
2022年6月　使用済み切手のご協力団体一覧

2022年6月13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。

  

（医）（社団）享友会  洛東耳鼻咽喉科

（医）喜水会　乳腺外科　仁尾クリニック  

（医）啓仁会　訪問看護ステーション平成の森  

（医）宏礼会  塚原デンタルクリニック  

（医）若泉会  

（医）筑波記念会　筑波記念病院  

（一財）静岡県生活科学検査センター　焼津検査所  

（一財）日本バプテスト病院  牧師室

（一財）日本国際協力システム  

（一社）POOLE社会ボランティアの会  

（一社）ライフケアシステム  

（一社）宮崎市郡歯科医師会  

（一社）江戸川建設業協会  

（一社）埼玉県バス協会  

（一社）大日本水産会  

（一社）茶道裏千家淡交会　総本部  

（一社）日本薬局協励会  

（学）シュタイナー学園  名倉事務局

（学）愛国学園  インターアクトクラブ

（学）篠木学園　桜が丘幼稚園  

（学）鈴蘭幼稚園  

（株）ＩＳＩＤフェアネス  

（株）ＭＩＲＡＩ  総務部

（株）ＮＩＰＰＯ中部支店  管理部

（株）NITTAI  

（株）アール＆キャリア  

（株）アイアメニティ  

（株）アイエスイー  

（株）アイユー  

（株）あい設計  岡山支社

（株）エイコー  

（株）エー・アイ横浜  

（株）エービーシー商会ホールディングス  

（株）エステス  

（株）エフアンドエム  管理本部

（株）オオスミ  

（株）カーム  

（株）カインドケア  

（株）カタログハウス  総務人事部

（株）カプコン  東京管理室

（株）カミオー  

（株）カワノ  総務管理部

（株）キッツ　エスシーティー  大阪営業所

（株）クラウン無線  

（株）クレアホーム  

（株）コーシンホーム  

（株）コシダテック  

（株）サンエー化研  

（株）サングリーン横浜支店

（株）シシエス  

（株）システック福岡



（株）ジュエル  

（株）ジョイント・システムズ・サービス  ビジネスマネジメント部

（株）スーパーコート  

（株）ソラリス  

（株）タイセイ  

（株）ダイセキ環境ソリューション  人事総務部

（株）チャンプ・ホールディングス  

（株）デザインアーク  

（株）ニチゾウテック　九州事業部  

（株）ニッセイシーエスティー  

（株）ハートカントリー  

（株）パスコ　関西事業部  管理課

（株）ハセベつくば工場  

（株）パンテック  

（株）フゲン  

（株）フジ･メディア・テクノロジー  管理センター総務部

（株）フジプラス  

（株）フジメディカル  

（株）フセナガセ  

（株）プルータス前橋支店  

（株）ベン　相模原工場  総務課

（株）ホンダロック本社／宮崎工場  管理課

（株）マイ・スター  

（株）マツケン  

（株）ミューズ  

（株）メルローズ  クリエイティブ開発室

（株）ヤマウ鹿児島工場  

（株）ヤマタネ食品本部  

（株）ユタカオートテクノ  

（株）ヨネイ  業務統括部

（株）ライクス  

（株）リーチ開発  

（株）リリーフクリエイション  よもぎ訪問看護

（株）リンレイ  

（株）ワンアイド・キャピタル・アドバイザーズ  

（株）ワンビシアーカイブズ  

（株）伊藤工務店  

（株）下山保険事務所  

（株）関東マツダ  総務部　CSR推進グループ

（株）丸運　湘南営業所  

（株）吉田企画  

（株）久環  

（株）極東陸送  

（株）兼松建設興業  

（株）虎玄  

（株）細田工務店  総務部

（株）三宝製作所  

（株）自由企画社  

（株）実用  

（株）小川電設  

（株）象彦  

（株）上田建築工務店  

（株）新都市ライフホールディングス  総務部

（株）新和  

（株）真誠  

（株）水処理サービス  



（株）西日本綜合メンテナンス  総務課

（株）西林工務店  

（株）石澤研究所  総務部

（株）千葉製作所  

（株）村井工業所  

（株）大川組  

（株）谷口建設  

（株）椿本マシナリー　福山営業所  

（株）東栄住宅  東京施工三課

（株）東流社　  

（株）藤坂  

（株）藤崎  秘書室

（株）藤木工務店　倉敷支店  

（株）日企  総務部

（株）日進  

（株）日本ロジコム  

（株）八幡  

（株）美化  

（株）不二工機  人事総務部

（株）婦人之友社  かぞくのじかん

（株）布施阪村機械  

（株）舞鶴クレーン  

（株）平井工業  総務部

（株）保安サプライ　富山工場  

（株）北海道サニタリー･メンテナンス  

（株）北信冷熱サービス  

（株）北陸銀行　札幌支店  

（株）野村総合研究所  

（株）友愛ビルサービス  

（株）廣洋  

（公財）横浜市スポーツ協会　横浜市金沢スポーツセンター  

（公社）国土緑化推進機構  基金業務部

（公社）坂出法人会  

（公社）氏家法人会  女性部

（公社）全国消費生活相談員協会  

（公社）日本農芸化学会  

（行）Office KOBE Management  

（司）青葉法務office  

（社）スコーレ家庭教育振興協会  

（社福）豊田市社会福祉協議会  

（地独）大阪府立病院機構大阪国際がんセンター  相談支援センター患者相談室

（特非）Flat・きた　ヘルプセンターフラッグ  

（特非）関西NGO協議会  

（特非）明るい社会づくり運動滋賀県協議会  

（福）御嵩町社会福祉協議会  

（福）恒和永千会　障害者支援施設ぽれぽれ  

（福）阪神協同福祉会　南清水保育園  

（福）柴田町社会福祉協議会  

（福）心和会  

（福）新潟みずほ福祉会　本部  

（福）太子町社会福祉協議会　ボランティア事務局  アイグループ

（有）イシウラオート  

（有）ジパング・プロジェクト  

（有）ジャスト  

（有）リフォーム　ミヤガワ  

（有）三河工業  



（有）村田建設  

（有）東梱  

（有）不二越総合保険事務所  

（有）福井商店  

（有）福若  

Ａｓｔｒｏｎａｕｔｓ（株）  

ENEOS（株）  東京支店　総務グループ

HITOWAホールディングス（株）  総務部　総務課

JSホールディングス（株）  管理部

ＭＣＳ税理士法人  

MS&ADシステムズ（株）  代理店システム本部

N・T総合事務所  

ＮHK京都放送局  コンテンツセンター（ニュース）

NTTBS  大阪ビジネス営業部

NTTロジスコサービス  大阪端末センター

PCM労組　中四国支部　  書記局

ＰL総合事務所教務P  

TOTO関西販売（株）  企画部

ＷＥＬＬ・ＬＩＦＥ編集室  

アイダエンジニアリング（株）小山営業所  

アイオンプランニングセンター（株）

アズビル金門原町（株）  

アトリエノース（株）  

アボットジャパン（同）  コーポレートサービス部

アリスタライフサイエンス（株）  

イーデザイン損害保険（株）  第1サービスセンター

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  

エース技研（株）  

エヌ・ティ・ティ　テレコン（株）  

オアフクラブ若葉台  

オートメーションシステム（株）  

カーディナルヘルス（株）新宿オフィス  

カトリック飯塚教会  

カンエイ実業（株）旭川営業所  

キャノン（株）CSR推進部  社会文化支援課

グループ『ぽけっと』  

ケアプランセンター元気  

コープデイズ芦屋福祉サークル  

コンパスグループ・ジャパン（株）西日本支社  

サクサビジネスシステム（株）  事業統括部

さくま動物病院  

サンエス護謨工業（株）  本社

ジェイアール西日本商事（株）  経理部

ジェイフィルム（株）  大阪営業部/工場　調達G

シオン幼稚園  わかばの会　切手係

シスメックスビジネスサポート（株）  

シャープ労働組合

ジョンソン・マッセイ・ジャパン東京事務所  

すさみ町社会福祉協議会  

スリック株式会社  生産部

ゼオンポリミクス（株）  

セラテックジャパン（株）  営業部

ソニー損害保険（株）  

そのだ内科・外科クリニック  

ダイキンエアテクノ（株）  企画管理部



タク・マテリアル（株）  

タケウチ  

テクノエフアンドシー（株）  

デュプロ精工（株）  

テルモ（株）  本社

デンマークINN小田原  

トヨタモビリティパーツ（株）千葉支社  管理部

トライス（株）  総務チーム

ニチビル（株）有楽町支店  

ネオ製薬工業（株）  

ネッツトヨタ愛媛（株）  総務部

ノートルダム清心女子大学  ボランティアサークル　ひとつぶ会

ハートフル歯科  

パナソニック（株）エレクトリックワークス社  

パナソニックコネクト（株）  社員有志一同

パナソニックコネクト（株）現場ソリューションカンパニー  ビジネスプロセスデザインセンター　プロキュアメント部

ヒロセホールディングス（株）  

フクビ化学工業（株）福岡支店  

ぶどうのえだ歯科医院  

ブリヂストン労働組合  久留米支部

プレステージカントリークラブ  

フレッシュ・デルモンテ・ジャパン（株）  

ホース・ギア  

ホテル・ザ・ルーテル  

マリアの宣教者フランシスコ修道会  

マルワ工業（株）本社・工場  

ミサワホーム北越（株）  

みその（税）福重会計  

ミツミユニオン山形支部  

ヤマト工業（株）  

ユアサネオテック（株）  西部支店

リューベ（株）  総務課

レイズネクスト（株）  川崎事業所

阿部興業（株）  総務課

愛別ライオンズクラブ  

旭川大雪ライオンズクラブ  

旭川忠和郵便局  

安田薬品（株）  

安平町社会福祉協議会  

伊藤景パック産業（株）  人材総務室

伊藤忠エネクス（株）  九州支店

医療法人社団  松英会  総合健診事業部

稲毛海岸教会  婦人会（ハンナの会）

羽生キリスト教会  

荏原実業（株）計測器・医療本部  品質保証室

遠藤科学（株）御殿場支店  

奥島建設（株）  

横須賀市社会福祉協議会ボランティアセンター  

横浜ケミカル（株）  

横浜ふじライオンズクラブ  

横浜ユネスコ協会  

横浜桜美林ライオンズクラブ  

横浜市新杉田地域ケアプラザ  

横浜市鶴見スポーツセンター  

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働組合中津支部  青年女性部



王子エフテックス労働組合東海支部  

王子製紙新労働組合  富岡支部

王子木材緑化（株）大阪支店  

岡田建治税理士事務所  

下北地域県民局地域健康福祉部  福祉こども総室

介護老人保健施設ベルアモール  

葛飾区中小企業勤労者福利共済会  

㈱NTジオテック中部  

関西学院宗教センター

関電友交会  

岩国ユネスコ協会  

岩佐機械工業（株）  総務課

岩手日化サービス（株）  

岩田地崎建設（株）  大阪支店

汽罐部品製造（株）  

久保建（株）糸島支店  

協同組合　大矢野ショッピングプラザ  

協和産業（株）  

極東興和（株）  大阪支店

玉島ロータリークラブ  

近畿税理士会  東淀川支部

金城学院幼稚園  父母の会

金属技研（株）  姫路工場

銀座プリマ・クリニック  

銀座平野屋  

隅田化学（株）  

串間ライオンズクラブ  事務局

栗原興業（株）  

栗原工業（株）  工務本部

穴沢薬局  

検査開発（株）  総務課

古和釜幼稚園  

交通施設工業（株）  

交友印刷（株）  

光急便（株）  河原町営業所

光硬化工法協会  

光山電気工業（株）  総務部

公益社団法人仙台北法人会  

公務員試験セミナー  

厚木切手ボランティアの会  

向井化工機（株）  

広島ロータリークラブ  

広島東ロータリークラブ  

香芝市切手ボランティア  

香蘭女子短期大学  保育学科

合同ビルサービス（株）  

合同製鐵（株）  構造用鋼営業部構造用鋼営業室

国際ソロプチミスト  京都ーみやこ

国際ソロプチミスト  大阪-梅田

国際ソロプチミスト  奈良・あすか

国際ソロプチミスト いわみ  

国際ソロプチミスト 京都東山  

国際ソロプチミスト 山形  

国際ソロプチミスト 西尾  

国際ソロプチミスト 竹原  

黒田神経内科医院  



佐賀県ダム管理事務所  総務課

佐藤歯科医院　  

済美高等学校  保健室

堺浜寺ライオンズクラブ  

札幌南六条西郵便局  

札幌北一条教会  

三井住友ファイナンス&リース（株）東京本社  管理部

三井住友海上プライマリー生命  人事総務部

三井住友海上火災保険（株）  火災新種損害サポート部　住宅ローン債権管理室

三井住友信託銀行  梅田支店

三井不動産リアルティ（株）  総務部　総務グループ

三井物産アグロビジネス（株）  

三井物産ケミカル（株）  本店

三井物産スチール（株）  人事総務部

三桜工業（株）古河工場  Power train事業部

三重県立子ども心身発達医療センター  医療連携課

三鷹バプテスト教会  

三菱UFJモルガン・スタンレー証券  大阪支店

三菱鉛筆（株）横浜事業所  

三菱電機労働組合  

三和興業（株）  

山口信愛教会  

四日市メリノール学院高等学校  生徒会

四日市市指定上下水道工事業者協同組合  

市民生活協同組合ならコープ  

持田製薬（株）  

鹿部郵便局  

室町殖産（株）関西支社  

社会（医）大雄会  総合大雄会病院　相談室

収集ボランティア「ぽすと」  

周船寺教会  

秋田石油備蓄（株）男鹿事業所  総務課

住吉工業（株）  本社工場

住商ビルマネージメント（株）  ビル営業第3部

住友商事（株）  総務部

住友林業（株）成田支店  

住友林業（株）東京南支店  

住友林業情報システム（株）  

夙川司法書士事務所  

宿河原教会  

宿毛ロータリークラブ  

出雲村田製作所  

小池酸素工業（株）尾道デリバリーセンター  

小俣電機管理事務所  

小野町ライオンズクラブ  

小林鋼材（株）  

昭和電線ケーブルシステム（株）  三重事業所

松戸友の会奉仕係  

松江しんじ湖ロータリークラブ  

松江市立皆美が丘女子高等学校  

松阪市ボランティアセンター  

松山バプテスト教会  

松山公認会計士事務所  

松尾電機（株）  

上門工業（株）  

上野製薬（株）伊丹工場  環境保安課



上六印刷（株）  

森建設工業（株）  

森本聡特許事務所  

神戸商工会議所  女性会

神戸聖愛協会  

神戸大学  国際人間科学部鶴甲第二キャンパス事務課

神戸保護観察所姫路駐在官事務所  

神田外語マネジメント・サービス  金丸

親和スチール（株）  

親和工業（株）  

清水建設（株）秋田営業所  

清泉女子大学  ラファエラ・マリアセンター

聖ヨゼフ修道院  

聖隷健康診断センター  総務課

聖和会  新井教会

西華産業（株）  総務人事部　総務課

西南女学院同窓会関東支部  

西日本機工（株）  

青森うとうライオンズクラブ  

青葉キリスト教会  

税理士法人グローリア足達会計事務所  

積水ハウス（株）  名古屋東シャーメゾン支店

積水ハウス（株）九州北カスタマーズセンター大分オフィス  

積水ハウス（株）埼玉シャーメゾン支店  

積水ハウス不動産東京（株）  東関東賃貸総務課

積水化成品工業（株）  

仙台医健・スポーツ専門学校  

千代田工販（株）  

千葉県子どもと親のサポートセンター  

千葉県土地改良事業団体連合会  換地部

川原鳥獣貿易（株）  総務課

川口松本運送（株）  

川崎白百合ライオンズクラブ  事務局

川村浩次土地家屋調査士事務所  

川島会計事務所  

浅野アタカ（株）北日本支店  

全国共済農業協同組合連合会　大阪府本部  普及部　企画グループ

倉本自動車  

相模台地区ボランティアの会  

綜合警備保障（株）  調達部

損害保険ジャパン（株）  名古屋保険金サービス第一課

損保ジャパンパートナーズ（株）岐阜支店  

村・宮舘法律事務所  

大垣ライオンズクラブ  

大建コンクリート（株）  

大坂漢方鍼灸医学セミナー  

大阪帝塚山ライオンズクラブ  

大阪天神橋ライオンズクラブ  

大阪東淀ライオンズクラブ  

大社ロータリークラブ  

大成建設（株）  東北支店事務センター

大宝工業（株）九州カンパニー　福岡工場  

大洋運輸（株）  

第一交易（株）富山本社  

第一生命情報システム（株）  経営企画部　経営企画グループ

池田中央教会  



池田物産（株）  

筑波バプテスト教会  小羊会

中祖法律事務所  

中部日化サービス（株）三重支店  

朝日生命労働組合  広島支部

町田JOCS

長崎教会  

長府カトリック教会  

鳥羽ライオンズクラブ  

津ユネスコ協会　奉仕部

田中医院  

渡辺パイプ（株）  人事ユニット　人事グループ

渡辺建設工業（株）  

都島区老人福祉センター　ボランティアグループ  

東栄工業（株）  

東京化工（株）茨城事業部  

東京海上日動火災保険（株）  

東京都立西高等学校  

東京美装興業（株）  総務課

東京豊島ライオンズクラブ  

東京理学検査（株）  

東光高岳労働組合　小山支部  

東芝インフラシステムズ（株）  電機サービスセンター／新宿事務所／総務部

東西化学産業（株）  大阪支店

東石物産（株）  東京営業所

東特塗料（株）本社  

東日本イワタニガス（株）  

東美商事（株）  

東洋電産（株）本社  

同仁キリスト教会  

徳山セントラルロータリークラブ  

奈良セントラルライオンズクラブ  

南山幼稚園  めぐみ会

南相木村役場  

南陽市ボランティア友の会

二幸産業（株）  総務部

二幸産業（株）関東支社  総務管理課

日信電子サービス（株）  総務人事部

日進化学（株）千葉営業所  

日清食品ビジネスサポートプラス（株）  

日清紡マイクロデバイス（株）  総務課

日本イエス・キリスト教団  岡南教会婦人会

日本イエス・キリスト教団　灘教会  

日本キリスト教会　香里園教会

日本キリスト教会　東京主僕教会  

日本キリスト教団　三軒茶屋教会  壮年会　

日本キリスト教団　首里教会  

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　鎌倉雪ノ下教会  

日本キリスト教団　茅ケ崎平和教会  

日本キリスト教団　駒場エデン教会  

日本キリスト教団　元浦河教会  

日本キリスト教団　幸町教会  

日本キリスト教団　甲府教会  

日本キリスト教団　高の原教会  

日本キリスト教団　主恩教会  



日本キリスト教団　新発田教会  

日本キリスト教団　杉並教会  

日本キリスト教団　鶴川教会  

日本キリスト教団　二宮教会  

日本キリスト教団　武蔵野教会  

日本バプテス連盟　山形キリスト教会  

日本フイツシヤ（株）本社  

日本ボーイスカウト東京連盟世田谷第25団  

日本ホーリネス教団　所沢福音キリスト教会  

日本医労連共済事務局  

日本基督教団　阿倍野教会

日本基督教団　栗平教会  

日本基督教団　室町教会

日本基督教団　周船寺教会

日本基督教団　上田新参町教会  

日本基督教団　吹田教会

日本基督教団　大阪教区事務所

日本基督教団　大和郡山教会

日本基督教団　津屋崎教会  女性の会

日本基督教団　白石教会  

日本基督教団　富士見町教会  

日本基督教団　武蔵野教会

日本経済新聞販売協同組合  

日本建設（株）東京本社  

日本航空電子工業（株）  営業部門

日本紙工印刷（株）  

日本聖公会市川聖マリア教会  

日本聖公会石橋聖トマス教会  

日本製薬工業協会  

日本赤十字社　福島県支部  

日本道路（株）中部支店  

日本福音ルーテル教会  

日本福音ルーテル清水教会  女性会

日本郵政グループ労働組合  九州地方本部

日本郵便（株）京都府庁前郵便局

日本郵便（株）戸畑天籟寺郵便局

日本郵便（株）出雲駅前郵便局  

日本郵便（株）生野郵便局

日本郵便（株）青葉郵便局  総務部

日野金属産業（株）  

入江壽夫税理士事務所  

白根ガス株式会社  白根支店

八雲郵便局  

八洲工機（株）伊勢崎営業所  

飯塚竜王ライオンズクラブ  

飯田ライオンズクラブ  

斐川ライオンズクラブ  

備前木谷郵便局  

美和電気工業（株）北海道支社  

百年住宅（株）浜松支店  

氷見ライオンズクラブ  

浜松ライオンズクラブ  

浜北ロータリークラブ  

富士通リース（株）  関西支店

富士電機労働組合　東京支部  

富士電波工機（株）  名古屋営業所



浮羽ライオンズクラブ  

武蔵浦和Jキッズステーション  

風里谷税理士事務所  

復活キリスト穂高教会  

福井大学附属病院  救急部

福井脳神経外科  

福島県退職教職員互助会  

福島県北砕石販売協同組合  

福島民報労働組合　女性部

仏壇・墓石のイズモ  岡崎店

文化シャッター（株）  中四国支店

平成筑豊鉄道（株）  電気課

米子市淀江町赤十字奉仕団  　

米沢ライオンズクラブ  

米沢中央ライオンズクラブ  

豊証券（株）東京支店  

豊北木材工業（株）  

豊明希望チャペル  

北海道鹿部町  総務・防災課

北日本ビル管理（株）  

本多産業（株）  

枕崎こどもクリニック  

末広産業（株）  

名古屋キワニスクラブ  

名古屋学院大学  監査室

明治安田生命保険相互会社  神奈川本部　神奈川代理店営業部

木場深川キリスト教会  

木風舎  

門真市社会福祉協議会  

野外科学（株）  

涌谷町社会福祉協議会  あじさいグループ

郵政近畿共助会  奈良支部

郵政近畿共助会　大阪市南支部  

郵便局（株）新潟中郵便局  

立教大学　ボランティアセンター  

立正佼成会   滋賀教会  

立正佼成会　立川教会  

立命館大学  言語教育企画課

林化成（株） 大阪本社

霊友会  志賀支部

連合大阪大阪南地域協議会  

濱名建設工業（株）  


