
北海道 音更町 陸前高田市 秋田県 南相馬市 飯舘村

札幌市 鹿追町 釜石市 湯沢市 本宮市 茨城県

釧路市 池田町 雫石町 にかほ市 大玉村 水戸市

帯広市 青森県 紫波町 仙北市 鏡石町 土浦市

登別市 青森市 矢巾町 羽後町 天栄村 古河市

北斗市 弘前市 住田町 山形県 南会津町 龍ケ崎市

ニセコ町 八戸市 宮城県 飯豊町 猪苗代町 つくば市

倶知安町 十和田市 仙台市 福島県 石川町 守谷市

古平町 三沢市 石巻市 郡山市 玉川村 坂東市

長沼町 六ヶ所村 塩竈市 いわき市 平田村 東海村

沼田町 岩手県 岩沼市 須賀川市 浅川町 美浦村

下川町 盛岡市 東松島市 喜多方市 三春町 境町

洞爺湖町 大船渡市 大崎市 二本松市 小野町 栃木県

様似町 一関市 亘理町 田村市 新地町 宇都宮市

地方創生SDGs官民連携プラットフォーム 会員一覧
一号会員 都道府県及び市区町村 453団体

二号会員 関係省庁 13団体

三号会員 民間団体等 769団体

合計 1235団体

一号会員（都道府県及び市区町）１／４ （令和2年3月末日現在）



栃木市 本庄市 木更津市 横浜市 富山市 上田市

鹿沼市 東松山市 柏市 川崎市 高岡市 飯田市

日光市 春日部市 流山市 相模原市 氷見市 須坂市

小山市 狭山市 浦安市 横須賀市 南砺市 駒ヶ根市

大田原市 鴻巣市 匝瑳市 平塚市 石川県 飯山市

那須塩原市 越谷市 多古町 鎌倉市 金沢市 塩尻市

下野市 戸田市 鋸南町 藤沢市 小松市 佐久市

上三川町 入間市 東京都 小田原市 珠洲市 千曲市

野木町 志木市 千代田区 茅ヶ崎市 加賀市 東御市

群馬県 和光市 中央区 逗子市 羽咋市 川上村

桐生市 久喜市 港区 南足柄市 白山市 軽井沢町

沼田市 北本市 文京区 寒川町 能美市 根羽村

館林市 富士見市 江東区 松田町 宝達志水町 岐阜県

富岡市 三郷市 豊島区 開成町 福井県 岐阜市

下仁田町 坂戸市 荒川区 新潟県 大野市 大垣市

長野原町 吉川市 板橋区 新潟市 鯖江市 高山市

嬬恋村 白岡市 武蔵野市 長岡市 あわら市 多治見市

みなかみ町 三芳町 青梅市 三条市 坂井市 関市

埼玉県 小川町 調布市 柏崎市 山梨県 中津川市

さいたま市 美里町 日野市 十日町市 甲府市 美濃市

川越市 上里町 国分寺市 見附市 山梨市 瑞浪市

熊谷市 松伏町 清瀬市 妙高市 北杜市 羽島市

川口市 千葉県 西東京市 上越市 長野県 各務原市

秩父市 千葉市 小笠原村 佐渡市 長野市 山県市

所沢市 館山市 神奈川県 富山県 松本市 瑞穂市

一号会員（都道府県及び市区町）２／４ （令和2年3月末日現在）



一号会員（都道府県及び市区町）３／４ （令和2年3月末日現在）

飛騨市 名古屋市 大津市 豊中市 奈良市 岡山市

郡上市 豊橋市 彦根市 吹田市 大和高田市 倉敷市

下呂市 半田市 近江八幡市 泉大津市 御所市 瀬戸内市

海津市 春日井市 草津市 枚方市 生駒市 真庭市

笠松町 豊川市 守山市 茨木市 三郷町 浅口市

養老町 刈谷市 栗東市 泉佐野市 田原本町 西粟倉村

神戸町 豊田市 高島市 富田林市 明日香村 広島県

安八町 安城市 東近江市 河内長野市 王寺町 広島市

揖斐川町 蒲郡市 竜王町 門真市 広陵町 呉市

川辺町 犬山市 愛荘町 交野市 十津川村 府中市

白川町 常滑市 京都府 阪南市 和歌山県 安芸高田市

御嵩町 小牧市 京都市 兵庫県 和歌山市 北広島町

白川村 新城市 福知山市 神戸市 那智勝浦町 大崎上島町

静岡県 東海市 舞鶴市 姫路市 鳥取県 神石高原町

静岡市 大府市 綾部市 尼崎市 鳥取市 山口県

浜松市 尾張旭市 宮津市 明石市 智頭町 宇部市

沼津市 田原市 亀岡市 洲本市 琴浦町 光市

三島市 三重県 京丹後市 小野市 北栄町 美祢市

富士宮市 津市 木津川市 三田市 日南町 徳島県

富士市 名張市 久御山町 加西市 江府町 三好市

掛川市 いなべ市 京丹波町 丹波篠山市 島根県 上勝町

御殿場市 志摩市 大阪府 南あわじ市 松江市 那賀町

袋井市 伊賀市 大阪市 朝来市 出雲市 松茂町

菊川市 東員町 堺市 宍粟市 益田市 香川県

愛知県 滋賀県 岸和田市 奈良県 岡山県 高松市



一号会員（都道府県及び市区町）４／４

丸亀市 伊万里市 鹿児島県

善通寺市 有田町 鹿児島市

愛媛県 長崎県 出水市

松山市 長崎市 薩摩川内市

高知県 平戸市 志布志市

高知市 対馬市 大崎町

土佐町 壱岐市 徳之島町

大川村 五島市 天城町

梼原町 雲仙市 伊仙町

福岡県 新上五島町 沖縄県

北九州市 熊本県 那覇市

福岡市 熊本市 宜野湾市

直方市 水俣市 浦添市

大川市 菊池市 沖縄市

宗像市 小国町 豊見城市

古賀市 高森町 宮古島市

福津市 山都町 南城市

うきは市 大分県 恩納村

宮若市 臼杵市 与那原町

岡垣町 竹田市

鞍手町 豊後高田市

川崎町 宮崎県

佐賀県 宮崎市

唐津市 日向市

鳥栖市 串間市

（令和2年3月末日現在）

内閣府

警察庁

金融庁

消費者庁

総務省

外務省

文部科学省

財務省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

二号会員



三号会員（民間企業等）1／１３ （令和2年3月末日現在）

株式会社アースネットワークス 株式会社アイデムコーポレーション 株式会社梓設計 イートス株式会社

特定非営利活動法人アースライフネットワーク 株式会社青森銀行 株式会社アステム イーベイ・ジャパン株式会社

株式会社アーセック 青山学院大学経営学部高松朋史研究室 株式会社アストロコネクト EY新日本有限責任監査法人

一般社団法人アーバニスト
青山学院大学経営学部中邨良樹経営情報

学研究室
アズマハウス株式会社 イオン株式会社

株式会社アーバンリサーチ
青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサル

ティング株式会社（青学Hicon）
アセットインベントリー株式会社 一般社団法人イクレイ日本

株式会社ＲＫＬ 株式会社秋田銀行 株式会社ATGREEN
一般社団法人いしかわエネルギーマネジメント

協会

株式会社アイエム 一般社団法人あきた地球環境会議 株式会社アドヴォネクスト 株式会社石田牧場

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 アクシスインターナショナル株式会社 穴吹エンタープライズ株式会社 井関産業株式会社

一般社団法人IoT3R®協会 株式会社淺沼組 一般社団法人アニメツーリズム協会 いであ株式会社

アイ-コンポロジー株式会社 有限会社アサヒ印刷 アミタ株式会社 株式会社イトイグループホールディングス

特定非営利活動法人ICA文化事業協会 株式会社朝日学生新聞社 株式会社新井組 株式会社伊藤園

株式会社愛知銀行 株式会社朝日新聞出版 株式会社阿波銀行 伊藤忠エネクス株式会社

株式会社アイティエルエス 朝日信用金庫 株式会社安藤・間 社会福祉法人稲沢市社会福祉協議会

アイテック株式会社 株式会社アシオス 株式会社イー・アール・ジャパン 一般社団法人命の水

ＩＤＥＣシステムズ＆コントロールズ株式会
社

株式会社アスク出版 有限会社ＥＷＢＬ・花のアトリエ イノベーションファクトリー株式会社



三号会員（民間企業等）２／１３ （令和2年3月末日現在）

株式会社伊予銀行 AIG損害保険株式会社 ESRIジャパン株式会社 NPO法人カプラー

一般財団法人石清水なつかしい
未来創造事業団

株式会社エイジ 株式会社エッグ 一般社団法人エネジット

株式会社岩手銀行 株式会社エイジェック総研 株式会社エックス都市研究所 エピグノシステムズ株式会社

株式会社インクルージョン ES株式会社 特定非営利活動法人エティック 株式会社愛媛銀行

インタードメイン株式会社 一般社団法人エコステージ協会 株式会社エナジア エプソン販売株式会社

株式会社インフォネクスト 株式会社えこでん NRI社会情報システム株式会社 株式会社FPI

株式会社インフォメックス エコワークス株式会社 NECキャピタルソリューション株式会社 株式会社EVO

VALT JAPAN株式会社 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 NECソリューションイノベータ株式会社
MS&ADインシュアランスグループ
ホールディングス株式会社

ウィズ環境株式会社 一般社団法人SDGsアントレプレナーズ NECネッツエスアイ株式会社 MS&ADインターリスク総研株式会社

有限会社ウイルパワー
一般社団法人SDGs市民社会

ネットワーク
NGP日本自動車リサイクル事業

協同組合
株式会社エムシープランニング

ウォータースタンド株式会社 ＳＤＧｓネットワークやまなし ＮＴＴアーバンソリューションズ株式会社 M２O株式会社

ヴォルフィ株式会社 一般社団法人SDGs未来投資研究所 株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 MBSイノベーションドライブ

特定非営利活動法人うつくしまNPO
ネットワーク

SDGパートナーズ有限会社 株式会社NTTドコモ MULリアルティインベストメント株式会社

浦添分散型エネルギー株式会社 株式会社ＳＤＳ 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 株式会社LM&C

特定非営利活動法人ウルシネクスト 株式会社ＳＰＲグループ
特定非営利活動法人エヌピーオー・

フュージョン長池
株式会社エルコム



三号会員（民間企業等）３／１３ （令和2年3月末日現在）

エンコアードジャパン株式会社 一般社団法人鬼ごっこ協会 合同会社カナタク 一般社団法人環境パートナーシップ会議

遠州信用金庫 オムロン株式会社 株式会社イーエーシー
特定非営利活動法人
環境パートナーシップちば

特定非営利活動法人えんとかく
オムロンフィールドエンジニアリング

株式会社
株式会社Ridilover 一般社団法人環境未来フォーラム

株式会社オイコスジャパン オムロンヘルスケア株式会社 株式会社かみもり設計 カンコーマナボネクト株式会社

株式会社大垣共立銀行 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社カヤック 学校法人関西大学

一般財団法人大阪科学技術センター オリックス・ファシリティーズ株式会社 加山興業株式会社 関西電力株式会社

大阪ガス株式会社 カーボンフリーコンサルティング株式会社 株式会社カラフルコンテナ
株式会社関西みらい
フィナンシャルグループ

大阪シティ信用金庫 一般社団法人海外コンサルタンツ協会 カルチュレード株式会社 株式会社官民連携事業研究所

大阪商工信用金庫
株式会社かいはつマネジメント・

コンサルティング
株式会社カルティブ 兆株式会社

大阪信用金庫 国立研究開発法人科学技術振興機構 カルネコ株式会社
特定非営利活動法人北九州ビオトープ・

ネットワーク研究会

大塚製薬株式会社 鹿児島相互信用金庫 一般社団法人川崎青年会議所 北芝電機株式会社

小笠原グリーン株式会社 株式会社学研ホールディングス
特定非営利活動法人

「環境・持続社会」研究センター
公益財団法人地方経済総合研究所

株式会社オカムラ 公益財団法人神奈川県公園協会
特定非営利活動法人環境自治体会議

環境政策研究所
キャリアフィールド株式会社

岡谷鋼機株式会社
地方独立行政法人神奈川県立

産業技術総合研究所
株式会社環境社 株式会社キャンパスクリエイト

小国町森林組合 金沢工業大学SDGs推進センター
特定非営利活動法人環境
パートナーシップいわて

株式会社九州フィナンシャルグループ



三号会員（民間企業等）４／１３ （令和2年3月末日現在）

株式会社九電工 株式会社熊井産業 グロースエクスパートナーズ株式会社 一般社団法人コ・イノベーション研究所

一般社団法人教育ソリューション
研究協議会

一般社団法人くまお 株式会社群馬銀行 有限会社光永ビルサービス

株式会社紀陽銀行 熊本第一信用金庫 一般財団法人群馬経済研究所 一般財団法人公園財団

共創ビジネスデザイン株式会社 熊本電力株式会社
一般社団法人ぐんま資源エネルギー

循環推進協会
株式会社光雅

株式会社共同通信社 特定非営利活動法人久米島ホタルの会 株式会社ケイ・アース 株式会社高知銀行

京都学園大学 株式会社クラダシ 経営標準化機構株式会社 高知大学次世代地域創造センター

一般社団法人京都市役所前
相続支援協会

グリーンブルー株式会社 慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ
公益財団法人交通エコロジー・

モビリティ財団

京都大学調和のある地球社会研究
ライトユニット

株式会社grooves K・Pクリエイションズ株式会社 一般財団法人高度映像情報センター

共和化工株式会社 株式会社グルディオ 株式会社警備ログ 弘和印刷株式会社

桐生信用金庫 株式会社クレアン 株式会社京葉銀行 超え環境ビジネス株式会社

株式会社きれい 株式会社グレイス 株式会社KNT-CTグローバルトラベル
株式会社コーエイリサーチ＆

コンサルティング

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 株式会社Grace Under Pressure KCCSモバイルエンジニアリング株式会社
一般財団法人コージェネレーション・
エネルギー高度利用センター

株式会社釧路製作所 グレートワークス株式会社 ＫＤＤＩ株式会社 一般社団法人コーズデザイン

株式会社久保設備 株式会社グローヴァ
一般財団法人建築環境・

省エネルギー機構
一般社団法人GOTO2025プロジェクト

株式会社クボタ
株式会社Glocal Innovation 

Holdings
国立研究開発法人建築研究所 コーユーレンティア株式会社



三号会員（民間企業等）５／１３ （令和2年3月末日現在）

ゴールデンバーグ株式会社 株式会社昆虫食のentomo 株式会社佐藤農園 Gcomホールディングス株式会社

株式会社国際開発センター
一般社団法人コンピュータソフトウェア

協会
株式会社さとふる

一般社団法人CDP Worldwide-
Japan

特定非営利活動法人国際協力
NGOセンター

株式会社サーキュレーション 株式会社さとゆめ JAG国際エナジー株式会社

独立行政法人国際協力機構 一般社団法人再エネ事業支援センター サムライ・キャピタル株式会社 JXTGエネルギー株式会社

国際航業株式会社 株式会社祭温 株式会社山陰合同銀行 株式会社ＪＴＢ

一般社団法人国際バイオマスセンター 株式会社彩成コンサルティング サンエー電機株式会社 JPコミュニケーションズ株式会社

国際連合地域開発センター 埼玉縣信用金庫
国立研究開発法人産業技術総合

研究所
株式会社JTB総合研究所

公益社団法人国土緑化推進機構
一般社団法人埼玉県中小企業診断

協会
株式会社三五工務店 ジオナレッジ合同会社

国立研究開発法人国立環境研究所 株式会社サイバーレコード 三条信用金庫 株式会社ジオパワーシステム

一般社団法人こころイノベーション 株式会社サカイエステック サンメッセ株式会社 株式会社滋賀銀行

一般社団法人 こども食堂支援機構 佐々木環境化学株式会社 三洋テクノマリン株式会社 株式会社事業革新パートナーズ

株式会社コト・ラボ サスティナ・ジャパン株式会社 三和興産株式会社 一般社団法人事故ゼロ・フォーラム

一般社団法人コミュニケーションデザイン
機構

一般社団法人サステイナビリティ
人材開発機構

株式会社 シアーズホーム 特定非営利活動法人仕事人倶楽部

一般社団法人こもれびシティプロジェクト 有限会社サステイナブル・デザイン 株式会社CSRインテグレーション NPO法人自助サポートセンター

株式会社コングレ
一般社団法人サステナブル・ビジネス・ハ

ブ
一般財団法人CSOネットワーク 株式会社静岡銀行
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しずおか焼津信用金庫 一般社団法人首都圏産業活性化協会 一般社団法人新経済連盟 住友商事株式会社

特定非営利活動法人自然体験学校 株式会社首都圏ビルマネジメント 一般社団法人信託協会
特定非営利活動法人駿河地域

経営支援研究所

自然電力株式会社 株式会社ジュピターテレコム 株式会社新東通信 株式会社セイコーインターナショナル

シダックス株式会社 株式会社SHOEI シンフォニアテクノロジー株式会社 セイコーエプソン株式会社

株式会社七十七銀行
認定特定非営利活動法人
障害者放送通信機構

一般社団法人進路指導・
キャリア教育支援機構

静清信用金庫

株式会社芝正園 株式会社笑下村塾 株式会社スーパーソフトウエア 西濃建設株式会社

島田掛川信用金庫 翔飛工業株式会社 株式会社スーパーホテル 西武信用金庫

株式会社島津製作所 湘南信用金庫 スクレッティング株式会社 一般社団法人生命保険協会

清水建設株式会社 株式会社情報通信総合研究所 株式会社スタッフアルファコミュニケーション 株式会社せかいをつなぐ

一般社団法人社会デザイン協会 株式会社常陽銀行 すてきナイスグループ株式会社 積水化学工業株式会社

一般社団法人ジャパン・リサイクル・
アソシエーション

白井グループ株式会社 スフィード 合同会社 積水ハウス株式会社

株式会社ジャムス
国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構
株式会社スペースキー 瀬戸信用金庫

住宅設備アシスト株式会社 一般社団法人SINKa スポーツデータバンク株式会社 株式会社セレスポ

株式会社十六銀行 株式会社シンカ スマートビーンズ株式会社 一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン

株式会社十六総合研究所 信金中央金庫 スマートワーク株式会社
特定非営利活動法人ゼロ・

ウェイストアカデミー



三号会員（民間企業等）７／１３ （令和2年3月末日現在）

千株式会社 株式会社ソフィアコミュニケーションズ 株式会社太陽堂封筒 合同会社ダブルアール

一般社団法人全国銀行協会 ソフトバンク株式会社 株式会社大和証券グループ本社
玉川大学工学部マネジメント・

コントロール研究室

一般社団法人全国信用金庫協会 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 大和ハウス工業株式会社 玉野総合コンサルタント株式会社

一般社団法人全国信用組合中央協会 SOMPOひまわり生命保険株式会社 高崎信用金庫
特定非営利活動法人

男女平等推進協会えちぜん

一般社団法人全国地方銀行協会 株式会社ダイアン・サービス 特定非営利活動法人高崎ネットワーク 一般財団法人地域活性化センター

センターピア株式会社 株式会社ダイイチ
株式会社TAKATA PAPER 

PRODUCTS
株式会社地域環境計画

仙台高等専門学校 第一交通産業株式会社 株式会社タカミエンジ 合同会社地域計画

学校法人先端教育機構
事業構想大学院大学

株式会社第四銀行 高山信用金庫 公益財団法人地球環境戦略研究機関

創価大学SDGs推進センター 株式会社だいしん総合研究所 株式会社ダク・エンタープライズ 認定NPO法人地球市民の会

株式会社ソーイング竹内 株式会社Ｔａｉｓｅｉ 株式会社竹中工務店 株式会社チクマ

ソーシャルアクションカンパニー株式会社 大成建設株式会社 株式会社竹屋旅館 株式会社地圏環境テクノロジー

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ
一般社団法人第二種金融商品

取引業協会
但馬信用金庫 株式会社知識経営研究所

一般社団法人ソーシャルプロダクツ
普及推進協会

一般社団法人第二地方銀行協会 株式会社ダスキン
一般社団法人知識流動システム

研究所

ソーシャルモビリティ株式会社 大日本コンサルタント株式会社 株式会社タニタヘルスリンク 知多信用金庫

一般社団法人ソシオデザイン 大日本印刷株式会社 たねやグループ 株式会社千葉銀行



三号会員（民間企業等）８／１３ （令和2年3月末日現在）

株式会社千葉興業銀行 株式会社テラ・コーポレーション 東京島しょ農業協同小笠原父島支店 一般財団法人都市みらい推進機構

株式会社地方創生テクノロジーラボ 株式会社テレコメディア
国立学校法人東京農工大学
農学府 途上地域人口社会学・
環境地域社会学研究室

公益財団法人都市緑化機構

株式会社中京銀行 株式会社電通 一般社団法人投資信託協会 戸田建設株式会社

株式会社中国銀行 株式会社電通九州 東商化学株式会社
一般社団法人特化エキスパート

推進協議会

株式会社中電工 有限会社トアシステム 東武トップツアーズ株式会社 株式会社特許デイタセンター

株式会社ちよだ製作所 東海大学グローバル推進本部 株式会社東邦銀行 公立鳥取環境大学

株式会社辻屋本店 株式会社東急エージェンシープロミックス 東邦レオ株式会社 鳥取信用金庫

株式会社土屋ホームトピア 株式会社東急総合研究所 東洋エンジニアリング株式会社 凸版印刷株式会社

TIS株式会社 株式会社東急不動産Ｒ＆Ｄセンター 東和フードサービス株式会社 株式会社ＴＯＮＥＧＡＷＡ

ＤＩＣ株式会社 株式会社東京海上研究所 株式会社トーケン 飛島建設株式会社

株式会社TSKパートナーズ 東京海上日動火災保険株式会社 株式会社トーハン トミタプロデュース株式会社

株式会社TBM 東京ガス株式会社 有限責任監査法人トーマツ 株式会社富山環境整備

株式会社tvkコミュニケーションズ 一般社団法人東京スポーツクロスラボ 徳山産業株式会社 豊田TRIKE株式会社

株式会社テクノシステム 公益社団法人東京青年会議所 一般社団法人都市環境エネルギー協会 株式会社トラストバンク

株式会社テックコーポレーション 東京建物株式会社 独立行政法人都市再生機構
有限会社トランズパシフィック

エンタープライズ



三号会員（民間企業等）９／１３ （令和2年3月末日現在）

一般財団法人ドリーム夜さ来い祭り
グローバル振興財団

奈良信用金庫 一般社団法人日本医食促進協会 一般社団法人日本経営協会

杜陵高速印刷株式会社 株式会社南西環境研究所 一般社団法人日本印刷産業連合会 一般社団法人日本経営士会

株式会社トレードオン 認定NPO法人新潟NPO協会 一般財団法人日本ウエルネス協会 一般社団法人日本経済団体連合会

株式会社Drop 新潟信用金庫 一般社団法人日本SDGs協会 地方共同法人日本下水道事業団

株式会社ナイトレイ 西松建設株式会社
一般財団法人日本エネルギー

経済研究所
公益財団法人日本下水道新技術機構

国立大学法人長崎大学 株式会社日電鉄工所 一般社団法人日本オーニング協会 一般社団法人日本公園緑地協会

株式会社中沢ヴィレッジ 株式会社日経ＢＰ社 NPO法人 日本海国際交流センター 公益社団法人日本交通計画協会

長野県信用組合 株式会社日建設計総合研究所 一般社団法人日本化学工業協会 一般財団法人日本国際協力システム

中野製薬株式会社 日興美術株式会社 一般社団法人日本ガス協会 一般社団法人日本国際経済開発機構

株式会社中村商事 株式会社日水コン 公益財団法人日本環境協会 特定非営利活動法人日本子守唄協会

株式会社中村製材所 日鉄エンジニアリング株式会社 株式会社日本環境調査研究所
一般社団法人 日本サスティナブル・コミッ

ティー

長和不動産株式会社 日東電工株式会社 日本管財株式会社 日本治水販売株式会社

株式会社名古屋銀行 日発販売株式会社 一般社団法人日本機械工業連合会 一般社団法人日本自動車会議所

一般社団法人ナショナルパークスジャパン
特定非営利活動法人日本アーティスト

協会
一般社団法人日本技術者連盟 公益財団法人日本修学旅行協会

公益社団法人奈良市観光協会 一般社団法人日本IR協会
一般社団法人日本grow wellness

協会
日本証券業協会
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日本星海株式会社 一般社団法人日本保険仲立人協会 株式会社萩原 株式会社パルコ

日本生活協同組合連合会 二本松信用金庫 株式会社白寿生科学研究所 株式会社パル・コーポレーション

日本制震システム株式会社
日本マネジメント総合研究所合同会社

（JMRI, LLC.）
株式会社博進堂 株式会社ピーアールセンター

公益社団法人日本青年会議所 日本ミクニヤ株式会社 株式会社博報堂 PSA株式会社

日本生命保険相互会社 一般社団法人日本未来エネルギー会議所 パシフィックコンサルタンツ株式会社 一般社団法人PMI日本支部

株式会社日本総険 日本ユニシス株式会社 株式会社パソナグループ 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン

一般財団法人日本総合研究所
一般社団法人日本リユース・リサイクル回収

事業者組合
株式会社八十二銀行 ＰｗＣコンサルティング合同会社

一般社団法人日本損害保険協会 株式会社日本旅行 八幡信用金庫 一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター

一般社団法人日本茶アンバサダー協会 NPO法人認知症予防サポートげんきの森 ハッチ・クリエイト・ワークス株式会社 一般社団法人東日本未来都市研究会

日本電気株式会社 株式会社ヌールエデザイン総合研究所 株式会社花・色・デザイン研究所 株式会社光パスコミュニケーションズ

一般社団法人日本ヒートアイランド対策協議
会

株式会社Nexus
パナソニックシステムソリューションズジャパン株

式会社
株式会社肥後銀行

一般財団法人日本品質保証機構
一般財団法人都市農山漁村交流活性化機

構
浜松磐田信用金庫 株式会社ビジネスコンサルタント

特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・
プランナーズ協会

株式会社ノースエレメンツ 早川都市計画株式会社 株式会社ビジネスマーケット
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株式会社ビジョナリー・デザイン 株式会社ファンドレックス 特定非営利活動法人プラチナ・ギルドの会 北陸電気工事株式会社

Vison Planner株式会社 笛木醤油株式会社 株式会社プリプレス・センター 北陸ポートサービス株式会社

一般社団法人ひたちなか青年会議所 合同会社Felice 一般社団法人ブルーオーシャン機構 公益財団法人北海道環境財団

株式会社日比谷アメニス 特定非営利活動法人フォーエヴァーグリーン フルカイテン株式会社 株式会社北海道銀行

株式会社百森 株式会社福岡銀行 株式会社フルタイムシステム
特定非営利活動法人ホトニクスワールドコン

ソーシアム

ビューローベリタスジャパン株式会社 福島信用金庫 株式会社ブレインワークス 株式会社POPER

枚方信用金庫 福田農機株式会社 株式会社プロフェッショナル・ネットワークス 株式会社堀江商会

ヒルトップ・キャピタル株式会社 株式会社福地建装 株式会社分析屋 株式会社ポリテック・エイディディ

株式会社広尾フューチャーコンサルティング 株式会社福山コンサルタント 株式会社ベンリーコーポレーション 株式会社ホリプロ

株式会社広島銀行 富士ゼロックス株式会社
学校法人法政大学 デザイン工学部 川久保

研究室
株式会社ボルテックス

株式会社ファーストステーション 富士大学 北星株式会社
公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパー

ク

株式会社ファーストデコ 富士通株式会社 北星信用金庫 株式会社翻訳センター

株式会社ファームシップ 株式会社フジデン 株式会社北洋銀行 一般社団法人マーチング委員会

株式会社ファームフェス 藤森エンタープライズ株式会社 株式会社北陸銀行 株式会社マイスター60

株式会社ファインテック 普譽株式会社 北陸グリーンボンド株式会社
独立行政法人国立高等専門学校機構舞

鶴工業高等専門学校
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特定非営利活動法人まちづくりJAPAN 株式会社三井住友銀行 宮崎電力株式会社 株式会社メルカリ

一般社団法人まち・文化研究所 三井住友信託銀行株式会社 株式会社ミヤプロ 株式会社メンテックカンザイ

有限会社マツエイ 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 有限会社宮本興産 株式会社モノファクトリー

マッシュトレーディング株式会社 株式会社三井物産戦略研究所 一般社団法人みらい紀行 モバイルソリューション株式会社

松本信用金庫
株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューション

ズ
一般社団法人未来技術推進協会 モリトジャパン株式会社

株式会社マルヰ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 公益財団法人未来工学研究所 株式会社諸岡

丸重製紙企業組合 御津電子株式会社 株式会社ミライノラボ 八洲建設株式会社

株式会社マルハチ村松 三菱地所株式会社 一般財団法人民間都市開発推進機構 ヤフー株式会社

株式会社ミカサ 三菱自動車工業株式会社 一般財団法人民主音楽協会 株式会社山形銀行

美津濃株式会社 株式会社三菱総合研究所 公益財団法人みんなの夢をかなえる会 株式会社山下PMC

株式会社みずほ銀行 水戸証券株式会社 株式会社MUSASHINO 公益財団法人山種美術財団

みずほ総合研究所株式会社 一般社団法人緑の循環認証会議 株式会社武蔵野銀行 山本化学工業株式会社

株式会社ミチクリエイティブシティデザイナーズ 一般財団法人みなと総合研究財団
一般社団法人むろらん100年建造物保存活

用会
社会福祉法人悠久会

三井E&S環境エンジニアリング株式会社 株式会社ミナモト建築工房 mundo株式会社 株式会社ユース

三井住友海上火災保険株式会社 株式会社宮城衛生環境公社 株式会社明新社 株式会社ゆうちょ銀行
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株式会社ユコラ 株式会社読売新聞東京本社 レオン自動機株式会社 株式会社YMFG ZONEプラニング

ユタコロジー株式会社 株式会社LIFULL REXARD JAPAN株式会社 株式会社WOWOW

特定非営利活動法人ユニグラウンド LINE株式会社 株式会社Record China 若築建設株式会社

ユニバーサルエコロジー株式会社 有限会社ラウンドテーブルコム
特定非営利活動法人レジェンダリークラシック

クラブ
株式会社早稲田大学アカデミックソリューショ

ン

株式会社ユニバーサルコムピューターシステム 株式会社LastRoots 株式会社レセルカーダ

一般社団法人ユニバーサルヘルプカード協会 リアルワールドゲームス株式会社 株式会社レックス・インターナショナル

株式会社ユニパック 株式会社リコー 特定非営利活動法人REDS湘南

株式会社横田アソシエイツ リコージャパン株式会社 READYFOR株式会社

株式会社横浜環境デザイン 株式会社りそなホールディングス 一般社団法人ローカルSDGsネットワーク

株式会社横浜銀行 リタワークス株式会社 株式会社ローカルファースト研究所

横浜ゴム株式会社平塚製造所
立正大学 地球環境科学部 環境管理情

報学研究室
株式会社ローザ特殊化粧料

横浜市資源リサイクル事業協同組合 学校法人立命館 株式会社ローソン

公益財団法人横浜市体育協会 リニューアルファスト合同会社 株式会社ロスフィー

株式会社横浜フリエスポーツクラブ リバイタル・フォース株式会社 株式会社WORK SMILE LABO

吉本興業株式会社 特定非営利活動法人ReBit Wolrd Road株式会社


