部総務ＭＳＧ
富士フイルムメディカルITソリューションズ(株) 総務部
富士見高原教会
富士見市社会福祉協議会
富士包装紙器(株)
舞鶴共済病院
部落解放同盟中央本部
福祉サークル
福島工業(株)　 岡山支店
米沢松川ライオンズクラブ



穂波ライオンズクラブ
法律事務所イオタ
豊橋善意銀行
豊前市地域包括支援センター
北海電気工事労働組合女性委員会
北海道新聞社 本社 編集局写真部
北興化学工業(株) 岡山工場
北陸コカ・コーラグループ労働組合
本清鋼材(株)
末広産業(株)
万不動産(株)
名古屋友の会 公共係
明治安田生命　 海田営業所
野口興産(株)
野田歯科医院
友紘会本部
㈲本間会計事務所
幼児活動研究会(株)本社
洛東耳鼻咽喉科医院
緑の牧場教会大館チャペル
林田行政書士事務所
連合岩手
六角橋教会　日曜学校
六本松キリスト福音教会


