
2020年3月　使用済み切手のご協力団体一覧
2020年3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。
なお、3月にご寄付をいただきながら事務局で整理ができなかった団体のお名前は、4月の一覧表に掲載する予定です。

（株）CFN
（株）水本機械製作所 本社
（株）　セクト 総務部
（株）　ビューロジェネロ
（株）ＩＨＩ 横浜第一サービスセンター
（株）Klar
（株）NIPPO豊田出張所
（株）UACJトレーディング 東京本社
（株）ＹＦマネジメント
（株）アウトヴェーク
（株）アステム 総務課
（株）アムネット本社
（株）アルビス 大阪オフィス
（株）イシダ静岡営業所
（株）伊藤彰産業
（株）エクセディ精密
（株）エフ・エム・アイ東京本社
（株）エムテック
（株）エムフォー
（株）オーブ
（株）カプコン 東京管理室
（株）クラビシュ ネット通販　佐野屋酒店
（株）ケービーエフ
（株）コスミック
（株）コンピュータシステム研究所 四国営業所
（株）コンロン
（株）佐伯宝飾
（株）サトー 東京業務グループ
（株）サプラ 福井支店
（株）サンオーブン
（株）シー・リンク 神戸支店
（株）ジツダヤ
（株）シャルレ東京支店
（株）ジョイカルジャパン



（株）スーパーコート
（株）スタジオサインポスト
（株）ソニー・ミュージックエンタティメント総務 人事部
（株）タイセイ
（株）ダンロップゴルフスクール 大阪本社
（株）ドウワ工業
（株）トヨタレンタリース栃木 管理部
（株）西建設計 本社
（株）ニッセイ　シーエスティー
（株）ノナガセ
（株）ビックカメラ 人事部
（株）ふくみや
（株）フジ医療器
（株）ブルーボックス 企画室
（株）ベイサイドテクノス
（株）ベガホールディングス
（株）ベストエバージャパン
（株）増田化学工業所
（株）ミクニ　環境グリーン事業部　東京営業所
（株）メイク
（株）ユニフローズ
（株）ラルゴ
（株）リバイタライズ
（株）安藤・間 九州支店
（株）伊藤解体工業
（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）丸良商事
（株）宮崎銀行新富支店
（株）玉名サンクリーン
（株）空気清浄機サービス 本社
（株）熊谷組　北陸支店　 品質環境推進Ｇ
（株）群馬ナブコ
（株）経済界 秘書室
（株）三栄金属製作所
（株）三峯青葉
（株）山星屋 近畿事業部
（株）山忠
（株）自由企画社
（株）守谷商会 機械10部第3課



（株）昭和広告社
（株）昭和商会
（株）証券保管振替機構 総務部
（株）信和
（株）新生機械
（株）新和
（株）杉藤
（株）西村組
（株）誠和運輸
（株）石井興業
（株）村井工業所
（株）太陽巧芸社
（株）沢下栄文堂
（株）中川塗装工業
（株）朝日オリコミ大阪
（株）田崎アサヒ
（株）東与賀建設
（株）日本サーモエナー　 京都支店
（株）日本ドリコム 福岡支社
（株）尾花組
（株）富士商事
（株）福しん
（株）福田電機製作所
（株）平成建設
（株）友愛ビルサービス 総務部総務課
（株）麗光
（公社）「小さな親切」運動本部
（公社）沼津法人会　女性部会
（公社）世田谷法人会
（公社）東京都宅地建物取引業協会
（公社）函館法人会 女性部会
（社）スコーレ家庭教育振興協会
（社）ライフケアシステム
（社）日本薬局協励会 事務局
（社）日本臨床栄養代謝学会
（有）さいとう工房
（有）ジパング・プロジェクト
（有）新生企業
（有）トップ電気グループ



（有）西尾工業所
（有）久喜運輸
（有）錦電機商会
（有）三河工業
（有）新栄塗装工業
（有）晴美舎
（有）大原工業
（有）大和エム・エム・ピー
（有）中村石材工業
（有）不二越総合保険事務所
Ａ・サービス運輸
ANAエアポートサービス（株） VIPサービス部　3課
CAESARS ENTERTAINMENT　JAPAN
ＣＫＤ（株） 経営企画部広報ＩＲ室
CM-EX九州
EDGE　inc.
ＧＥＯＴＥＣ
ＩＤＥＣ（株）
ＩＨＩ汎用ボイラ　相生事業所 生産管理部
ＪＡ三井リース（株） 輸送機器部
JTBスーベニアアンドフォトセンター
JXTGエネルギー（株） ガス事業部ESCO＆技術グループ
KOJIMA LABEL
LOPS（株）
NORTH JAPAN　CHARTERING
NPO法人善隣館
ＰＬ総合事務所 切手係
TOTO東北販売（株） 郡山営業所
アイエイチエム社労士事務所
旭精密（株）
アプリケーションアシスト（株）
阿倍野ナザレン教会
アルフレッサメディカルサービス（株）オフィスサポートセンター
伊勢商工会議所 女性部
一般材団法人三重県環境保全事業団
いわき泉ライオンズクラブ
いわき勿来ライオンズクラブ 事務局
岩倉中学校
インザフリッジ



インターファーム（株）知床営業所
うま海外医療協力報告会実行委員会
宇和島友の会
エコスタッフ・ジャパン（株）
エバークリーン（株）本社
愛媛県中予地方局　 健康福祉環境部
江別友の会 公共係
エンバイオ（株）
大阪空港交通（株）
大阪保険サービス
オーシャン貿易（株）
カイタックホールディングス
香川県立飯山高校 生徒会
春日市社会福祉協議会
学校法人ヴォーリズ学園
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
カトリック志村教会
カトリック北町教会
京都府医師婦人会 会計
京都府町郵便局
清原（株）
クラブツーリズム（株） ＣＳＲ推進部
グランディスタイル沖縄読谷ホテル＆リソート
クリーニングシーガルジャパン
クリナップ（株）　 関西支社　中国営業部
グローバルピッグファーム（株） 酒田営業所
コスモ建物管理（株）
こひつじ学園・仁王幼稚園
コベルコ建機日本（株） 長野営業所
さいとう税理士法人さいとう経営センター（株）
さくらメンタルクリニック
サチコーポレーション（株）
しげいi病院
四条畷学園短期大学 保育学科
シャローム保育園 代表
ショーワグローブ（株） 東京オフィス
新茨木ボランティア　友の会
新居浜市立中萩中学校
スカイレンタカー九州（株）



スタークレーン
すてきナイスグループ（株）
積水ｉソフランウイズ
センコー（株）
ソニー損害保険（株） 総務人事部 総務課
ダイダン（株） 大阪本社
ダイワボウノイ（株）
玉出教会
椿町中学校
デイサービスセンター虹　精華大前
デュプロ販売（株） 業務推進部
ドコモショップ東川口店
トヨタT&S建設（株） 西東京営業所
トヨタ自動車東日本（株） 総務部
ナガセケミカル（株）
ナカノス建設工業（株）
ナルクわくわく和歌山
ニッテレ債権回収（株） 福岡総合店
日本キリスト教会鳥取教会
日本基督教団　広島教会
日本赤十字社 和歌山県支部
日本ピラー工業（（株）
パイオニア（株） 人材企画課
梅花女子大学 宗教部
初田工業（株）
ハロースタンプ
パワープレイス（株）
ハンシン建設　 千船事務所
フードテクノエンジニアリング（株）
べジタイムズ（株）
ボバース記念病院
ボランティアグループ「六好会」
ボランティアサークルすみれ会
丸茂電機株式会社　大阪営業所
マルヤマエクセル（株）
まんとみ幼稚園かもめ会
みのや製菓（株）
みんなの歯科クリニック・平塚
めぐみ園



メモリアル・キルト・ジャパン
柳井友の会
大和高田松崎簡易郵便局
祐誠高等学校
ユニプレス物流（株）
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ4R　 福岡合同事務局
ライオンズクラブ4Ｒ　福岡南ＬＣ
レイズネクスト（株） 総務部
レストナック幼稚園 母の会
レン・ファミリークリニック
阿南　智子（司法書士）
愛西市立草平小学校
愛知県テニス協会
愛知県私学振興事業財団
旭トラストフーズ（株） 総務経理部
旭川友の会 公共係
安心院ライオンズクラブ
安達ライオンズクラブ
医療法人社団　小林医院
医療法人社団　渡部眼科　ホワイティうめだ眼科クリニック
医療法人社団筑波記念 筑波記念病院 脳神経外科
一般財団法人 光線研究所
宇部友の会
宇摩医師会みどり会
浦和友の会公共係
栄食メディックス（株）
永和信用金庫 北花田支店
益子町女性団体連絡協議会
奥沢幼稚園
横浜BayCityライオンズクラブ
横浜市中スポーツセンター
横浜市福祉サービス協会ヘルパーステーション瀬谷
岡崎トラック事業協同組合
岡山家庭裁判所　少年調査官室
岡山県退職公務員連盟　 岡山南支部
沖縄ライオンズクラブ
加美町立中新田小学校
河東西小学校
芽室町赤十字奉仕団



介護老人保健施設みどりの杜
会津喜多方ライオンズクラブ
会津磐梯ライオンズクラブ
各務克郎税理士事務所
学校法人さつき幼稚園
学校法人横浜英和学院青山学院横浜英和中学高等学校
関西機工建設（株）
関西社会福祉専門学校
岩国ユネスコ協会
岩手県県南広域振興局 農政部一関農村整備センター
岩陽産業（有）
岩﨑電気工事株式会社
基督心宗教団本部
汽罐部品製造（株）
吉備中央町協働推進課
久保井保険事務所
久留米友の会
宮城県北部地方振興事務所
京都建物管理（株）
協栄ゴードー（株）
橋本経営労務管理事務所
近畿石油輸送（株）
金町キリスト教会
駒ヶ根ライオンズクラブ
熊本ライオンズクラブ
熊本火の国ライオンズクラブ
熊本少年友の会
熊本青果物出荷組合
熊本大津ライオンズクラブ
熊本中央ライオンズクラブ
群馬県高等歯科衛生士学院
郡山あさかライオンズクラブ
郡山西ライオンズクラブ
郡山中央ライオンズクラブ
郡山南ライオンズクラブ
経堂北教会 使用済み切手係
月舟苫屋
見附市役所
五色町商工会 女性部



公徳パッケージ（株）
厚生労働省 年金局数理課
向井化工機（株）
幸田塗装株式会社
広島会計事務所
広島牛田教会
弘前市立第五中学校
港区立笄小学校 国際ボランティア委員会
行徳ＴＭ歯科
香芝市切手ボランティア
香川県西部地区郵便局長夫人会
高栄サービス（株）
高砂市社会福祉協議会
高志支援学校小学部　高志タイムメンバー
高松友の会 公共係
高石市エイフボランタリーネットワーク
国際紙パルプ商事 関西支店
国分寺バプテスト教会
黒金化成（株） 管理総務
今泉アイクリニック
佐倉聖書バプテスト教会 婦人部
佐藤（株） 総務部
堺市介護保険課
埼玉県中小企業共済協同組合
埼玉県南児童相談所
埼玉県立小児医療センター マス・スクリーニング室
埼玉和光教会
笹丘カトリック幼稚園
札幌第二友の会
三井ガーデンホテル熊本
三井住友海上火災保険（株） 海損部貨物第4グループ
三井住友海上火災保険（株） 広島支店スタッフ
三井住友信託銀行 札幌支店
三井物産アグロビジネス（株）
三井物産パッケージ（株）
三協工材株式会社
三州工業（株） 宮城工場
三重液化ガス（株）
三菱電機インフォメーションネットワーク（株） 西業務課



三保機械工業（株）
三葉化工（株）
山浦佑太税理士事務所・（有）四谷会計
山形県置賜総合支庁建設部 建設総務課
山口県合唱連盟
山陽学園大学ボラぐみ
山梨県立あけぼの支援学校
市川友の会 公共係
紙パ連合　王子エフテックス労働組合
時津教会
鹿児島市立谷山中学校
室蘭友の会
社会医療法人　大道会 ボバース記念病院
社会福祉協議会 切手ボランティア
社会福祉協議会ボランティア菖蒲会
社会福祉法人　旭浦会　特別養護老人ホーム　慈恵園
社会福祉法人びわこ学園 知的障害児者地域生活支援センター
社会福祉法人守谷市社会福祉協議会
社会福祉法人正恵会本部 特別養護老人ホーム宝寿苑
社会保険労務士法人　村松事務所
収集グループ　あさがお会
宗教法人日本聖公会四日市聖アンデレ教会
住友商事（株） 東京総務部
住友林業（株）木材建材事業本部 東北支店
出雲市社会福祉協議会多伎支所
小山寺
小百合幼稚園　保護者の会
小野内会計事務所
松山古町教会　 婦人会
松浜郵便局
松本ビル管理（株）
松茂徳島空港ライオンズクラブ
沼津ライオンズクラブ
沼津香陵ライオンズクラブ
沼津千本ライオンズクラブ
上智大学イベロアメリカ研究所
上田市立第一中学校
常磐興産（株）
新ひだか町社会福祉協議会



新阿武山クリニック
新潟市医師会 メディカルセンター
新居浜市立中荻小学校
新川電機（株）
新地ライオンズクラブ
新聞セールス　インフォメーションセンター
森村商事（株） 樹脂事業部樹脂１部第２グループ
真岡市立西田井小学校
神奈川県立相模原中央支援学校
神奈川西パナホーム（株）
逗子友の会
水戸友の会公共・支援係
生野郵便局
盛岡ユネスコ協会
聖公会名古屋聖ヨハネ教会
聖和会新井教会 礼拝讃美家
西宮の聖母修道院
西湘アスコン（株）
西条心療クリニック
西尾レントオール（株） RA東日本本部
青森はまなすライオンズクラブ
静岡若葉幼稚園
石川ライオンズクラブ
積水ハウス（株）小山支店
積和建設西東京（株）
積和不動産関西（株） 姫路賃貸営業所
切手整理ボランティア　コレクトV
仙台市立小松島小学校
川原鳥獣貿易株式会社
川崎医療生活協同組合「ルーム三色すみれ」
川辺恒雄事務所
浅沼みらい税理士法人
前田建設工業（株） 中部支店 管理部
双日プラネット（株）
相馬地区保護司会
蒼馬（あおば）税理士法人東京事務所
損害保険ジャパン日本興亜（株） 特約火災保険部特約保険部企画グループ
村上新町病院
多摩教会



多摩友の会 公共係
太陽ステンレススプリング（株）
大建コンクリート（株）
大阪ＹＷＣＡ千里センター
大阪プラムライオンズクラブ
大阪阿倍野ライオンズクラブ
大阪市職業リハビリテーションセンター
大阪住之江ライオンズクラブ
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
大阪友の会幼児生活団
大成機工（株） 東京支店
大正運輸興業株式会社
大町舞鶴クラブ
大分教区仏教婦人会連盟
大分友の会
大和ハウス工業（株） 堺支店
大和ハウスパーキング（株） 大阪支店
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） 奈良支社
大和ハウス工業（株） 北九州支社
大和ハウス工業（株）金沢支社
大和ハウス工業奈良支店
第一商事（株）
第一生命保険（株）
第一生命労働組合　関西コンサルティング営業室
第一生命労働組合長岡営業職支部
瀧口木材（株）
竪川線材（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
池田興業（株）岐阜支店
稚内地区自動車整備協会
築上町役場 総務課行政係
中央区立久松幼稚園
中央区立月島第二小学校 ＰＴＡ学年委員会
中国電力（株）　 経営企画部門（組織担当）
中村友次郎法律事務所
朝日企業（株）
朝日新聞福岡本部



長住バプテスト教会
長野友の会 奉仕係
長濱・水野・井上弁護士事務所
鳥取友の会
椿本興業（株）横浜支店 動伝営業部　直販２課
田村ライオンズクラブ 事務局
田島ルーフィング（株） 本社
電器のアキバ
渡辺電機工業（株）
都島区老人福祉センター　ボランティアグループ
東亜サーモメーター（株）
東横イン熊本新市街
東海ビバレッジサービス（株）」
東京ボランテｲア・市民活動センター
東京医科大学病院 乳腺科
東京海上日動メディカルサービス（株） 人事総務課
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）高松支店 業務グループ
東京海上日動火災保険（株）所沢損害サービスセンター
東京歯科大学 庶務課人事文書係
東京都建設局 公園緑地部
東根市立中部小学校 6年3組
東芝ITサービス（株）
東芝プラントシステム（株） 東北支社
東電（株）
東邦ホールディングス（株）
同仁キリスト教会
徳寿工業（株）
独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鉄道建設本部　東京支社総務課
栃木県県東健康福祉センター 総務福祉部総務企画課
南山幼稚園 めぐみ会
二本松ライオンズクラブ事務所
日西物流（株）仙台営業所
日赤横須賀市地区 事務局
日鉄住金物流株式会社　 西日本支店
日邦電機（株）
日本キャタピラー合同会社 湘南営業所
日本キリスト改革派　東京恩寵教会 古切手係
日本キリスト教会小平教会婦人会



日本キリスト教会上田教会
日本キリスト教団  横浜磯子教会
日本キリスト教団  鹿島教会
日本キリスト教団 下ノ橋教会
日本キリスト教団　高輪教会 社会委員会
日本キリスト教団　石橋教会
日本キリスト教団　千歳栄光教会
日本キリスト教団　浅草北部教会
日本キリスト教団　帯広教会 切手係
日本キリスト教団　富士見高原教会
日本キリスト教団伊丹教会
日本キリスト教団遠州教会婦人会
日本キリスト教団花小金井教会
日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会
日本キリスト教団琴似中央通教会
日本キリスト教団三次教会
日本キリスト教団小倉徳力教会
日本キリスト教団松江北堀教会
日本キリスト教団上大岡教会 女性の会
日本キリスト教団新松戸幸谷教会
日本キリスト教団赤坂教会
日本キリスト教団倉吉教会 コスモスの会
日本キリスト教団大和郡山教会
日本キリスト教団大和郡山教会
日本キリスト教団東京府中教会
日本キリスト教団浜松教会 婦人会（切手部）
日本バプテスト深川教会 ぶどうの会
日本バプテスト静岡キリスト教会
日本バプテスト病院 総務課
日本バプテスト病院　総務課
日本バプテスト連盟
日本フリーメソジスト　神楽町教会
日本ペイント（株） 関東流通センター
日本ボーイスカウト東京連盟世田谷第25団
日本メガケア（株） 東京支店
日本基督教団　翠ヶ丘教会
日本基督教団　青山教会
日本基督教団　南町田教会 福祉委員会
日本基督教団安行教会



日本基督教団宇都宮上町教会 教会学校
日本基督教団越谷教会 切手担当
日本基督教団茅ヶ崎教会
日本基督教団久留米東町教会
日本基督教団大井町教会
日本高速削孔（株） 本社工場
日本聖公会  福井聖三一教会
日本聖公会福岡聖パウロ教会
日本石油販売（株）
日本赤十字社群馬県支部
日本体育大学 世田谷キャンパス
日本電産コパル電子（株） 社員会
日本毛織（株）
日本郵便（株）旭川二条郵便局
日本郵便（株）広島中央郵便局 郵便部
日本郵便（株）青葉郵便局 郵便窓口係
日本郵便（株）函館宝来郵便局
波佐見町ボランティア連絡協議会
馬橋キリスト教会
梅ヶ丘教会
白糠町女性ボランティアクラブ
白川小峰ライオンズクラブ
八代市立第二中学校 ボランティア委員会
樋口スチール株式会社
尾道久保教会
婦人国際連盟日本支部
富山神通ライオンズクラブ
富士フィルムイメージングシステムズ（株） イメージテック営業本部
富沢建材（株）
武野産商（株）
部落解放同盟中央本部
福井県教育総合研究所
福岡エルシオン教会
福岡市立屋形原特別支援学校
福津市地域婦人会
福島グリーンライオンズクラブ
福島東ライオンズクラブ
平塚富士見町教会
米沢市立第六中学校



防府市立右田小学校
北海道新聞社 本社 編集局写真部
北四日市キリスト教会
北川ヒューテック（株）建築事業部
北陸銀行　 中村支店
墨田区立錦糸中学校 共同事務室
名古屋福音伝導教会
明治安田生命　千代田支社 千代田中央営業部
明治安田生命保険相互会社 新潟中央営業所
明治安田生命労働組合　 長崎支部
門真市社会福祉協議会
野外科学（株）
野口興産（株） 総務部総務課
涌谷町社会福祉協議会 あじさいグループ
郵便局（株）新潟中郵便局
郵便局（株）新潟中郵便局
幼児活動研究会（株）
養護老人ホーム　仙台長生園
立教女学院
立正佼成会
和泉二島予防歯科クリニック
藪　謙一郎　税理士事務所
栁津ライオンズクラブ
髙畠ライオンズクラブ


