
2019年11月　使用済み切手のご協力団体一覧

2019年11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。
ご協力に感謝申し上げます。

(有)足立農園
(有)加原天幕製作所
(有)ニーズ
(有)山崎運送店
(一財)切手の博物館
(一社)建設コンサルタンツ協会 ＲＣＣＭ資格制度事務局
(株)　nokioo
(株)Ａ＆Ａ
(株)ＡＤＳムラカミ
(株)ＢＵＩＬＤ
(株)Heat　Wave
(株)ＨＥＸＥＬ Ｗｏｒｋｓ　 大阪支店
(株)ＩＤＤ 静岡支店
(株)ＪＴＢ情報システム 経営企画部総務G分室多摩オフィス管理
(株)JTB情報システム 総務グループ
(株)K・メディカルフォート
(株)ＮＢＣ情報システム
(株)NIPPO 東北自動車道　青森管内舗装補修工事事務所
(株)NIPPO北信越支店 管理グループ
(株)ＮＴＮセールスジャパン 東京支店
(株)ＳＢＪ銀行　 大阪支店
(株)アート技研
(株)アイザワビルサービス
(株)アクト・ツーワン
(株)アストロ電機　駒ヶ根(営)
(株)イトーキ
(株)うぇぶ屋
(株)エクセディ精密
(株)エフ・エム・アイ東京本社
(株)エム・ビー・エス
(株)オンザマーク
(株)神島組
(株)カレッジヤード
(株)カワノ 総務部営理部
(株)クサカ
(株)クチーナ沖縄
(株)グランタウン



(株)クロダハウス　 福井支店
(株)ケイ・テｲ･テｲ
(株)コア 購買部
(株)サンテクノ
(株)サンテクノ
(株)サンリバー
(株)シービーエス 総務･人事課
(株)シシド住設 ＤＥＮＮＧＯＮＮＢＡＮＮ編集部
(株)シティー
(株)ジャパンペール 東京支店
(株)ジョイカルジャパン
(株)スガワラ
(株)ステンレスワン本社 管理部
(株)スミカ・クリエイト
(株)セブン銀行 事務部事業サポート担当
(株)セレモニーきうち
(株)ソディック
(株)ダイケンビルサービス エンジニアリング部
(株)タイセイ
(株)ダイセン
(株)タチ製作所
(株)テクニス 2Gグループ
(株)デンソーダイシン 人事総務部
(株)ドウワ工業
(株)トップエステート
(株)トリコインダストリーズ
(株)ナチュラルハウス
(株)ナディス
(株)ニシダ工芸
(株)ニッセイ　シーエスティー
(株)ニッセツ
(株)パーカーコーポレーション名古屋支店
(株)ハンシン建設　 千船事務所
(株)ブルーボックス 企画室
(株)フロム・サーティ
(株)ベルーナ 総務本部
(株)ヘルスウエイヴ
(株)ベルパーク 総務人事部人事企画グループ
(株)水谷
(株)メイサービス
(株)ヤマト建設
(株)ゆうちょ銀行 南関東エリア本部総務担当



(株)ヨネイ 業務統括部
(株)リッチュル 総務
(株)ワイエムコンサルティング
(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)岡村商店　織匠
(株)岡村製作所
(株)加賀屋　ボネールグループ
(株)花壇
(株)岩佐鐵工所
(株)佐和組
(株)三栄金属製作所
(株)三島コーポレーション
(株)山下組
(株)山忠
(株)山徳商会
(株)酒井製作所
(株)小山不動産
(株)昭和商会
(株)松樹
(株)情報システム工学 総務部
(株)新規開発
(株)新和
(株)森田電器工業所
(株)水本機械製作所
(株)生駒時計店
(株)誠和運輸
(株)青空興業
(株)静和堂　つくば支社
(株)石井興業
(株)石川商会
(株)仙台ナーセリー
(株)泰明ハウジング
(株)大窪工務店
(株)大正光学
(株)大通
(株)大和
(株)池田理化
(株)田崎アサヒ
(株)田中綜合設計
(株)電通　 関西支社
(株)東武保険サービス 総務部
(株)東北村田製作所



(株)東洋電設
(株)道路計画
(株)内外美装
(株)内田洋行ITソリューションズ 千葉オフィス
(株)南西環境研究所
(株)南窓社
(株)日工社
(株)日進
(株)日本コンサルタントグループ本社
(株)日本道路切断
(株)柏丸金会館
(株)美化
(株)姫路耐火工業
(株)不二製作所
(株)豊都建設
(株)北原防災
(株)野田総合保険
(株)冷熱工業
(株)鈴陶
(公財)日本数学検定協会 カスタマーサービスセンター
(社)山形県薬剤師会
(社)新宿淀橋市場協会
(社)日本クレーン協会　東京支部
(社)日本ろう福音協会
(社)日本競輪選手会熊本支部
(社)日本埋立浚渫協会
(有)エイ・オーケイ
(有)オカベオート
(有)オフィス　トゥー・ワン
(有)クリタ石材
(有)ジパング・プロジェクト
(有)栄建興業
(有)彩装
(有)新栄塗装工業
(有)晴美舎
(有)盛岡エスエヌ食品販売
(有)浅島製作所
(有)土屋建材店
(有)内田木工
<棚かし屋>モリサキ
ＡＧＣファブリテック(株)
ＪＡ西日本くみあい飼料(株)



JA全農あおもり名古屋青果販売事務所
JFEコンテイナー(株) 高圧ガス容器事業部
J-POWERグループユニオン
ＪＲ東日本東北総合サービス(株)盛岡支店
JXTGエネルギー(株)東京支店 総務Gｒ
KOMINE工業(株) 管理部
Ｎ・Ｔ総合事務所
ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合
ＮＨＫ札幌放送局 技術部製作技術
ＮＰＯ法人ＪＥＮ
NPO法人おれんじはあと　さんすてっぷ
ＮＰＯ法人神奈川県腎友会
NTTロータスイーターの会
ｏｆｆｉｃｅぱれっと
RAY COMPANY
ＴＨＥ・対馬(株)
ＺＫＭ奈良県支部
アーキヤマデ(株)東京総務経理課
アイ・ビー・テック(株)
あいおいニッセイ同和損害保険(株)東京北支店板橋支社
あいおいニッセイ同和損保 大田原サービスセンター
アイルランド大使館 アイルランドハウス
アビタシオン白松
あやせ駅前整形外科・内科
イエス・キリスト　ハレルヤ・チャーチ
医療法人　回生会
イワキ(株) 経営管理部総務グループ
いわき駐在官事務所
インマヌエル中目黒キリスト教会 宣教応援委員会
エア・ウォーター労働組合
エグゼクティブツアー(株)
エクレ(株)
エスオーシー物流(株)
オアシス税理士法人
オーシャン貿易(株)
オートメーションシステム(株)
カイタックホールディングス(株)
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
カトリック北町教会
かんまち調剤薬局
キシダ化学(株)東京支店 経理部東京分室
キヤノンファインテックニスカ(株)常総事務所 常総総務課



キリスト兄弟団　園田教会
くくな法律事務所
くまもと法律事務所
クラリオン(株)本社・技術センター 購買部
くるくるひろば
コープ西明石　福祉サークル
コスモプラザ(株)博進
コマツカスタマーサポート(株)九州沖縄カンパニー長崎支店
サイト工業(株)
さくらこども園
サンワサプライ(株)　東京サプライセンター
シバタ工業(株)
ジャスシステム(株)
すこやか工房
スタンレー電気労働組合
ステンレスジョイント(株)
センゴクベンダー(株)
ダイキン工業(株)東日本サービス部企画グループ
たんぽぽ小児歯科
つくば国際大学 保健栄養学科
つくば長寿の郷
トヨタカローラ山口(株)
とらや
ナガセケミカル(株)
永大鉱業(株)
ナカノエンジニアリング(株)
日本キリスト教団　神戸雲内教会
パーフェクトリバティー教団総合事務所 切手係
パトリオ特許事務所
パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)本社 総務部　総務・施設課
パワーエステート(株)
ビクターミュージックアーツ(株)
ひもろぎの園
ピュアフラワー(株)
フクダ電子(株)たかぎビル 総務課
ブリジストンBRM 加須工場、関東事業部
ブリジストンタイヤジャパン(株) 千葉カンパニー
ブリヂストン労働組合 久留米支部
プルックサージャパン行政書士事務所
フルブライト・ジャパン
べジタイムズ(株)
ポーレン化学産業(株)



ボッシュ(株) 電動工具事業部
ポップリベット・ファスナー(株)
ホテルオークラＪＲハウステンボス
ボランティアアイグループ
ボランティアグループ梅の実
ホワイティうめだ眼科クリニック
マイクロゼロ(株) プロセス事業部
マクテック(株)
ますや急配(株)
マツオカ建機(株) サービス部
マルヤマエクセル(株)
ヤシマ(株)
ユニプレス物流(株)
ライオンズクラブ国際協会長与クラブ事務局
ランスタッド(株)　 大阪支店
ルベル/タカラベルモント(株)
ワコースチール(株)東京事務所
旭肥料(株) 藤沢工場
安城市社会福祉協議会
安全興業(株)
安田不動産(株)横浜支店
伊藤ハム(株) 六甲工場
医療法人ファインバース　やはたウィメンズクリニック
医療法人社団　草生会上原クリニック
井上・渡邉税理士法人
一般社団法人日本電気協会九州支部
稲毛海岸教会 婦人会(ハンナの会)
羽尻税理士事務所
運送サービス(株) 総務部
栄食メディックス(株)
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
燕市立分水中学校
遠州栄光教会 ディアコニア部
奥野製薬工業(株) 食品営業部　東京食品技術課
横山建設(株)
横浜市神奈川スポーツセンター
横浜市民文化会館　関内ホール
横浜市立池上小学校PTAこども110番
横浜保護観察所小田原駐在官事務所
岡三リビック(株)　中部支店
岡山県退職公務員連盟岡山中央支部
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
岡田製罐工業(株)
岡本工業(株)塙第一工場 業務課総務係
下北沢聖書教会 スタンプグループ
河崎運輸機工(株)
河内長野市立東中学校
会津若松市史研究会
角谷眼科医院
梶原工業(株) 大阪営業所
関西学院宗教センター
丸喜鋼業(株)
丸杉建設(株)
丸和産業(株)
岩田地崎建設(株)名古屋支店 営業部
汽罐部品製造(株)
亀川特許事務所
吉祥院
橘工業(株) 総務部
久居聖書教会
久保総合法律事務所
宮崎県国際交流協会
共和食品(株)
近畿福音　和歌山ルーテル教会
隅田化学(株)
熊本めぐみ教会
熊本中央ライオンズクラブ
熊本東ライオンズクラブ
古河ロックドリル(株)
五洋建設(株) 東京支店　安全品質環境部
公益財団法人日本薬剤師研修センター
公益社団法人行田法人会
公益社団法人仙台北法人会 女性部会
公徳パッケージ(株)
幸海音楽事務所
幸田塗装(株)
幸和クリニック
江刺岩手ライオンズクラブ 事務局
甲陽物流(株)
香芝市切手ボランティア
高橋カーテンウォール工業(株) 滋賀工場
高松丸亀町商店街振興組合 婦人部会
高村光太郎連翹忌運営委員会



高知クリスチャンセンター
合同ビルサービス(株)
合同会社ＧｔｏＣｏｎｎｅｃｔ 社会貢献型デイサービスかけはし
合同容器(株) 本社
国際ソロプチミストいわみ
国際紙パルプ商事(株) 関西支店
国土交通労働組合
今泉アイクリニック
佐藤製型(株)
在日大韓基督教会　武庫川教会 女性会
阪急阪神交通社グループ労働組合連合会
札幌佐々木畜産(株)
三井住友海上火災保険(株) 関西企業営業第3部公務開発室
三井住友海上火災保険(株) 広島支店スタッフ
三井住友海上火災保険(株) 東京自動車損害サービス部第四センター
三井住友海上火災保険(株)中国本部 経理・総務グループ
三井住友建設(株) (仮)クリオ東神奈川計画作業所
三井物産(株) 油脂・食料営業部油脂室
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
三重鋼材(株)
三鷹バプテスト教会
三菱商事建材(株) 関西支店
三菱電機インフォメーションネットワーク(株) 関西支社
三宝(株)
三葉化工(株)
三和住宅サービス(株)
三和陸運株式会社 物流部
参議院議員こやり隆史事務所
山本設備機工(株)
山梨英和中・高同窓会
司法書士　赤坂由美事務所
司法書士　天野勉事務所
司法書士鈴木幸忠事務所
四日市友の会  幼児生活団
糸井福音キリスト教会
社会福祉法人ひかり福祉会幼保連携型かたひら認定こども
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 旭川市ボランティアセンター
社会福祉法人上山市社会福祉協議会
社会福祉法人新潟みずほ福祉会 障害者支援施設　新潟みずほ園



社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院 総務課
収集ボランティアグループわかなの会
周南市立櫛浜小学校
秋田中央キリスト教会
衆議院議員佐藤公治事務所
住吉工業(株) 本社工場
住宅金融支援機構健康保険組合
住電商事(株) 東京総務部
住友生命保険相互会社　東京事業部 八重洲営業部
十勝池田郵便局
十日町市赤十字奉仕団中里支部
出雲今市教会
初穂商事(株)
女子学院同窓会
小さな親切運動奈良県本部
小金井税理士事務所
小坂聖書研究会
小野コンクリート工業(株)
小野博郷法律事務所
小野銘板(有)
昭和リース(株) 人事総務部
障害者支援施設　ぽれぽれ
上田市社会福祉協議会 上田ボランティア地域活動センター
上野御徒町司法書士事務所
常盤薬品工業(株) 三重工場
新茨木ボランティア友の会
新英金属(株) 営業部チームワイルド
新潟特殊企業(株) 総務部経理課
新日本カレンダー(株)
新明産業(株)
森山環境科学研究所
神谷コーポレーション(株)湘南オフィス
神奈川県立保健福祉大学 財務課
親和工業(株)
垂水神の教会
清州市社会福祉協議会すみれ
生長の家熊本県教化部
盛岡スコーレ高等学校 生徒委員会　奉仕グループ
聖ドミニコ学院 幼稚園
聖教主教会 婦人会
聖公会名古屋聖ヨハネ教会
西村隆志法律事務所



西谷印刷(株) 経理
西日本電気システム(株)
西日本電気テック(株) 京阪神統括支店
青森県社会福祉協議会 地域福祉課地域福祉係
静香産業(株)
税理士法人　古田土会計
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
積水ハウス(株) 岐阜支店
積水ハウス(株)名古屋西支店 管理課
積水ハウス(株)名古屋東カスタマーズセンター 岡崎オフィス
積水ハウスリフォーム中日本(株) 姫路営業所
仙台青葉クリニック
千葉県住宅供給公社 総務課
川崎港郵便局
川崎設備工業(株)東京支社
泉佐野ケアプランセンター
浅野アタカ(株) 東北営業所
船橋市老人クラブ連合会東老協
前田建設工業(株) 総務
全国小麦粉卸商組合連合 事務局
全日本ハム労働組合
倉敷聖約キリスト教会
増会計事務所
蔵王キリスト教会
損保ジャパン日本興亜(株) JSA中核会茨城支部
太陽ステンレススプリング(株)
大阪難波ライオンズクラブ
大阪府貨物運送健康保険組合
大阪府西成警察署防犯コーナー
大成有楽不動産(株)名古屋支店
大倉屋
大村北ロータリークラブ
大津鉄工(株)
大島秀行社会保険労務士事務所
大東電設(株)
大平洋金属健康保険組合
大豊化学工業(株)
大豊建設(株)東北支店 営業部
大本出雲本苑 事務局
大林道路(株) 大阪北営業所
大和ハウス工業(株)栃木二宮工場 総務・安全・施設管理課



第一生命保険(株) DSR推進室
第一生命保険(株) 経営企画部
滝野川教会
瀧口木材(株)
知立市ボランティア市民活動センター 収集ボランティア
竹村歯科クリニック
筑波キリスト教会
中井エンジニアリング(株)
中央開発(株)北陸支店 営業部
中国トラベル
朝日新聞東京本社 販売管理部
長崎県病院企業団
長崎市ジョブサポートセンター
長瀬産業(株) 大阪本社
長津田キリスト教会
津ユネスコ協会 奉仕部
椿本興業(株)横浜支店 動伝営業部　直販２課
渡辺眼科医院
土井特殊鍍金工業(株)
東京ガス株式会社 お客様サービス部　料金センター
東京海上日動火災保険(株) 岐阜支店
東京海上日動火災保険(株)本店損害サービス第一部 損害サービス第四課
東京海上日動調査サービス(株) 総務Ｇ
東京工科大学 広報課
東京世田谷ワイズメンズクラブ
東京都教育庁サポートオフィス(パレット)
東京都建設局公園緑地部 管理課庶務担当
東京土建一般労働組合小金井国分寺支部
東京日野自動車(株)　八王子支店
東京法令出版(株) 事業推進課
東光石油販売(株)
東芝テック労働組合本社支部 青年･女性委員会
東芝プラント(株)　本社
東北建設(株)
藤井産業(株)大田原営業所
陶商工業(株)
特定非営利活動法人　全国女性シェルターネット
特別養護老人ホーム　いのこの里
篤友会リハビリテーションクリニック
栃木家石材店
奈良ＹＭＣＡ
奈良県立桜井高等学校



奈良市立登美ヶ丘小学校
内外エンジニアリング(株)
南星海運ジャパン(株)
南生田書道塾
日揮(株)　 四日市事務所　堺出張所
日経BPコンサルティン コンテンツ本部編集2部
日産緑化(株)
日信電子サービス(株) 総務人事部
日清食品ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｽ(株)
日鉄物産メタルズ(株) 大阪支店
日本イエスキリスト教団新座教会
日本キリスト改革派  春日井教会
日本キリスト改革派　東京恩寵教会 古切手係
日本キリスト教会  帯広教会
日本キリスト教会 奈良伝道所
日本キリスト教会広島長束教会
日本キリスト教会上田教会
日本キリスト教団  首里教会
日本キリスト教団  松戸教会CS
日本キリスト教団  東美教会
日本キリスト教団　茅ヶ崎恵泉教会
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　泉北とが教会　土曜学校
日本キリスト教団 福岡玉川教会
日本キリスト教団花小金井教会
日本キリスト教団鎌倉恩寵教会
日本キリスト教団小田原教会 信友会
日本キリスト教団静岡草深教会
日本キリスト教団調布教会
日本キリスト教団本郷教会
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
日本フリーメソジスト教団　東住吉キリスト教会
日本フローセル(株) 本社経理部
日本ホーリネス教団　相川教会
日本マリン(株) 内航貨物船部、内航船課内航担当
日本メノナイト・ブレザレン教団　堺中央キリスト教会
日本化学機械製造(株)
日本基督教団　仁川教会
日本基督教団　阿倍野教会
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 聖徒教会
日本基督教団 聖徒教会
日本基督教団　仙台東一番丁教会教会学校
日本基督教団　富士見町教会
日本基督教団柏教会
日本建設(株)東京本社
日本航空健康保険組合
日本自由メソヂスト教団　姫路野里教会
日本聖公会東京教区
日本超音波工業(株)
日本電子株式会社　名古屋支店
日本福音ルーテル 神水教会
日本福音ルーテル小鹿教会 女性会
日本郵便(株)五稜郭駅前郵便局
日本郵便(株)広島中央郵便局 郵便部
日本郵便(株)札幌新琴似郵便局
日本郵便(株)青葉郵便局 郵便窓口係
日本郵便(株)万富郵便局
日本郵便株式会社 青葉郵便局
日本鐵板(株)関東支店
日立ハイテクマニファクチャ＆サービス
日立建機日本(株)西関東支店相模営業所
馬橋キリスト教会
八千代会計事務所
樋口スチール(株)
美祢市ボランティアセンター
富士包装紙器(株)
浮羽ライオンズクラブ
舞鶴共済病院
福井友の会公共係
福岡大学図書館(学術情報課)
福崎キリスト教会 婦人部
福祉法人賛育会病院 地域事務室MSW
福島県立田村高等学校 2年4組
福島工業(株) 岡山支店
文化シヤッター(株) CSR統括部
平井信雄税理士事務所
平和ハーティー(株)
片山ナルコ(株)
宝泉院
墨田区立錦糸中学校 共同事務室



末広工業(株)
名古屋友の会 公共係
明治安田生命　千代田支社
明治安田生命　木更津営業所
明治安田生命保険相互会社 東京マーケティング開発部
茂呂塾保育園
野外科学(株)
野口興産(株) 総務部総務課
野毛印刷 営業企画本部
矢崎化工(株) 総務部
幼児活動研究会(株)本社 総務課
立正佼成会 総務グループ
立正佼成会大阪普門館
立川ブラインド工業(株)浜松営業所
林田行政書士事務所
鈴木通之社会保険労務士事務所
鈴蘭幼稚園
六本松キリスト福音教会
和泉二島予防歯科クリニック
和東産業(株)
齋田産業(株)
齋藤・舟橋労務相談事務所


