
2019年10月　使用済み切手のご協力団体一覧

2019年10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。

(公財)シマノ・サイクル開発センター
(福)豊生会　てまり
(有)米三塗料店
(一般社団法人)日本薬局協励会 事務局
(株)ＣＦＮ
(株)ｇｒａｖｉｔｙ　ルーツ訪問看護リハビリテーション
(株)IJTT 経理財務部経理グループ
(株)ISZK
(株)JHC大阪
(株)Ｋ’ｓカーゴ
(株)KKS
(株)ＬａＬa　Ｌｉｆｅ
(株)Life　Arx
(株)OA推進センター
(株)Ｐ３
(株)ＴＯＫAIコミュニケーションズ 東京本部
(株)アーバン21
(株)アールデック 総務部
(株)アイ・アンド・ピー
(株)アイエスイー
(株)アグレックス 総務部
(株)アステム
(株)アステム　 佐賀営業部
(株)アド・メール
(株)アボ
(株)アボック社環境サイン研究所
(株)イーエッチ倶楽部
(株)インテージ・アソシエイツ ダイバーシティ推進室
(株)うおとも
(株)エスアール
(株)エニー チケットポート
(株)オーク製作所 諏訪工場
(株)ギャルリーしんくらアンテルナショナル



(株)キュービスト
(株)クボテック 総務・業務
(株)グランドデザイン研究所
(株)サンエー化研
(株)サンコウ電子研究所
(株)シーキューブ　本社
(株)シオン
(株)システムハウスアールアンドシー　 大阪支店
(株)ジツダヤ
(株)シャンソン化粧品　東北支店
(株)ジョイカルジャパン
(株)スズキマリン
(株)ダイフレックス 総務部
(株)タカプラ
(株)ダッシュ
(株)タマテック
(株)ツーテック
(株)ツトムＴＴＭ
(株)ドコモCS 大阪端末センター
(株)ナカジマ
(株)ハロネット
(株)ビーシステム
(株)ビオメディクス
(株)ビデックス 管理部
(株)ヒルクレスト
(株)フォーバンド
(株)ふくみや
(株)ブラザーエンタープライズ
(株)プルータス 諏訪支店
(株)プルータス本社 国際部
(株)ベイサイドテクノス
(株)ベガホールディングス
(株)ベルス
(株)ベン相模原工場 総務課
(株)ほくつう 石川支社
(株)マリテック
(株)マルエイ　 伊勢志摩営業所
(株)メイク
(株)メディカル・プロテオスコープ



(株)モリタ
(株)もりとも
(株)山星屋
(株)リズム
(株)ル研究所
(株)レ・ヴァン
(株)レイクウッドコーポレーション
(株)ローヤルエンジニアリング 営業室
(株)安野産業　 広島支店
(株)伊藤工務店
(株)一門会
(株)界工業
(株)丸福
(株)岩田塗工店
(株)九州スクリーン
(株)熊本リース
(株)熊本青果物出荷組合
(株)古川電機製作所春日井工場
(株)光波 事業管理統括部事業支援グループ
(株)浩電社
(株)今井鉄工所
(株)今村組
(株)嵯峨造園土木
(株)細野クリーニング
(株)三栄金属製作所
(株)三陽商会
(株)山一商店
(株)山下組
(株)住まいのデパート
(株)小津商店
(株)新生機械
(株)杉藤
(株)清水鐡工所
(株)西建設計
(株)千葉建設工業
(株)中郷
(株)超高温材料研究センター本社
(株)田代鉄工所 硝子設備プロジェクト部
(株)東京ソイルリサーチ東京支店



(株)東産業
(株)東与賀建設
(株)藤原土建
(株)藤倉
(株)内外美装
(株)日本インシーク 下水道部
(株)日本電整工業所
(株)梅田製作所
(株)不二サッシ神奈川営業部
(株)髙山不動産
(公財)　全日本空手道連盟
(公財)川崎市身体障害者協会　事務局
(公社)２４時間テレビチャリティ委員会
(公社)日本河川協会
(合資)若竹屋酒造場
(社)西名古屋医師会
(社)北海道信用金庫協会
(社福)札幌市社会福祉協議会 ボランティア活動センター
(有)ヴィンテージロック
(有)エイブル薬局ひかり店
(有)クリタ石材
(有)こなかわ
(有)ジパング・プロジェクト
(有)ドド
(有)マツモ
(有)むさしの保険事務所
(有)安野測量事務所
(有)幸和住建
(有)松本会計社
(有)新紘産業
(有)晴美舎
(有)大木組
(有)坪井冷機サービス
(有)藤井商店
(有)門脇製作所
(有)野島製作所
ＡＧＣ硝子建材(株) 大阪ビル支店
ＡＬＳ(株)
ANAファシリティーズ(株) 事業推進部



ＡＳＰＥＣＴ　ＩＮＣ．
ＤＨＬ　ＪＡＰＡＮ(株) 総務部
ＧＦ株式会社
JFEプラントエンジ(株) 調達部
KOJIMA LABEL
Ｍａｍａ’ｓ　Ｄｒｅｓｓ
ＮＴＴ電友会滋賀支部
Ongakushitsu　Inc,
ＰＬ総合事務所 総務P
Ray Compan
ＵＡゼンセン　フクスケ労働組合
ＵＤトラックス(株)
あい・ネパールの会
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 新都心自動車営業部　営業第一課
アズビル(株)ＡＡＣ中部支社
アボットジャパン(株) ＩＦＯコーポレートサービス
イエスの小さい姉妹
イオンクレジットサービス(株) 総務部
イオン金沢シーサイド店 サービスカウンター
いすず自動車中部(株) 港支店
イプソス(株)
インマヌエル・ルーテル幼稚園
ウェスレアン・ホーリネス教団　二俣川キリスト教会
ウェスレアン・ホーリネス教団札幌新生教会
ウム･ヴェルト(株)
エア・ウォーター・マッハ(株)
エイミス保険サービス
エスメタル(株)
エヌディック(株)本社・首都圏支社
オアフクラブ若葉台
オーシャン貿易(株)
オタフクソース(株) お好み焼課
オレンジスリフティー
かすがボランテｲアセンター
かつしかシンフォニーヒルズ
かながわゾンタ会
きせがわ病院
キャノンファインテックニスカ(株)三郷本社
ギャレットモーションジャパン(株)



矯風会　和歌山部会 抜けうる
グローアップ社会保険労務士法人
ケアストリームヘルス(株)
ケアプランセンター　宝塚あいわ苑
ケーキの店　ボーダ
コープデイズ芦屋福祉サークル
コーホク印刷(株)
コーワ産業(株)本社
コフク生命　寝屋川営業所
コベルコ建機日本(株) 長野営業所
さいたま市与野本町デイサービスセンター
サカタインクス(株)
サクラビア成城 アクティビティ課
さつき会
サンエス護謨工業(株)
サントリービバレッジサービス(株)東北営業本部仙台南支店
サンワカツキ
ジェイフィルム(株)
シルバーロッド(株)
スミセイビジネスサービス(株)
スリーエムジャパン　東京支店
積水ハウス国際事業部
セノー(株)東京支店
ソニー損害保険(株) 総務人事部 総務課
ダイダン(株)名古屋支社
ダイドードリンコ(株)　 東北第一営業部
ダイリツプランニング
ダイワボウノイ(株) リビング機能製品課
タケミコンピュータサービス(株)
タテホ化学工業(株)
テクニカルホーム(株)
デュプロ精工(株)
特別養護老人ホーム　向陽荘
とみい眼科
トヨタカローラ山口(株)
ニチレキ(株)　 長崎営業所
日本キリスト教会　徳島教会　婦人会
日本基督教団　近江平安教会
日本基督教団　山口信愛教会



日本福音ルーテル　神戸教会
パタゴニア日本支社
ヒカリ興業(株)本社
ヒント・ベイヒルズ
ベーリンガーインゲルハイム労働組合
ベタニヤチャーチ
ポートエンタープライズ(株)
ボランティアサークルすみれ会
マーケット・メイカーズ・インク
マイクロ・スクェア(株)
毎日放送
松籟同人会
マナセ・ワールド(株)
みんなのおつかい
八木キリスト教会
ヤマトパッキングサービス(株) 大阪営業所
ヤマト工業(株)
ヤマト包装技術研究所(株) 経営管理部
ヤンマーエネルギーシステム(株)東京支社
ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター 総務課
らう造景(株)
リケンテクノス(株)　研究開発センター 管理グループ
り左衛門
レイテック(株)
レモン画翠 本部 学校営業
愛光学園中学・高校
旭精密(株)
旭川南六条通郵便局
伊東孝法律会計事務所
医療法人へいあん　平安病院
医療法人紀泉会  家田医院
医療法人社団日高会日高病院 経理課
医療法人清水桜が丘病院
井原水産(株)
井部看護管理研究所
稲毛海岸教会 婦人会(ハンナの会)
茨城県立歴史館
烏山眼科医院
羽後設備㈱ 県南支店



延岡草の実会
奥島建設(株)
押谷産業(株)
横浜BayCityライオンズクラブ
横浜YMCA福祉会　大和YMCAライフサポートセンター
横浜ＹＷＣＡ 古切手係
横浜キワニスクラブ事務局
横浜市中スポーツセンター
岡山友の会公共係
下北地域県民局地域健康福祉部 福祉こども総室福祉調整課・保護課
加賀電子(株)
花巻民主商工会
花野井バプテスト教会
海老澤事務所
開明(株)
梶山工業(株)
株式会社　秋戸電気
㈱　ＮＩＰＰＯ 事務センター1Ｇ
㈱　エスピーリニューアル
㈱　ベルズ
㈱　清　友
寒川キリスト教会
間瀬物産
関西電気保安協会
関東港運(株)
丸幸自動車工業(株)仙台新港店
岩手県立宮古恵風支援学校
宮城県退職者会勾当台クラブ
宮澤智史事務所
協栄産業(株)小山工場
金属技研(株)茨城工場
串間商工会議所
熊本友の会 中高年グループ
栗原興業(株)
栗原工業(株) 工務本部
群馬中央酪農業協同組合
恵泉キリスト教会みどり野チャペル
兼松ペトロ株式会社
建設連合　山梨県建設組合　建設連合国民保険組合



建装工業(株)　東北支店
賢明女子学院
交野キリスト教会
交野ベタニヤ教会
公益財団法人　喫煙科学研究財団
公益社団法人　仙台ユネスコ協会
公益社団法人新宿法人会 社会貢献委員会
広島伊丹電機(株) 中央工場
杭全重機(株)
江戸川機鋼(株)本社
江刺岩手ライオンズクラブ 事務局
荒木行政書士・社会保険労務士事務所
高槻エイフボランタリーネットワーク
高田馬場診療所
国際基督教大学教会
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
佐藤株式会社 総務部
佐藤工業健康保険組合
埼玉県中小企業共済協同組合
埼玉県米穀小売商業組合
札幌キワニスクラブ
三井住友ファイナンス＆リース(株)東京本社 管理部
三井住友海上火災保険(株)
三井住友銀行 千住支店
三恵エンジニアリング(株)
三田老協
三菱商事建材(株) 人事総務部
三菱商事建材(株)
三輪明神広島分祠
山形県総務部 総務厚生課
山形県置賜総合支庁建設部 建設総務課経理担当
山田町立山田中学校 はまなす学級
四国電力総連
四日市市指定上下水道工事業者協同組合
枝光会附属幼稚園
七尾幼稚園
社会福祉法人亀望会ケアハウスコスモスガーデン
社会福祉法人狭山福祉会



社会福祉法人厚生福祉会青戸もも保育園
社会福祉法人幸会　幸園
社会福祉法人枝幸町社会福祉協議会
社会福祉法人神戸市須磨区社会福祉協議会
収集グループ　あさがお会
宗教法人 浄土宗専念寺
秋田振興・荒屋鋪特定建設工事共同企業体
住宅情報館(株)川口店 建築部
住友林業(株)住宅本部東京南支店
住友林業(株)柏店 住宅・建築事業本部
住友林業(株)木材建材事業本部東北支店
出光興産(株) 潤滑油一部潤滑油調達課
初田工業(株)
所沢恵み教会
勝山自動車(株) 勝山タクシー
勝星産業(株)本社
小郡新町郵便局
小川行政書士事務所
小樽友の会 奉仕部
小野内会計事務所
小里機材(株) 管理部
昭和パックス株式会社 富山工場
昭和メタル(株)
昭和リース(株) 人事総務部
松浦建設(株)
松江しんじ湖ロータリークラブ
松本ビル管理(株)
常磐興産(株)
新潟運輸(株)
新潟熔材(株)
新生紙パルプ商事(株)
新明産業(株)
森カフェ
杉山通信設備
聖バルナバ病院
製鉄記念八幡看護専門学校　学生自治会
西華産業(株)札幌支店
西宮福音教会
西村歯科クリニック



西日本電気システム(株)
誠工(株)
青山学院女子短期大学同窓会 ボランティア事業部
税理士法人LRパートナーズ
積水ハウス(株) 人事部
積水ハウス(株) 人事部
雪印メグミルク(株) 資材調達部
仙台五橋教会
千代田教会
川口製菓(株)
川崎重工労働組合本部
川畑税務会計事務所
船橋市老人クラブ中央地区連合会
全国卸商業団地企業年金基金
全国金物連合商業協同組合
全国詩曲音楽連盟
全農青森県本部 総務人事課
曽野木郵便局
捜真バプテスト教会
相模原福音キリスト教会 婦人部
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) 愛媛支店松山支社
損保ジャパン日本興亜保険サービス(株) 長野支店
村松事務所
大羽精研(株) 管理本部
大原クリニック
大阪コスモスライオンズクラブ
大阪国際ユースホステル
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
大森聖アグネス教会
大同興業(株) 原料営業本部合金鉄部合金鉄チーム
大同生命保険(株)
大分県トラック協会
大法輪寺別府別院
大容工業(株)
大洋液化ガス(株)
大和ハウスパーキング(株) 大阪支店
大和ハウス工業 大阪中央支店



大和ハウス工業(株) 姫路支店
大和ハウス工業(株) 
大和ハウス工業(株)宇都宮支社 建築工事部
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)本社 地域共生担当
第一交易(株)
第一産業(株)
知立市立知立南中学校
築上町役場 総務課行政係
茶道具　眞泉堂
中井エンジニアリング(株)
中央区社会福祉ボランティア
中札内村立中札内中学校
中島産業(株)
中尾金属(株)
中部日化サービス(株)三重支店
中平司法総合事務所
町田ＪＯＣＳ
長崎医療センター地域医療連携室
鳥羽市立坂手診療所
田岡化学工業労働組合
田中公認会計士事務所
嶋田歯科医院
東テク(株)静岡営業所
東映(株) 事業推進管理部
東京あさひ法律事務所
東京みさを会
東京ワシントンウィメンズクラブ
東京海上日動火災保険(株) 公務第一部部長席
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
東京海上日動火災保険(株) 神戸支店
東京紙パルプ交易(株) 大阪支店
東京小売酒販組合　玉川支部　玉川酒販協同組合
東京西東京ライオンズクラブ
東京地下鉄(株)人事部健康支援センター
東京電設資材卸業協同組合
東京電力常傭職員労働組合本部
東京都教育庁サポートオフィス(パレット)
東京発條(株)



東芝キャリア(株)
東駿河郵便局長夫人会
東洋電産(株)本社
東洋紡STC(株)
南生田書道塾
日産プリンス群馬販売(株) カーステージ高崎
日新火災海上保険(株)宇都宮サービス支店
日西物流(株)仙台営業所
日赤宮城県支部名取市地区
日鉄鉱コンサルタント株式会社
日鉄住金物産(株) 東京営業会計1課
日鉄物産メタルズ(株)
日東化学産業(株)本社
日本アンテナ労働組合
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  大船教会
日本キリスト教団　ひの木教会
日本キリスト教団 下ノ橋教会
日本キリスト教団　小阪教会
日本キリスト教団　大和郡山教会
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
日本キリスト教団奥沢教会
日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会
日本キリスト教団駒場エデン教会
日本キリスト教団紅葉坂教会
日本キリスト教団三芳教会婦人会
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
日本システムウェア(株) 総務人事部
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
日本バプテスト同盟
日本ピラー工業(株) 三田工場
日本ペイント(株) 関東流通センター
日本ライフライン(株)
日本ワグナー・スプレーテック株(株)
日本基督教団 三田教会 使用済切手収集係
日本基督教団　洲本教会・女性会
日本基督教団　松本東教会



日本基督教団　長崎教会
日本基督教団砧教会
日本書学館
日本精工硝子(株)工場
日本聖公会  福井聖三一教会
日本総合住生活(株) 阪神支店
日本郵便(株)旭川二条郵便局
日本郵便(株)今治郵便局 窓口営業部
日本郵便(株)新潟中央郵便局 窓口営業部
日本郵便(株)新潟南浜通郵便局
日本郵便株式会社 青葉郵便局
日本郵便株式会社　札幌北三条郵便局
日立製作所労働組合 総務広報部
能登わかば農協農機センター
函館臥牛ライオンズクラブ
姫路白鷺ライオンズクラブ
不二熱学工業(株) 名古屋支店
婦人会　神奈川県本部
富士ゼロックス愛知(株) 人事総務部総務課
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
富沢建材(株)
復建調査設計(株)
福岡ソフトバンクホークス(株)
福岡リバティーライオンズクラブ
福田交易(株) 業販課
福島県北砕石販売協同組合
福島工業(株)　 岡山支店
福島西ライオンズクラブ
兵庫県トラック協会 西宮支部
平山萬年堂
宝石・時計・メガネ　タケウチ
豊橋善意銀行
豊玉香料(株)
鳳建設㈱
北王クラブ
北海道上川総合振興局 保健環境部環境生活課
北海道農業協同組合中央会 総務
北海道留萌振興局 地域政策部総務課



北海道労働金庫 労働組合 青年部
北斗精機(株)
本所須賀川記念館
麻布霞町教会
末広産業(株)
明電システムソリューション労働組合
野口興産(株)
野村證券株式会社
野付漁業協同組合 総務部
㈲ウォルキャン・シーフード・ジャパン
祐徳薬品工業(株)
幼児活動研究会(株)本社 総務課
養命酒製造(株) 営業企画部営業事務Ｇ
立教大学　経営学部国際経営学科ＢＢＬ
立木歯科医院
緑屋電気(株) 営業推進部
林化成(株)
連合岩手
労働保険事務組合　ティグレ東京
和東産業(株)
錢高組 営業事務部


