
2022年７月　使用済み切手のご協力団体一覧

2022年7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。

（宗）霊鷲山大法輪寺別府別院

（独）国際交流基金 関西国際センター教育事業チーム

（福）嘉麻市社会福祉協議会

（福）こばと会特別養護老人ホームいのこの里

（医）へいあん　平安病院 総務

（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）積発堂 指定通所リハビリテーション富永草野

（医）然　みのりクリニック

（医）早明会　林内科医院

（医）筑波記念会　筑波記念病院

（一財）明石市産業振興財団

（一財）静岡県生活科学検査センター　焼津検査所

（一社）POOLE社会ボランティアの会

（一社）生命保険協会 和歌山県協会

（一社）宮崎市郡歯科医師会

（一社）江戸川建設業協会

（一社）社会的包摂サポートセンター

（一社）全国農協観光協会

（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）栄光学園　認定こども園 オリーブの木

（学）茅ヶ崎恵泉学園　恵泉幼稚園

（学）光産業創成大学院大学 事務局

（学）聖フランシスコ学園　高崎天使幼稚園

（株）E保険プランニング 奈良中央支店

（株）IHIトレーディング 管理部

（株）Klar

（株）Labo 住空間設計　Labo West

（株）ＭＩＲＡＩ 総務部

（株）NIPPO　関東開発事務所

（株）ＮＩＰＰＯ中部支店 管理部

（株）Ｐ３

（株）アーク 千葉南支店

（株）アイザワビルサービス

（株）アカギ　西東京営業所

（株）アクーズ会津

（株）アサヒペン

（株）アステム

（株）アステム 佐賀物流センター

（株）アルト

（株）アルファス

（株）アルプス技研 総務課

（株）アロマ

（株）ウインライフ　白河営業所

（株）エーティーシー

（株）エービーエル



（株）エックス都市研究所 総務室

（株）エフアンドエム 管理本部

（株）エルメックス

（株）カタログハウス 総務人事部

（株）共立物流システム

（株）クワハラ

（株）コーシンホーム

（株）コムテックス

（株）坂本工業所

（株）サニーカラー

（株）サン・クロレラ 総務部

（株）サンエー化研

（株）サンユー空調

（株）シグマ

（株）シシエス

（株）ジャパンリテイリング

（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）セイワ運輸

（株）ソラリス

（株）ダイセキ環境ソリューション 人事総務部

（株）タカミヤ　岐阜工場

（株）タツミマシン 本社

（株）ツガワ

（株）ティ・アイ・ディ コーポレートグループ

（株）ディムコ

（株）テレパック 業務管理部

（株）デンケン エレクトロニクス事業部　管理課

（株）ドーコン

（株）トミヤ 商品部

（株）トンボ　紅陽台物流センター

（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）ハシックス

（株）ハンシン建設 千舟事務所

（株）ピート 総務課

（株）ビームスホールディングス 業務管理課

（株）ビソーコーポレーション

（株）日伝 オレンジクラブ

（株）浩電社

（株）ファム 人事・総務部

（株）フゲン

（株）フジプラス

（株）フジメディカル

（株）プルータス前橋支店

（株）フルサイト

（株）フロム・サーティ

（株）ベストエバージャパン

（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）マツケン

（株）マツケン　名古屋営業所

（株）村井工業所

（株）メタルワン　名古屋支社 ISO事務局



（株）メルローズ クリエイティブ開発室

（株）ヤマイチテクノ SDGsプロジェクトチーム

（株）ユタカオートテクノ

（株）ユニバーサルマリン

（株）洋光

（株）ヨロズ愛知

（株）ランテック

（株）リンレイ

（株）レイシャス

（株）ローヤルエンジニアリング 営業室

（株）ワンアイド・キャピタル・アドバイザーズ

（株）伊香保カントリー倶楽部

（株）茨城放送

（株）加藤事務所

（株）加藤電器製作所 総務推進チーム

（株）関東マツダ 総務部　CSR推進グループ

（株）丸運 丸運労働組合

（株）吉田企画

（株）近江兄弟社 ニコニコ委員会

（株）虎玄

（株）五大工業

（株）三宝製作所

（株）山田屋

（株）山陽計器製作所

（株）実用

（株）証券保管振替機構

（株）象彦

（株）伸光製作所　那須工場

（株）真誠

（株）石黒鋳物製作所

（株）石澤研究所 総務部

（株）千葉製作所

（株）太洋堂　東京支社 管理部

（株）大塚建設

（株）大島鉄工所

（株）大万スクール

（株）地域まちづくり研究所

（株）池松機工 経営企画部

（株）東栄住宅 東京施工三課

（株）東海トラスト

（株）藤倉

（株）日本ロジコム　名古屋支店

（株）婦人之友社 かぞくのじかん

（株）平井工業 総務部

（株）保安サプライ　富山工場

（株）保安企画　本社

（株）北陸銀行　札幌支店

（株）廣洋

（公財）愛媛県学校給食会

（公財）横浜市スポーツ協会　横浜市金沢スポーツセン

（公財）山階鳥類研究所

（公社）新宿法人会 社会貢献委員会

（公社）全国消費生活相談員協会

（公社）隊友会



（公社）スコーレ家庭教育振興協会

（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター

（税）連合会計事務所

（福）まほろば　居宅介護支援事業所こなかの

（福）滑川市社会福祉協議会 滑川市ボランティアセンター

（福）御嵩町社会福祉協議会

（福）柴田町社会福祉協議会

（福）心和会

（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）SK企画

（有）エス・エス・ケイ

（有）ジパング・プロジェクト

（有）友野電気

（有）西尾工業所

（有）ベストプラン

（有）ユゲ商会

（有）リフォーム　ミヤガワ

（有）小林電気商会

（有）森商会

（有）真珠のファースト

（有）西堀土地

（有）村田建設

（有）渡辺商店

（有）東梱

（有）友田保険事務所

AGCFアブリテック（株） 大阪支店

ＡＰ通信社　東京支局

ＡＳＰＥＣＴ　ＩＮＣ．

Ａｓｔｒｏｎａｕｔｓ（株）

IMIジャパン（株）ノルグレンジャパン 本社

ＪＡ三井リース（株） 三井物産営業推進部

ＪＡ全農たまご（株） 管理本部管理部

JFE瀬戸内物流（株）

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

ＫＤＤＩ（株）

ＭＣＳ税理士法人

ＭＦＡジャパン（株）

MS&ADシステムズ（株） 代理店システム本部

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合

ＮPO法人京都難病連

PREXトレーディング（株）

SBS古河物流（株）

TPR商事（株）仙台営業所

Vegan Ramen UZU KYOTO

アズビル金門原町（株）

アトリエノース（株）

あやせ駅前整形外科・内科

アリスタライフサイエンス（株）

アローコンサルタント（株）本社 総務部

石井皮フ科クリニック

いすゞ自動車販売店協会

伊部（株）

インダスヘリテイジ（株）



インマヌエル船橋キリスト教会

ウェスレアン・ホーリネス教団札幌新生教会

エア・ウォーター労働組合

エース技研（株）

愛媛県南予地方郵便局夫人会

王子エフテックス労働組合 滋賀支部

大阪SR経営労務センター

大坂九条キリスト教学園福音幼稚園

大阪市立青少年センター

大阪東淀ライオンズクラブ

大西特許事務所

大平段ボール工業（株）

大村北ロータリークラブ

岡山市中区福祉事務所

香芝市総合福祉センター内 香芝市北手（切手の書き間違い？）ボランティア

カトリック東広島教会

カトリック志村教会

カトリック取手教会

刈谷知立キリスト教会

カルピス（株）本店 企画部

川口製菓（株）

河嶋工業（株）

カンエイ実業（株）旭川営業所

行政書士濱坂和子事務所

京都洛東ライオンズクラブ

キリスト同信会　中野パークサイドチャーチ

クラブツーリズム（株） 総務CSR部

グレースコミュニティ

クレハ運送（株）呉羽営業所

グローアップ社会保険労務士法人

神戸聖ミカエル教会

神戸保護観察所

光和商事（株） 大阪営業所

コープデイズ芦屋福祉サークル

コープ夙川　ゆりの会

黄金塚二期町会婦人部

国際ソロプチミスト大阪

国際ソロプチミスト奈良

国際ソロプチミスト西宮

コムテック（株）

さいとう税理士法人さいとう経営センター（株）

サクサビジネスシステム（株） 事業統括部

サプリスター（株）

サンコール（株） 調達・物流部

ジェイピーエヌ（株）

シキボウ労働組合

シナノ解体工業（株）

社会福祉協議会 福祉課

ジャパンコントロールス（株） 大阪営業所

ジョンソン・マッセイ・ジャパン東京事務所

スリーエムジャパン（株）東京支店

生長の家 熊本県教化部

セラテックジャパン（株） 営業部

ソニー損害保険（株）



損害保険ジャパン（株） 大阪南支店　難波支社

大樹生命労働組合 大阪支部

タカチ工業（株）

タキロンシーアイ労働組合 大阪支部

ちひろ美術館・東京

チョッキンクラブ

デイサービスセンター虹　精華大前

土井特殊鍍金工業（株）

東京紙パルプ交易（株） 大阪支店

トヨタモビリティパーツ（株）千葉支社 管理部

豊前市地域包括センター

ナイス（株） 北九州営業所

長崎教会

中野BC（株） 経理課

奈良ライオンズクラブ

南原弘樹税理士事務所　（株）らくいちブレインパートナーズ

西日本イワタニガス（株） 山口営業所

西日本高速道路サービス・ホールディングス（株）

西日本高速道路ファシリティーズ（株） 総務部総務課

西日本電気システム（株）

ニッカホーム福岡（株）本社

日鉄物産メタルズ（株）

日本イエス・キリスト教団 小松島栄光教会

日本キリスト教会 徳島教会

日本キリスト教団 塚口教会教会学校

日本基督教団 熊本城東教会

日本基督教団 芦屋岩園教会

日本電設工業（株） 総務部総務課

日本フリーメソジスト 神楽町教会

日本毛氈（株）ニッケ

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） 生野郵便局

日本労働組合総連合会 岩手県連合会

ネオ製薬工業（株）

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

パーフェクトリバティー教団 ＰLs総合事務所　切手係

パシフィックエステート（株）

はしもと眼科クリニック

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）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

業務集中課

パナソニックコンシューマーマーケティング労働組合 関西支部

パナソニックハウジングソリュージョンズ（株） ハウジング人事

パナソニックホームズ大分（株）

パナソニックリビング（株）首都圏・関東社

パラジェネシス

ハンエイファスナー（株）

阪急阪神交通社グループ労働組合連合会

日立金属ファインテック（株） ファインフロー部

備北民放（株）

ヒロセホールディングス（株）

福山ロータリークラブ

ぶどうのえだ歯科医院



プラス（株）ファニチャーカンパニー 管理部

フルハシEPO（株） 営業本部

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）

ベスト電器労働組合

豊和工業（株）

ポーレン化学産業（株）

ぽぷりサポート事務所

ボランティアグループ梅の実

本庄金属（株）

マーブル法律事務所

まごころ村

末日聖徒イエス・キリスト教会

マツダクレジット（株）

まほろのディアブルーイング（株）

丸魚水産（株）

マルトウ物産販売（株）

マルワ工業（株）本社・工場

御影教会

みその（税）福重会計

三井ガーデンホテル熊本

三菱商事建材（株） 関西支店

ミツミユニオン山形支部

ミネ工業（株）

ミヤ電気通信（株）

名鉄観光サービス労働組合 西日本ブロック

安野産業（株）

ヤマトエスロン（株）関東工場

ヤンマーエネルギーシステム（株） 発電CS部

ユウキフーヅシステム（株）

郵政近畿共助会 泉州支部

よつ葉生活協同組合

淀川自動車工業（株）

連合大阪大阪南地域協議会

和歌山信愛中学校・高等学校

和光ホームズ（株）

ワタキューセイモア（株）東北支店

愛知県社会福祉協議会 地域福祉部　ボランティアセンター

旭川忠和郵便局

安形会計事務所

伊藤景パック産業（株） 人材総務室

一関病院 ナーシングケアあさひ

一建設（株）

羽生キリスト教会

浦和ふたば法律事務所

荏原商事（株）東京支社 管理課

遠藤科学（株）御殿場支店

奥只見ターミナル

横浜ふじライオンズクラブ

横浜保護観察所　小田原駐在官事務所

横浜緑園キリスト教会 切手奉仕

王子エフテックス労働組合

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



下條村 総務課　企画財政係

嘉穂無線ホールディングス（株）

花王（株） 社会貢献部

鎌倉泉水教会

寒川キリスト教会

丸彦渡辺建設（株） 総務グループ

岩国ユネスコ協会

亀川特許事務所

久が原教会

久我建設（株）

久保建（株）糸島支店

宮口建設（株）富山事務所

共和食品（株）

隅田化学（株）

穴沢薬局

古和釜幼稚園

交友印刷（株）

光硬化工法協会

公益社団法人仙台北法人会

向井化工機（株）

弘和印刷（株）

江戸鉄（株） 管理部

江東区大島子ども家庭支援センター

港北肛門クリニック

甲斐清和高等学校

荒井司法書士行政書士事務所

行政書士事務所　大阪総務部

高岡古城ライオンズクラブ

高松丸亀町商店街振興組合 婦人部

高畠ライオンズクラブ

合同ビルサービス（株）

国際ソロプチミスト佐久

国際ソロプチミスト山形

国際ソロプチミスト千曲

国際ソロプチミスト竹原

国際ソロプチミスト福井

国税同友会連合会事務局

佐賀県ダム管理事務所 総務課

阪神測建（株） 総務課

札幌西野八条郵便局

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） 火災新種損害サポート部　住宅ローン債権管理室

三井住友海上火災保険（株） 関西企業営業第四部第二課

三井不動産リアルティ（株） 総務部　総務グループ

三井物産ケミカル（株）本店

三機テクノサポート（株）

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

三和興業（株）

三和電子（株） 総務人事部

山梨学院 就職キャリアセンター

市原平安教会

市川郵便局

指宿市立指宿商業高等学校 インターアクト同好会



糸魚川市社会福祉協議会

鹿児島市立谷山中学校

鹿部郵便局

社会保険労務士法人あおば関口事務所

収集ボランティア「ぽすと」

宗教法人 日の神教団

住友重機械労働組合連合会 東京地方本部

住友不動産建物サービス（株） マンション会計センター

住友林業情報システム（株）

夙川司法書士事務所

勝又和彦税理士事務所

小坂井商工会 女性部

小松水産（株）本社事務所

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

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

松山バプテスト教会

沼津聖ヨハネ教会

上門工業（株）

新潟中郵便局

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）

瑞陵スチール（株）

瀬峰上藤沢自治会

清明学園中学校

盛岡ユネスコ協会

聖公会　聖母こども園

聖隷クリストファー大学

聖路加国際大学 聖ルカ礼拝堂

西南女学院同窓会関東支部

青山学院校友会 横浜支部

青葉キリスト教会

静岡県結核予防婦人会

積水ハウス（株） 名古屋東シャーメゾン支店

積水ハウス（株）埼玉南支店 総務課

積水ハウス不動産東京（株） 東関東賃貸総務課

積和建設中部（株）三河支店

摂津市ボランティアセンター

仙台ＪＯＣＳ

仙台医健・スポーツ専門学校

千歳船橋商店街振興組合

千代田工販（株）

千葉県住宅供給公社

川島会計事務所

川畑税務会計事務所

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

相日防災（株）厚木支店

損保ジャパンDC証券（株） お客さまサポート部　トータルサポートチーム

損保ジャパンパートナーズ（株）埼玉西支店

村・宮舘法律事務所

太三機工（株）秋田営業所



退職公務員連盟　総吉支部 女性部

大垣ライオンズクラブ

大樹生命保険株式会社　茨木支社

大成ロテック（株） 総務部

大成建設（株）中国支店 管理部

大洋運輸（株）

第一生命情報システム（株） 経営企画部　経営企画グループ

第一生命労働組合　長岡営業職支部

棚倉ライオンズクラブ

谷川由紀子司法書士事務所

池田物産（株）

筑波キリスト教会

中間貯蔵・環境安全事業（株） 総務課

中部日化サービス（株）三重支店

中部日化サービス（株）本社

朝日新聞東京本社 総務サポート部

町田法律事務所

東横イン長野駅善光寺口

東海物産（株）本社

東葛病院

東京ガス工事企業年金基金

東京パーツ工業（株）本社工場

東京聖栄大学 管理栄養学科

東京都立新宿山吹高等学校

東京都立西高等学校

東京美装興業（株） 総務課

東光高岳労働組合　小山支部

東芝キャリア（株）東北支社

東芝労働組合　府中支部

東特塗料（株）本社

東日本銀行　従業員組合

東美商事（株）

東洋電産（株）本社

東浴信用組合

藤枝ライオンズクラブ

藤寿産業（株）

特定医療法人さっぽろ悠心の郷　ときわ病院

苫小牧キリスト者合同奉仕会タビタの会 事務局

南西医療器（株）

南大野田居宅介護支援事務所

南陽市ボランティア友の会

日曹商事（株）名古屋営業部

日本キリスト改革派船橋高根教会

日本キリスト教会東京主僕教会

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  鹿島教会

日本キリスト教団  首里教会

日本キリスト教団　芦屋山手教会

日本キリスト教団　安中教会 オリーブの会

日本キリスト教団　横須賀小川町教会 友愛部

日本キリスト教団　横浜指路教会

日本キリスト教団　河内長野教会

日本キリスト教団　鎌倉恩寵教会

日本キリスト教団　鎌倉雪ノ下教会



日本キリスト教団　茅ケ崎平和教会

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　札幌教会 婦人会

日本キリスト教団　主恩教会

日本キリスト教団　杉並教会

日本キリスト教団　大泉教会

日本キリスト教団　二宮教会

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　厚木キリスト教会 女性会

日本マリン（株） 内航貨物船部　内航船課

日本基督教団  上田新参町教会

日本基督教団　栗平教会

日本基督教団　翠ヶ丘教会

日本基督教団　千葉本町教会

日本基督教団　津屋崎教会 女性の会

日本聖公会　松戸聖パウロ教会 こひつじ会

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

日本発条（株） 営業管理部

日本郵便（株）宮前郵便局 窓口営業部

日本郵便（株）新潟沼垂郵便局

日本郵便（株）青葉郵便局 総務部

日本郵便（株）函館北郵便局

日野金属産業（株）

日立ソリューションズ・テクノロジー労働組合

函館白百合学園高校

八雲郵便局

八洲工機（株）伊勢崎営業所

飯田ライオンズクラブ

飯能キリスト教会

飯能ルーテル教会

備後漬物（株）

美和電気工業（株）北海道支社

百年住宅（株）浜松支店

浜松ひかりライオンズクラブ

不二聖心女子学院

婦人会　神奈川県本部

富士吉田中央ライオンズクラブ

富士山運輸（株）

富士電機労働組合　東京支部

武生国高郵便局

武蔵浦和Jキッズステーション

復活キリスト穂高教会

福岡エルシオン教会

福島県退職教職員互助会

福島県北砕石販売協同組合

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



碧南ロータリークラブ

豊橋ケーブルネットワーク（株） 総務部

北一条カトリック教会 一六会

北海道鹿部町 総務・防災課

北海道新聞社　本社 経営管理局総務調達グループ

北海道新聞社　本社 編集局写真部

北日本ビル管理（株）

本多産業（株）

名古屋友の会 公共係

名張ユネスコ協会 コアクション部

名鉄都市開発（株） 首都圏事業部

明治安田生命保険相互会社　仙台大町営業所

明治安田生命保険相互会社　川崎支社 鶴見営業部

明電システムソリューション労働組合

目白教会

野外科学（株）

矢崎労働組合

幼児活動研究会（株）

立花証券（株）

立正佼成会　立川教会

流山市社会福祉協議会 ボランティアセンター

林間聖バルバナ教会　日曜学校

鈴鹿市立玉垣小学校

六本松キリスト福音教会

齋田産業（株）

髙島屋　柏店 総務部


