
2019年9月　使用済み切手のご協力団体一覧

2019年9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。

(財)宮崎県国際交流協会
(福)　貴船会　ことぶき
(有)ケミット
(有)ニーズ
(有)川岸造園
(学)篠木学園　桜が丘幼稚園
(株)Ｂロケッツ
(株)ＩＭＡＧＩＣＡ　Ｌａｂ. 財務経理グループ
(株)ＭＩＲＡＩ
(株)ＮＢＦオフィスマネジメント
(株)NBFオフィスマネジメント
(株)ＮＩＰＰＯ　兵庫統括事業所
(株)ＮＩＰＰＯ真岡出張所
(株)ＮＩＰＰＯ中部支店 管理部
(株)NIPPO豊田出張所
(株)ＮＴＰカーモスト
(株)RRIアカデミー
(株)SOAソリューションズ 東京営業所
(株)Ｕ-nex浦川
(株)WELLNEST　HOME
(株)アイ・エム・シー
(株)アイビック　本社
(株)アグレックス 総務部
(株)アステム
(株)アストラカン・アドバタイジング
(株)アゼスト 教育事業部
(株)アダムジャパン
(株)イトーキ 関西工場
(株)インターフェイス
(株)うおいち
(株)エンプラス人事
(株)オーテック
(株)オリジン
(株)カイタックホールディングス



(株)キャロット
(株)クリエイト　東京本社
(株)クレアホーム
(株)ケアライフ
(株)ケイネット
(株)ケイハイ 総務部
(株)コーシンホーム
(株)コスモジャパン
(株)サガワ　 大阪営業所
(株)ジーエス・ユアサバッテリー 関西支店
(株)ジョイカルジャパン
(株)ソルトン商品管理センター
(株)ダイフレックス 総務部
(株)タツミマシン
(株)ツボタテクニカ
(株)ディエスホールディングス
(株)テイク・ツウ
(株)ナースアテンダント
(株)中井組
(株)ニッカトー東京支社
(株)ニッセツ
(株)ノーリーズ
(株)ビジネス通信工業
(株)ビューテック
(株)ヒロ
(株)フィールドフォー・デザインオフィス
(株)フジプラス
(株)マキテック 山形(天童)事業所
(株)マキナエンジニアリング 総務部
(株)マンション専門プラザ
(株)ミトク 第一営業部
(株)ミルックス九州支店
(株)モビルド
(株)大和
(株)リキ電業
(株)レブロカンパニー
(株)ゑり善 総務部
(株)旭光製作所
(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)越河
(株)横河東亜工業　
(株)吉平物産　 熊本北営業所
(株)九州シンドウ
(株)弘輝 管理2部
(株)講談社サイエンティフィク
(株)高島屋柏店 総務部　柏店庶務G
(株)佐伯宝飾
(株)三好冷暖房
(株)守谷商会 機械8部第2課
(株)秀峯
(株)昭和商会
(株)松田平田設計大阪事務所
(株)松本モータース
(株)真美夢
(株)神鋼環境ソリューション　東北支店
(株)神奈川フェンス土木
(株)石澤研究所 総務部
(株)摂津清運
(株)前田商店
(株)村井工業所
(株)大設工業
(株)大電社
(株)池松機工 営業管理グループ
(株)中国楽器
(株)土屋商店
(株)東芝　北陸支社
(株)東与賀建設
(株)徳屋
(株)徳和
(株)日経ＣＮＢＣ
(株)日伝　オレンジクラブ
(株)日本ロジックス
(株)日陸 ＣＳＲ推進室
(株)富士通マーケティング　岩手支店 岩手支店
(株)福岡ソフトリサーチパーク
(株)福田電機製作所
(株)平井工業
(株)平尾工務店



(株)米谷工業
(株)冷熱工業
(公財)仙台ひと・まち交流財団 グリーン・パル事業課
(社)みずき福祉会　町田福祉園　鈴
(社)嘉麻市社会福祉協議会
(社)埼玉県バス協会
(有)サンライズ保険
(有)ジパング・プロジェクト
(有)トータルライフケア　居宅介護支援事業所　みら
(有)ホシ造形
(有)愛西クリーンセンター
(有)豊技管工
ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ(株)本社
AGCプライブリコ(株) 工事部
ＡＳＨＬＥＹ　ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ　HOMESTORE　KOBE
ASK　INSURANCE
CSi Global Alliance(株)
ＪＡ東京むさし牟礼支店
ＪＲ東日本東北総合サービス(株)盛岡支店
ＮＢＣ情報システム(株)
ＮＨＫ京都放送局
NORT　JAPAN CHARTERING
ＮＰＯ世田谷桜丘まちづくり
PCM労組　中四国支部
ＰＬ総合事務所
POPPE
ＳＰ　solution planning
アールプラスホーム
あい・ネパールの会
アサノ大成基礎エンジニアリング
アサヒ住宅(株)
いわき市森林組合
インマヌエル船橋教会
エクレ(株)
大阪教会　あおば
オーサカゴム販売(株)
オーシャン貿易(株)
オムロンエキスパートリンク(株)
カトリック逗子教会 婦人会



きらり法律事務所
クラリオン(株)本社・技術センター 購買部
くるくるひろば
クレヴァ電気工業株式会社
グローアップ社会保険労務士法人
ケアトラスト
ケプロゲ・ジャパン(株)
コープ夙川　ゆりの会
こんぴらライオンズクラブ
サイデック(株)
さくらの家
サンアイ化学工業株式会社
シマダヤ(株) お客様相談室
収集ボランティアグループ「和かなの会」
スタンレー電気労働組合
ソルベイジャパン(株) 総務部
タイロン(株)　 福岡営業所
ダイワボウノイ(株)
タカネ電機(株)
特別養護老人ホーム夢の里
トヨタカローラ広島(株) 祇園店
にがた工機(株)
日本イエスキリスト教団　岡南教会 婦人会
日本キリスト教会　神戸布引教会　
日本キリスト教会香里園教会
日本キリスト教団　神和教会
日本キリスト教団　石橋教会
日本キリスト教団　塚口教会教会学校
パナソニック　アプライアンス労働組合 八日市拠点
パナホーム和歌山(株)
ヒソプの会
ファインテック(株)
ブリヂストン化工品ジャパン(株) 中部支社
プリック
ホソダ不動産(株)
ボバース記念病院
ボランティアの会
マイクロゼロ(株) プロセス事業部
毎日放送



マリアの宣教者フランシスコ修道会
メイプルリーフ
メガネのハラダ
めぐみ幼稚園
メディカル・コンピュタ・サービス(株)
ユニセキネット会
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
ライフォス(株) 上月工場
レイズネクスト(株) 総務部総務グループ
レデンプトリスチン修道院
ロイヤルホテル八ヶ岳 営業部
ロンシール工業(株) 人事・総務部
ロン美容室
旭化成ホームズ(株)オーナーサービス推進本部ヘー
ベリアンセンター
旭洋(株)
伊万里鉄工所
医療法人清水桜が丘病院
一般社団法人静岡県配合飼料価格安定基金協会
一般社団法人日本薬局協励会
宇和島友の会
栄総合法律事務所
永和信用金庫 北花田支店
奥田建設工業(株)
横浜保護観察所
横浜保護観察所小田原駐在官事務所
王子エフテックス労組中津支部
黄金塚婦人部
岡山市中区福祉事務所
岡山博愛会病院
岡谷鋼機(株)東京本店人事総務部新宿管理室
沖縄マリンサービス(株)
加藤　清正事務所
学校法人敬心学園日本児童教育専門学校
株式会社トークス
㈱　グローバル企画設計
㈱　サンビット
㈱コンピューターシステム研究所
関東新聞販売(株)



丸運労働組合
岩崎学園
岩手県民主医療連合会
岩代ライオンズクラブ
祇園カトリック教会
吉田化成(株) 経理課
久保総合法律事務所
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
金光教本中野教会
駒ケ根市社会福祉協議会 地域福祉振興係
郡山市総合地方卸売市場精算(株)
恵泉バプテスト教会
月見法律事務所
幸田塗装(株)
行政書士濱坂和子事務所
国営讃岐まんのう公園
国際交流ラウンジ
国土交通労働組合関西気象支部
国立学園小学校 ベルマーク委員会
国立研究開発法人　森林整備センター 新潟水源林整備事務所
今泉アイクリニック
佐賀東信用組合
佐藤・安部法律事務所
札幌聖書集会
札幌第二友の会
三井住友火災海上保険(株) 船舶営業部
三井住友海上火災保険(株) 静岡支店
三井住友海上火災保険(株)東北本部 営業推進総務グループ
三井住友信託銀行 年金営業第三部
三井物産アグロビジネス(株) 人事総務室
三好企画
三晃システム(株) エクステリア事業部
三桜電気工業(株) 人事総務部
三重液化ガス(株)
三生ビル管理(株)
三島ロータリークラブ
山下法律事務所
山口県倫理法人会



産婦人科病院成増産院
糸魚川市社会福祉協議会
鹿児島さつまライオンズクイラブ
社会福祉法人すみれ会武蔵立川学園＆コミュニ
ティーモール風
社会福祉法人みのり会ビックハート
社会福祉法人上山市社会福祉協議会
社会福祉法人真正会
社会福祉法人聖公会北海道福祉会深川あけぼの保
育園
社会福祉法人聖風会 デイサービスセンターはなはな
社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院 総務課
守口司法書士事務所
秀文堂
習志野台公民館区老人クラブ連絡協議会
住電商事(株) 東京総務部
住友不動産シスコン㈱ 管理部
小川工業(株)
小野コンクリート工業(株)
昭和パックス(株)
昭和リース(株) 人事総務部
松浦社会保険労務士事務所
松見ヶ丘キリスト教会教会学校
松澤会計事務所
上板塑性(株)
新茨木ボランティア友の会
新茨木ボランティア友の会
新技術工営(株) 直轄事業部
神鋼商事(株) 建設鋼材部東京グループ
神東建設(株)
須藤整形外科クリニック
聖クララ会修道院
聖フランシスコ病院修道院
聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂
聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂
西那須野幼稚園
西日本イワタニガス(株)　 山口営業所
西部サービス(株) 神戸工場
青木小学校学年学級委員会



静岡ガールスカウト88団
静岡ガールスカウト88団
税理士法人 連合会計事務所
石原アメニテック(株)
積水ハウス(株)京滋奈カスタマーズセンター 奈良オフィス
積水ポリマテック(株) 経理
積和不動産関東(株) 東関東総務課
川崎白百合ライオンズクラブ 事務局
浅見労務管理事務所
船橋市北部地区老人クラブ連合会
全国労働保険事務組合連合会 岡山支部
全日本空輸(株)健康管理センター
創正会
倉敷市立玉島西中学校
倉敷中央天寿会　ケアハウスつるがた
相模友の会 公共係
損害保険ジャパン日本興亜(株) 茨城自動車法人営業部水戸自動車営業課
損害保険ジャパン日本興亜(株)諏訪支社
多田羅内科クリニック
大宮見沼ケアセンターそよ風
大建コンクリート(株)
大原不動産(株)
大阪愛徳幼稚園
大阪医科大学附属病院　
大阪経済企業協同組合
大阪東淀ライオンズクラブ
大成建設(株) 東北支店
大泉郵便局
大沢運送(株)
大沢会計&人事コンサルタンツ
大津鉄工(株)
大分液化ガス共同備蓄(株)大分事業所
大分府内ライオンズクラブ
大和ハウス工業(株) 経営企画部　ロボット開発プロジェクト室
大和ハウス工業(株) 久留米支店
大和ハウス工業(株) 堺支店
大和ハウス工業(株)　厚木支社 経理
大和ハウス工業(株)つくば支店 住宅営業課
大和ハウス工業(株)横浜支社 建築設計部



大和ハウス工業(株)埼玉支社 関東・信越営業推進室
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)富山支店 経理課
大和ハウス工業(株)名古屋支社 管理部総務課
第一電設工業(株)
鷹巣地区環境整備協同組合
瀧口木材(株)
筑波キリスト教会
中央区立久松幼稚園
中央発条工業(株) 広島営業所
中田人事労務事務所
中部日化サービス 三重支店北勢営業所
中部復建(株)
中部遊技機商業協同組合
中部労働保険協会
朝倉書店
朝日新聞東京本社
朝明ライオンズクラブ
長崎市ジョブサポートセンター
鳥取保護観察所
都総合管理(株)
東栄会事務局
東京成城新ロータリークラブ
東京都教育庁サポートオフィス(パレット)
東郷医院
東近江キリスト福音教会
東芝自動機器システムサービス(株) 総務部
東城ロータリークラブ
東北ドック鉄工(株) 管理本部総務室
東老協
特定非営利活動法人　自立の家
特定非営利活動法人　静岡エスカデミア・スポーツク
特定非営利活動法人ＮＰＯいきいき横浜
苫小牧めぐみキリスト教会
南越谷コイノニア教会
南海印刷(株)
南公認会計士事務所
南山高等中学校女子部小百合会
南山中・高等学校



南大野田居宅介護支援事務所
南日本酪農協同株式会社 鹿屋工場
日清食品ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｽ(株)
日西物流(株)仙台営業所
日通宇部運輸(株)
日鉄防食(株)
日本アルミット(株)
日本イーライリリー(株)
日本キリスト改革派  花小金井教会 婦人会
日本キリスト教会  南浦和教会
日本キリスト教団　ひばりが丘教会 愛隣部
日本キリスト教団　横浜大岡教会 切手係
日本キリスト教団 昭島教会
日本キリスト教団　仙台松陵教会
日本キリスト教団 福岡玉川教会
日本キリスト教団牛久教会 婦人会
日本キリスト教団京都丸太町教会 社会福祉委員会
日本キリスト教団高の原教会
日本トムソン(株) 明石営業所
日本ナザレン教団　青葉台教会
日本バプテスト病院　総務課
日本ヒューム(株)尼崎工場 ボランティア活動委員会
日本みらい税理士法人
日本基督教団  上田新参町教会 子どもの教会
日本基督教団  磐上教会
日本基督教団　周船寺教会
日本基督教団　小田原十字町教会
日本基督教団　森小路教会
日本基督教団　翠ヶ丘教会
日本基督教団　成瀬が丘教会
日本基督教団　野幌教会
日本基督教団志村栄光教会
日本基督教団秋田高陽教会
日本基督教団松本筑摩野伝道所
日本興産(株)
日本建設(株)東京本社
日本工業出版(株)
日本資源再生事業振興協同組合 事務局
日本聖公会  福井聖三一教会



日本聖公会横浜教区林間聖バルバナ教会日曜学校
日本電設工業(株)鉄道統括本部関東支店 多摩川事務課
日本特殊塗料(株) 総務部
日本郵便(株)広島中央郵便局 郵便部
日本郵便(株)三原西野町簡易郵便局
日本郵便(株)市川郵便局 窓口営業部
日本郵便(株)小針郵便局
日本郵便(株)新潟沼垂郵便局
日本燐酸(株)
日本労務研究所
日立ハイテクノロジーズ労働組合 本社支部
農研テクノ(株) 総務部
菱山サービス(株)小倉営業所
富士吉田中央ライオンズクラブ
富士製薬工業(株) 学術情報課
富士電波工機(株)
冨士電線(株) 総務人事課
武蔵野扶桑教会
福山ロータリークラブ
福島県立福島商業高等学校
変形性股関節症友の会
片山ナルコ(株)
宝醤油(株) 経営企画室企画部営業企画課
豊中教会　レジオ・マリエ
北海土木工業株式会社
北海道新聞社本社 写真部
北関東秩父コンクリート(株)
北日本ビル管理(株)
北陸銀行　平野支店
本庄金属(株)
毎日興業(株)
毎日新聞大阪本社学芸部
名海運輸作業(株)
名古屋キワニスクラブ
明治安田ビルマネジメント(株)
明治安田生命保険相互会社 豊橋駅前営業部
明石商工会議所女性部
門真市社会福祉協議会
野田金属工業(株)



有限会社　不二越総合保険事務所
郵船商事(株)　 北九州営業所
郵便局(株)京都東寺郵便局
郵便局(株)新潟中郵便局 窓口営業部
洛東耳鼻咽喉科医院
良永医院
和歌山キワニスクラブ
髙橋脳神経外科


