
2022年12月　使用済み切手のご協力団体一覧

(医）まつもと内科・神経内科クリニック　

(医）鉄蕉会　亀田ＭＴＧクリニック　

(医）和光会　法人管理本部　経理課

(医）翔友会　法務課

(一財）今日庵　

(一財）首都高速道路技術センター　企画部企画課

(一社）POOLE社会ボランティアの会　

(一社）ピカソプロジェクト　

(一社）全国労働保険事務組合連合会　岡山支部

(一社）茶道裏千家淡交会　総本部　

(一社）日本即席食品工業協会／(一社）日本即席食品認定協会／日本即席食品工業公正取引協議会　

(一社）日本鉄道施設協会　保安事業部

(一社）日本薬局協励会　

(一社）農山漁村文化協会　

(学）栄光学園 認定こども園　くるみの木　

(学）滋賀カトリック学園　聖パウロこども園　

(学）竹中学園　認定こども園　竹中幼稚園　

(株） Social Bridge　　

(株）235クリエイティブ　

(株）ADSムラカミ　

(株）JP　

(株）JSOL　

(株）NEWTUS　社長室

(株）NIPPO　兵庫統括事業所

(株）OSKプランニング　

(株）PLS　

(株）SL化学研究所　

(株）ＵRコミュニティー　奈良住まいセンター

(株）アイザワビルサービス　

(株）アイセン　総務部

(株）アシハラ　

(株）アステム　総務課

(株）アルビス　大阪オフィス

(株）イシダ　静岡営業所　

(株）イデア　

(株）ウィル　

2022年12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）ウチムラ　

(株）エイブコーポレーション　

(株）エクス　

(株）エスアール　

(株）エステーホーム　

(株）エムズ　

(株）オーヤラックス東京工場　

(株）キャプテンMGT　

(株）クリエイティブオフィスキュー　総務部

(株）クレヨンハウス　編集部

(株）ゲエイフォートショップ　

(株）コシダ　

(株）コンステックホールディングス　

(株）サガワ　大阪営業所

(株）サングリーン横浜支店　

(株）サンコウ電子研究所　

(株）サンビルダー　

(株）シービーエス　総務･人事課

(株）ジェイ アイ　エヌ　

(株）ジェイテクトマシンシステム　総務人事G

(株）シミズメガネ・オフィス　

(株）スズヤス　埼玉支店　

(株）スタート　

(株）ステップ・ダンスプラス　

(株）ゼンリン　東京本社　

(株）テーク・ワン　

(株）ドーコン　本社　

(株）トリオワークス　

(株）ニッセイシーエスティー　

(株）ネクストステージ　

(株）ハセベつくば工場　

(株）バルコム　

(株）ヒットソース　

(株）ブラザーエンタープライズ　

(株）プルータス前橋支店　

(株）マルホ運輸　

(株）ヨネイ　業務統括部

(株）ライフスタイル　

(株）リアルユナイテッド　

(株）リビング春日井　

(株）リラインス　

(株）レインボー物流　本社

(株）旭光製作所　



(株）一興　

(株）一原産業　

(株）沖航燃　

(株）館設計　

(株）丸水長野県水　

(株）菊星　

(株）共立建物　

(株）近畿環境技術センター　

(株）九州丸和ロジスティクス　博多オフィス　

(株）兼松建設興業　

(株）浩電社　

(株）佐和組　

(株）三崎エンタープライズ　

(株）三新　

(株）三森コーポレーション　

(株）三陽商会　

(株）山下組　

(株）山田工務所　

(株）山田鉄工所　

(株）山本館　

(株）小畑産業　

(株）小林建設　

(株）真誠　総務チーム

(株）神鋼環境ソリューション　本社　管理部

(株）仁木総合建設　

(株）水星社　

(株）水本機械製作所　本社

(株）西日本綜合メンテナンス　総務課

(株）千葉製作所　

(株）川哲工業　

(株）相互　

(株）村井工業所　

(株）太田廣　長野支店　

(株）大設工業　

(株）中條重機　

(株）田口建築事務所　

(株）東栄住宅　東京施工三課

(株）東京立山製作所　

(株）東條造花店　

(株）藤井養蜂場　

(株）藤倉組　

(株）日東　総務部

(株）日之出運輸　



(株）日本ロジコム　

(株）日本ロジコム　横浜支店　

(株）日本ロジコム　東京支店　

(株）日本ロジコム　名古屋支店　

(株）日本橋信　

(株）福栄倉庫　

(株）宝塚クリエイティブアーツ　宝塚歌劇編集部

(株）門倉剪断工業　

(株）洋光　

(株）羅ラスカム　

(株）和田萬　　

(株）惠神　川崎事業所

(公財）航空科学博物館　

(公財）山階鳥類研究所　

(公財）日本数学検定協会　カスタマーサービス

(公社）弘前市シルバー人材センター　

(公社）鹿児島県環境保全協会　

(公社）生駒市シルバー人材センター　

(公社）南越法人会女性部会　

(合）ブレグ　

(社）サマリヤ会　三愛保育園　

(社）福島県タクシー協会　

(社福）希望の光　睦保育園　

(社福）函館カトリック社会福祉協会　

(税）よしむら　

(税）南会計事務所　

(同）ルナワード　

(特非）京都難病連　

(特非）国際エンゼル協会　

(福）こばと会特別養護老人ホームいのこの里　

(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）光栄会つなぎの里　

(福）尼崎市社会福祉協議会　　　

(有）きもちホット　

(有）ザ・シール/ふくろ屋(amazon）　

(有）タイロン　

(有）タカムラオートサービス　

(有）トラストホーム　

(有）永仮建設　

(有）熊副工業所　

(有）工屋建材店　

(有）幸和住設　

(有）杉本工業　



(有）地球堂　

(有）米三塗料店　

(有）夢茶房　

(有）洛陽建設　

ACライフダクトカンパニー(株）　

ASDIC CO.,LTD.　

D＆Nコンフェクショナリー(株）　

EPC物流株式会社　

HearT　

ＪＡ三井リース(株）　三井物産営業推進部

ＪＡ三井リースアセット(株）　リユース事業部アセットソリューション室

JFEエンジニアリング(株）　横浜本社　PPP事業部運営部　関東運営室

JSA中核会長岡支部　事務局

J-STAR(株）　

KeiROW鹿沼ステーション　

MHI保険サービス(株）　広島支店

ＮＰＯ法人ホサナ　シンプルライフ　

NPO法人東北青少年音楽コンクール委員会　

The J TEAM (株）　

ＵCC上島珈琲(株）　ユーシーシーヒューマンインタレストソサエティー　

WEBHELP JAPAN(株）　

YAZAWA　

アーネストアイテック(株）　

アイシー(株）　

アステナホールディングス(株）　管理部　総務グループ

アルインコ(株）　高槻総務

イクスース・アゴラ　

いすゞ自動車労働組合　横浜支部　

インマヌエル・ルーテル幼稚園　

エームサービス(株）　人事総務部　総務厚生室

エム・アール・アイ　ビジネス(株）　

カーディナルヘルス(株）　新宿オフィス　

ガールスカウト山形県連盟第7団　

カジマメカトロエンジニアリング(株）川越事業所　事務部

カトリック川越教会　福祉社会部

カトリック大磯教会　管理部

カトリック百合ヶ丘教会　マリア会

カトリック茂原教会　

カンエイ実業(株）旭川営業所　

カンディハウス大阪　大阪支店

くくな法律事務所　

くげぬま松が岡デイセンター　

クリスチャン・リンク　名護チャペル　



くるくるひろば　

グレースコミュニティ　

クレディ・アグリコル銀行　東京支店

コープこうべ　第6地区本部

こひつじこども園　

コリン・ジャパン(株）　

サンエス護謨工業(株）　本社

サンワサプライ(株）　東京サプライセンター　

サンワテクノス(株）　東北営業所

シーバイエス(株）　人事総務本部

ジャパンマリン(株）　

スガツネ工業(株）　千葉工場

スミセイビジネスサービス(株）　

ダイキンエアテクノ(株）　管理本部　人事総務部

トーアメック(株）本社　

トーカロ(株）東京工場　

ニチレキ(株）　長崎営業所

ヒロセホールディングス(株）　

フェザー安全剃刀(株）　関工場

ふくわらい　

ベル・データ(株）東京本社　

ホーユー(株）　社長室広報課

ホテル・ザ・ルーテル　

ホテルガーデンパレス　

ホテル浦島　フロント

ボリショイサーカス・インターナショナル(株）　

マーケット・メイカーズ・インク　

モリ工業(株）　機械事業部

モンデリーズ・ジャパン(株）　

ヤマトエスロン(株）　

ライオン(株）　経営サポート部

ライオンエンジニアリング(株）四日市事業所　

リコージャパン(株）　センター統括室　統括グループ

リックス(株）　総務部

ルファンナ　西葛西南口店　

わらべ保育園　

旭ビルウォール(株）　経営企画部

旭精密(株）　

旭川東郵便局　総務部

旭川東郵便局　総務部

安全砥石(株）　　

伊那食品工業(株）仙台営業所　

伊万里木材市場　



医療法人宮本眼科医院　理事長

医療法人社団  松英会　総合健診事業部

一般社団法人日本絹人繊織物工業組合連合会　

永和信用金庫　北花田支店

塩谷コンタクト　

横浜保護観察所　小田原駐在官事務所　

沖縄ライオンズクラブ　

下町手ぬぐい処　賞　

下北沢聖書教会　

下北地域県民局　地域健康福祉部　福祉こども総室

加藤眼科医院　

家系図(株）　

花巻民主商工会　

角田光の子保育園　

学びすと春日　

笠岡国際交流協会　

寒川キリスト教会　

関西運輸事業協同組合　

関西学院　宗教センター　

丸栄コンクリート工業(株）　滋賀営業所

丸三建設工業(株）　

丸力運輸(株）　

岩見沢市立総合病院　小児科

岩国ユネスコ協会　

岩田地崎建設(株）名古屋支店　

寄付日付

岐建(株）　総務部

吉岡(株）　名古屋支店

吉田北小学校　

久保健(株）　糸島支店

久留米市防犯協会連合会　

宮の台幼稚園　

京都 I ZC　

京都国際社会福祉協力会　

京都市野外活動施設花背山の家　

京都府立医大アイバンク　

京浜商事(株）　

共栄火災海上保険(株）　　神戸支店

共和食品(株）　

協和テクノ(株）　

恵泉キリスト教会  みどり野チャペル　

経済産業省　近畿経済産業局

原町聖愛こども園　



古河電気工業(株）千葉事業所　

戸畑天籟寺郵便局　

五洋建設(株）北陸支店　総務部

晃華学園小学校　

江崎器械(株）　

鉱研工業(株）　

香里園教会　

高槻市ボランティア・市民活動センター　

鴻巣アドバンス(株）　

国際ゾンタ京都Ⅱクラブ　

国際交流基金　日本語第1事業部　事業第２チーム

国税同友会連合会事務局　

黒谷美術(株）　

今治地区保護司会　

佐保苑　

砂川福音キリスト教会　

桜が丘幼稚園　

札幌北一条教会　

三菱商事建材(株）　

山形県置賜総合支庁　建設部道路計画課

山形城西キリスト教会　

山西鑿泉工業(株）　

四日市市指定上下水道工事業者協同組合　

指宿市立指宿商業高等学校　

枝光会附属幼稚園　

糸魚川市社会福祉協議会　

自由学園　

社会福祉法人　長岡市社会福祉協議会　川口支所

社会保険労務士　森事務所　

収集グループ　あさがお会　

収集ボランティア　和かなの会　

収集ボランティア「ぽすと」　

住友生命　

住友不動産販売(株）　泉中央営業センター

住友林業(株）成田支店　

出雲ロータリークラブ　

小西・中村特許事務所　

小野薬品工業(株）　

小林製薬(株）　

昭和パックス(株）　大阪支店

昭和貿易(株）　包装機材部

松阪市ボランティアセンター　

松山バプテスト教会　



沼津友の会　

湘南リンテック加工(株）　総務人事課

浄土宗慈恩寺　

神戸商工会議所　女性会

神奈川建設工業(株）県央営業所　

水島中央病院　

清泉小学校　ボランティア委員会

盛岡市斎場やすらぎの丘　

精誠テクノロジー(株）　

聖イエス会小さき群教会　

聖ヨセフ修道院　

西宮新甲陽郵便局

西宮友の会　

西松建設(株）　九州支社

西条ルーテル教会　

静岡若葉幼稚園　

（税）　中央総合会計事務所　

積水ハウス不動産東京　総務部

赤十字奉仕団　南中野分団　青少年部会

赤帽岩手県沿岸配送センター　

雪田ひろみ税理士事務所　

仙台ＪＯＣＳ　

仙台スクールオブミュージック＆ダンス専門学校　

千葉北部生コンクリート協同組合　

川畑税務会計事務所　

川﨑医科大学　免疫腫瘍学

全日本ハム労働組合　

全日本海員組合　国際局　外航部

双日建材(株）　繊維板課

損害保険ジャパン(株）　京滋自動車営業部第一課

損害保険ジャパン(株）　法務・コンプライアンス部

損保ジャパンパートナーズ(株）　横浜南支店

損保保険ジャパン(株）　神奈川支店

村上市社会福祉協議会　

多摩ニュータウン永山教会　オリーブの会

帯広友の会　

大黒陸運(株）　

大阪大和川ライオンズクラブ　

大阪東淀ライオンズクラブ　

大阪内装材料共同組合　

大阪府済生会吹田病院　福祉医療支援課

大成ロテック(株）いわき営業所　

大村市スポーツ協会　



大塚製薬(株）　貿易部

大陽日酸(株）　

大和ハウス工業(株）　

大和窯業(株）　

第一生命労働組合　大阪東営業職支部

棚かし屋　

池田耳鼻咽喉科　

池田物産(株）　

中央開発(株）北陸支店　

中央西まちづくり推進委員会　

中部日化サービス(株）三重支店　

朝顔教会　

朝日生命保険相互会社　東京統括本部　東京営業所

朝日分光(株）　

朝日幼稚園　

長井住宅工業(株）　

長崎西ライオンズクラブ　

津山友の会　

渡邉知的財産事務所　

都農聖愛幼稚園　

土橋鉱山(株）　

東京YWCA　　板橋センター

東京海上日動火災保険(株）　コマーシャル損害部国際物流第四グループ

東京工科大学　八王子キャンパス　広報課

東京多摩霊園管理事務所　

東芝インフラシステムズ(株）　電機サービスセンター／新宿事務所／総務部

東芝労働組合本社支部　

東伸電機(株）　

東洋ガラス(株）　資材部

東洋技研コンサルタント(株）　　　

同志社国際学院初等部　

特定非営利活動法人たすけあいあさひ　

独協医科大学医学部先先端医科学研究センター　生体防御研究部門

苫小牧めぐみキリスト教会　

奈良YMCA　総務部

奈良シールド工業(株）　

奈良佐保キリスト教会　あいのそのこども園

日研トータルソーシング(株）福山事業所　

日産モータースポーツ＆カスタマイズ(株）ニスモ事業所　

日新電機(株）　

日神不動産(株）　総務部

日進市民会館　

日本キリスト教会　住吉教会　



日本キリスト教会　磐田西教会　

日本キリスト教会　札幌白石教会　

日本キリスト教団　松戸教会CS　

日本キリスト教団　洗足教会　

日本キリスト教団　東中野教会　

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　新松戸幸谷教会　奉仕部

日本キリスト教団　新発田教会　

日本キリスト教団　奈良教会　

日本キリスト教団　福島教会　福島地区教会婦人会

日本キリスト教団　十二使徒教会　

日本キリスト教団　長崎教会　

日本キリスト住吉教会　

日本バプテスト名古屋キリスト教会　

日本基督教団　秋田飯島教会　

日本基督教団　阿倍野教会　

日本基督教団　三田教会　

日本基督教団　広島教会　

日本基督教団　山形六日町教会　

日本基督教団　碧南教会　

日本情報システム(株）　

日本信号(株）大阪支社

日本聖公会　川越キリスト教会　

日本赤十字社　静岡県支部　

日本赤十字社　福島県支部　

日本赤十字社宮城県支部石巻市地区　事務局

日本福音ルーテル小鹿教会　女性会

日本福音ルーテル都南教会　

日本福音ルーテル函館教会　野の花の会

日本弁理士会　

日本郵便(株）生野郵便局

日本郵便(株）宮前郵便局　

日本郵便(株）手稲本町郵便局　

日本予防医薬(株）　

認定こども園　神水幼稚園　

梅光学院大学　キリスト教教育部

萩原工業(株）東京支店　合成樹脂事業部門

柏原ライオンズクラブ　

八栗シオンキリスト教会　

八幡金属(株）国分工場　

八幡浜ライオンズクラブ　

飯能ルーテル教会　

尾道瑠璃ライオンズクラブ　



彦根市社会福祉協議会　

富士フィルムメディカル(株）　大阪サービスセンター

富士吉田中央ライオンズクラブ　

富士古河E&C(株）長野支店　

富陽金属(株）　

福岡ふようライオンズクラブ　

福岡聖パウロ教会　

福島信用金庫　総務部　総務管財課

兵庫プラント(株）　

平和教　平和教会　

米沢市教育委員会　　社会教育文化課

母の家ベテル　

北海道上川総合振興局　保健環境部環境生活課

北興化学工業(株）　岡山工場

北空知地区郵便局長夫人会　芦別部会

北沢産業(株）　管理本部　総務部

北斗キリスト教会　

墨田区立吾嬬第二中学校　共同事務室

麻生裕之税理士事務所　

名護公共職業安定所　

名鉄観光サービス(株）　岡山支店

明治安田生命保険相互会社　神奈川本部　神奈川代理店営業部

明智ゴルフ俱楽部　明智ゴルフ場　

明和セロファン(株）　

野口興産(株）　

郵政近畿共助会　奈良支部

淀川メデック(株）　

立川装備㈱　工務部

鈴木歯科医院　

鈴木商店　

亘理カトリック保育園　

頌栄同窓会奉仕部　

都農聖愛幼稚園　



(一社）日本即席食品工業協会／(一社）日本即席食品認定協会／日本即席食品工業公正取引協議会　

2022年12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。


