
2022年10月　使用済み切手のご協力団体一覧

（医）へいあん　平安病院　総務
（一社）伊丹市医師会　
（一社）全国住宅技術品質協会　
（一社）日本スポーツプレス協会　
（一社）日本鉄道施設協会　保安事業部
（学）武田学園　専門学校ビーマックス　
（株）CFN　
（株）ＮＩＰＰＯ　厚木出張所　
（株）NIPPO　姫路出張所
（株）ofa　
（株）RE東北　
（株）アーバン二十一　
（株）アイ・ビー・シー　
（株）アケボノ　
（株）アネット　
（株）アポロ商事　
（株）アレックカワイ　
（株）イズミテック　
（株）イノテック　本社　総務部
（株）エービーエル　
（株）エコシステム販売　
（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）エムエムアイ　
（株）キャリーシステム　
（株）コムテックス　
（株）コンステックホールディングス　
（株）サンコートーア　
（株）シービーエス　総務･人事課
（株）シオン　
（株）ジルコ　東北支社　
（株）スーパーコート　
（株）スミカ・クリエイト　管理部
（株）ダイセキ環境ソリューション　関西支社
（株）ディック・ブルーナ・ジャパン　
（株）トラベルパートナー　
（株）ニッセイシーエスティー　
（株）ノーリーズ　
（株）ハンシン建設　千船事務所
（株）ハンデックス　ソリューション事業本部
（株）ファイントラスト　
（株）フジドウロ　
（株）ブロックス　
（株）マツイ　特機営業部
（株）ミニミニ　前橋店　
（株）みらい創研　
（株）メディックス　
（株）メルローズ　クリエイティブ開発室
（株）ヨーコーインテリア工芸　
（株）リゾーム　
（株）旭商会　
（株）丸産技研　総務
（株）丸水長野県水　

2022年10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）宮下工務店　
（株）京都リビング新聞社　
（株）協和工房　
（株）興亜商事　
（株）栗本鐵工所　住吉工場素形材調達部
（株）芸艸堂　
（株）原田製作所　
（株）五十鈴製作所　碧南工場　
（株）工業技術研究所　
（株）高橋汽罐工業　
（株）松興　
（株）上村建材　
（株）真誠　関ヶ原工場　物流チーム
（株）前田製作所　東信営業所　
（株）創進　
（株）草思社　
（株）村井工業所　
（株）村尾地研　
（株）大和　
（株）辰野組　
（株）中央ハウジング　
（株）中村造船鉄工所　
（株）中條重機　
（株）長澤工務店　
（株）東栄住宅　東京施工三課
（株）藤田商店　
（株）日本ロジコム　つくば支店　
（株）日本ロジコム　岐阜支店
（株）日本ロジコム　群馬支店　
（株）日本ロジコム　千葉支店　
（株）日本ロジコム　本社
（株）日本ロジコム　名古屋支店　
（株）宝栄建設　
（株）澤田工務店　
（株）錢高組　東京支社　営業事務部
（株）髙山不動産　
（公財）あすて　
（公財）滋賀県国際協会　JICA滋賀デスク　
（公財）日本武道館　振興課
（公社）スコーレ家庭教育振興協会　
（公社）東京都看護協会　
（税）連合会計事務所　
（福）魚津市社会福祉協議会　
（福）沼田町社会福祉協議会　
（福）豊田市社会福祉協議会　ボランティアセンター
（有）アドテック　
（有）ダイコーメンテナンス　
（有）深沢重量設備　
（有）足立農園　
（有）中田石油店　
AGCファブリテック（株）　第1事業部　2G
DM三井製糖（株）　サステナビリティ推進室
HITOWAホールディングス（株）　総務部　総務課
IHI運搬機械（株）　熊本サービスセンター
JA三井リース（株）　
JFEエンジニアリング（株）　
NTCコンサルタンツ（株）東京支社　
NTTコミュニケーションズ（株）　プロキュアメント＆ビリング部
SOMPOアセットマネジメント（株）　業務部



TDK（株）　TC総務部
ＵDトラックス（株）　岡崎カスタマーセンター
アーバンホール　
アムンディ・ジャパン（株）　
イオンクレジットサービス（株）　総務部
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
いすゞ自動車販売（株）　フリートサービスグループ
いわき市森林組合　
エイベックス（株）　
エグゼクティブツアー（株）　
エクレ（株）　総務部
エム・アイ・エス テクノロジー（株）　
オーク・フレンドリーサービス（株）　新潟事務所
おおぞの行政書士事務所　
オーラムメディカル（株）　
ガールスカウト山形県第５団　
かすがボランティアセンター　
カトリック麹町聖イグナチオ教会 海外医療援助切手係
カトリック時津教会　
カトリック北若山教会　
カンバーランド長老キリスト教会 めぐみ教会　
キプロ（株）　
きらり法律事務所　
クラブツーリズム（株）　顧客マーケティング部　名古屋
クラブツーリズム（株）・関西エコースタッフ　
クレハ運送（株）呉羽営業所　
サヌキ印刷（株）　
サン技研工業（株）　
シーピーセンター（株）　総務部
ジェイパックワールド（株）　
シマダヤ（株）　お客様相談室
スミス・アンド・ネフュー（株）　メディカルエデュケーション部
スミセイビジネスサービス（株）　
セーラー万年筆（株）ロボット機器事業部　総務課
セピア商事（株）　福祉事業部
ゼロングループホールディングス（株）　管理部
セントソフィアガーデン川崎　
ダイキン油機エンジニアリング（株）東日本　
タカラベルモント（株）　化粧品研究開発部
タチバナテクノス（株）　本社　総務
ちば留学センター　
デュプロ精工（株）　本社
なごや農業協同組合　守山東支店　
ナデシコプロ（株）　
ニチレキ（株）　長崎営業所
ニッパ（株）　
パーフェクトリバティー教団　ＰL総合事務所　切手係
フイルタレン（株）　
ブリヂストンフローテック（株）福岡工場　
ブリヂストン化工品ジャパン（株）　中部総務課
ボランティアの会　
ボランティア水曜会　
マルワ工業（株）本社・工場　
ミナト機工（株）　
メタウォーター労働組合　
メテック（株）　総務部総務グループ
ユニバーサルスター　
レイズネクスト（株）　工務管理部
ワタキューセイモア（株）東京支店　経理課



葵総合経営センター　厚生委員会御一同
旭・デュポンフラッシュスパンプロダクツ（株）　
旭川ナナカマドライオンズクラブ　
芦森工業（株）　総務部
浦安ロータリークラブ　
栄家工業（株）　
遠藤商事（株）　
横浜岡村教会　
横浜市福祉サービス協会ヘルパーステーション瀬谷　
王子木材緑化（株）大阪支店　
岡山県退公連　西大寺・上道支部
岡山市身体障害者福祉協会婦人部　
岡山市中区福祉事務所　
岡山保護観察所　
介護老人保健施設　千の風・川崎　
海部医師会　
開明（株）　
橿原キリスト教会　
寒川キリスト教会　
関西学院宗教センター　
丸西産業（株）　
岩通ケミカルクロス（株）　西日本営業所
岐阜純福音教会　
亀川特許事務所　
吉村会計事務所　
宮城県仙台保健福祉事務所　黒川支所　
京のおせん処　田丸弥　本店　
九星飲料工業（株）　品質管理部
熊本中央ライオンズクラブ　
栗原工業（株）　工務本部
郡山東ライオンズクラブ　
月島テクノメンテサービス（株）　
兼松ペトロ（株）　人事総務部
交野ベタニヤ協会　
光和精鉱（株）　調達課
広島ロータリークラブ　
広陵疋相郵便局　
江別ユネスコ協会　
香芝市切手ボランティア　
高橋物産（株）　
国際基督教大学高等学校　帰国生徒教育センター
国立研究開発法人森林研究・整備機構　森林整備センター福井水源林整備事務所
根本特殊化学（株）　総務部
佐賀東信用組合　
佐藤建設（株）　
佐藤病院　
細田工業（株）　経理総務部
阪神金属興業（株）　高槻事業所
阪神警備保障（株）　
埼玉総合法律事務所　
桜美林中学校・高等学校　CYA部
笹丘カトリック幼稚園　
札幌友の会　奉仕部　
三井ホーム（株）神奈川支店　
三井物産ケミカル（株）本店　
三建設備工業（株）北関東支店　業務部
三戸郵便局　
三重県立子ども心身発達医療センター　医療連携課
山昭農園　



山本電業（株）　
四国中央医療福祉総合学院　
鹿部郵便局　
社会福祉法人　阪神協同福祉会　南清水保育園
社会保険労務士　井森文惠事務所　
収集ボランティア「ぽすと」　
秋田県職員連合労働組合　本庁支部　
住友不動産建物サービス（株）　マンション会計センター
住友林業緑化（株）　大阪事務所
勝田聖書教会　
小城ルーテルこども園　
小田達也税理士事務所（有）ODA　
松井田キリスト集会　
松浦建設（株）　
常盤薬品工業（株）　三重工場
信越化学工業（株）　
信越石英（株）　
新興機械貿易（株）　
新町整形外科診療所　
神宮行政書士事務所　
吹田鉄工（株）　
西宮新甲陽郵便局　摂陽西部地区
石鎚神社　婦人会　
切手の博物館　
仙台市太白区まちづくり推進部まちづくり推進課　
川越町ボランティア連絡協議会　
川口製菓（株）　
川崎ブレーメン通郵便局　
川崎重工労働組合本部　
全農青森県本部　
曽田香料（株）　購買部
倉敷市立大高小学校　
倉敷聖約キリスト教会　
相馬地区保護司会　
相模みのり幼稚園　
太陽生命グッドウィルサークル友の会　
大曲ルーテル同胞教会　
大建コンクリート（株）　
大阪さくらライオンズクラブ　
大阪製罐（株）　
大阪西運送（株）　
大阪東淀ライオンズクラブ　
大樹生命保険（株）　
大船渡ユネスコ協会　
大前塗装　
大倉工業（株）東京支店　
大津鉄工（株）　
大洋運輸（株）　
大和リビング（株）横浜北営業所　
滝之台電機工業（株）　
丹羽トラスト（株）　
知立市ボランティア・市民活動センター　
池田物産（株）　
竹澤ビル（株）　
中村・平井・田邉法律事務所　
津ユネスコ協会　奉仕部
塚口ケアプランセンター　
天草本渡ライオンズクラブ　
田園調布雙葉小学校附属幼稚園　テレジア会



渡辺建設工業（株）　
砺波市社会福祉協議会　
土井特殊鍍金工業（株）　
東横イン弘前駅前　
東京電力常傭職員労働組合本部　
東京都建設局　公園緑地部
東日本イワタニガス（株）　
東北建設（株）　
東洋クロス（株）　
東洋テックス（株）　管理本部
東洋電産（株）本社　総務
湯原ライオンズクラブ　
南山幼稚園　めぐみ会
南大阪ルーテル教会　
二本榎幼稚園　
日新火災海上保険（株）　経営企画部　企画グループ
日通宇部運輸（株）　
日鉄物産（株）　中国支店
日鉄物産メタルズ（株）　
日比谷総合設備（株）　東海支店　総務部　
日本キリスト教団　奥沢教会　
日本キリスト教団　横浜指路教会　
日本キリスト教団　茅ケ崎平和教会　
日本キリスト教団　紅葉坂教会　
日本キリスト教団　高井戸教会　
日本キリスト教団　今治教会　
日本キリスト教団　三島教会　使用済み切手係
日本キリスト教団　松崎教会　
日本キリスト教団　松代教会　
日本キリスト教団　石橋教会　
日本キリスト教団　代田教会　
日本キリスト教団　谷村教会　
日本バプテスト教会連合　鳴滝キリスト教会　
日本フェローシップ・ディコンリー伝道会　
日本基督教団　御器所教会　
日本基督教団　松本東教会　
日本基督教団　南町田教会　
日本原子力防護システム（株）　
日本国際商船（株）　本社
日本聖公会　松戸聖パウロ教会　こひつじ会
日本大学病院　地域医療連携室
日本福音ルーテル札幌教会札幌北礼拝堂　
日本福音ルーテル西条教会　
日本福音ルーテル博多教会　
日本郵便（株）　京都府庁前郵便局　
日本郵便（株）　生野郵便局　
日本郵便（株）青葉郵便局　総務部
能美防災（株）丸の内支社　
能美防災（株）北関東支社　
波佐見町ボランティア連絡協議会　
梅光学院大学／梅光学院大学大学院　キリスト教教育部
柏原市立第二体育館　
函館臥牛ライオンズクラブ　
斑鳩町婦人会ボランティアグループ　
非破壊検査（株）　事業統括本部
飛鳥特販（株）　
百年住宅（株）浜松第1展示場　
不二熱学工業（株）　名古屋支店
富国電気（株）　



富士吉田市社会福祉協議会　
富士包装紙器（株）　
扶桑工業（株）　
福岡聖パウロ教会　
福岡聖書キリスト教会　
福山ロータリークラブ　
福祉のつどい　
兵庫県トラック協会　西宮支部
兵庫飼料（株）　
片倉キリストの教会　
宝塚栄光教会　
峰町キリスト教会　
豊世運輸（株）　
北労金労組　青年部
毎日新聞西部本社事業部　
末広産業（株）　
明海大学　浦安キャンパス　企画広報課
明治安田生命保険相互会社　平塚中央営業所
目白教会　
野口興産（株）　
野田キリストめぐみ教会　
陸別郵便局　
隆崇院　
連合大阪大阪南地域協議会　
和東産業（株）　


