
2022年8月　使用済み切手のご協力団体一覧

（医）門田診療所　

（医）友紘会　友紘会本部　

（一財）光線研究所附属診療所　

（一財）長崎県住宅・建築総合センター　

（一社）宮城県私立幼稚園連合会　

（一社）全国住宅技術品質協会　事務局

（一社）全日本ピアノ指導者協会　

（一社）日本船舶品質管理協会　

（学）植竹幼稚園　

（学）母の会　

（株）山一商店　

（株）ADSムラカミ　

（株）bulbulbird　

（株）CSオフィス　

（株）ｉＤ　札幌デザインセンター

（株）JEPLAN　営業業務部

（株）JITSUGYO　

（株）KANSOテクノス　富山総括支店　

（株）TSI　総務部

（株）アート技研　

（株）アイエスシイ　総務部

（株）アイザワビルサービス　

（株）アイディーエヌ　

（株）アイミリー　

（株）アクト・ツーワン　東京支店　

（株）旭光製作所　

（株）イー・ウーマン　管理部

（株）イークオリティ　

（株）イーピーエース　

（株）イトーキ　関西工場　

（株）イノアックコーポレーション　

（株）インターワールド　本社　

（株）エビス・ポジティブ・アドバンテッジ　

（株）エムズ　

（株）エムフォー　

（株）カネマン村瀬　

（株）グランタウン　

2022年8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。



（株）グランドニッコー東京　人事総務部

（株）クワハラ　

（株）ケイネット　

（株）コシダテック　

（株）サニーサイドアップ　ビジネスアフェアーズ部

（株）沢下栄文堂　

（株）三栄金属製作所　

（株）サンユー保険事務所　

（株）サンリバー　

（株）ジーアンドエー　

（株）シービーエス　総務･人事課

（株）滋賀銀行　人事部

（株）システムサイエンス研究所　

（株）ジッツォ　インターナショナル　東京支店　社員ご一同

（株）セイケンハウス　　

（株）錢高組　東京支社　営業事務部

（株）ソニックウェーブ　

（株）ダイショウ　富山支店　

（株）ダイセキ環境ソリューション　人事総務部

（株）大通　

（株）ツルオカ　

（株）テーク・ワン　大手前本社オフィス　営業

（株）東和商会　

（株）野毛印刷　営業企画本部

（株）浜田　大阪リサイクルセンター

（株）ハヤブサ本社　

（株）ビケンテクノ　本社　

（株）ビックカメラ　人事部

（株）ヒロ　

（株）フゲン　

（株）プルータス　

（株）ベルコ　大阪東支社　

（株）マツケン　東京　

（株）水本機械製作所　本社

（株）村井工業所　

（株）メイサービス　

（株）ヤマガタ　

（株）やまとエンタープライズ　

（株）ライコム　

（株）麗光　本社

（株）ワイエムコンサルティング　

（株）安成工務店　

（株）加瀬商会　

（株）丸水長野県水　



（株）極東窒化研究所　

（株）熊谷組　東北支店　安全品質環境部安全グループ

（株）虎屋　事務管理部

（株）高見澤　本社　

（株）佐渡島 東京支社　東京直需課

（株）三信　

（株）山愛　経理・総務部

（株）山庄　

（株）守谷商会　総務部総務課

（株）小島光学製作所　

（株）信和　

（株）真誠　

（株）迅技術経営　

（株）竹中土木　東京本店　営業部企画グループ

（株）中條重機　

（株）電気車研究会　

（株）日本ロジコム　

（株）日本ロジコム　北大阪支店　

（株）日本ロジコム　名古屋支店　　

（株）日本政策投資銀行　人事部

（公財）横浜市スポーツ協会　横浜市金沢スポーツセンター　

（公財）相模原市産業振興財団　

（公財）日本数学検定協会　

（公社）スコーレ家庭教育振興協会　

（公社）沼津法人会女性部会　

（公社）東京都看護協会　

（公社）生駒市シルバー人材センター　

（福）あまーち　特別養護老人ホーム井高野園　

（福）井高野福祉会　

（福）琴平町社会福祉協議会　

（福）直方市社会福祉協議会　

（福）聖ヨハネ学園　本部　事務局

（福）滑川市社会福祉協議会　事務局（地域福祉・ボランティア係）

（福）岩内町社会福祉協議会　

（福）高森町社会福祉協議会　

（福）寿多摩院　ケアハウス出雲崎グレートヒルズ　

（福）上山市社会福祉協議会　

（福）瑞穂市社会福祉協議会　

（福）竹原市社会福祉協議会　

（福）豊田市社会福祉協議会　

（福）大和郡山市社会福祉協議会　福祉課

（福）斜里町社会福祉協議会　

（税）連合会計事務所　

（有）SK企画　



（有）エイ・オーケイ　

（有）がんこ本舗　

（有）きもの　みどま　

（有）熊副工業所　

（有）ジル　小原孝音楽事務所　

（有）ミノリ防災設備　

（有）伊藤鈑金工作所　

（有）後藤商店　

（有）佐藤林産　

（有）秋元石材店　

（有）新栄塗装工業　

（有）晴美舎　

（有）柏葉建材　

ALSOKファシリティーズ（株）　

JDC出版　

ＪＦＥ環境（株）　営業本部　千葉営業部

NPO法人　善隣館　

ＮＰＯ法人　日本心臓血管外科学会　

OMF ザ・チャペル　オブ　アドレーション　

SMB建材（株）　木構造建築部

SMC商事（株）　

アイネットエージェンシー（株）　

アクゾノーベルコーティング（株）　インダストリアルコーティングス事業部

アステナホールディングス（株）　管理部総務グループ

アンソレイユ日置　

いすゞ自動車エンジン販売（株）　カスタマーサポート部

永和信用金庫　長田支店　

永和信用金庫　北花田支店　

エーザイ（株）　北房センター　

エクレ（株）　総務部

エスケー化研（株）　

エルデンキ（株）　

大阪医科薬科大学　三島南病院　総務課

大阪電設工業（株）　

大阪東淀ライオンズクラブ　

オートメーションシステム（株）　

岡山市中区福祉事務所　

オフィスポケット（株）　

オムロンフィールドエンジニアリング（株）　

お宝本舗えびすや　

香川県西部地区郵便局長夫人会　

交野ベタニヤ協会　

カトリック麹町聖イグナチオ教会　切手係

カトリック北浦和教会　信徒使徒職部



カトリック北仙台教会　

金沢医科大学　衛生学

兼松トレーディング（株）　

神東建設（株）　

カンエイ実業（株）旭川営業所　

京都建物管理（株）　

共和食品（株）　

キリスト品川教会　ディアコニアショップ

近畿福音和歌山ルーテル教会　

クレハ運送（株）　呉羽営業所　

光洋機械工業（株）　本社・八尾工場　

コカ･コーラボトラーズジャパングループEast労働組合　

国際ソロプチミスト大阪－なにわ　

小太郎漢方製薬（株）　管理部総務課

ことうげ農園　

金光教本部　少年少女　

サイデック（株）　

堺鋼板工業（株）　

産経新聞社　販売局管理部

サンテク（株）　　

三陽商事（株）　総務部

シグマロジスティクス（株）本社　

四国鉄道機械（株）　

シノブエンジニアリング（株）　

ジブラルタ生命保険（株）　さいたま支社　浦和営業所

シャープ労働組合　

社会保険労務士法人　村松事務所　

スズキ岡山販売（株）　

スミセイビジネスサービス（株）　

住吉学園幼稚園　

積水ハウス（株）　技術コスト管理部

セコム工業（株）　総務課

退職公務員連盟　岡山東支部　

大丸鋼材（株）　

ダイワロイヤルゴルフ（株）　

ダビデ保育園　

テック航空サービス（株）　

デュプロ精工（株）　

テラダ・トレーディング（株）　

東京製綱（株）　TWCC堺支部　

東洋化成工業（株）　工場

トップメゾン（株）　

奈良YMCA　総務部

西枝工業（株）　宮崎営業所　



西華産業（株）　四国支店　

ニチレキ（株）　長崎営業所　

日本アライアンス教団　神戸伝道所　

日本聖公会　京都復活教会　

日本聖公会　大阪教区　石橋聖トマス教会　

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　ＰL総合事務所　切手係

はこべ読書会　

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

パナレーサー（株）　

播磨薬品（株）　

ハローワーク名護（名護公共職業安定所）　

朋友ケアプランセンター　

豊和工業（株）　

舞鶴共済病院　地域医療連携室

松本ビル管理（株）　本社　

みその（税）福重会計　

宮良眼科医院　

むさしの友の会　公共係

山田労務管理事務所　

ヤマトヤ（株）　

大和ランテック（株）　奈良出張所　

ユーフーズ（株）　堺営業所　

米山薬品工業（株）　よねやま会　

らいすぴあ・いぐち　

リール訪問看護リハビリステーション茅ヶ崎　

レモン画翠　本部

ロンシール工業（株）　

若久特別支援学校　児童生徒会

阿南　智子（司法書士）　

旭川モーニングロータリークラブ　国際奉仕委員会

浦和友の会　

越智産業（株）　

横浜菊名教会　

横浜市港南スポーツセンター　

王子インターパック（株）　

岡崎電工（株）　

岡田建治税理士事務所　

沖縄キリスト教センター　

沖縄マリンサービス（株）　

河合製薬（株）　

介護老人保健施設みどりの杜　

学校法人桐蔭学園　F棟事務

学校法人東京神学大学　総務課



丸大食品グループ労働組合連合会　

岸会計事務所　

岩野物産（株）　本社　

吉田公認会計士事務所　

宮崎トヨペット（株）　

京橋紙業（株）　

協栄海事土木（株）　

郡山友の会　

五洋建設（株）　本社　総務部

呉光塗装（株）　

光ビジネスフォーム（株）　

広島五日市ライオンズクラブ　

江間会計事務所　

行政書士坪井事務所　

国際ソロプチミスト　近江八幡　

佐藤商事（株）　グローバル鉄鋼事業部

埼玉医科大学病院小児科　

札幌キワニスクラブ　

三井住友信託銀行　札幌支店　コンサルティング営業課

三井住友信託銀行　札幌支店・札幌中央支店　

三井物産ケミカル（株）　本店　

三重県解体工事業協会　

三重県立子ども心身発達医療センター　医療連携課

三田農林（株）　

三和炉材（株）　

山一窯業（株）　

山根海運（株）　

山中事務所　

山和建設（株）　

四日市友の会　

志布志湾マリンサービス（株）　

鹿追ライオンズクラブ　

芝浦プラント（株）　管G

収集ボランティアすたんぷ　

宗教法人インタナショナル・チャーチ　

住友生命保険相互会社　

住友大阪セメント（株）　

十日町市赤十字奉仕団　

出雲ロータリークラブ　

春日法律事務所　

上川町役場　保健福祉課

新高電気（株）　

森の座発行所　

神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団　



仁愛女子高等学校　事務局

瀬峰上藤沢自治会　

清水工業（株）　

清水日本平ライオンズクラブ　

生和テクノス（株）　

静岡県結核予防婦人会　

税理士法人影山会計事務所　

仙台市立上杉山通小学校　

仙台市立立町小学校　

千代田化工建設（株）グローバル本社　人事部

千葉綜合法律事務所　

総武工業（株）　

村井測量設計（株）　

多摩友の会　公共係

大月キリストの教会　

大阪聖三一教会　

大須賀ライオンズクラブ　

大船渡温泉　

大池運送（株）　総務部

大同自動車工業（株）　

大同貿易商事（株）　

大内コンクリート工業（株）　

大豊建設（株）　東北支店　

大洋運輸（株）　

池田物産（株）　

中国工業（株）　東京支社　

中部産業（株）　

猪俣歯科医院　

朝倉ライオンズクラブ　

町田ＪＯＣＳ　

長崎北ロータリークラブ　

長瀬産業（株）　

東映（株）　事業推進管理部

東京短資（株）　東栄会事務局

東京電力常傭職員労働組合本部　

東京都紙文具商業協同組合　事務局

東信運送（株）　

湯沢ロイヤルホテル　

同盟福音天白キリスト教会　

特別養護老人ホーム　水元ふれあいの家　

特別養護老人ホーム　椿　

特別養護老人ホーム　多賀城苑　

独立行政法人　東京山手メデイカルセンター　

日興油脂（株）　



日向台病院　

日本アッセンブリーズオブゴッド教団アッセンブリ-平塚キリスト教会　たにのゆりチャペル

日本キリスト教会  南浦和教会　

日本キリスト教会　大森教会　婦人会

日本キリスト教団　松戸教会CS　

日本キリスト教団　ひばりが丘教会　愛隣部

日本キリスト教団　横浜指路教会　

日本キリスト教団　横浜大岡教会　

日本キリスト教団　王子北教会　

日本キリスト教団　鎌倉雪ノ下教会　

日本キリスト教団　幸町教会　

日本キリスト教団　広島牛田教会　

日本キリスト教団　赤坂教会　

日本キリスト教団　川和教会　

日本キリスト教団　浅草北部教会　

日本キリスト教団　洗足教会　　オリーブの会

日本キリスト教団　帯広教会　

日本キリスト教団　東戸塚教会　　

日本キリスト教団　八尾東教会　

日本キリスト教団　平塚中原教会　

日本キリスト教団　周船寺教会　

日本スペノ（株）　技術部

日本バプテスト深川教会　

日本バプテスト連盟　平岡ジョイフルチャペル　切手係

日本ホーリネス教団　福島教会　

日本ルーテル教団　池上ルーテル教会　

日本基督教団　翠ヶ丘教会　

日本基督教団　大和榛原教会　

日本基督教団　目黒原町教会　

日本基督教団　野幌教会　

日本基督教団　荻窪清水教会　

日本基督教団　能勢口教会　

日本基督教団　曽根教会　認定こども園　子供の園保育園

日本軌道工業（株）　

日本国土開発（株）札幌営業所　

日本資材（株）東京支店　

日本精工労働組合本部　

日本赤十字社　静岡県支部　

日本赤十字社　宮城県支部　組織振興課青少年赤十字

日本鋳鉄管（株）　

日本郵便（株）　京都府庁前郵便局　

日本郵便（株）　今治郵便局　窓口営業部

日本郵便（株）　鯖江桜郵便局　

日本郵便（株）　山鼻東屯田通郵便局　



日本郵便（株）　市川郵便局　窓口営業部

日本郵便（株）　鹿屋泉ヶ丘簡易郵便局　

日本郵便（株）　新潟中郵便局　

日本郵便（株）　生野郵便局　

日本郵便（株）　青葉郵便局　総務部

認定こども園　ひかりの子　

白石 誠　税理士事務所　

函館臥牛ライオンズクラブ　

伴敏雄事務所　

美咲町立柵原中学校　

美東建設（株）　

菱光石灰工業（株）　

富山鹿島町教会　婦人会

富山大学　経済学部　

冨士電線（株）　総務人事課

福岡県テニス協会　

福島松川ライオンズクラブ　

平成筑豊鉄道（株）　電気課

碧南市大浜まちかどサロン管理組合　

訪問介護ステーションBenny’ｓ　

北斗精機（株）　

北日本通信（株）　

名古屋友の会　公共係

木内建設（株）名古屋支店　

野口興産（株）　

幼児活動研究会（株）　

老人ホームひうな荘　

獨協医科大学病院　地域連携・患者サポートセンター　医療福祉相談部門


