2020年2月 使用済み切手のご協力団体一覧
2020年2月1日～29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。
（一財）ボーケン品質評価機構
（学）志賀カトリック学園 草津カトリック幼稚園
（公社）大分県トラック協会
（公社）佐世保法人会
（福）ならのは 笑楽会 会員一同
（福）日本医療伝道会衣笠病院
（有）アシスト・リーブ
（有）ウベ建材工事
（有）勝部組
（有）第一ホーム益田
（有）ニーズ
（医）宏礼会 塚原デンタルクリニック
（医）積発堂 指定通所リハビリテーション冨永草野
（一社）生命保険協会 和歌山県協会
（一般社団法人）日本薬局協励会
（学）フランシスコ学園高崎天使幼稚園
（学）栄光学園認定こども園 オリーブの木
（学）札幌ルター学園 めばえ幼稚園
（学）信愛学園 へいわ幼稚園
（学）酪農学園
（株）JTB
（株）ＪＴＢ 大阪第三事業部
（株）ＮＩＰＰＯ
（株）ＮＩＰＰＯ栃木北出張所
（株）SMR
（株）朝日オリコミ大阪
（株）アサヒペン
（株）アステム
（株）あすなろ函館支社
（株）イトーキ 原価計算課
（株）インテージ・アソシエイツ
（株）エス・ティー・ワールド横浜西口店
（株）エステートナビ
（株）エムティシー電子
（株）エムピーエム

総務課

事務局
年長児すみれぐみ
キリスト教委員会
新宿第一事業部

総務課
ダイバーシティ推進室

（株）エルビーシステム
（株）オンセック 東京本社
（株）カーサービス山形
（株）ガイアート
（株）カネイチ運輸
（株）かんぽ生命保険
（株）キヌガワ
（株）クレアホーム
（株）ゲイヨー
（株）ケービーシーメディア
（株）コーケン・メディケア
（株）コーシンハウスケアリング
（株）コングレ
（株）サガワ
（株）サンベルコ互助会
（株）シードコーポレーション
（株）シービーエス
（株）ジェイトス
（株）シグマ
（株）ジュノン
（株）ジョイカルジャパン
（株）スーパーコート
（株）スぺイス
（株）セレスポ
（株）タツミマシン
（株）テクノポール
（株）デンソー 先端技術研究所
（株）電通
（株）ナブ・コーポレーション
（株）ニッセイ シーエスティー
（株）ニッセツ
（株）ノーリーズ
（株）バウ・アート
（株）ハウスオブローゼ庶務課
（株）ヒロ
（株）フェロー
（株）フクシ・エンタープライズ
（株）フジプラス
（株）ベン相模原工場

管理部
小浜営業所
熊本支店

管理部
大阪営業所
総務･人事課

管理課
関西支社

総務課

（株）増田化学工業所
（株）マツザワ
（株）丸吉住宅
（株）ミヤジマ建設
（株）ムラコシ工機
（株）森田電器工業所
（株）ヤスヒラ
（株）ヤマウ 鹿児島工場
（株）大和
（株）ヤマト製作所
（株）ヨーコーインテリア工芸
（株）ライクス
（株）ライズ広告社
（株）ローヤルエンジニアリング
（株）ワイズ・ヒューマン・パートナーズ
（株）旭電熱製作所
（株）伊藤解体工業
（株）羽後林産
（株）加藤事務所
（株）雅商店
（株）丸産技研
（株）協立
（株）空気設計舎
（株）経済界
（株）広告制作所
（株）高崎組
（株）今村組
（株）佐渡島 東京支社
（株）三栄金属製作所
（株）三光堂製本
（株）山忠商会
（株）若林平三郎商店
（株）小川電設
（株）小野組
（株）新和
（株）石井興業
（株）村井工業所
（株）大功
（株）大通

総務部

営業室

事業管理部総務課
秘書室

東京直需課

（株）杜の都設備工業
（株）東海理化クリエイト
（株）東京富士
（株）東興
（株）東芝 北陸支社
（株）東与賀建設
（株）藤坂
（株）藤林商店
（株）内外美装
（株）日本インシーク
（株）日本創造教育研究所 札幌研修センター
（株）日立ハイテクサイエンス
（株）農協観光
（株）八木澤商店
（株）美也古商会
（株）菱サ・ビルウェア横浜支店
（株）浜田 大阪リサイクルセンター
（株）布施阪村機械
（株）福山不動産
（株）北海道サニタリー･メンテナンス
（株）萬松
（株）鍜治田工務店
（公財）横浜市体育協会 横浜市都築スポーツセンター
（公財）音楽の力による復興センター・東北
（公財）経営・労働協会
（社）郁々会 加茂保育園
（社）中標津町社会福祉協議会
（福）魚津市社会福祉協議会
（福）公友会横須賀グリーンヒル
（福）沼田町社会福祉協議会
（有）オフィス・アルファ
（有）ジパング・プロジェクト
（有）タカミ建工
（有）ヤジマメディカルプレーン
（有）稲庭古来堂
（有）野島製作所
「小さな親切」運動
ＡＣＳリース（株）
ADEKAクリーンエイド（株）本社

総務部

下水道部
本社営業部門
総務部総務課

岡山県倉敷支部
管理部 人事
管理部 総務・人事Ｇ

ＡＧＣファブリテック（株）
i+Land nagasaki
IGRいわて銀河鉄道（株）
JA全農青果センター（株）
ＪＲ東日本東北総合サービス（株）盛岡支店
JSA中核会北東京支部
ＫｉＫｉｉｎｃ．
ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株）
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 九州車いすテニス協会
ＰＬ総合事務所
ＰＯＯＬＥ 社会ボランティアの会
ＳＧＳジャパン（株）
あいおいニッセイ同和損害保険（株）
あいケア あい訪問看護ステーション
あいづ塩川湯川ライオンズクラブ
イーグルハウス（株）
イエス福音教団綾瀬教会
イエス福音教団東京教会
石橋聖トマス教会
出雲ロータリークラブ
いわき東ライオンズクラブ
ウベ建材工事
永和信用金庫
エクレ（株）
エネサーブ（株）埼玉事業所
エルゴテック（株）
オー・ジー長瀬カラーケミカル（株）
大阪愛徳幼稚園
大阪阿倍野ライオンズクラブ
オーサカゴム（株）
大阪市立清水丘小学校
大阪市立姫里小学校
大阪東淀ライオンズクラブ
オープン工業（株）
オムロン センテック（株）
カトリック加古川教会 社会活動委員会
カトリック取手教会

総務部
大阪センター

人事・総務部

切手係
認証・ビジネスソリューションサービス
東京企業営業第三部
甘木本店
子供の集い

長田支店
大阪支店

営業部・大阪店

カトリック鍛冶ヶ谷教会
カトリック北若山教会
カネシメ冷蔵（株）
苅田ライオンズクラブ
カワタキコーポレーション
キシダ化学（株）東京支店
キャセイパシフィック航空会社
ギャラリーみぎり
キリスト兄弟団 根本教会
国華電機（株）
クリーニング シーガルジャパン
クリエイトオフィス深田
グローバルアドバンストメタルジャパン（株）
神戸聖愛教会
古賀市市民活動センター
ご協力に感謝申し上げます。
コドモの園幼稚園
小西・中村特許事務所
コマツカスタマーサポート（株）中国カンパニー庄原支店
サーミット工業（株）名古屋営業所
さいたま市立西浦和小学校
サクラパックス（株）
佐柳医院
シーレックス（株）
しげいi病院
シトー会 西宮の聖母修道院
シマダヤ関東（株）
社会保険労務士 斉木恵子事務所
社会保険労務士法人 村松事務所
城東区老人クラブ連合会
新明産業（株）
スカイレンタカー九州（株）
スタークレーン
住友生命相互保険会社
スリック株式会社
セノー（株）東京支店
ソニテック（株）
そよかぜクラブ
損害保険ジャパン日本興亜

福祉グループ
第一冷蔵庫
経理部
人事総務部

つくしの会
建機レンタル営業部
ＰＴＡ選出厚生委員会
内勤G
総務部

大阪中央支社

山陰支店

退公連瀬戸内支部
大樹生命保険（株）
大成建設（株）
大同生命保険（株）
大鵬化学工業（株）
大容工業（株）
中央サトー（株）
デュプロ精工株式会社
時津町教育委員会 社会教育課
ドミトリー沖縄
トヨタカローラ山口（株）
とらや
ナカノス建設工業（株）
新居浜市立角野中学校
西尾 末廣事務所
ニチレキ（株）
日本基督教団 近江金田教会
日本基督教団 大阪教会
日本キリスト教団 東郷教会
日本キリスト教団 半田教会
日本基督教団 八尾教会
日本基督教団 落葉協会婦人会
日本基督教団 神戸神愛教会
日本基督教団 神和教会
日本基督教団 大阪東十三教会
日本基督教団 長岡京教会
日本キリスト教団 島原教会
日本基督教団 萩教会 教会学校
日本聖公会 浅草聖ヨハネ教会
日本聖公会 大阪三一教会
日本バプテスト連盟 堺キリスト教会
日本バプテスト連盟 奈良キリスト教会 女性会
ニ幸産業（株）北海道支社
ネッツトヨタ愛媛（株）
ノートルダム清心女子大学 ひとつぶ会
梅花女子大学宗教部
はつかいちボランティアセンター
広島伊丹電機株式会社
フードテクノエンジニアリング（株）

女性部
岡山支社
東北支店

京都工場

長崎営業所

婦人会

営業開発課
総務部

フジテック（株）
ヘイセイ工業（株）
ペナント（株）
ホテル・ザ・ルーテル
ホテルジェイズ日南リゾート
ホテル南風荘
ボバース記念病院
ぽぷり茅ケ崎
ボランティアグループ まどか
ボランティアサークルひまわり
マルヤマエクセル（株）
マルヤマエクセル（株）
ミツイワ（株）
ミッション・宣教の声
大和郡山社会福祉協議会
ゆうひが丘保育園
四日市市指定上下水道工事業者協同組合
リージャス広島稲荷大橋センター
ルネサンス高等学校
ヰゲタ鋼管工業（株）
愛知県社会福祉協議会
愛媛南予地方郵便局長夫人会
旭精密（株）
旭川神楽郵便局
旭川聖パウロ・ルーテル教会
旭日電気工業（株）
伊達町ライオンズクラブ
伊那友の会 奉仕係
医療法人社団 春緑会 武安医院
医療法人社団 草生会上原クリニック
医療法人社団永生会 永生病院
医療法人社団誠馨会 誠馨会病理センター
井原水産（株）
茨城日産自動車（株）
宇都宮市立清原東小学校
宇部友の会
浦和明の星幼稚園
塩谷町役場
横浜市立六ッ川小学校PTA

ISO事務局
総務課

第４営業部

地域福祉部 ボランティアセンター

福岡支店

ＭＳＷ
松戸ラボ
国際交流部
PTAマリアの会
総務課

横浜保護観察所小田原駐在官事務所
王栄幼稚園
岡垣町役場
岡山市中区福祉事務所
下諏訪国際交流協会
花巻市清掃（株）
花野井バプテスト教会
会津若松ライオンズクラブ
会津若松葵ライオンズクラブ
会津若松鶴城ライオンズクラブ
学習院女子大学
株式会社 フェイス
茅ヶ崎市立梅田中学校
関西学院 宗教センター
関町特別養護老人ホーム
岩手県立盛岡なんと支援学校
岩代ライオンズクラブ
岩代ライオンズクラブ
亀川特許事務所
菊池ライオンズクラブ
吉田化成（株）
吉田社会保険労務士事務所
吉澤孝明税理士事務所
久米会計事務所
久木田薬品工業（株）
宮崎県国際交流協会
共愛学園中学校
協和ボーリング（株）
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
桑折ライオンズクラブ
郡山カトリック教会
郡山北ライオンズクラブ
恵庭市ボランティアセンター
月島テクノメンテサービス（株）
建設廃棄物協同組合
五藤経営システム（株）
五洋建設（株）
交野ベタニヤ教会

総務部ボランティア係

草上会
仙台営業所
生徒会（福祉委員会）

経理課

訪問部

財務部会計グループ

光急便（株）
広島メノナイトキリスト教会
江刺岩手ライオンズクラブ
江州技研（株）
香川県東部地区郵便局長婦人会
高松市立川岡幼稚園
国見ライオンズクラブ
黒石福音キリスト教会
佐賀県ダム管理事務所
佐々木信綱記念館
堺鋼板工業（株）
札幌第三友の会
雑司ヶ谷キリスト教会
三井住友海上あいおい生命保険（株）
三井住友海上火災（株）
三井住友海上火災（株）
三井住友海上火災保険（株）横浜支店川崎支社
三井住友建設（株）
三井物産アグロビジネス（株）
三井物産ケミカル（株）
三興化成品（株）
三恵エンジニアリング（株）
三重ライオンズクラブ
三菱商事建材（株）
三菱商事建材（株）
山形県健康福祉部
山形県県土整備部管理課
山形県置賜総合支庁建設部
山口県立宇部商業高等学校
使徒の信仰川崎教会
四国地方会 徳島東部婦人会
四日市教会
四日市市指定上下水道工事業者協同組合
糸魚川市社会福祉協議会
滋賀銀行彦根支店
自由学園
住友不動産シスコン（株）
出光興産（株）
春日法律事務所

事務局

東京南第一生保支社
公務部営業第二課
鹿児島支店
建築本部設備部
人事総務室
本店

管理本部
関西支店
健康福祉企画課
建設総務課経理担当

初等部5年生
管理部
潤滑油一部潤滑油調達課

女子学院同窓会
勝浦町社会福祉協議会
勝又和彦税理士事務所
小金井聖公会
小郡新町郵便局
小樽友の会
小田急商事（株）
小峰浩一税理士事務所
松戸いずみ幼稚園
松阪市ボランティアセンター
上野御徒町司法書士事務所
城北食品（株）
信和産業（株）福岡営業所
新潟特殊企業（株）
新居浜新田郵便局
神戸保護監察所
神戸友の会 幼児生活団 6才組
神谷コーポレーション（株）湘南オフィス
進藤整骨院
仁川幼稚園
世田谷区立上北沢小学校
世田谷平安教会
清州市社会福祉協議会すみれ
清泉女子大学カトリックセンター
清泉小学校児童会ボランテイア委員会
生野郵便局 窓口営業部
聖句書道センター
西日本電気システム（株）
静岡ガールスカウト88団・46団
静岡市立清水岡小学校
静岡友の会
税理士法人 連合会計事務所
摂南大学 外国語学部
仙台弁護士会事務員会
仙台保護観察所
千如寺大悲王院
千葉県ユニセフ協会
千葉市ボランティアセンター
千葉友の会

女性の集い
奉仕部
人事労務教育グループ

総務部経理課

JRC委員会
友愛係

使用済切手整理班
公共係

川崎市立宮崎小学校ＰＴＡ
前橋友の会
全建総連 原町
相模みのり幼稚園
損害保険ジャパン日本興亜（株）
損保ジャパン日本興亜保険サービス（株）南東京支店
村上建設（株）
大原不動産（株）
大阪コスモスライオンズクラブ
大阪大和川ライオンズクラブ
大山印刷（株）
大成有楽不動産（株）名古屋支店
大船渡ユネスコ協会
大沢運送（株）
大田原県税事務所
大田原県税事務所
大野総合法律事務所
大和ハウス工業（株）
大和ハウス工業（株）
大和ハウス工業（株）宇都宮支社
大和ハウス工業（株）埼玉支社
大和ハウス工業（株）仙台支社
大和ハウス工業（株）栃木二宮工場
大和ハウス工業（株）柏支社
大和ハウス工業（株）本社
大和ハウス工業（株）名古屋支社
第一生命保険（株）
瀧口木材（株）
棚倉ライオンズクラブ
池田耳鼻咽喉科
稚内友の会
中間市ボランティアセンター
中国工業（株）
中日本ハイウェイ・リテール名古屋（株）
中能登町社会福祉協議会
中部大学
中部日化サービス（株）三重支店
朝顔教会
朝日総合法務事務所

神奈川支店 平塚支社

収税課
収税課
奈良支社 地域共生委員会
建築工事部
関東・信越営業推進室
地域共生推進委員会
総務・安全・施設管理課
地域共生担当
管理部総務課
契約サービス課

東京支社
総務部総務課
スポーツ保健医療学科

鳥羽教会
鳥取県社会福祉協議会
天草本渡ライオンズクラブ
土井特殊鍍金工業（株）
東京海上日動調査サービス（株）
東京都立墨田特別支援学校
東京洋品協同組合事務所
東村地域包括支援センター
東洋ウェルフェア（株）
東洋建設（株） 本社
藤田鋼板リース（株）札幌支店
藤澤こどもクリニック
同志社幼稚園 社会貢献委員会
独立行政法人 東京山手メデイカルセンター
独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金部
苫小牧キリスト者合同奉仕会タビタの会
鍋林（株）長野営業所
南海ビルサービス（株）
南生田書道塾
日鉄物産システム建築（株）
日本イエスキリスト教団灘教会
日本ｷﾘｽﾄ改革派 仙台栄光教会
日本キリスト改革派 東京恩寵教会
日本キリスト教会 下関教会
日本キリスト教会 尾道西教会
日本キリスト教団 三軒茶屋教会
日本キリスト教団 各務原教会
日本キリスト教団 丸亀教会
日本キリスト教団 溝ノ口教会
日本キリスト教団 高幡教会
日本キリスト教団 昭島教会
日本キリスト教団 新得教会
日本キリスト教団 聖ヶ丘教会
日本キリスト教団 鷹取教会
日本キリスト教団 筑波学園教会 教会学校
日本キリスト教団 福岡玉川教会
日本キリスト教団 平塚中原教会
日本キリスト教団横須賀小川町教会
日本キリスト教団甲府教会

婦人会

総務Ｇ
ＰＴＡ（高等部事務班）
総務課
総務部

事務局

古切手係
婦人会
壮年会
婦人会 ましみず会
社会委員会
婦人会
婦人会
奉仕委員会
女性会

日本キリスト教団紅葉坂教会
日本キリスト教団札幌教会
日本キリスト教団松崎教会
日本キリスト教団沼津大岡教会婦人部
日本キリスト教団青森松原教会
日本キリスト教団日下部教会婦人部
日本キリスト教団日立教会
日本コンピュータ・ダイナミクス（株）
日本ステージ（株）
日本トーカンパッケージ（株）
日本バプテスト病院 総務課
日本ボーイスカウト東京連盟世田谷第25団
日本リスクマネジメント
日本基督教団 稲城教会
日本基督教団 高崎教会
日本基督教団志村栄光教会
日本基督教団千葉本町教会
日本菅財（株）
日本聖公会東京教区聖愛教会
日本赤十字社 福島県支部
日本同盟基督教団 京都めぐみ教会
日本郵便（株） 出雲駅前郵便局
日本郵便（株）旭川神居郵便局
日本郵便（株）金沢中央郵便局
日本郵便（株）五稜郭駅前郵便局
日本郵便（株）今治郵便局
日本郵便（株）山鼻東屯田通郵便局
日本郵便（株）市川郵便局
日本郵便（株）鹿ノ谷郵便局
日本郵便（株）室蘭高砂郵便局
日本郵便（株）青葉郵便局
日本郵便（株）函館宝来郵便局
播磨町国際交流協会
柏みどりこども園
白井興業（株）
函館白百合学園中学校
八王子めじろ台バプテスト教会
八馬汽船（株）
飯塚ライオンズクラブ

婦人会

ＩＴ事業推進室 ビジネスパートナー推進
総務部総務Ｇ

古切手係

窓口営業部
窓口営業部
窓口営業部
郵便窓口係

飯塚市社会福祉協議会 ともしび
飛鳥ガス（株） 品川営業所
品川べテル教会
浜松ホストライオンズクラブ
浜松海の星高校末広会
富山鹿島町教会婦人会
富山友の会
富士ゼロックスシステムサービス（株）
武蔵野友の会
福岡女子大学 国際文理学部
福島あぶくまライオンズクラブ
福島ライオンズクラブ
福島松川ライオンズクラブ
福島信陵ライオンズクラブ
福島西ライオンズクラブ
福島保護観察所いわき駐在官事務所
兵庫飼料（株）
平成筑豊鉄道（株）
保原ライオンズクラブ
北海道南幌養護学校
北興化学工業（株）
北斗キリスト教会
北斗精機（株）
北日本ビル管理（株）
北労金労組
本宮ライオンズクラブ
本多税務会計事務所
名港運輸（株）
名糖運輸（株）東海物流センター
明治安田生命 岡崎中央営業所
明治安田生命保険相互会社岐阜支社 中濃営業所
明治安田生命労働組合
明治安田生命労働組合郡山支部
明治学院高校ハイＹ部
木曽友の会
目白教会
野口興産（株）
野毛印刷
弥彦村社会福祉協議会

奉仕部

電気課
岡山工場

青年部

佐賀支部

総務部総務課
営業企画本部

矢吹ライオンズクラブ
郵便局（株）鎌倉岡本郵便局
幼児活動研究会（株）
様似町婦人ボランティア・アポイ
淀川キリスト教病院ボランティアグループ
流山市社会福祉協議会
緑バプテスト キリスト教会
霊山ライオンズクラブ
和歌山友の会
和寒町社会福祉協議会
和東産業（株）

ボタンティアセンター

