
2022年9月　使用済み切手のご協力団体一覧

（医）晴生会　グラーネ北ノ沢　

（医）大道会　

（一財）今日庵　

（一財）日本森林林業振興会　大阪支部　

（一社）愛知県産業資源循環協会　女性部

（一社）宮城県畜産協会　

（一社）日本薬局協励会　

（学）桐蔭学園　

（学）聖公会盛岡こひつじ学園　仁王幼稚園　

（学）捜真学院YMCA　

（株）ENEOSフロンティア　総務部総務グループ

（株）ISZK　

（株）KAKUDO　

（株）NIPPO豊田出張所　

（株）NTTデータセキスイシステムズ　経営企画部

（株）NTT東日本　神奈川電柱敷地管理センタ　

（株）UACJトレーディング　東京本社

（株）アサヒペン　事務センター

（株）イーダブリュエムファクトリー　

（株）ウエハラ　総務人事部

（株）ウォータイト　

（株）エコリング　コンプライアンス部　サステナビリティ推進課

（株）くらし計画　

（株）クレーンピーエムセンター　

（株）クレファスト　

（株）クロスキャット　

（株）サクセス　

（株）サンエー化研　

（株）シービーエス　総務･人事部

（株）シェリロゼ　

（株）セイワ運輸　

（株）タマディック本社・管理本部　総務部

2022年9月1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。



（株）ニシケン　北九州基礎解体営業所　

（株）ニッセイシーエスティー　大東営業所

（株）ハートコーポレイション／ハート英会話スクール　

（株）ハイロジック　福岡支店　

（株）ビー・アンド・プラス　

（株）フゲン　

（株）フロム・サーティ　

（株）マナセプロダクション　

（株）メディカ出版　

（株）ユニヴァ・マルシェ　

（株）リッチウエル　

（株）リッチェル　総務課

（株）レグルス　

（株）旭電熱製作所　

（株）越河　

（株）岩見組　

（株）吉村造園　

（株）協和設備　

（株）橋梁メンテナンス　

（株）浩電社　

（株）荒井商店　

（株）彩都マネジメント　

（株）三愛サービスセンター　

（株）山田屋　

（株）社会保険研究所　

（株）松尾商行　

（株）信貴精器　

（株）真誠　

（株）仙台ナーセリー　

（株）綜合税経センター　

（株）村井工業所　

（株）大栄　

（株）大興　大阪事務所

（株）大地住建　ピタットハウス小山店　

（株）大電社　本社

（株）大和総研　システムコンサルティング企画部

（株）中国放送　秘書室

（株）中條重機　

（株）東海トラスト　



（株）東測　

（株）東邦アーステック　

（株）陶好堂　

（株）童話館　経理総務課

（株）日伝　オレンジクラブ（社員会）

（株）日伝　東京支店　東部ブロック総務課

（株）日本インシーク　東京本社　総務部

（株）日本ロジコム　

（株）日本ロジコム　名古屋支店　

（株）鋲定本店　新川崎営業所　

（株）保安企画　北陸支店

（株）本間利雄設計事務所　

（株）要興業　

（公財）AFS日本協会　

（公財）山階鳥類研究所　

（公財）日本数学検定協会　

（公財）福岡YWCA　

（公社）スコーレ家庭教育振興協会　

（公社）仙台北法人会　

（公社）大分県トラック協会　

（公社）地域医療振興協会　横須賀市立市民病院　総務課

（公社）東京都看護協会　

（税）ひだパートナーズ　

（特非）ジェン　

（福）たかみ友愛会　友愛保育園　

（福）恩賜財団済生会みすみ病院　企画総務室

（福）魚沼市社会福祉協議会　

（福）豊田市社会福祉協議会　

（有）Smilestone 長田会計事務所　

（有）ウェルフェアー　

（有）ウォルキャン・シーフード・ジャパン　

（有）カイカイキキ　

（有）ジパング・プロジェクト　

（有）プロテック　

（有）愛知環境センター　

（有）井上自動車整備工場　

（有）菅野製作所　

（有）増田金物　

ENEOS（株）関東第1支店　総務グループ



ＪＥＣＡ希望キリスト教会　

LOPS（株）　

NADIX（株）　

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合　

NPO法人　ロバの会　

あさひ総合事務所　

アズビル（株）AAC九州支社　

あそびば「ボランティア基地」　

イーグル工業（株）　事業企画

イーデザイン損害保険（株）　第1サービスセンター

イオンプロダクトファイナンス（株）　債権管理部コンタクトセンター

エーザイ物流（株）　北房センター

オーウエル（株）　

オーク・フレンドリーサービス（株）　新潟事務所

オートメーションシステム（株）　

オムロンセンテック（株）　

オレンジハウス鴨川　

カトリック川越教会　福祉社会部

かわごえ眼科　

ギャラリーみぎり　

クラブツーリズム（株）埼玉エコースタッフ　顧客マーケティング部

クラブツーリズム（株）千葉エコースタッフ　顧客マーケティング部

クラブツーリズム（株）東京エコースタッフ　

クリテックサービス（株）　

グリフィスフーズ（株）　

クレハ運送（株）呉羽営業所　

ケアプランセンター元気　

コスモ紙商事（株）　

コマツカスタマーサポート（株）九州沖縄カンパニー長崎支店　

コミュニケーション・リンク（株）　

コンフォール東山田自治会　

サムエル保育園　

サンネット物流（株）本社総務部　本社事務所

サンワカツキ　

サン薬局　

システムアート（株）ギャラリー美游館　

シニアゆとり会　

スカイレンタカー九州（株）　本社

ソニー損害保険（株）　



チバ器械（株）　

ディースタッフ（株）　

テクノロール（株）　

テルウェル東日本（株）神奈川支店　

トキハ産業（株）　本社

トライエンジニアリング（株）　

ナニハ繊維工業（株）　本社

ニューライフ山七（株）　

パーフェクトリバティー教団　ＰL総合事務所　切手係

パタゴニア日本支社　

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　業務集中課

はなみずきクリニックデイケア　

ハロースタンプ　

ビィズ・クロコ（株）　

ひやま会計事務所　

ファイターズ応援団「元気会」　

ブリヂストンタイヤソリューションジャパン（株）新潟カンパニー　南魚沼営業所　

ミッション宣教の声　

むつリハビリテーション病院　

メガコスモ（株）　

リコージャパン（株）　関西インサイド第一営業部　PASS1G

リンタツ（株）　総務部　総務課

ロックペイント（株）　

愛光中学・高等学校　

愛徳カルメル修道会　本部修道院　

旭川東郵便局　総務部

綾町立綾中学校　

安心院・院内ライオンズクラブ　

安平町社会福祉協議会　

宇美パブテスト教会　

栄総合法律事務所　

横浜市睦地域ケアプラザ　

王子エフテックス労働組合江別支部　

家田医院　

花野井バプテスト教会　

学校法人ヴィアトール学園　洛星中学高等学校（２）　ボランティア宗研

関西学院　宗教センター　



関東新聞販売（株）　

丸源飲料工業（株）　

岸田法律税務事務所　

岩国ユネスコ協会　

汽罐部品製造（株）　

宮の台幼稚園　

宮古森林組合　

宮城県北部地方振興事務所　総務部総務班

共和自動車工業（株）　

共和食品（株）　

郷機械鋼業（株）　

桐蔭学園中等教育学校　

金城学院幼稚園　

熊本中央ライオンズクラブ　

群馬県立盲学校　

郡山あさかライオンズクラブ　

郡山西ライオンズクラブ　

穴吹リハビリテーションカレッジ　

結城基督教会　教会学校　

建設連合　山梨県建設組合　建設連合国民保険組合　

見附市役所　

後藤体器（株）　総務課

光洋機械工業（株）　本社・八尾工場

広島伊丹電機（株）　

行政書士　武藤陽子　

行政書士あわい法務事務所　

高橋カーテンウォール工業（株）　滋賀工場

国際航業（株）　東北地域マネジメントグループ

佐藤築炉工業（株）　

榊原志づか税理士事務所　

札幌キワニスクラブ　

三協興産（株）　

三重県立子ども心身発達医療センター　医療連携課

三松堂ホールディングス（株）　

三菱商事（株）　関西支社　総務部

三和興業（株）　

三和住宅サービス（株）　

山下測量登記事務所　

燦ホールディングス（株）　



四日市市指定上下水道工事業者協同組合　

自動車安全運転センター北海道旭川事務所　

篠崎運輸（株）堺営業所　

収集ボランティア「和かなの会」　

松山ベテル後援会　

上市町社会福祉協議会　

上水保育園　

上門工業（株）　

信越アステック（株）　

新潟中郵便局　

新宿区立山吹町地域交流館　

新日本建設（株）　

森の座発行所　

神宮行政書士事務所　

神戸バプテスト教会　

神奈川県退職公務員連盟　藤沢支部　

須賀川中央ライオンズクラブ　

清州市社会福祉協議会すみれ　

西日本電気システム（株）　

青山機工（株）　

石川営板（株）　総務部

石川県エルピーガス金沢保安センター協同組合　

積水ハウス（株）　奈良オフィス

積水ハウス（株）　神奈川カスタマーズセンター　県央オフィス

赤磐市役所　政策推進課

川崎ボランティアサークルはすの会　

泉聖書バプテスト教会　

前橋保護観察所　

双日プラネット（株）　

蒼馬（あおば）税理士法人　東京事務所　

蔵王キリスト教会　

損保ジャパンパートナーズ（株）長野支店　

大阪YWCA千里　

大阪硝子（株）　

大阪東淀ライオンズクラブ　

大樹生命保険（株）登戸営業部　

大沢会計＆人事コンサルタンツ　

大津鉄工（株）　

大牟田三川町郵便局　



大和ハウス工業（株）埼玉支社　関東・信越営業推進室

大和ハウス工業（株）東京本店　建築事業部工事部

第一交易（株）富山本社　

第二建設（株）本社　

瀧口木材（株）　

池上通信機（株）　名古屋支店

池田小児科クリニック　

池田物産（株）　

中越三菱自動車販売（株）長岡中央店　

中部コールセンター（株）　

忠岡税務会計事務所　

朝日新聞東京本社　企画事業本部　朝日新聞ショップ

長崎教会　

田中商事（株）　

土浦キリストの教会　

土屋ホーム佐久支店　

東京電力常傭職員労働組合本部　

東城ロータリークラブ　

桃山基督教会すみれ会　

特殊電装（株）　

那須電機鉄工（株）　総務部

那須野ヶ原福音キリスト教会　

日之出キリスト教会　

日本キリスト改革派　横浜中央教会　

日本キリスト教団　安積教会　

日本キリスト教団　衣笠病院教会　

日本キリスト教団　鎌倉雪ノ下教会　

日本キリスト教団　喬木教会　

日本キリスト教団　幸町教会　

日本キリスト教団　甲府中央教会　

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　市川三本松教会　

日本キリスト教団　上大岡教会　　

日本キリスト教団　森小路教会　

日本キリスト教団　富士見高原教会　

日本キリスト教団　本郷教会　

日本キリスト教団　遠州教会婦人会　

日本バプテスト名古屋キリスト教会　

日本ホーリネス教団　蒲郡キリスト教会　



日本ワグナー・スプレーテック（株）　本社

日本基督教団　岩本教会　

日本基督教団　杉並教会　

日本基督教団　長岡京教会

日本紙工（株）九州事業部

日本精工労働組合本部　

日本聖公会名古屋聖ヨハネ教会　

日本赤十字社　静岡県支部　

日本総合住生活（株）　阪神支店

日本毛織労働組合　加印支部　

日本郵便（株）生野郵便局

日本郵便（株）旭川二条郵便局　

日本郵便（株）室蘭港北郵便局　

日本郵便（株）青葉郵便局　総務部

日本郵便（株）抜海郵便局　

日本郵便（株）富山高原町郵便局　

日野キリスト教会　

日立ハイテク労働組合　

農研テクノ（株）　総務部

梅染め愛好会　

八丈町社会福祉協議会　

飯塚市社会福祉協議会　

樋口スチール（株）　

富桑工業（株）　

富士ゲル産業（株）　

富士電機（株）北海道支社　Pro-7（CSRチーム）

富沢印刷（株）　

敷島汽船（株）　

武蔵塗料ホールディングス（株）　人事総務本部

福岡地区カトリック女性の会　

福岡友の会　公共係

片山ナルコ（株）　

母の家ベテル　

北海道新聞社　本社　写真映像部

北興化学工業（株）　岡山工場

味の素（株）東北支社　営業企画グループ

箕面教会　

名古屋トヨペット（株）　

明治安田生命保険相互会社　飯能営業所　



目白教会　

門真市社会福祉協議会　

野口興産（株）　

湧泉教会　

幼児活動研究会（株）　

洋光台キリスト教会　

緑ヶ丘小学校　

林化成（株）　大阪本社

和歌山キワニスクラブ　

和歌山信愛中学校・高等学校　

和泉二島予防歯科クリニック　
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