
2019年８月　使用済み切手のご協力団体一覧

2019年8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）TMY山本会計事務所
（有）松尾熔接所　 神辺工場
（株）F&Cホールディングス
（株）Labo
（株）ＮＩＰＰＯ厚木出張所
（株）TAKキャピタルサービス
（株）アール＆キャリア　 名古屋支店
（株）アサヒペン 大阪本社
（株）アステム
（株）アドグラフィックス
（株）イーピーエース
（株）ウォータイト
（株）エスアール
（株）オオスミ 総務グループ
（株）カシワバラコーポレーション
（株）キムラ　関東営業所
（株）グランド
（株）クレメンティア
（株）コンテック
（株）サン・クロレラ
（株）シービーエス 総務･人事課
（株）ジッツォインターナショナル
（株）ジョイント・システムズ・サービス 総務部
（株）セイモー
（株）センテック
（株）タアッド
（株）タクモ
（株）ダンク
（株）テレテック 総務部
（株）テレビ熊本 総務局
（株）トーコースイッチ製作所
（株）トップ貿易
（株）とらや　京都工場



（株）ナイン自動車
（株）日進製作所 大阪営業所
（株）ニッセイ　シーエスティー
（株）ハンシン建設　 千舟事務所
（株）ファーマみらい 新潟オフィス
（株）フジセイカン

（株）ホリスティックケアジャパン
ホリスティックケアプロフェッショナルスクール　臨床アロマケ
アルームLife touch

（株）丸三
（株）ミキモト装身具 総務部
（株）水本機械製作所
（株）ミヤケフーズ
（株）ミルックス 大阪支店
（株）ユニーク総合火災
（株）ユニカルインターナショナル 管理本部
（株）ラムダシステムズ
（株）ワイズ・ヒューマン・パートナーズ
（株）安川電機 東北営業所
（株）一原産業
（株）永井商会
（株）興栄ケミカル工業所
（株）近宣　大阪支社
（株）空気清浄機サービス 本社
（株）健学社
（株）戸y京富士
（株）弘久社
（株）高橋運動具店
（株）高尾運輸サービス
（株）三栄金属製作所
（株）三興社
（株）山庄
（株）糸井樹脂製作所
（株）七星科学研究所 総務部
（株）若新（玉名小代ライオンズクラブ）
（株）新生機械
（株）青空興業
（株）石井興業
（株）太陽巧芸社
（株）大西工業所



（株）大設工業
（株）大嶽名古屋
（株）中央梱包運輸
（株）長谷川繊商
（株）東与賀建設
（株）東洋
（株）備後総業
（株）保安企画
（株）本田技術研究所 総務　庶務・渉外BL
（公財）　全日本空手道連盟
（公社）熊本法人会　女性部会 事務局
（公社）佐原法人会
（公社）日本アイソトープ協会 総務課
（公社）被害者支援都民センター
（有）アサノ
（有）ウイテック・コーポレーション
（有）グリーンリーフ
（有）ジパング・プロジェクト
（有）ジャスティス足立支店
（有）らいすぴあ・いぐち
（有）宇堅総合開発
（有）英Ｅ＆Ｃ
（有）幾三音楽出版
（有）森商会
（有）生井テント
ACTライナー（株）九州営業所
ＡＤＥＫＡｸﾘｰﾝエイド（株）
AIG損害保険（株）　北九州営業支店
ECCジュニア神戸センター
ＦＣＡジャパン（株）
JFE物流（株） 西日本事業所
ＪＰ労働組合 横浜青葉支部
Ｊｕｎｇ　Ｙｕｎｈｏ　Ｆａｎ　Ｂｌog ONE
ＮＯＫ（株）本社 総務部総務課
ＰＣＭ労働組合 中部支部
ＰＬ総合事務所
ＴＯＴＯアクアテクノ（株）　大分工場 総務二課
アイダエンジニアリング（株）小山営業所
あかり訪問看護ステーション



イー・アンド・イーソリューションズ（株）
イーグルハウス（株） 甘木本店
イーデザイン損保　東京海上グループ 第6サービスセンター
イエス福音教団東京教会
ウオクニP.S.会
エクレ（株）
えひめ中央農業協同組合
オーウェル（株）
オーガニック（株）
大阪コスモスライオンズクラブ
大阪さくらライオンズクラブ
オーシャン貿易（株）
オカムラ物流関西支店摂津配送センター
オギハラ工業（株）
オフィスヤマナカ
オムロン労働組合 西部支部
ガールスカウト石川県連盟
カジマヤ・ワークス（有）
カトリック戸塚教会
カトリック麹町聖イグナチオ教会 海外医療援助切手グループ
カトリック逗子教会 婦人部
神山ライオンズクラブ
僑風会・阪神シャロンの花
近畿日本ツーリスト労働組合 関西本部
クライストチャーチ倉敷
クラリオン（株）本社・技術センター 購買部
クリケット（株）
グローブシップ（株）
神戸聖愛教会
コネクトジャパン（株）
さくらチャイルドセンター
さふらん保育園
サントリー酒類（株）横浜支店
ジェイエフエフシステムズ（株）
シキボウ労働組合
シグマロジスティクス（株）
シャロンの花イエス・キリスト教会
シュナイダーエレクトリックホールディングス（株） 大坂オフィス　総務
スミセイビジネスサービス（株）



セノー（株）東京支店
セントラル自動車技研（株）ハーレーダビッドソン　セントラル
東京北
ソニー損害保険（株） 総務人事部 総務課
ソリューション・ラボ・横浜（株）
ソルベイジャパン（株） 総務部
ダイダン（株） 大阪本社
大和ハウス工業（株）
ダイワボウノイ（株）
大和ランテック（株） 中部支店
たえ法律事務所
地域生活支援センターいつかいち
テルウェル東日本（株）神奈川支店
トーヨーポリマー（株）
トヨタカローラ山口（株）
トヨタ自動車東日本　安全・環境協力会
トヨタ自動車東日本（株） 総務部
とらや京都工場
ナカノス建設工業（株）
ナカヤ建設（株）
ナザレ修女会
なでしこ女性診療所
ニチバン（株）仙台オフィス
ニチレキ（株） 長崎営業所
ニッポー（株）
日本キリスト教会　加西伝道所
日本キリスト教団　物部教会　婦人会　
ふじこし訪問介護ステーション
フジトク（株）
フジパスク（株）
べジタイムズ（株）
ベネッセグループ共済会
ホテルオークラＪＲハウステンボス 営業企画室
マツオカ建機（株） サービス部
マルヤス工業（株） 管理本部
マルヤマエクセル（株）
マルワ工業（株）本社・工場
メイテック（株）
メノナイトベテル教会



ヤヨイ建設（株）
ユラボジャパン（株）
ライオンズクラブ国際協会 332-Ｄ地区キャビネット事務局
リビング福岡
愛徳カルメル修道会　本部修道院
旭ビルウォール（株） 経営管理部
旭精密（株）
安永幸賢税理士事務所
安形会計事務所
安城市社会福祉協議会
安川オートメーション・ドライブ（株） 総務部
安野産業（株）　 広島支店
医療法人財団愛泉会老人保健施設愛泉館
医療法人社団恵成会  豊田えいせい病院 本部事務局
一般財団法人 光線研究所
一般財団法人ヤマハ音楽振興会 職員会広報委員
浦和ルーテル教会
浦和福音自由教会
永和信用金庫 長田支店
燕市社会福祉協議会 地域福祉課　ボランティア・市民活動センター
塩屋土地（株）
横浜港南スポーツセンター
横浜山手聖公会婦人会
横浜市社会教育コーナー
横浜友の会 公共奉仕係
岡山市中区福祉事務所
岡谷鋼機（株）東京本店 人事総務部
恩智製鋲（株）
加古川北畑郵便局
花王（株） 社会貢献部
介護老人保健施設あさがお
学校法人 愛国学園高等学校 ＩＡＣ
葛飾こどもの園幼稚園
㈱　エム・ビー・シー
㈱ダイドーリミテッド 人事業務部
寒川キリスト教会
寒川キリスト教会
関東食糧（株）外商本部 営業第2部第5グループ
丸全関西流通（株）



汽罐部品製造（株）
菊名西教会
久我山宣教会
久保総合法律事務所
宮良眼科医院
京都建物管理（株）
京都桃山ライオンズクラブ
京都府庁前郵便局
教育庁サポートオフィス（パレット）
興菱梱包運輸（株）
玉城町社会福祉協議会
金光教少年少女会連合本部
熊本ライオンズクラブ
熊本放射線外科
恵みバプテスト教会
見附市役所
原町田教会
古和釜幼稚園
五島美術館
五洋建設（株） 四国支店
幸田塗装（株）
江州技研（株）
合同会社バイフォルクス
合名会社　若林
国際ソロプチミスト スポンサーシップ委員会
国税同友会連合会事務局
今金日赤奉仕団
堺市立霊園管理事務所
榊原志づか税理士事務所
埼玉県レンタカー協会
雑司ヶ谷キリスト教会
三井住友海上プライマリー生命 人事総務部
三井住友海上火災保険（株）青森支店
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）
三協工材（株）
三協木材販売（株）
参議院議員こやり隆史事務所
山形県県土整備部管理課



山形保護観察所
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
子育てキディ洋光台
志賀キリスト教会
鹿追ライオンズクラブ
芝浦工業大学 システム理工学部環境システム学科
社会福祉法人　聖籠町社会福祉協議会
社会福祉法人守谷市社会福祉協議会
収集グループ　あさがお会
住友不動産シスコン（株） 管理部
宿河原教会
出光クレジット（株）
昭和リース（株） 人事総務部
松山番町教会
松本ビル管理（株）
湘南グレースチャペル
湘南ふじさわシニアネット SFS
上川路長生会計事務所
上田建築工務店
上野トランステック（株）
浄土真宗本願寺派  宝球寺
信和（株）
新明産業（株）
森田電器工業所
神戸保護観察所姫路駐在官事務所
須賀川中央ライオンズクラブ
杉田エース（株） 直需営業部
生長の家　白鳩会
生命保険協会　新潟県協会
盛岡スコーレ高等学校 生徒委員会　奉仕グループ
聖公会名古屋聖ヨハネ教会
聖隷健康診断センター 総務課
聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂
西日本電気システム（株）
西武信用金庫 人事総務部
静岡友の会
税理士法人　けやき総合事務所
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
積水アクアシステム（株）
積水ハウス（株）横浜シャーメゾン支店
積水マテリアルソリューションズ（株）ヘルスケア営業所
仙台演劇鑑賞会
千代田エレクトロニクス（株）
千如寺大悲王院
千葉青果（株）
千葉友の会 公共係
川内ライオンズクラブ
川辺恒雄事務所
浅井産業（株）
船橋市保健所 保健予防課結核感染症係
船津歯科・矯正歯科クリック
曽田香料（株） 購買部
相馬地区更生保護サポートセンター分室
損害保険ジャパン日本興亜（株） 本店専門保険金サービス部
損害保険ジャパン日本興亜（株） 茂原保険金サービス課
損害保険ジャパン日本興亜（株）東北業務部 総務課
損害保険ジャパン日本興亜（株）富山支店
村松事務所
大曲ルーテル同胞教会
大阪ＹＷＣＡ千里センター
大阪すみのえライオンズクラブ
大阪東淀ライオンズクラブ
大阪南ライオンズクラブ
大阪府貨物運送健康保険組合
大阪府自転車軽自動車商業協同組合
大杉製薬（株）
大成有楽不動産（株）名古屋支店
大竹郵便局
大日本図書 総務部
大陸貿易（株）
大和ハウス工業（株）仙台支社 地域共生推進委員会
大和ハウス工業（株）東京本店 建築事業部工事部
大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 総務・安全・施設管理課
大和ハウス工業（株）北摂支店
大和ハウス工業（株）本社 地域共生担当
中部ガス労働組合



中部日化サービス（株）
中部日化サービス（株）
中部日化サービス（株）三重支店
町田友の会
長手社会保険労務士事務所
鳥居薬品（株）
直方市社会福祉協議会
津ユネスコ協会 奉仕部
田辺アルミ（株）
電気プラザほんだ
東映ビデオ（株） 営業開発部
東急ジオックス（株）資材部
東京トヨペット（株）
東京ベイロータリークラブ
東京海上日動火災保険（株）所沢損害サービスセンター
東京情報大学 学生教務課
東京西東京ライオンズクラブ
東邦シートフレーム（株） 経理部資金グループ
同人誌　随筆春秋
同友大阪運輸事業協同組合
特別養護老人ホーム　大地の丘
南濃コンクリート工業（株）
南白ゆり幼稚園
日興システック（株） 総務･経理部
日西物流（株）仙台営業所
日鉄住金物流（株） 西日本支店
日鉄物産メタルズ（株）
日本キャタピラー合同会社
日本キリスト改革派　東京恩寵教会 古切手係
日本キリスト教団　　鹿児島教会
日本キリスト教団  利別教会
日本キリスト教団　小阪教会
日本キリスト教団 福岡玉川教会
日本キリスト教団一関教会
日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会
日本キリスト教団青森教会 こどもの教会
日本キリスト教団赤坂教会
日本キリスト教団千城台教会教会学校
日本キリスト教団代田教会



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
日本ニューマチック工業（株）
日本フリーメソジント加古川キリスト教会
日本メノナイト・ブレザレン教団　石橋キリスト教会　福祉係
日本リスクマネジメント
日本基督教団　長崎教会
日本基督教団大井町教会
日本基督教団与那原教会
日本建設（株）東京本社
日本証券業協会 会員部
日本聖公会　八王子復活教会
日本赤十字社宮城県支部 組織振興課
日本被服（株）
日本福音ルーテル板橋教会
日本毛織（株）
日本郵便（株）　長津田郵便局
日本郵便（株） 湯川温泉郵便局
日本郵便（株）旭川中央郵便局
日本郵便（株）山鼻東屯田通郵便局
日本郵便（株）山鼻東屯田通郵便局
日本郵便（株）秋田中央郵便局 総務部
日本郵便：（株） 郵便・物流事業企画部　切手葉書室
日本郵便株式会社　札幌北三条郵便局
日立金属ファインテック（株）
能美防災（株）
柏みどりこども園
柏戸病院
飛鳥車体（株） 業務部
飛鳥特装（株） 業務部
飛鳥特販（株） 業務部
樋口スチール（株）
彦根郵便局
品川べテル教会
富士金網工業（株）
扶桑工業（株）
武田薬品工業（株） 京都薬用植物園
福岡小松フォークリフト（株）
福岡聖書キリスト教会
福島西ライオンズクラブ



福島赤十字病院 看護部
文化シヤッター（株） CSR統括部
兵庫飼料（株）
弁護士法人　東京新宿法律事務所
北斗精機（株）
北日本通信株式会社 総務部
本間建具
本清鋼材（株）
名糖運輸（株）東海物流センター
目黒建設（株）
門田診療所
野口興産（株）
野毛印刷 営業企画本部
㈲ユキ製作所
郵便局（株）新潟中郵便局 窓口営業部
郵便局（株）函館旭町郵便局
淀川キリスト教病院ボランティア部
理数専門点訳会ジグマ 古切手係
林光行事務所
林化成（株）
林田行政書士事務所
和歌山ひかり幼稚園
兒島冨士男事務所
諫早市社会福祉協議会
鯱第一交通（株）名古屋


