
2022年11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

（医）信樹会　向歯科診療所森クリニック　

（医）西尾脳神経外科　

（医）大智会アトレーユうおざき　

（一社）POOLE 社会ボランティアの会　

（一社）大阪電業協会　

（一社）長崎県港湾漁港建設業協会　

（一社）日本マグネシウム協会　

（株）Fライズ　

（株）ＬＩＸＩＬ　住設広域受注チーム

（株）NIPPO豊田出張所　

（株）アール＆キャリア　

（株）アイズパーキング　

（株）アイテック・ツリタニ　

（株）アステム　総務課

（株）アルゴビジネスサービス　

（株）エービーエル　

（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）エスカレーション　

（株）オオワダ　

（株）グローセル　財務部　収計課

（株）ケイ・テｲ･テｲ　

（株）ケンソウ　

（株）サニーサイドアップ　ビジネスアフェアーズ部

（株）サニーブランチカンパニー　

（株）サン・クロレラ　

（株）サンオーブン　  

（株）サンケイ折込輸送　

（株）サンテクノ　

（株）セイワ運輸　

（株）タイキ　

（株）ダイセキ環境ソリューション　

2022年11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）チャレンヂ　

（株）デザインアーク　大阪本店　広島支店

（株）テルステック　

（株）トーコースイッチ製作所　

（株）ナイン自動車　

（株）ハンシン建設　

（株）フゲン　

（株）フジプラス　

（株）フジ医療器　

（株）フセナガセ　

（株）フルハウス　

（株）マツケン　

（株）ミナジン　

（株）メルローズ　クリエイティブ開発室

（株）ヤマセ不動産　

（株）旭工業所　

（株）安成工務店　

（株）医学通信社　

（株）一門会　新世界元祖串かつだるま　

（株）寒地防水　本社　

（株）吉野石膏DDセンター　

（株）甲興産　

（株）三好冷暖房　

（株）山下組　

（株）新盛インダストリーズ　総務部

（株）神島組　

（株）西建設計　

（株）誠和運輸　

（株）青空興業　

（株）摂津清運　

（株）村井工業所　

（株）村上建設　

（株）多々良造園　

（株）大川組　

（株）谷沢製作所　

（株）中国トラベル　三原

（株）中村軒　

（株）中條重機　

（株）椎谷建設　



（株）東栄住宅　東京施工三課

（株）東京エイドセンター　

（株）東郷　

（株）東洋紡カンキョーテクノ　東京支店

（株）奈良木建　

（株）南都水産　

（株）日進製作所　大阪営業所

（株）日水コン　総務部総務課

（株）日本ロジコム　本社

（株）日本典礼　

（株）備後総業　

（株）菱住　

（株）浜島書店　 

（株）舞鶴クレーン　

（株）福田電機製作所　

（株）北陸紙器工業所　

（株）雄水　

（公財）聖バルナバ病院　

（公財）日本YWCA　

（公社）「小さな親切」運動本部　

（公社）スコーレ家庭教育振興協会　

（公社）経営・労働協会　

（公社）東京都看護協会　

（社）山形県薬剤師会　

（地独）大阪府立病院機構大阪国際がんセンター　患者総合相談室

（特非）在宅ケア協会　

（福）なすびの里　

（福）ペートル会　

（福）高森町社会福祉協議会　

（福）今金町社会福祉協議会（今金町ボランティアセンター）　

（福）堺常磐会　ときわこども園　

（福）三養福祉会　箕面の郷　

（福）春風会　介護福祉老人施設ちくりんの里　

（福）上宮田子羊保育園　

（福）新得町社会福祉協議会　

（福）太子町社会福祉協議会　VC　

（有）うちはし　

（有）オカヌマ　

（有）ジパング・プロジェクト　



（有）ジャスト　

（有）ハンズ　

（有）興和機材　

（有）佐藤林産　

（有）師岡建具店　

（有）小堀材木店　

（有）農業法人　京都特産ぽーく　

（有）福祉サービス栄　

AGCファブリテック（株）　第1事業部　2G

ENEOSトレーディング（株）　関東第3支店

HARUTO（株）　

IHG・ANAホテルズ労働組合連合会　

LSD design（株）　

MICS化学（株）　管理部

N・T総合事務所　

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合　

ＮＰＯ法人神奈川県腎友会　

PL東京健康管理センター　業務部　業務課

TOTO関西販売（株）　企画部企画課

WINCKLER＆CO.,LTD　横浜本社

Witching Banquet　

WWFジャパン　

アズビル（株）鹿児島営業所　

アンビック（株）日本フェルト工業（株）　

イイダ産業（株）　テクニカルセンター

オートメーションシステム（株）　

ガールスカウト山形県連盟第7団　

カトリック逗子教会　

カルバリーバプテスト豊田キリスト教会　

かわらの小児科　

クライストチャーチ倉敷　

グローバル動物病院　

コーワ総合会計事務所　

サトミ電気　

サンクスアイ（株）　

サンネット物流（株）本社　本社事務所

ジェイフィルム（株）　大阪営業部/工場

シゲル工業（株）上越工場　

シネロン・キャンデラ（株）大阪支店　



ソニー損害保険（株）　

タイロン（株）　

テスコ（株）　長野支店

デル・テクノロジーズ（株）　デルファイナンシャルサービス

トヨタカローラ広島（株）　祇園店

トヨタモビリティパーツ（株）愛知支社　総務人事部　総務室

パーフェクトリバティー教団　ＰL総合事務所　

バイエルクロップサイエンス（株）　

はしもと整形外科

はつほ商事（有）　

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

パナソニック松愛会　東京都支部

ファスニング・ディワン（株）　

フェニックス・アール・イー（株）　

フクダエム・イー工業（株）　横浜営業所

ふじこし訪問看護ステーション　

フジプレミアム（株）　

ホース・ギア（株）ヘリオス　

ヤマト工業（株）　

ユアサ木材（株）　

ライフデザイン（株）　

旭川神楽郵便局　

安井金比羅宮　

伊勢原ライオンズクラブ,伊勢原ひかりライオンズクラブ　事務局

栄駅前矯正歯科クリニック　

延岡草の実会　

塩釜陸運（株）本社営業所　

横浜キワニスクラブ　

横浜菊名教会　

横浜市港南スポーツセンター　

横浜保護観察所　小田原駐在官事務所　

王栄幼稚園　

岡山県退職公務員連盟　岡山笹が瀬支部

岡山市中区福祉事務所　

岡田健司税理士事務所　

皆瀬福祉サポートセンター　

関西学院大学同窓生　

館林聖ルカルーテル教会　



丸山商事（株）　

丸壽産業（株）　

岩国ユネスコ協会　

岩出ライオンズクラブ　

希望ヶ丘教会　

汽罐部品製造（株）　

宮田工業ゴム（有）　

京王製紙（株）　

京都南ライオンズクラブ　

共和食品（株）　

教職員共済生活協同組合大阪サービスオフィス　

近畿石油輸送（株）　

九州遊技機商業協同組合　

九星飲料工業（株）　品質管理部

熊本少年友の会　

弘八技工（有）　

甲子園二葉幼稚園　

糠内郵便局　

行政書士濱坂和子事務所　

香芝市切手ボランティア　

高村光太郎連翹忌運営委員会　

国際ソロプチミスト舞鶴　

今金町総合福祉施設としべつ　

堺中央キリスト教会　

桜美林大学　研究推進課

三井住友海上火災保険（株）　佐賀保険金お支払いセンター

三井不動産リアルティ（株）　総務部　総務グループ

三協タックラベル（株）　

三菱重工冷熱（株）東北支社　

三保機械工業（株）　

山下ハートクリニック　

士幌郵便局　

社会保険労務士法人　MASE 労働保険事務組合ふそう労働保険事務

社会保険労務士法人　プレシャスHR　

社会保険労務士法人　村松事務所　

秋山ゴム工業（株）　

住友林業（株）　名古屋中央支店

出雲ロータリークラブ　

春和会事務局　



駿河緑地造成（株）　

女子学院同窓会　

松本ビル管理（株）　

消費税をなくす全国の会　

城北食品（株）本店　

信栄工業（株）　

新潟中郵便局　

新技術工営（株）　

新居浜市立金子小学校　

新川電機（株）　関西支社

新田キリスト教会　

新日本建設（株）　

新明産業（株）　

森村商事（株）　樹脂事業部樹脂１部第１グループ

真宗大谷派蓮光寺　

神宮行政書士事務所　

神戸バブテスト教会　

水戸家庭裁判所　土浦支部　土浦調停協会内　少年友の会係

正田恒産（株）　

清水建設関西支店取引業者災害防止協議会　

生長の家京都教化部　白鳩会

聖ヨゼフ修道院　

西日本電気システム（株）　

石井耳鼻咽喉科医院　

積水ハウス（株）　北陸シャーメゾン支店　シャーメゾンステーション

仙台ＪＯＣＳ　

川辺恒雄事務所　

船員災害防止協会　

早稲田奉仕園　

損害保険ジャパン（株）　西日本船舶営業部関西営業課

損害保険ジャパン（株）　本店自動車保険金サービス部

損保ジャパンパートナーズ（株）　札幌カスタマーサポート室

大阪東淀ライオンズクラブ　

大阪保護観察所　

大成建設（株）　東北支店

大津鉄工（株）　

大日本図書（株）　経理部

大洋運輸（株）　

大洋液化ガス（株）　



大和ハウス工業（株）　阪神支店住宅設計課

中央区社会福祉ボランティア　

中部遊技機商業協同組合　

中部労働保険協会　

町田ＪＯＣＳ　

天満中村クリニック　

東亜グラウト工業（株）　

東映ビデオ（株）　

東海バプテスト教会　

東急建設（株）湯触トンネル作業所　

東京チャペル　

東京パーツ工業（株）　

東京海上日動火災保険（株）高松支店　業務グループ

東京第四友の会　公共係

東芝ITサービス（株）　総務

東和ライオンズクラブ　

当麻ライオンズクラブ　

藤岡市ライオンズクラブ　

藤沢聖マルコ教会　

苫小牧めぐみキリスト教会　

南海印刷（株）　

日向台病院　

日産車体マニュファクチュアリング（株）　

日新明弘テック（株）神奈川営業所　

日新明弘テック（株）静岡営業所　

日鉄住金物流（株）東北支店　

日本ＦＥＢＣ　

日本キリスト教会　横浜桐畑教会　

日本キリスト教会　広島長束教会　

日本キリスト教会　尾道西教会　婦人会

日本キリスト教団　越谷教会　使用済み切手担当

日本キリスト教団　横浜指路教会　

日本キリスト教団　溝ノ口教会　

日本キリスト教団　三次教会　

日本キリスト教団　住道一粒教会　

日本キリスト教団　小松川教会　

日本キリスト教団　松山山越教会　

日本キリスト教団　石橋教会　

日本キリスト教団　千葉教会　



日本キリスト教団　泉北栂教会　土よう学校　

日本キリスト教団　大泉教会　

日本キリスト教団　長崎教会　

日本キリスト教団　東戸塚教会　　

日本キリスト教団　福岡玉川教会　

日本キリスト教団　豊中教会　

日本キリスト教団　本郷教会　

日本ナザレン教団　青葉台教会　

日本ボーイスカウト東京連盟世田谷第25団　

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会　

日本化学機械製造（株）　

日本基督教団　幸町教会　

日本基督教団　三鷹教会　婦人会

日本基督教団　秋田高陽教会　

日本基督教団　翠ヶ丘教会　

日本基督教団　津山教会　

日本基督教団　片瀬教会　

日本光電工業（株）　

日本高速削孔（株）本社工場　

日本紙工（株）　九州事業部

日本精工硝子（株）工場　

日本聖公会　三光教会　

日本聖公会　市川聖マリア教会　

日本聖公会　北海道教区事務所　

日本聖公会堺聖テモテ教会　女性の会　

日本赤十字社　三重県支部　

日本長老教会姉ヶ崎キリスト教会　

日本電計（株）　

日本電設工業（株）　西日本統括本部総務部

日本電設工業（株）鉄道統括本部　千葉支社　

日本同盟基督教団　茅ヶ崎同盟教会　

日本特殊陶業（株）　大阪営業所

日本福音ルーテル刈谷教会　カタリナ会

日本福音ルーテル京都教会・西教区　

日本福音ルーテル教会  東教区事務局　

日本郵便（株）　生野郵便局　

日本郵便（株）　大牟田三川町郵便局

日本郵便（株）小群新町郵便局　

日本郵便（株）生野郵便局　



日本郵便（株）青葉郵便局　

姫路野里キリスト教会　

富山県済生会富山病院　

富士フイルムヘルスケアシステムズ（株）盛岡営業所　

富士興産（株）　大阪支店

福岡聖パウロ教会　

文部科学記者会　

米沢ライオンズクラブ　

変形性股関節症友の会カトレア会　

保原ライオンズクラブ　

法政大学　通信教育部

北海道鹿部町　総務・防災課

北海道新聞社　本社　写真映像部

北星学園大学附属高等学校　事務室

北斗精機（株）　

幕別郵便局　

名古屋キワニスクラブ　

明治安田生命保険相互会社　川崎支社　鶴見営業部

木内建設（株）名古屋支店　

野外科学（株）　

野口（株）　

野口興産（株）　

有恒産業（株）　

郵政近畿共助会　大阪市南支部　

流通ネットワーク協同組合　

鈴鹿ルーテル教会　

鈴豊精鋼（株）　経理

和泉保育園　

和東産業（株）　

藪謙一郎税理士事務所　
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