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地方創生SDGs官民連携プラットフォーム会員数（2021年12月31日時点）

⚫ 地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム会員数：6,183 団体

※3号会員の業種については、各企業団体から申告のあったものを基本としています。
その他については「帝国データバンク 産業分類表」を参考としています。

地方公共団体（１号会員）：1,034団体

民間企業等（３号会員）：5,133団体

関係省庁（２号会員）：16機関

○地域別

○人口規模別（都道府県を除く）

会員数 加入率 全自治体数

北海道 79 43.9% 180

東北 127 54.5% 233

関東 197 61.0% 323

北陸 57 67.1% 85

中部 156 65.0% 240

近畿 145 62.0% 234

中国 70 62.5% 112

四国 49 49.5% 99

九州 135 56.3% 240

沖縄 19 45.2% 42

合計 1,034 57.8% 1,788

人口 会員数 加入率
全自治体数

※都道府県除く

50万以上 30 85.7% 35

10万以上 195 78.9% 247

5万以上 203 77.5% 262

5千以上 486 52.3% 929

5千未満 73 27.2% 268

業種区分 会員数 業種区分 会員数
社団法人、

527 製造業 670 
財団法人

NPO・NGO 502 
卸売・小売業、

293 
飲食店

大学・教育機関・
141 金融・保険業 249 

研究機関・国機関等

農業 30 不動産業 58 

林業、狩猟業 7 運輸・通信業 185 

漁業 8 
電気・ガス・水道

59 
・熱供給業

鉱業 4 サービス業 1,373

建設業 213 その他 814 

合計 5,133 

内閣府 総務省 財務省

厚生労働省 外務省 農林水産省

文部科学省 経済産業省 国土交通省

環境省 他
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北海道地方 北海道

北海道 札幌市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 岩見沢市 苫小牧市 美唄市

芦別市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 根室市 千歳市 滝川市 砂川市 富良野市

登別市 恵庭市 伊達市 石狩市 北斗市 松前町 八雲町 長万部町 上ノ国町 厚沢部町

黒松内町 蘭越町 ニセコ町 喜茂別町 京極町 倶知安町 岩内町 泊村 神恵内村 古平町

仁木町 余市町 赤井川村 南幌町 長沼町 妹背牛町 北竜町 沼田町 東川町 美瑛町

上富良野町 剣淵町 下川町 増毛町 猿払村 幌延町 津別町 斜里町 湧別町 西興部村

厚真町 洞爺湖町 浦河町 様似町 新ひだか町 音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町 清水町

更別村 大樹町 池田町 浦幌町 釧路町 厚岸町 標茶町 弟子屈町 白糠町

東北地方

青森県
青森県 青森市 弘前市 八戸市 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 つがる市 平川市

深浦町 藤崎町 鶴田町 東北町 六ヶ所村 佐井村 田子町 南部町

岩手県
岩手県 盛岡市 宮古市 大船渡市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜石市

八幡平市 奥州市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町 西和賀町 金ケ崎町

平泉町 住田町 山田町 岩泉町 一戸町

宮城県
宮城県 仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 角田市 岩沼市 登米市

栗原市 東松島市 大崎市 富谷市 亘理町 大和町

秋田県
秋田県 秋田市 能代市 湯沢市 鹿角市 潟上市 北秋田市 にかほ市 仙北市 小坂町

三種町 大潟村 羽後町

山形県
山形県 米沢市 鶴岡市 酒田市 上山市 長井市 天童市 東根市 南陽市 朝日町

鮭川村 高畠町 小国町 飯豊町 三川町

福島県

福島県 福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 喜多方市 二本松市 田村市

南相馬市 伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 大玉村 鏡石町 天栄村 南会津町

西会津町 猪苗代町 柳津町 金山町 昭和村 会津美里町 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町

棚倉町 石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町 三春町 小野町 新地町 飯舘村

関東地方

茨城県
茨城県 水戸市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 高萩市

笠間市 取手市 つくば市 ひたちなか市 守谷市 筑西市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市

行方市 つくばみらい市 小美玉市 東海村 美浦村 阿見町 八千代町 境町

栃木県
栃木県 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市

矢板市 那須塩原市 下野市 上三川町 茂木町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町

群馬県
群馬県 桐生市 伊勢崎市 沼田市 館林市 渋川市 富岡市 安中市 みどり市 上野村

下仁田町 長野原町 嬬恋村 みなかみ町 板倉町 千代田町 邑楽町

埼玉県

埼玉県 さいたま市 川越市 熊谷市 川口市 行田市 秩父市 所沢市 飯能市 加須市

本庄市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 上尾市 越谷市 蕨市 戸田市

入間市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市

坂戸市 日高市 吉川市 ふじみ野市 白岡市 伊奈町 三芳町 毛呂山町 嵐山町 小川町

小鹿野町 美里町 神川町 上里町 寄居町 松伏町

千葉県

千葉県 千葉市 船橋市 館山市 木更津市 松戸市 茂原市 旭市 習志野市 柏市

勝浦市 市原市 流山市 八千代市 君津市 浦安市 四街道市 印西市 白井市 富里市

匝瑳市 香取市 山武市 いすみ市 大網白里市 栄町 神崎町 多古町 芝山町 睦沢町

長南町 鋸南町

東京都
東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 墨田区 江東区 豊島区 荒川区 板橋区

足立区 江戸川区 武蔵野市 青梅市 府中市 調布市 町田市 日野市 国分寺市 狛江市

東大和市 清瀬市 稲城市 西東京市 小笠原村

神奈川県
神奈川県 横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市

逗子市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 南足柄市 綾瀬市 寒川町 大磯町 二宮町

中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 真鶴町 湯河原町 愛川町 清川村
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北陸地方

新潟県
新潟県 新潟市 長岡市 三条市 柏崎市 新発田市 小千谷市 加茂市 十日町市 見附市

村上市 燕市 糸魚川市 妙高市 上越市 阿賀野市 佐渡市 南魚沼市 聖籠町 阿賀町

津南町

富山県 富山県 富山市 高岡市 魚津市 氷見市 砺波市 小矢部市 南砺市 射水市

石川県
石川県 金沢市 小松市 輪島市 珠洲市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 能美市

志賀町 宝達志水町 中能登町 穴水町 能登町

福井県
福井県 福井市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 坂井市 南越前町 越前町

高浜町 若狭町

中部地方

山梨県
山梨県 甲府市 都留市 山梨市 大月市 北杜市 甲斐市 笛吹市 甲州市 早川町

道志村

長野県

長野県 長野市 松本市 上田市 岡谷市 飯田市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市

駒ヶ根市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 小海町

軽井沢町 下諏訪町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 松川町 高森町 根羽村 喬木村 上松町

木曽町 木島平村 飯綱町

岐阜県

岐阜県 岐阜市 大垣市 高山市 多治見市 関市 中津川市 美濃市 瑞浪市 羽島市

恵那市 美濃加茂市 土岐市 各務原市 可児市 山県市 瑞穂市 飛騨市 本巣市 郡上市

下呂市 海津市 岐南町 笠松町 養老町 垂井町 関ケ原町 神戸町 輪之内町 安八町

揖斐川町 大野町 池田町 北方町 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町

東白川村 御嵩町 白川村

静岡県
静岡県 静岡市 浜松市 沼津市 三島市 富士宮市 伊東市 島田市 富士市 磐田市

焼津市 掛川市 御殿場市 袋井市 下田市 裾野市 湖西市 菊川市 南伊豆町 松崎町

清水町 小山町 森町

愛知県

愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市

碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市

稲沢市 新城市 東海市 大府市 知多市 知立市 尾張旭市 岩倉市 豊明市 日進市

田原市 愛西市 清須市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市 大口町 大治町 阿久比町

東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 幸田町 設楽町

近畿地方

三重県
三重県 津市 四日市市 伊勢市 桑名市 鈴鹿市 名張市 尾鷲市 いなべ市 志摩市

伊賀市 東員町 川越町 多気町 明和町 玉城町 紀宝町

滋賀県
滋賀県 大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 野洲市 湖南市

高島市 東近江市 米原市 日野町 竜王町 愛荘町 多賀町

京都府
京都府 京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 亀岡市 城陽市 八幡市 京田辺市

京丹後市 木津川市 久御山町 笠置町 南山城村 京丹波町 与謝野町

大阪府

大阪府 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 守口市

枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 柏原市

羽曳野市 門真市 摂津市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 交野市 大阪狭山市 阪南市 島本町

能勢町 熊取町 太子町 河南町

兵庫県
兵庫県 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 加古川市 西脇市 三木市

高砂市 川西市 小野市 三田市 加西市 丹波篠山市 養父市 丹波市 南あわじ市 朝来市

宍粟市 加東市 たつの市 多可町 稲美町 播磨町

奈良県
奈良県 奈良市 大和高田市 天理市 橿原市 桜井市 御所市 生駒市 山添村 三郷町

斑鳩町 安堵町 三宅町 田原本町 曽爾村 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町

黒滝村 十津川村 下北山村 上北山村 川上村

和歌山県 和歌山県 和歌山市 橋本市 田辺市 紀の川市 かつらぎ町 高野町 広川町 那智勝浦町
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中国地方

鳥取県
鳥取県 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 智頭町 湯梨浜町 琴浦町 北栄町 南部町

日南町 江府町

島根県
島根県 松江市 浜田市 出雲市 益田市 安来市 江津市 雲南市 邑南町 津和野町

吉賀町 海士町 隠岐の島町

岡山県
岡山県 岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 井原市 総社市 高梁市 新見市 備前市

瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市 浅口市 勝央町 西粟倉村 吉備中央町

広島県
広島県 広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 三次市 庄原市 東広島市

安芸高田市 熊野町 安芸太田町 北広島町 大崎上島町 神石高原町

山口県
山口県 宇部市 萩市 防府市 光市 美祢市 周南市 山陽小野田市 和木町 田布施町

阿武町

四国地方

徳島県
徳島県 徳島市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 上勝町 那賀町 美波町 松茂町

上板町

香川県 香川県 高松市 丸亀市 坂出市 善通寺市 三豊市 土庄町 小豆島町 琴平町

愛媛県
愛媛県 松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市

西予市 東温市 上島町 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 松野町

高知県
高知県 高知市 南国市 須崎市 香南市 香美市 本山町 土佐町 大川村 中土佐町

梼原町

九州地方

福岡県

福岡県 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 直方市 田川市 八女市 筑後市 大川市

豊前市 小郡市 宗像市 太宰府市 古賀市 福津市 うきは市 宮若市 糸島市 芦屋町

水巻町 岡垣町 小竹町 鞍手町 香春町 川崎町 苅田町 吉富町 上毛町

佐賀県
佐賀県 佐賀市 唐津市 鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市 小城市 嬉野市 神埼市

吉野ヶ里町 みやき町 玄海町 有田町 大町町 白石町 太良町

長崎県
長崎県 長崎市 佐世保市 島原市 大村市 平戸市 対馬市 壱岐市 五島市 雲仙市

波佐見町 新上五島町

熊本県

熊本県 熊本市 八代市 人吉市 荒尾市 水俣市 玉名市 山鹿市 菊池市 宇土市

宇城市 阿蘇市 天草市 南関町 菊陽町 小国町 高森町 西原村 南阿蘇村 御船町

益城町 甲佐町 山都町 氷川町 津奈木町 湯前町 山江村 球磨村

大分県
大分県 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市

宇佐市 豊後大野市 由布市

宮崎県
宮崎県 宮崎市 延岡市 日南市 日向市 串間市 西都市 三股町 国富町 高鍋町

新富町 西米良村 川南町 椎葉村

鹿児島県

鹿児島県 鹿児島市 鹿屋市 阿久根市 出水市 垂水市 薩摩川内市 日置市 霧島市 志布志市

奄美市 南九州市 姶良市 三島村 さつま町 大崎町 南種子町 瀬戸内町 徳之島町 天城町

伊仙町 和泊町

沖縄地方 沖縄県
沖縄県 那覇市 宜野湾市 浦添市 糸満市 沖縄市 豊見城市 うるま市 宮古島市 南城市

本部町 恩納村 読谷村 北中城村 西原町 与那原町 南風原町 久米島町 八重瀬町
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Earth Company 命の水 SDGｓ17レンジャー 環境未来フォーラム

Arts and Sports for Everyone inochi未来プロジェクト エネジット がんと働く応援団

アーツシード京都 インドネシア教育振興会 愛媛県観光物産協会 カンボジア人支援協会

アーバニスト VANCOLLAR ELLY 官民共創未来コンソーシアム

ＲＡＦ ウインワークス エンターテインメントXR協会 企業人材協働協会

RCF ウーマンイノベーション おいしい防災塾 吉備高原オープンイノベーション協会

IoT3R®協会 WOMAN TO WORK協会
大阪湾環境再生研究・
国際人材育成コンソーシアム・コア

キメラユニオン

愛楽圓 ウェルネスインバウンド協会 オープンガバメント・コンソーシアム 九州通訳・翻訳者・ガイド協会

秋田県SDGs協会 海の学校 オール・ニッポン・レノベーション 教育ソリューション研究協議会

あきた地球環境会議 WOLFING 岡山経済同友会 京都市役所前相続支援協会

アジアパシフィックアライアンス 運輸デジタルビジネス協議会 沖縄ＣＯ２削減推進協議会 京都スマートシティ推進協議会

安土 ＨＣＩＣヘルスケア産業従事者協会 奥むさし飯能観光協会 Ｋｕｋｕｒｕ

あとり技芸向上支援協会 エコステージ協会 おしかリンク グッドラック

アニマルバスウェイと野生生物の会 エシカル協会 おとのもり芸術文化振興協会 くまお

アニメツーリズム協会 S.E.A 鬼ごっこ協会 熊野レストレーション

ありがとう ＳＧＳＧ OHANA グラミン日本

ありがとうの種 SDGsアントレプレナーズ 海外コンサルタンツ協会 ClearWaterProject

安心安全インターネット塾 SDGs活動支援センター CounseLink協会 クリエイティブ・ソーシャルワーカーズ・ジャポン

And Earth SDGｓサポート 香川経済同友会 群馬県防犯設備協会

イエローピンプロジェクト SDGs市民社会ネットワーク 家財整理相談窓口 ぐんま資源エネルギー循環推進協会

いきいきファーム立江（Farm19） SDGs推進士業協会 かたつむり GainJapan

いきいきライフ協会名古屋 SDGｓ大学 カピオンエデュケーションズ Get in touch

生きづらさインクルーシブデザイン工房 ＳＤＧｓヒーローズ 川崎青年会議所 健康支援ネット

イクレイ日本 SDGsビジネス総合研究所 環境エネルギー事業協会 コ・イノベーション研究所

いしかわエネルギーマネジメント協会 SDGs×マンガのチカラ 環境演出家協会 公園からの健康づくりネット

移住・交流推進機構（JOIN） SDGs未来投資研究所 環境パートナーシップ会議 高齢者住まいアドバイザー協会

市房山源流水基地 SDGsマネジメント 環境・文化創造機構 コーズデザイン
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GOTO2025プロジェクト the-organic SINKa 全国地方銀行協会

五感脳トレーニング協会 しかく シンク・ジ・アース 全国古家再生推進協議会

国際海洋資源エネルギー利活用推進コンソーシアム 四国ツーリズム創造機構 新経済連盟 全日本ピアノ指導者協会

国際バイオマスセンター 事故ゼロ・フォーラム 信州アルプス大学校 全日本ヨガ連盟

国土政策研究会 仕事と治療の両立支援ネットーブリッジ 信託協会 ソーシャルアクション機構

こころイノベーション 四十万未来研究所 進路指導・キャリア教育支援機構 ソーシャル・インベストメント・パートナーズ

ご当地レトルトカレー協会 しずおか観光・産業戦略推進機構 水都創造パートナーズ ソーシャルプロダクツ普及推進協会

こども食堂支援機構 静岡公共政策研究所 sukasuka-ippo ソシオデザイン

コミュニケーションデザイン機構 次世代漆協会 STREET RUGBY ALLIANCE ソフトウェア協会

こもれびシティプロジェクト 下田青年会議所 スマートシティ・インスティテュート 第二種金融商品取引業協会

コンサベーション・アライアンス・ジャパン ジモット 諏訪広域脱炭素イノベーション協会 第二地方銀行協会

再エネ事業支援センター 下妻家守舎 生活困窮者自立支援全国ネットワーク DiVE.tv

災害防止研究所 社会応援ネットワーク 政策集団地域再生青森会議 タウンスペースWAKWAK

在宅栄養ケア推進基金 社会デザイン協会 生態系総合研究所 タコヤキ

埼玉県中小企業診断協会 ジャパン・リサイクル・アソシエーション 性と健康を考える女性専門家の会 DAC未来サポート文化事業団

埼玉県物産観光協会 Japan Innovation Network 生命保険協会 多文化社会専門職機構

サイバースマートシティ創造協議会 ジャパン・コスメティックセンター セーフティネットリンケージ ダンス教育振興連盟JDAC

South-Heart ジャパン・レンタル・アソシエーション 世界遺産平泉・一関DMO 地域観光研究所

さがんさが JARTA ＺＥＨ推進協議会 地域公益推進機構

サステイナビリティ人材開発機構 首都圏産業活性化協会 瀬戸内海エコツーリズム協議会 地域資源活用推進協会

サスティナビリティセンター 生涯活躍のまち推進協議会 ゼブ推進協議会 地域社会活性化支援機構

サステイナブル・サポート 障がい者自立推進機構 ゼロ・ウェイスト・ジャパン 地域情報共創センター

サステナブルコミュニティ共創機構 障がい者スポーツ普及推進プロジェクト 全国銀行協会 地域人財基盤

サステナブル・ビジネス・ハブ 食農健 全国古民家再生協会 地域力研究所

さっぽろイノベーションラボ 食の拠点推進機構 全国信用金庫協会 地域連携ネットワークみえ

CDP Worldwide-Japan 助成金人事労務支援協会 全国信用組合中央協会 Checkitout

Shien 非営利型Silva 全国地域生活支援機構【JLSA】
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痴漢抑止活動センター 日本ＲＰＦ工業会 日本国際広報戦略機構 日本PVプランナー協会

地球温暖化防止全国ネット 日本IR協会 日本ゴルフ場経営者協会 日本ヒートアイランド対策協議会

知識流動システム研究所 日本暗号資産ビジネス協会 日本サスティナブル・コミッティー 日本疲労メンテナンス協会

千葉県商工会議所連合会 日本医食促進協会 日本産後ケア協会 日本福祉環境整備機構

地方創生グローカル推進機構 日本印刷産業連合会 日本CHRO協会 日本福祉協議機構

地方創生サポート協会・栄え塾 日本ウェブアクセシビリティ協会 日本CFO協会 日本ブロックチェーン協会

地方創生パートナーズネットワーク 日本SDGs協会 日本CLO協会 日本ボイラ協会

チャーミングケア 日本MOT振興協会 日本施設管理運営協会 日本保険仲立人協会

中部福祉振興協会 日本オーニング協会 日本自動車会議所 日本未来エネルギー会議所

データクレイドル 日本快眠協会 日本ジビエ振興協会 日本木質バイオマスエネルギー協会

伝統文化みらい協会 日本化学工業協会 日本女性起業家支援協会 日本木造耐火建築協会

東京スポーツクロスラボ 日本ガス協会 日本スタートアップ支援協会 日本モバイル建築協会

東京築地目利き協会 日本癌医療翻訳アソシエイツ（JAMT） 日本スポーツインテグリティ機構 日本UD観光協会

投資信託協会 日本観光文化協会 日本スポーツツーリズム推進機構 日本リユース・リサイクル回収事業者組合

遠野市観光協会 日本機械工業連合会 日本セキュリティ振興協会 日本ワークパフォーマンス協会

遠野みらい創りカレッジ 日本技術者連盟 日本相続知財センター札幌 日本ワーケーション協会

十勝うらほろ樂舎 日本教育情報化振興会 日本ソーシャルキャピタル協会 認知エアロビクス協会

徳島地域エネルギー 日本クリケット協会 日本損害保険協会 願いのくるま

都市環境エネルギー協会 日本grow wellness協会 日本茶アンバサダー協会 Next Commons Lab

特化エキスパート推進協議会 日本グローバル演劇教育協会 日本中小企業金融サポート機構 熱意ある地方創生ベンチャー連合

ドリームマップ普及協会 日本経営協会 日本手作りコスメ協会 農福連携自然栽培パーティ全国協議会

DroneAI技術研究機構 日本経営士会 日本動画協会 野毛坂グローカル

長瀞町観光協会 日本経済団体連合会 日本農業情報システム協会 パートナーシップ協会

ナショナルパークスジャパン 日本公園緑地協会 日本HACCP支援協会 パーマネントクリエイティブマインド

虹のねっこ 日本工芸産地協会 日本母親支援協会 HAPPY EARTH

日本オンラインゲーム協会 日本国際経済開発機構 日本販路コーディネータ協会 Publitech
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PMI日本支部 防災安全協会 明和観光商社 国際人材革新機構

PL研究学会 防災機器検査協会 more trees 国土緑化推進機構

ＰＬ対策推進協議会 防災ジオラマ推進ネットワーク モバイルラッコ隊 Civic Force（緊急即応チーム）

BC-ROBOP 海岸工学会 HOMEステーション 八ヶ岳ツーリズムマネジメント 新化学技術推進協会

ピースボート災害支援センター ポリウレア普及協会 山口県観光連盟 長寿社会文化協会

東彼杵ひとこともの公社 マーチング委員会 山梨県環境管理協会 東京青年会議所

東日本未来都市研究会 マジェルカ ヤマネ・いきもの研究所 奈良市観光協会

飛島学園 まち・文化研究所 ユーニノイ 日本インテリアデザイナー協会

ひたちなか青年会議所 マツリズム YOU MAKE IT 日本駆け込み寺

ビッグデータマーケティング教育推進協会 まどかこどもレグル ユニバーサルヘルプカード協会 日本環境教育フォーラム

ファインバブル産業会 真鶴未来塾 夢らくざプロジェクト 日本観光振興協会

ファストエイド 真庭観光局 ゆんたくガーデン 日本技術士会東北本部

Feel＆Sense ミス日本協会 良いお寺研究会 日本キャンプ協会

フードバンクいしのまき 水辺荘 横浜FCスポーツクラブ 日本キリスト教海外医療協力会

福祉防災コミュニティ協会 ミス・ワールド・ジャパン・埼玉 読み書き配慮 日本交通計画協会

藤野エリアマネジメント みつめる旅 Lifestyle Community協会
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・
相談員協会

ぷちでガチ 緑の循環認証会議 ラ・バルカグループ 日本青年会議所

復興支援士業ネットワーク 3710Lab リトリート 日本ユネスコ協会連盟

フミダス 三好みらい創造推進協議会 琉球フィルハーモニック 日本ロジスティクスシステム協会

BRIDGE KUMAMOTO みらい紀行 ReRoots Knots

Bridge for Fukushima 未来技術推進協会 ルートプラス マナーキッズプロジェクト

ブルーオーシャン機構 みらいキャリア研究所 Local innoventures 宮城県観光連盟

フレームワーク普及促進協会 未来のイノベーター育成アカデミー ローカルSDGsネットワーク モバイル・ホスピタル・インターナショナル

プレシャスライフ・ラボ MuU ワーケーション協会 愛知総合HEARセンター

Plenus米食文化研究所 むろらん100年建造物保存活用会 わかやまシュタイナー学園 石清水なつかしい未来創造事業団

プロフェッショナルをすべての学校に メイド・イン・サスティナブル・プロジェクト 教育演劇研究協会（劇団たんぽぽ） NHKインターナショナル
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大阪科学技術センター トランスアクト財団 岡山県産業振興財団 どうぶつ基金

大阪府青少年活動財団 ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団 海洋生物環境研究所 動物臨床医学研究所

大阪府男女共同参画推進財団 南都経済研究所 かごしま環境未来財団 動物臨床医学研究所「人と動物の会」

沖縄観光コンベンションビューロー 日本ウエルネス協会 神奈川県公園協会 都市緑化機構

沖縄県環境科学センター 日本エネルギー経済研究所 神奈川県聴覚障害者協会 とっとり県民活動活性化センター

海外通信・放送コンサルティング協力 日本GAP協会 キープ協会 日本環境協会

カルチュラルライツ 日本救護救急財団 九州経済調査協会 日本下水道新技術機構

グローバルヘルスケア財団 日本国際協力システム 京都市ユースサービス協会 日本国際育成支援機構

群馬経済研究所 日本国際財団 クロサワ育成財団 日本修学旅行協会

建築環境・省エネルギー機構 日本総合研究所 交通エコロジー・モビリティ財団 日本対がん協会

公園財団 日本品質保証機構 国際高等研究所 日本訪問看護財団

高度映像情報センター 都市農山漁村交流活性化機構 国際青少年研修協会 日本補助犬協会

コージェネレーション・エネルギー高度利用センター ヒートポンプ・蓄熱センター 国際労務管理財団（I.P.M.） 日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団

CSOネットワーク 広島県森林整備・農業振興財団 佐賀未来創造基金 日本容器包装リサイクル協会

自治体国際化協会 ベンチャーエンタープライズセンター さわやか福祉財団 ハイパーネットワーク社会研究所

ジャパンアートマイル みなと総合研究財団 滋賀県産業支援プラザ PHD協会

出版文化産業振興財団JPIC みらいこども財団 静岡県産業振興財団 ふじのくに未来財団

人材開発センター富士研修所 民間都市開発推進機構 しまね産業振興財団 ホソカワ粉体工学振興財団

仁泉指導会北九州支部 民主音楽協会 助成財団センター 北海道環境財団

仁泉指導会東京本部 モバイルスマートタウン推進財団 新産業創造研究機構 本庄早稲田国際リサーチパーク

全国学生保障援助会 RINRI SDGs推進協議会 生協総合研究所 マツダ財団

地域活性化センター ワンアース 太平洋人材交流センター 未来工学研究所

地域・教育魅力化プラットフォーム ワンネスグループ 地球環境戦略研究機関 みんなの夢をかなえる会

CHANGアジアの子供財団 AFS日本協会 ちばのＷＡ地域づくり基金 山種美術財団

電気安全環境研究所 オイスカ 地方経済総合研究所 山本能楽堂

都市みらい推進機構 大田区産業振興協会 動物環境・福祉協会Eva 横浜市スポーツ協会
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アーキペラゴ アスクネット 美しい地球環境を守るNPO オー・エイチ・ピー

Earth Communication アスデッサン うつくしまNPOネットワーク 大阪環境カウンセラー協会

アースライフネットワーク アスペエルデの会 ウッディ阿賀の会 おおぞら

アートコミュニティ アソマナ Ubdobe 岡山NPOセンター

AYINA 新しい公共のカタチthe Fourth 海の森・山の森事務局 岡山ニャンとかし隊

アイ・コラボレーション あっちこっち ウルシネクスト 隠岐しぜんむら

ICA文化事業協会 UPTREE ええうた工房 沖縄スーパービジョン研究会

ITAL アップル・シード エコロジー・アーキスケープ 親子の未来を支える会

あいちかすがいっこ 阿武山防災研究所 エコロジーオンライン オリーブの家

ITC近畿会 AMDA社会開発機構 SSAI協会 おれんじハウス

ＩＴコーディネータ協会 荒川クリーンエイド・フォーラム SMSC ＯｎＰａｌ

ＩＴサポート銀のかささぎ アンダーウオータースキルアップアカデミー SDGｓ奄美 外国人の子どものための勉強会

愛の家 アントレプレナーシップ開発センター ＳＤＧｓネットワークやまなし 海洋活動ネットワーク大阪(海守osaka）

愛夢 アンビシャス エスピーシーネットワーク かいろう基山

I Loveつづき ｅワーク愛媛 ezorock 学生交流センター

あおもりラジオくらぶ いけだエコスタッフ エティック かごしまＮＰＯ支援センター

青山デザインフォーラム 伊豆in賀茂6 NPOサポートはこだて かごしまコネクションズ

秋田たすけあいネットあゆむ 出雲市空き家相談センター エヌピーオー・フュージョン長池 Kacotam

あきたパートナーシップ 位置情報サービス研究機構 カプラー 門真フィルムコミッション

空家・空地活用サポートSAGA ing エバーラスティング・ネイチャー 河北潟湖沼研究所

アクション インターナショナル世界平和の響き えひめ高齢者ヘルスプロモーション研究会 カムイ大雪バリアフリー研究所

アクションポート横浜 インターナショナル・ラブ・フォー・オール協会 えべつ協働ねっとわーく ｃｏｌｏｒ

アジア太平洋資料センター インターネット家庭教師集団ヘルベテ えんとかく 唐津環境防災推進機構KANNE

アジアパシフィックアライアンス・ジャパン 引退馬協会 OUEN Japan 唐津Farm＆Food

あじ菜工房 インフォメーションギャップバスター おおいた環境保全フォーラム カラフル・パレット

あしたばの会 ウォーターエイドジャパン
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「環境・持続社会」研究センター きものを着る習慣をつくる協議会 クロスロード コミュニティ総合カウンセリング協会

環境自治体会議環境政策研究所 キャットセイビア くわな発達支援塾 コミュニティビジネスサポートセンター

環境市民 CAPセンター・JAPAN 芸術と遊び創造協会 コミュニティワークス

環境・地理探訪クラブ キャリア・デザイナーズ 元気お届け隊 Sa-Na・エンタープライズ

環境パートナーシップいわて キャンサーネットジャパン 公益のふるさと創り鶴岡 サービスグラント

環境パートナーシップちば きゃんどるハート 口腔健康科学ネット 災害医療ACT研究所

環境リレーションズ研究所 九州海外協力協会 コウノトリしながわ さいたまユースサポートネット

関西国際交流団体協議会 共存の森ネットワーク ゴールドリボン・ネットワーク 彩の国ウルトラプロジェクト

がんサポートコミュニティー ぎょうだ市民’Sネット 国際インフラパートナーズ 佐賀県地域生活支援ネットワーク

がんのママをささえ隊ネットワークETERNAL 
BRIDGE

京田辺シュタイナー学校 国際協力NGOセンター さがの樹エコトープSATOMORI

キーパーソン21 きょうとグリーンファンド 国際障がい者活躍社会創造協会 桜ライン311

きずなメール・プロジェクト 京都丹波・丹後ネットワーク
国際障害者スポーツ写真連絡協議会
（パラフォト）

さっぽろ福祉支援ネットあいなび

北アルプスの風 京都難病支援パッショーネ 国際地雷処理・地域復興支援の会 里山会公文名ファイブ

北九州市大連交流協会
京都府地球温暖化防止活動推進センター
（京都地球温暖化防止府民会議）

ここからＫit 里山倶楽部

北九州テクノサポート きらりびとみやしろ 心のおしゃべり音楽工房 里山コミッション

北九州ビオトープ・ネットワーク研究会 筋無力症患者会 こころのはな さんくすすまいるTEAMわかやま

キッズドア クオーレ ゴスペルエイド ３世代まちなか健康カフェサロン

キッズドア基金 くくのち 子育て支援コミュニティおふぃすパワーアップ さんどう

キッズ未来プロジェクト 草木谷を守る会 こども共育サポートセンター しあわせの種たち

キドックス 熊本県海難救助隊 Kodomo Saijo ジェン

ぎふＮＰＯセンター 久米島ホタルの会 こどもサポートクラブ東海 シオヤレクリエーションクラブ

ぎふ多胎ネット クリエイティブサポートレッツ こどもステーション山口 視覚障害者パソコンアシストネットワーク

ぎふハチドリ基金 Creating Wonderful World 子どもの森づくり推進ネットワーク 仕事人倶楽部

希望の会 great delight こまちぷらす 自助サポートセンター

希望の園 グローバルな学びのコミュニティ・留学フェローシップ コミュサーあおもり 静岡市障害者協会
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姿勢教育の孝心会 信州フォレストワーク 全国自動ドア産業振興会 チャレンジド・フェスティバル

自然体験学習支援センター しんしろドリーム荘 全国成年後見の会 Chance For All

自然体験学校 すぎとSOHOクラブ 泉京・垂井 超教育ラボラトリーInc.

持続可能な開発のための教育推進会議 Startline.net ソーシャルバリュージャパン つくし

持続可能な環境共生林業を実現する
自伐型林業推進協会
（略称：自伐型林業推進協会）

studioFLAT SOHO・アット・しずおか つどい

児童虐待防止協会 ステップ そーる ディーセントワーク・ラボ

シニアライフセラピー研究所 捨て猫をなくす会 ソシオの杜 Teach For Japan

しぶたね スフィーダ世田谷 ソレイユ・ヴェルプレット DPI日本会議

シマフクロウ・エイド スペース・アンド・タイム・クリエーション ターシック Deep People

市民活動サークルえん スペシャルオリンピックス日本・東京 大東市青少年協会 ディスカバーブルー

市民ネットすいた スポーツアカデミー ダイヤモンド・フォー・ピース Digital北海道研究会

JASH日本性の健康協会 スポーツクラブ・エスペランサ熊本 高崎ネットワーク デジタルライフサポーターズネット

ジャパン・プラットフォーム Smiley Dream ＴＨＡＰ(タップ） てのひら

シャプラニール＝市民による海外協力の会 スマイル tannely テラ・ルネッサンス

しゃらく スマイルクラブ 男女平等推進協会えちぜん 東京コミュニティスクール

１０代・２０代の妊娠SOS新宿ーキッズ＆ファミリー 須磨ユニバーサルビーチプロジェクト ダンスライフコミュニケーションズ 東京ソテリア

自遊の広場 3keys たんぽぽの丘 東京を再発見する会

JUONNETWORK 駿河地域経営支援研究所 地域活動サポートセンター柏崎 どうぞ

障害児フォーラムかごしま スローレーベル 地域ひといき 徳島に電子図書館をつくってみる会

障害者放送通信機構 青少年自立援助センター 地域福祉サポートちた 環境とくしまネットワーク

しょうがい生活支援の会すみか 性暴力被害者支援センター・ひょうご 地球ことば村・世界言語博物館 としまNPO推進協議会

湘南ビジョン研究所 セブン・ジェネレーションズ 地球市民の会 栃木アニマルセラピー協会

職業創造センター セルフ・カウンセリング普及協会 地中熱利用促進協会 とちぎ協働デザインリーグ

女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ ゼロ・ウェイストアカデミー チャイルドラインみやぎ とちぎ生涯学習研究会

自立支援ネットにいがた 全国移動サービスネットワーク チャリティーサンタ とらまる保育園
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ＮＡＯのたまご 日本公益基金人材開発センター 農商工連携サポートセンター Peace Design

ながいく 日本国際救急救助技術支援会 ハート・オブ・ゴールド ピースフィッシュ・ジャパン

長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 日本国際親善協会 はあとけあ ビタショコ

長野県NPOセンター 日本子守唄協会 パートナーシップオフィス ひだまりの丘

ながのこどもの城いきいきプロジェクト 日本社会福祉事業協会 バイオマス産業社会ネットワーク ひと・まちサポートいずみ

長野サマライズ・センター 日本水中ロボネット ハタモク北海道 ひろしまインターネット美術館

なかよし学園プロジェクト 日本セラピューティック・ケア協会 八王子市民活動協議会 びわ湖トラスト

名古屋外国人共生支援協会 日本セラプレイ協会 はちみつ 琵琶湖ローイングCLUB

難病ネットワーク 日本ゼリスケープデザイン研究協会 ハッピーベアー ファーマーズボーダー

難病のこども支援全国ネットワーク 日本セルプセンター はなみずき ファミリーコミュニケーション・ラボ

難民を助ける会 日本ハビタット協会 Hahato・co フィールホーム

新潟NPO協会 日本病院ボランティア協会 ハピタ フィランソロピーOSAKA

にこスマ九州 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 happiness ふう

nicoloop 日本ファンドレイジング協会 ＨＵＢ’ｓ ふうどばんく東北AGAIN

虹色ダイバーシティ 日本プロジェクトマネジメント協会 はままつ子育てネットワークぴっぴ フードバンク山口

日体ボート&アスレチック倶楽部 日本・米国リアルター協会 パラキャン フードバンク横浜

日中産学交流推進協議会 日本ヘルスツーリズム振興機構 バリアフリー・スポーツ・ネットワーク フードバンク和歌山

日本ガラパゴスの会 日本弁護士連合会 パルサポートキッズの会 プール・ボランティア

日本アーティスト協会 日本リユース協会 HELLOlife フェアスタートサポート

日本IDDMネットワーク 日本臨床研究支援ユニット ハロハロ フォーエヴァーグリーン

日本アセアン交流推進機構アジアンビジョン 日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会 パンゲア ふぉーらいふ

日本インクルーシブ教育研究所 認知症介護家族の会うさぎ ハンサムガーデン フォレストワン

日本エコツーリズムセンター 認知症予防サポートげんきの森 パンジー ぷかぷか

日本NPOセンター NEXTEP ピアサポートネットしぶや 福岡すまいの会

日本海国際交流センター ネクスト ピースウィンズ・ジャパン 福祉事業大輪の花
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福島就労支援センター ホームスタート・ジャパン メディア・アクセス・サポートセンター ライフ

福聚会 ホールアース研究所 もう一つのプロジェクト ライブリー

藤沢市民活動推進機構 ポケットサポート もりおかユースポート ラルゲット

ふじのくに学校給食を考える会 ぽこりっと 森づくりフォーラム ラ・レーチェ・リーグ日本

プチユナイテッドアスリートクラブ ホスピタル・プレイ協会 森の家 リトルワンズ

武道の学校 ホトニクスワールドコンソーシアム もりの家 ReBit

プラス・エデュケート ぼらんたす 杜のくまさん ReMind

プラスチックフリージャパン 本丸ネットワーク 野外遊び喜び総合研究所 RyouikuCircleはなはな

プラチナ・ギルドの会 マインドフルネス総合研究所 山の自然学クラブ 両育わーるど

フリー・ザ・チルドレン・ジャパン まち・コミュニケーション Yum! Yam! SOUL SOUP KITCHEN 旅行・観光産業機構

フリースクール木のねっこ まちづくりエージェント やんちゃ寺 リンクトゥミャンマー

プリム まちづくりJAPAN やんちゃまファミリーwith レジェンダリークラシッククラブ

ふれあいワーカーズ まちの塾freebee ゆい レスキューストックヤード

文化学習協同ネットワーク まど ゆうかり REDS湘南

ベネッセの会 ママの働き方応援隊 有機農業参入促進協議会 LOOB JAPAN

very50 丸子まちづくり協議会
Youth and United Nation Global Alliance 
(YUNGA), Japan - Awaji Youth Federation 
(AYF)

ワーカーズコレクティブてとて

ヘルスサイエンス地域国際センター 三河湾ヨット倶楽部 ユースコミュニティー ワークス・アールブリュット推進協議会

ベルビー みずきの会 ゆうらん ワークレッシュ

ヘルピングハンズアンドハーツジャパン 水辺に遊ぶ会 湯来観光地域づくり公社 ワープステイ推進協議会

保育ネットワーク・ミルク みのり ユニグラウンド World Theater Project

放課後NPOアフタースクール 三保の松原・羽衣村 ユニバーサル就労センター World Big Bonds

冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク みやぎスマートアグリ ゆめしずく わかやまNPOセンター

報徳の会・内田未来楽校 みんなだれかの仲良しの世界 よこはま里山研究所 輪合村

訪問理美容ネットワークゆうゆう 村上ohanaネット 米子ボート協会 和讃の会

Board Game Japan 明豊会 ライツオン・チルドレン わたげの会
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愛知教育大学
京都大学
調和のある地球社会研究ライトユニット

東京海洋大学 三重大学

青山学院大学経営学部高松朋史研究室 京都府立大学 東京大学 武蔵野大学

青山学院大学経営学部
中邨良樹経営情報学研究室

共立女子大学・共立女子短期大学 東京都立大学
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部
グローバル・マネジメント メジャー 鈴木研究室

秋田大学 倉敷芸術科学大学
国立東京農工大学 農学府
途上地域人口社会学・環境地域社会学研究室

山形大学

岩手大学 研究支援・産学連携センター 慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ 東京理科大学 四日市大学

宇都宮共和大学 高知大学次世代地域創造センター 徳山大学
立正大学 地球環境科学部
環境管理情報学研究室

宇都宮大学 神戸情報大学院大学 獨協大学経済学部国際環境経済学科米山ゼミ 琉球大学

愛媛大学 神戸大学 公立鳥取環境大学 琉球大学ウェルネス研究分野

大阪学院大学 国際学園星槎大学 長岡技術科学大学 龍谷大学

大阪歯科大学 埼玉医科大学 長崎大学 流通経済大学バスケットボール研究室

大阪市立大学 産業医科大学産業衛生科学科SDGs研究会 名古屋市立大学 麗澤大学

大阪大学大学院 滋賀県立大学 奈良教育大学 和歌山大学 観光学部 加藤研究室

沖縄国際大学 静岡県立大学 新潟食料農業大学 早稲田大学総長室社会連携課

金沢工業大学SDGs推進センター 信州大学 日本工業大学 伊吹幼稚園

関西大学 成安造形大学 日本経済大学 エフジェイコーポレーション合同会社

関西学院大学 聖心女子大学グローバル共生研究所 八戸工業大学 桜花学園高等学校

神田外語大学 専修大学 花園大学 OCA大阪デザイン＆IT専門学校

岐阜聖徳学園大学・
岐阜聖徳学園大学短期大学部

先端教育機構 事業構想大学院大学 広島工業大学 角川ドワンゴ学園

岐阜女子大学 創価大学SDGs推進センター 広島市立大学 櫛渕学園

九州共立大学
玉川大学工学部
マネジメント・コントロール研究室

福井県立大学 神戸学院

九州女子大学・九州女子短期大学 千葉商科大学 福島大学 G'sACADEMY

享栄学園鈴鹿大学 中部大学ESDエコマネーチーム 福山市立大学 四條畷学園高等学校

享栄学園鈴鹿大学短期大学部 天理大学 富士大学 Shinonome

京都先端科学大学 東海国立大学機構岐阜大学地域協学センター 文京学院大学 正則学園高等学校

京都女子大学 東海大学グローバル推進本部 法政大学 デザイン工学部 川久保研究室 仙台高等専門学校
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大学・教育機関・研究機関・国機関等(2/2) 農業

創志学園 クラーク記念国際高等学校
摩耶福祉会幼保連携型認定こども園
るんびにこどもえん

アグリ創研 ファームフェス

DIVE INTO CODE ライフバランスマネジメント研究所 アグリトリオ マッシュトレーディング

名古屋国際中学校・高等学校 リッツ総合研究所 浅小井農園 遊士屋

母の会 岩手県工業技術センター 新垣養蜂園 吉川農園

原田学園 沖縄振興開発金融公庫 石田牧場 Root

光ヶ丘女子高等学校 科学技術振興機構 inaho

ふじやま国際学院 神奈川県立産業技術総合研究所 イング総合計画

舞鶴工業高等専門学校 建築研究所 大江ノ郷自然牧場

Manai Enterprise 国際協力機構 緒方エッグファーム

まんまプレイス/めぐみと森のようちえん 国立環境研究所 Kamakura Industries

明星中学校・高等学校 産業技術総合研究所 神田酪農

森教育学園岡山学芸館高等学校 新エネルギー・産業技術総合開発機構 さかうえ

立命館 森林研究・整備機構 佐藤農園

ABRI 中小企業基盤整備機構 東北本部 さんさん山城

エブリプラン 都市再生機構 ジャングルデリバリー

成蹊学園サステナビリティ教育研究センター 山口県産業技術センター 鈴生

デジタルハリウッド ストロベリーファーム

東急不動産Ｒ＆Ｄセンター スバックテクノロジーズ

東京理科大学イノベーション・キャピタル スマートアグリ・リレーションズ

東京理科大学インベストメント・マネジメント 誠晃

東北大学災害科学国際研究所 ティエラポニカ

ヌールエ デザイン総合研究所
東京島しょ農業協同小笠原父
島支店

農業・食品産業技術総合研究機構 東レ建設

ヒューマノーム研究所 農援隊

マトリクソーム ファームシップ
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林業、狩猟業 建設業(1/3)

woodinfo アースシグナル エネルギープロダクト キューオキ佐賀

三謳 ＩＤＥＣシステムズ＆コントロールズ エバーフィールド キューオキ長崎

柴田産業 淺沼組 戎工務店 九電工

住友林業 旭鉄工 海老根建設 協伸電機

栃毛木材工業 アジア航測 FD 草野作工業

百森 Aster EVO 楠工業

マウンテンビュー アズマハウス エムジーエス 工藤建設

アツデン エリアビイジャパン 久保設備

漁業
アペックエンジニアリング エンパイオ・ホールディングス クモノス コーポレーション

新井組 オイコスジャパン クラフトバンク

FRDジャパン 安藤造園土木 応緑 グローバルハウス

エフネットダイナミクス 安藤・間 大曽根建設 ケイ・アース

ゲイト アンフィニホームズファイナンシャルトラスト 大高建設 コウセイ

Smolt 池田建設工業 大林組 光陽エンジニアリング

フィッシュ・バイオテック イズミ通信 緒方建設 興和

マツエイ 市浦ハウジング＆プランニング 奥村組 ＫＯＫＥＮ

リージョナルフィッシュ イトイグループホールディングス 小坂田建設 近藤設備

リブル 岩田地崎建設 OHANA サカイエステック

インバックス ガイック 栄組

鉱業
ヴィス かたばみ興業 ササキ

ウヱノ 門倉組 佐々木環境化学

アンヴァール WELLNEST HOME 河北 佐田建設工業

INPEX 英志屋 関西工事 佐藤渡辺

クニミネ工業 ACE 気象データシステム サンヴィレッジ

祭温 エコ・プラン 木村植物園 サンキョウ

エコラボ Kyuエンジニアリング 三五工務店

エコワークス キューオキ 三承工業
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山翠舎 大成工業 東陽住建 双葉

三和興産 ダイセキ環境ソリューション 東洋庭苑 ふたば

シアーズホーム 太陽住建 トーケン 文工業

JHS ダイワ技術サービス 戸田建設 フルテック

ＪＴＥＣＴ 大和ハウス工業 飛島建設 ブレンスタッフ

シェルター 高野ランドスケーププランニング 長瀬土建 平成建設

ジオパワーシステム タカミエンジ ナカノフドー建設 北洲

芝正園 竹中工務店 長和不動産 北土建設

柴田工業 ダイサン 新潟配電工事 北陸電気工事

清水建設 タス・アソシエイツ一級建築士事務所 西松建設 前田建設

翔飛工業 地域計画建築研究所 日本アクア 増子建築工業

正和工業 地崎道路 日本パイプクリーニング 増岡組

ショーボンド建設 中電工 野上工業 マツナガ

ＪＯＭS 中部美興 林ホールディングズ 松本配管工事

鈴木電機 つくば電気通信 原工務所 丸和建設

スマイルあわじ ツクリンク バンブー苑 ミカド電装商事

スリーピースホーム 土屋ホームトピア ビィ・エフ・クリエイト ミサワ環境技術

西濃建設 坪井工業 日比谷アメニス ミズカラ

西武造園 TKCOMPANY ファーストコーポレーション 三井E&S環境エンジニアリング

積水ハウス ティーディー フィット 三ツ井工務店

ソイルテクノロジー テラオライテック フォーバルテクノロジー 三井住友建設

相互運輸機設 東亜道路工業 福地建装 ミナモト建築工房

ソーラーワールド 東京久栄 フクモト工業 美保テクノス

SOWAサービス 東光 藤井工業 宮木建設

ダイイチ 東山園 富士グリーンテック 宮田建設

大匠建設 東邦レオ フジ建設 未来工房

大成建設 東洋エンジニアリング 富士建設
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建設業(3/3) 製造業(1/7)

村上組 アーク 朝日印刷 石川金網

メカニック アートプロセス 朝日インテック 石橋製作所

森川鑿泉工業所 アートワークス 旭エスケービー 石屋製菓

八洲建設 アーバンリサーチ 旭酒造 イズラシ

矢田工業 Arblet 旭松食品 伊勢惣

ヤハギ緑化 ＲＫＬ アシザワ・ファインテック 一倉製作所

ヤマト アールティ AssistMotion 一ノ瀬畜産

ユーコーコミュニティー RT.ワークス ASTROFLASH イデアルスター

ユニパック IHI原動機 東電化工業 伊藤印刷

ヨコソー IMV あっと 伊藤園

四日市電機 アイ-コンポロジー アテックス 伊藤製作所

四電工 アイスマン アドヴォネクスト 伊藤超短波

ラックス Isaac ANEOS イトーキ

リビエラ Ai Heart Japan アビックス イナポリ・トレイディング

Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 葵製作所 アマダ 井上染工

菱和建設 青紫蘇農場 AmaterZ イノフィス

レクシード 青海製作所 アミカテラ Innovare

レストム工法研究会 あおやサイエンス アムロン ＩＢＵＫＩ

ローバー都市建築事務所 赤阪鐵工所 アルプススチール 岩崎電気

ロスフィー 赤松化成工業 イーエスジーテクノロジーズ イワタツール

若狭工業 アクシス イーゲート industria

若築建設 アクロエッジ Eサーモジェンテック インテックス

若生工業 アコオ機工 イーラムダネット VASUジャパン

渡辺建設 アサカ理研 家's ウイングビジョン

渡会電気土木 アサヒ印刷 石垣商店 ウエイアウト
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WELCON MK開発研究所 尾畑酒造 環境創研

WALK-MATE LAB エムテクノ オプテックスグループ 環境電子

ウッドプラスチックテクノロジー エムテック オムロン 菅公学生服

ウッドワン エムラボ 小矢部精機 幹細胞＆デバイス研究所(SCAD）

ウルトラファブリックスホールディングス エルコム オルガノサーキット 季咲亭

エア・ウォーター東日本 エルティーアイ ガイア環境技術研究所 きしろ

エイジ エレファンテック 海産物のきむらや 岐セン

HRE 縁樹の糸 海千 輝創

エコウッド 塩ビ工業・環境協会 香川シームレス 北芝電機

エコシステム エンボリック 鹿児島大学発ベンチャー企業ＪＳＶ 北日本コンピューターサービス

エコデザイン オインクゲームズ 笠間製本印刷 キッツ

エコモット 近江物産 カシミール 木村鋳造所

SSP オーダーメードメデイカルリサーチ 片岡製作所 キュアテックス

ＳＭＣ 大塚産業マテリアル 門倉貿易 九州ハイテック

ＳＴＧ 大塚製薬 カネキ吉田商店 キュライオ

S-Nanotech Co-Creation 大塚製薬工場 カネパッケージ 協栄産業

エスパック 大貫工業所 カノンキュア 共栄繊維

エナジーフロント オービス 加美電子工業 京写

NSマテリアルズ オカゾエ製作所 亀岡電子 ぎょうせい

エノモト オカムラ カメヤ食品 共同テクノ

榎本機工 小川珈琲 カラフルコンテナ 協同電子工業

ＦＪコンポジット 沖縄富士通システムエンジニアリング KUREi 協同油脂

エプソン販売 オクギ製作所 川崎製作所 京都フュージョニアリング

エム・シー通商 ODD FUTURE カワシマ 共和化工

MIMC 小野薬品工業 河村電器産業 キョーユー
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清川メッキ工業 黒木鉄工所 湖北工業 三松

旭栄研磨加工 クロスフォー 小松マテーレ サンメッセ

極東開発工業 桑野造船 コモタ 山陽

キング醸造 群栄化学工業 コンクレタス 三和グランド

近計システム K&M GBP コンチネンタルフェニックス GSアライアンス

錦正工業 KKテクノロジーズ 近藤印刷 シー・ディー・エム・インターナショナル

KINP ケーラボ SIRC ジェイ・アール・エム

QUADRAC 合同会社ゲルバイオ 佐伯印刷 ＪＶＣケンウッド

クォンタムオペレーション 建ロボテック 最新レーザ技術研究センター ＪＳＴ

九鬼産業 ゴイク電池 CYBERDYNE ジェイテクト

釧路製作所 コイワイ 栄新薬 ジェネシスヘルスケア

クスカ 光波 魁半導体 敷島産業

クスノキ 神戸酒心館 サクラテック 敷島製パン

国本工業 弘和印刷 佐々木印刷 静パック

久野金属工業 ゴーダＥＭＢ サステイナブルエネルギー開発 自然免疫応用技研

久保誠電気興業 コーチョー 幸手スプリング 篠原化学

クボタ ゴールデンバーグ サッポロホールディングス しのぶや

熊本製粉 コスモテック サトウ精機 シバセ工業

海月研究所 コトブキ サトー 治部電機

クリーンベンチャー21 寿産業 ＳＡＲＡＢｉＯ温泉微生物研究所 島田電子工業

クリエイティブコーティングス コトブキシーティング 三英 島津製作所

クリエイティブテクノロジー コドモエナジー SANEI 志村精機製作所

栗原商店 コネクテックジャパン サンエー電機 シモダフランジ

クレコス コネクテッドロボティクス サンコー食品 ジャパン・ラボ

グローバル コバヤシ精密工業 サンプラスチック ジャパンメディカルデバイス
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シャボン玉石けん 住江織物 大同機工 タッチエンス

十条ケミカル セイコーインターナショナル 大同至高 Touchcard

ジュンコーポレイション セイコーエプソン 大東寝具工業 巽繊維工業所

ジョイ・ワールド・パシフィック 誠南工業 ダイナエアー タテイシ広美社

ジョリーメゾン 誠和 大日製作所 田中製作所

白鳥製薬 積水化学工業 大日本印刷 タナック

新英 セツロテック 太平洋工業 種工匠土田

新栄スクリーン ゼネシス 大豊工業 たねやグループ

新巧塗装工業 ゼネラルヒートポンプ工業 太陽化学 タマチ工業

シンセイ セルージョン 太陽工業 TAMOTSU

SHINDO センターピア 太陽堂封筒 中国醸造

新日本テック 仙代テック 大和化学工業 中和機工

シンフォニアテクノロジー セントラルユニ 大和合成 長寿乃里

JINRIKI SouGo タカイコーポレーション チヨダ工業

瑞光明 総合サービス 高千穂シラス ちよだ製作所

杉本商店 ソーイング竹内 タカハ機工 ツガワ

スクレッティング ソディック 高松帝酸 つくばテクノロジー

スズキ工業 ソノテック 髙丸工業 ツジコー

ＳＵＢＡＲＵ ダイアン・サービス 瀧川オブラート 築野食品工業

スフェラーパワー 大衛 多機能フィルター つばきHOLDINGS

Space Power Technologies ダイクレ 竹内鉄工 艶金

SPEC 大建工業 武田鉄工所 ツルオカ

スマートスターチ 大昌印刷販売 タケックス ツルヤ化成工業

スマイルロボティクス Ｔａｉｓｅｉ タケマン ＤＩＣ

住友理工 タイセー 田島軽金属 ＴＯＫ
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DG TAKANO 道南伝統食品協同組合 ナイルワークス ニイヌマ

ディーピーエス 東北工芸製作所 那賀ウッド NIKI Hillsヴィレッジ

TBM 東北ネヂ製造 ナカシマホールディングス 二軒茶屋餅角屋本店

DFC 東洋インキＳＣホールディングス ナガセ 西川精機製作所

帝人 東洋化学 中田工芸 西日本ビジネス印刷

帝人ファーマ 東洋計器 永田食品 ニシム電子工業

TYK 東洋硬化 中田製作所 日電鉄工所

データスコープ 東洋特殊印刷 中伝毛織 ニチハ

データ・テック 東和組立 中西製作所 ニチレイ

テクノポート トーコー 中沼アートスクリーン NiKKi Fron

テクノマックス南日本 TOTO ナカノアパレル 日興美術

デジコロ トーハン 中野製作所 日生化学

テックコーポレーション トーモク 中野製薬 日精樹脂工業

TechMagic 特種東海製紙 長峰製作所 ニッタ

ＴＥＡＤ 徳山産業 中村製材所 日鉄エンジニアリング

テトラ・アビエーション 栃木精工 中村製作所 日東製網

デュプロ精工 凸版印刷 中村製作所 日東電工

デンケン トッパン・フォームズ 中山鉄工所 日本ゲージ

TEN-TWO トノックス ＮＡＺＣＡ 日本治水販売

天龍製鋸 友鉄工業 ナノ・キューブ・ジャパン 日本精鉱

東京電機 豊田TRIKE ナノブリッジ・セミコンダクター 日本制震システム

東京ロボティクス トラスト企画 ナノミストテクノロジーズ 日本たばこ産業

東光ホールディングス 酉島製作所 Naruki Japan 日本電気

東商化学 杜陵高速印刷 ナンゴー 日本パレード

トウチュウ 内外電機 南部美人 日本フネン
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日本ボレイト 羽立化工 Photosynth ベルデザイン

ニューロシューティカルズ 八紘テクノ フォトンラボ 放電精密加工研究所

ネイン パナソニックシステムソリューションズジャパン ＦＯＭＭ ホクショー

Nexuspiral ハバリーズ 富士スレート ホクシンエレクトロニクス

ネスレ日本 HARIO 富士精器 北星

熱産ヒート パワーイノベティブテクノロジー 富士ゼロックス 北洋硝子

ノーリツ鋼機 パン・アキモト 富士通ジャパン 北陽電機

ノベリオンシステムズ 繁栄皮革工業所 富士凸版印刷 北陸ポートサービス

ハーベス パンソリューションテクノロジーズ 武州工業 BoCo

ＢｉｏＡｌｃｈｅｍｙ Be フジワラテクノアート ポコアポコネットワークス

バイオコーク技研 PHC 二九精密機械工業 ほしゆう

バイオジェニック BXテンパル 双葉電子工業 ホットマン

バイオ水素 ビーエムジー 渕田ナノ技研 本多プラス

バイオテックジャパン ビー・ハウス ブランテックインターナショナル MARS Company

バイオプロジェクト ビーワン プリプレス・センター マーレフィルターシステムズ

バイオマスエナジー 東日本機電開発 フリュー マイキャン・テクノロジーズ

バイオマスレジン南魚沼 引地精工 古河機械金属 マイクロテック・ラボラトリー

パイフォトニクス 日阪製作所 古川商店 前澤工業

ハイプラ ピュアエナジー 古河電気工業 マキタ

萩原工業 平田木材店 古河電池 マクセル

白寿生科学研究所 廣田硝子 フルステム マクルウ

博進堂 ファインテック ブレイズ Magic Shields 

ハクスイテック フイラーバンク ベアレン醸造所 マツモト

博陽工業 笛木醤油 平和化学工業所 マリ

はたけのみかた ブオーノプラス ベジア マリンナノファイバー
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丸井織物 ミヤプロ ヤノ技研 リバーフィールド

丸栄 宮本電機 山岸製作所 リビングロボット

丸尾カルシウム 宮本旗店 ヤマグチマイカ リファインバースグループ

丸五 三好製作所 山崎屋木工製作所 リプロ

丸七製茶 Mira Robotics 山下木材 琉SOK

丸重製紙企業組合 ミルボン ヤマセ電気 リンテック

丸竹コーポレーション 武蔵オプティカルシステム やまと印刷 レイトロン

丸之内マシーナリ 武蔵精密工業 山梨銘醸 レーザック

マルハチ村松 無法松酒造 山本化学工業 レオン自動機

マルハ物産 村松木工所 ユアサシステム機器 ローザ特殊化粧料

ミートエポック 明治ホールディングス ユカシカド ロータス・サーマル・ソリューション

三浦工業 明昌機工 雪国アグリ ロート製薬

三重化学工業 明新社 由紀精密 鹿遠産業

ミクロエース 明星電気 UniBio ロッキー化成

ミクロン精密 明和製作所 ユニロボット ロックガレッジ

ミズキ メグウェル 由利 ワークス

ミズサワセミコンダクタ めぐみソフト 横浜ゴム平塚製造所 ワイエイシイホールディングス

ミズノ メディカルフロント 吉田司 ワイズグローバルビジョン

御津電子 モバイルソリューション 吉野化成 若林印材

三菱ガス化学 森井 吉村 和玄

三菱自動車工業 森井製作所 来ハトメ工業

みなみ製麺 盛川酒造 ランデス

ミネベアミツミ 森産業 リーフ

美濃工業 諸岡 リガルジョイント

宮崎サンフーズ 安久工機 リコー
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アースインフィニティ 一冨士フードサービス オイシックス・ラ・大地 クリュートメディカルシステムズ

アール・トーヨー 伊藤忠エネクス 大阪トヨペット GLOCAL LINKS

アイクリーン 稲畑産業 大津屋 クローバフォーグループ

愛知製作所 イノベーション・パートナーズ オートパーツ伊地知 GLOBAL-parts

AOKIホールディングス 岩渕薬品 オカダアイヨン グローバルライン

AoyamaLab Inagora 岡谷鋼機 クロス・クローバー・ジャパン

赤塚植物園 インタードメイン オフィスバスターズ 携帯市場

アクト VACAVO オムロンヘルスケア ケイティケイ

アサクラ ウイルパワー カインズ K&Kクリエーションズ

麻田製薬 WINフロンティア 加賀木材 KLD

アスタラ ウエニ貿易 カネト ケーヨー

At-UMA 牛丸石油 かまいし水産振興企業組合 小泉

アディッドバリュー 栄智機器 カルディオ COクリエイト

アピデ エイチ・ツー・オー リテイリング カルネコ CoLife

アフレル エーエスピー かわまん商店 コカ・コーラボトラーズジャパン

アペックス えこでん 川和 コタベ

アルタレーナ ＳＤＳ 環境社 寿屋商事

ALHAMBRA ＳＢＳ 環境保全研究所 コハラ

アンカーネットワークサービス エナジア キャリーオン コメダ

安心電気 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合 九州機電 コラゾン

イーアクセス ENEOSグローブ 協同インターナショナル 昆虫食のentomo

イーハトーブ東北 エフエフシー・ジャパン グッド・エナジー こんの

イオン エムアイストーリー 熊井産業 サーラコーポレーション

Exclothes エムシープランニング クラダシ サイトウジムキ

石光商事 エンパイヤ自動車 栗山自動車工業 サイム
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酒井産業 上新電機 田代商店 ナプロアース

栄鋼管 情報機器 タビオ奈良 新潟電装

酒直 ジンズホールディングス チーム・オースリー 西村商店

さつき シンティトロ チクマ 日発販売

サトー商会 スープアンドイノベーション 千葉エコ・エネルギー 日本花卉文化

三英堂事務機 スープストックトーキョー 辻屋本店 日本陶彩

サンキュードラッグ SCOO ツチヨシアクティ NEW STANDARD'S

三協鋲螺 すずらんメディカル(すずらん薬局) DFB NextTechnology

サンゲツ ステップワールド TENTIAL ネッツトヨタ中央大阪

三幸 スパイス 東テク 野澤組

SANCHAI スバル興業 東陽テクニカ バイオフィリア

三藤 スマートモア 東和フードサービス BuySell Technologies

三本松茶屋 スマイリーアース トータルクリエート ハウディ

ＣＲＳ埼玉 スマイルケアジャパン社 TOKIMEKU JAPAN 萩原

GSIクレオス 住友商事 トヨコン HACCPジャパン

GM7 SWALLOW 豊島 長谷川産商

シークス ゼロエミッション トヨタカローラ大阪 花・色・デザイン研究所

椎茸祭 第一興商 虎ノ門商事 浜屋

シニアライフクリエイト 太平電機 トランスアクトホールディングス Hamee

島忠 大丸松坂屋百貨店 トリプル・ダブリュー・ジャパン ハミングバード・インターナショナル

ジャパンコールドチェーン タイヨー トワール 原貿易

ジャパンブルー タウ ナイス バランススタイル

住宅設備アシスト タカショー 中村商事 パルコ

shoichi TAKATA PAPER PRODUCTS ナチュラルアート 万生マーケティング

昭栄薬品 拓殖商会 ナノエッグ ビビッドガーデン
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Hygge East 平泉洋行 MiL 理経

ヒロコーヒー ペナント メイクラフト リコージャパン

ファーストステーション Portfolios 明治食品 リニューアルファスト

ファームドゥホールディングス ポプラ社 メディカル調剤 リリカラ

ファミリーマート 堀江商会 モアグリーン ルカコ

フーディソン マーケットエンタープライズ モーハウス WRAY

フェアトレードコットンイニシアティブ マイファーム モノファクトリー REXARD JAPAN

fairy god mom まち実践社 森精肉店 レスターホールディングス

フォークナー マツオ モリトジャパン ロイヤルホールディングス

フクシン マック 森光商店 ローソン

福田商店 マックス 八尾トーヨー住器 Rocket Road

福田農機 マッチバンク ヤザワコーポレーション ロスゼロ

福間商事 マニックス 山大 ロック・フィールド

藤井産業 マルイ ヤマハミュージックジャパン LOHAS JAPAN

藤崎 丸紅木材 ユース WORK SMILE LABO

藤森エンタープライズ MARUWA ユニアル ワイス・ワイス

ブックオフグループホールディングス 丸和電業 ユニ・チャーム わらしべ

歩成 萬年 ユニバーサルエコロジー N yura konko

プランツラボラトリー 三嶋商事 ユニペン

Blue sky west japan ミタチ産業 米沢食肉公社

フルタイムシステム 三越伊勢丹 Life Photo 栄光社

プレーリードッグ ミツフジ ラヴィストトーキョー

フレッシュカート 宮崎電力 Re-fa

ブロスアップ 宮本興産 リカー・イノベーション

ベアエッセンシャル 美らいず リカケンホールディングス
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愛知銀行 十六銀行 東日本銀行 秋田信用金庫

青森銀行 常陽銀行 肥後銀行 旭川信用金庫

秋田銀行 新生銀行 百五銀行 朝日信用金庫

阿波銀行 スルガ銀行 百十四銀行 阿南信用金庫

池田泉州銀行 セブン銀行 広島銀行 飯田信用金庫

伊予銀行 仙台銀行 福井銀行 いちい信用金庫

岩手銀行 大光銀行 福岡銀行 上田信用金庫

auじぶん銀行 第四銀行 福岡中央銀行 遠州信用金庫

ＳＭＢＣ信託銀行 千葉銀行 北洋銀行 大垣西濃信用金庫

SBJ銀行 千葉興業銀行 北陸銀行 大阪シティ信用金庫

愛媛銀行 中京銀行 北海道銀行 大阪商工信用金庫

大分銀行 中国銀行 みずほ銀行 大阪信用金庫

大垣共立銀行 筑波銀行 三井住友銀行 鹿児島相互信用金庫

北日本銀行 東邦銀行 三井住友信託銀行 かながわ信用金庫

紀陽銀行 東北銀行 三菱UFJ銀行 蒲郡信用金庫

京都銀行 東和銀行 宮崎銀行 川崎信用金庫

群馬銀行 徳島大正銀行 宮崎太陽銀行 北おおさか信用金庫

京葉銀行 栃木銀行 武蔵野銀行 きのくに信用金庫

高知銀行 富山銀行 山形銀行 岐阜信用金庫

佐賀銀行 富山第一銀行 ゆうちょ銀行 紀北信用金庫

山陰合同銀行 長野銀行 横浜銀行 京都北都信用金庫

滋賀銀行 名古屋銀行 琉球銀行 桐生信用金庫

四国銀行 南都銀行 アイオー信用金庫 熊本第一信用金庫

静岡銀行 西日本シティ銀行 愛知信用金庫 興能信用金庫

七十七銀行 八十二銀行 会津信用金庫 甲府信用金庫



三号会員（民間企業等） 11/13民間企業等（三号会員）：金融・保険業(2/3)

PAGE:30

湖東信用金庫 中日信用金庫 碧海信用金庫 長野県信用組合

埼玉縣信用金庫 銚子信用金庫 北星信用金庫 那須信用組合

三条信用金庫 鶴岡信用金庫 松本信用金庫 兵庫県信用組合

滋賀中央信用金庫 東京東信用金庫 三島信用金庫 広島県信用組合

しずおか焼津信用金庫 鳥取信用金庫 宮城第一信用金庫 古川信用組合

新発田信用金庫 利根郡信用金庫 宮古信用金庫 北央信用組合

島田掛川信用金庫 豊橋信用金庫 盛岡信用金庫 あいおいニッセイ同和損害保険

上越信用金庫 長岡信用金庫 山形信用金庫 AIG損害保険

湘南信用金庫 奈良信用金庫 山梨信用金庫 オンフェイス

城南信用金庫 奈良中央信用金庫 横浜信用金庫 少額短期保険ハウスガード

信金中央金庫 新潟信用金庫 会津商工信用組合 損害保険ジャパン

新庄信用金庫 西尾信用金庫 あかぎ信用組合 SOMPOひまわり生命保険

静清信用金庫 二本松信用金庫 秋田県信用組合 第一生命保険

西武信用金庫 沼津信用金庫 石巻商工信用組合 東京海上日動火災保険

瀬戸信用金庫 八幡信用金庫 いわき信用組合 日新火災海上保険

高岡信用金庫 浜松磐田信用金庫 笠岡信用組合 日本生命保険

高崎信用金庫 半田信用金庫 岐阜商工信用組合 日本総険

高鍋信用金庫 日高信用金庫 君津信用組合 三井住友海上火災保険

高松信用金庫 氷見伏木信用金庫 ぐんまみらい信用組合 明治安田生命保険

高山信用金庫 枚方信用金庫 西海みずき信用組合 H.I.F.

但馬信用金庫 広島信用金庫 塩沢信用組合 SMBCコンシューマーファイナンス

伊達信用金庫 福岡ひびき信用金庫 全国信用協同組合連合会 ＳＭＢＣ日興証券

館山信用金庫 福島信用金庫 仙北信用組合 SBIインベストメント

知多信用金庫 富士信用金庫 相双五城信用組合 NECキャピタルソリューション

千葉信用金庫 富士宮信用金庫 第一勧業信用組合 MS&ADインシュアランスグループホールディングス
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金融・保険業(3/3) 不動産業

MULリアルティインベストメント ニューホライズンキャピタル アールプランナー 東急不動産ホールディングス

Angel Funding ネクストシフト アイビィー 東京建物

関西みらいフィナンシャルグループ 野村アセットマネジメント アスコット 東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

Gift Your Life 野村證券 アットハース 和み

キャピタルメディカ・ベンチャーズ 野村ホールディングス アドレス 日本エスコン

九州フィナンシャルグループ ばんせい証券 あんしん住宅ネット 日本土地建物

京都信用保証協会 ひろぎんエリアデザイン IPPO 林田順平商店

クラウドリアルティ FUEL インテリックス パラカ

sustenキャピタル・マネジメント フューチャーベンチャーキャピタル ヴィーヴル ビヨンドボーダーズ

サムライインキュベート プラスソーシャルインベストメント エンジョイワークス ヒルトップ・キャピタル

JPインベストメント paidy 大阪ガス都市開発 ファーストブラザーズ

事業創造キャピタル PayPay カチタス ファーム建設

自然エネルギー市民ファンド マーキュリアインベストメント クジラ FANTAS technology

ZUU みずほ東芝リース クリアル 藤田

大和証券グループ本社 三井住友ファイナンス＆リース 香陵住販 飯田グループホールディングス

東洋証券 水戸証券 THIRD ふるさと管理綜合

ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ投信投資顧問 宮崎太陽キャピタル Cespace ベンチャープロパティ

トレイダーズ証券 ミュージックセキュリティーズ 首都圏ビルマネジメント ホビモ

西日本フィナンシャルホールディングス みらい創造機構 住福 三井不動産

日本郵政 MUSASHINO セントラルパーク 三井不動産レジデンシャルリース

日本アジア投資 Monozukuri Ventures 綜合都市建設 三菱地所

日本共創プラットフォーム（JPiX） LIFULL Investment 第一交通産業 Minoru

日本クラウド証券 リアルテックホールディングス 大英産業 ヤギコーポレーション

日本プライベートエクイティ りそなホールディングス 大東建託 山一地所

ニューバーガー・バーマン タカラレーベン ランディックス

ダク・エンタープライズ リアルティ

ティーケーピー リクリエ

鉄鋼ビルディング ロハス・ライフ

テナントショップ 和田興産
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アーティスティックス DMM.com グリーン・シップ C-UNIT SQUARE

アートコーポレーション a2network xID ジェイエア

Eyes, JAPAN ANAあきんど 京浜急行電鉄 JCOM

アイ・ティー・ワン EXIDEA KNT-CTグローバルトラベル JSOL

アイルミッション ＳＴＮｅｔ ＫＤＤＩ Geolocation Technology

アクリート エッグ KTラボ システナ

朝日学生新聞社 エヅリン ＫＰＩソリューションズ システムサポート

アスコエパートナーズ エニィ コイケ シナプス

アルボル NECネッツエスアイ 広信工業 集客デザイン研究所

EMシステムズ NTTドコモ GoingN 情報セキュリティ

イーストフィールズ エファタ ゴーフィールド ジョブマネ

伊藤忠テクノソリューションズ FM小田原 国際航業 森未来

茨城新聞社 オウケイウェイヴ コダマ StockTech

石見ケーブルビジョン 大橋運輸 Kotozna スパイシーソフト

インクリメントP 小田急電鉄 琴平バス SPACER

IntelligenceDesign Office Concierge コネクシオ スマートドライブ

インフォコム Office NAKA サーバーワークス スマートバリュー

インフォモーション 学研ホールディングス サイバーリンクス スマテン

インプル かっこ さくらインターネット ゼタセグメント

WITHPROJECTS 川崎汽船 ZAZA（Metoree） ソフトバンク

VIPSTAR ギフティ 産業革新研究所 大安

WHERE CAN EAT 三光エナジーサービス chaintope

W-ENDLESS 近畿日本ツーリスト首都圏 Xander 知多メディアスネットワーク

ウォンテッドリー 近畿日本ツーリスト中部 サンランド チョッピーデイズ

ウッドバレー Gratias GENie ＴＳＵＮＡＧＵ
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T-ICU 日本航空 ブルージョブズ ライブロックテクノロジーズ

DXソリューションズ ハーチ ブロードリーフ 楽天グループ

DX HUB Hacobu フロンティア・フィールド ラグナロク

TDAI lab パパネッツ PaylessGate LasTrust

Discover Walks バリーズ VOIX Rehab for JAPAN

テラクラウド ビジョン BOLDLY RelyonTrip

輝日 Ｂｓｍｏ ボルテックスセイグン リンクウィズ

テレリアル ビットジャーニー MaaS Tech Japan レッジ

東海旅客鉄道 Beyond MicroWorld WOWOW

東京アンテナ工事 ファーストブレス 三重交通グループホールディングス ワンストップ・イノベーション

東京地下鉄 ファイバーゲート ミクステンド

東武トップツアーズ ファインソリューション ムーバクラウド

トータルブレインケア FindJapan メディアアクティブ

ドコモ・インサイトマーケティング ブーストン メディアオーパスプラス

トライアングル フォーイット メドメイン

トラジェクトリー フォーラムエイト モバイルファクトリー

トレンディハウス フォルテ mofmof

Drone Future Aviation フクモトタクシー YEAAH

ナカシャクリエイテブ フジデン ヤマガタ

長田清掃 フツパー ヤマトホールディングス

中西総合運輸 プラスプラス ユニークブレインズ

西福運送 フラッグシップオーケストラ ヨクト

日刊建設通信新聞社 ブラテック ヨクト

日テレアックスオン Planetway Japan 読売新聞東京本社

日本海事新聞社 BLISSLEAD Lightblue Technology
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電気・ガス・水道・熱供給業 サービス業(1/15)

アイ・グリッド・ソリューションズ 東京エコサービス アークレア IPシンフォニー

アスエネ 東京ガス アースキー アイファイ

石川電力 東京ガスエンジニアリングソリューションズ アースサポート imarts japan

浦添分散型エネルギー 東京電力ホールディングス アースネットワークス アイム

エア・ウォーター北海道 東邦ガス アーセック I'LL

エネコープ 東北電力 アーチーズ アウモ

エネラボ ながの電力 アーリーバード研究所
青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング
（青学Hicon）

大阪ガス 名張近鉄ガス RX Japan akasatana

岡山ガス 日水コン IRRobotics アカデミヤ

おひさま 日本下水道事業団 アイエージー あかね会

音力発電 日本テクノ アイエム akippa

関西電力 パシフィックパワー AiCT AKIBA観光協議会

九州電力 ヒラソル・エナジー アイ・コーポレーション 空き家活用

熊本電力 房州瓦斯 愛さんさんビレッジ 空き家コンサルティング

こなんウルトラパワー マルヰ アイサンテクノロジー アクシオンリサーチ

サカイホールディングス 丸紅伊那みらいでんき アイ・シー・ネット アクシスインターナショナル

シェアリングエネルギー 宮崎ガス 愛染 AXELL

JXTGエネルギー みやまパワーHD ITID ACT

四国電力 みんな電力 ＩＴＳＣ アクトインディ（いこーよ）

信夫山福島電力 木質バイオマス五條発電所 アイティエルエス アクト・テクニカルサポート

市民エネルギーちば Mobi Stop アイティフォー 朝日航洋

スマートソーラー ユーラスエナジーホールディングス AIdealize 朝日新聞出版

清流パワーエナジー REXEV アイテック 朝日放送テレビ

セレクトラ・ジャパン リニューアブル・ジャパン アイデムコーポレーション アシオス

第一開明 リマテックホールディングス アイパブリッシング アシスト・システムズ

タキマテック リミックスポイント

中部電力 Looop

中部電力ミライズ レノバ

ＴＴＫ ローカルでんき

デジタルグリッド
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あしたの寺子屋 Another works E・Jホールディングス イノビオット

アシノオト 穴吹エンタープライズ イースマイリー Innovation Design

梓設計 アナライズログ ＥＷＢＬ・花のアトリエ イフスコヘルスケア

アスターリンク アバンアソシエイツ イートス イベントレジスト

アスタミューゼ アフロ Yper イマジネーションプロみなみかぜ

アスタリスト 奄美ソーシャルビジネスオフィス イーファシリティ 今治．夢スポーツ

アステナホールディングス アミタ イーライフグループ IRISデータラボ

アステム アミタホールディングス EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング イルグルム

アステリア Amaz技術コンサルティング EY新日本 いろもの

アストロコネクト アルキテック EYストラテジー・アンド・コンサルティング 岩根研究所

AsMama アルゴグラフィックス YEEY INCLUSIVE

アソビュー アルソネックス IEYASU インクルージョン

アダチファクトリー あわえ イオレ inglow

ATGREEN アンカー iki-iki INDUSTRIAL-X

あっとマイク Andeco Exult インターテック・サーティフィケーション

At UMA アンビスホールディングス イグニション・ポイント インテグラルベース

UPWARD イー・アール・ジャパン イグニション・ポイント インサイト インテリジェント ウェイブ

アディッシュ イー・アンド・イー ソリューションズ イグノス インテリジェントパーク

アディッシュプラス イーエーシー IGLOOO イントゥスタンダード

アデコ EMC Healthcare 井関産業 インフィック

アドバンスフロー いいオフィス イソダ設計 インフォネクスト

Atomis イーキューブ イソップ企画 インフォマート

アトラエ イー・クオリティ いであ インフォメーションクリエーティブ

アトリオン イーコース 稲沢市社会福祉協議会 インフォメックス

アドレイジ eこと 稲村デザイン建築研究所 INFORICH



民間企業等（三号会員）：サービス業(3/15)

PAGE:36

インプリム ウォータースタンド エイトスターズ エス・エー・エス

インプロ・グループ ヴォルフィ エイト日本技術開発 SSKエンタープライズ

ヴァリ UZUZ Eight Lab SMEビジネスコンサルティング

VALT JAPAN うちゅう エイトレント SMN

VIA ウデキキキカク エイム エスオーユ―ホールディングス

ヴィエリス ウラル企画 エイムネクスト Sケアデザイン研究所

VISITS Technologies うるる エヴィクサー SDGパートナーズ

visit 雲柱社 AI Samurai ＳＤＧｕｓサポーターズ

WizWe 運動会屋 ES SDGsテック

ウィズ環境 AirX ＡＫ総研 エスディーテック

ウィズダムアカデミー エアトリ エースチャイルド エストリンクス

ウィメンズセンター大阪 エアプラス エースユナイテッド ＳＰＲグループ

ウィライツ AIIOT ATI エスピーアイティ

Will Smart 栄光 エーティーエルシステムズ エスビージャパン

ウインドナビ エイジェック エーテンラボ エスプール

WomanAdvisor エイジェック総研 ABCフロンティア ESRIジャパン

ウェイストボックス AGE technologies 駅探 エックス都市研究所

ウエスコ エイチ・アイ・エス エクス・アドメディア エッジテクノロジー

ウエスト・クラウド・ジャパン Hmcomm エクセリーベ エッセンス

WED HOCインテリジェントテクノロジー エコクリエイティブ エディア

ウェブエックス 英知継承 エコライフ商友 EduLab

ウェブレッジ H2L エコロジーパス EdLog

ヴェリア・ラボラトリーズ H20Japan エコロの森 AnyProjects

ウェルモ H.U.フロンティア SIホールディングス NRI社会情報システム

ウェルリンク 8 エス・イー・エー N.Avenue
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NECソリューションイノベータ M２O 小国町森林組合 ガクトラボ

NECフィールディング MTJ オシンテック GADGET

NKGW LMRファシリティーズ オズマピーアール 鹿島建物総合管理

ＮＴＣコンサルタンツ LM&C オタクラウド Catalu JAPAN

NTTアドバンステクノロジ LGO otta ガッコム

エヌ・ティ・ティ・データ Elternal 小名細胞アッセイ技術研究所 KADOKAWA

ＮＴＴデータ経営研究所 エル・ティー・エス おはようトラベル カナタク

ＮＴＴファシリティーズ elDesign オファサポート 金田臨海総合

エピグノシステムズ LBB オフィスフローレ カバー

epiST エンコアードジャパン ＯｆｆｉｃｅＹＡＭＡＳＨＩＴＡ CafeSnap

FAプロダクツ 縁樹 オムロンフィールドエンジニアリング KabuK Style 

エフェクチュアル エンファクトリー オリエンタルコンサルタンツ レナテック

FF エンブレース オリックス・ファシリティーズ 鎌倉新書

FPI 近江大阪屋 カーブスジャパン かみもり設計

FBP Partners O: カーボンフリーコンサルティング 亀山温泉ホテル

エブリー オーイーシー カーマンライン カメラブ

epoc オーエンス Kaien カヤック

エボラニ オースタンス ＣＡＩＣＡテクノロジーズ カラー

エマージングテクノロジーズ おおぞらの カイト カラダ Design Lab.

エムアールサポート オープンクラウド かいはつマネジメント・コンサルティング カルチュレード

M&A総合研究所 オールアバウトライフマーケティング カウラ カルティブ

MHA オカザキ・UD Planning カウンターワークス カロコ

MS&ADインターリスク総研 岡山シーガルズ カオナビ 川内美登子・植物代替療法研究所

ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 奥進システム 科学計算総合研究所 革靴をはいた猫

ＭＭ－ＬＡＢＯ OQTA カクトク 関西再資源ネットワーク
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Ganzan 九州ごころ クラフタス グローカル

カント キュービクス クリーンデバイス・テクノロジー Glocal Innovation Holdings

カンバイ Quemix グリーンブルー グローカルプロジェクト

勘兵衛 教育と探求社 GREEN UTILITY  グローバライズ

ギークピクチュアズ キョウエイアドインターナショナル Creative Service Kingdom グローバル・カルテット

キープレイヤーズ 共創ビジネスデザイン クリックエンターテイメント グローバル・デイリー

紀尾井町戦略研究所 キラメックス GRIPS GLOBAL FLAT

リンクシップ きれい クリプタクト global bridge HOLDINGS

ギグワークスクロスアイティ 近畿日本ツーリスト関東 クリムゾンテクノロジー グローブマーケティング

兆 空心 Creww クロスエッジ

キズナ・ジャパン クールアイランド grooves クロスシー

北日本朝日航洋 くすの木福祉事業会 Groove Designs クロスボーダーコンサルティング

キッチハイク くすりのミドリ グリーンズ chromocenter

キネカ グッドグリーン グルディオ 経営支援センター

きびだんご 櫟会 ぐるなび 経営者サポートオフィス

キビテク 久美愛園 クレアン 経営標準化機構

ギフトパッド KUMIKIPROJECT CRAZY KITCHEN KNT-CTホールディングス

ギャラクシーズ クムレ グレイス 警備ログ

キャリアクリエイティブ 公文エルアイエル グレートワークス ケィワィピー

キャリアフィールド グラアティア クレコ・ラボ KI Strategy

キャリア・マム クラウドグリッド クレセント CASE

キャンビー クラス グレック ケーブルテレビ

キャンプ女子 くらつぐ クレメンティア KYCコンサルティング

ＣＡＭＰＦＩＲＥ クラッソーネ クレヨン ゲシピ

キュアコード グラノ２４K グローヴァ ゲットイット
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KENZAN コスモ・インテリジェンス サスティナ・ジャパン サンブリッジグローバルベンチャーズ

Gemseki コズレ サスティナシード サンフレッチェ広島

建設環境研究所 コトヴィア サスティナブル・ストーリー サンプロデュース

建設ニュース コドモン サステイナブル・デザイン 三洋テクノマリン

ゲンダイエージェンシー コトラ The sempo Project 360

建築構造研究所 Connected Industries サティスファクトリー シアトルコンサルティング

コア CO-NECT さとふる シアンズ

小石原ドットコム コムフォート さとゆめ CIJ

光雅 コムライズ Safamii ジーエー・タップ+TAP

構造計画研究所 コメッド サムライ・キャピタル CA Tech Kids

高野山真言宗三密教会 コモニー SAMURAI Security CSRインテグレーション

Coaido コル サムライト シー・エム・エス

超え環境ビジネス コンシェルジュ サンウィン Cqree

コーエイリサーチ＆コンサルティング コンテンツイズキング サンカクキカク Gcomホールディングス

co-step COMPASS 産学連携研究所 CCC COMMUNITY

コーユーレンティア サーキュレーション 三喜 シースリーレーヴ

郡山福祉会 ３rd compass サングリーン C Channel

コー・ワークス サーベイリサーチセンター サンケイアイ シード

COOON 西花園 サンケイ折込広告 GPSSホールディングス

GoQSystem sizebook 三光 ジーンクエスト

国際開発センター 彩成コンサルティング 三光ホールディングス ShareTable

国産 サイバーコア サンコー シェア村

コクリポ サイバー・コミュニケーションズ サンコ－コンサルタント ジェイアール東日本企画

ココホレジャパン Sound-FinTech さんびる JV-ITホールディングス

Co-Studio SAGOJO サン・プランナー ＪＶ－Ｌｉｎｋｓ
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J-WAVE i 静岡放送 十六総合研究所 スーパーホテル

JAG国際エナジー システムエグゼ chouette スカパーJSAT

JSH システム情報 順風路 SCHOL

ジェイエムシー システムファイブ SHOEI scheme verge

JMDC 自然電力 昭栄美術 すぎのこ会

ジェイック シダックス 小学館集英社プロダクション Schoo

ＪＴＢ シティコンピュータ 笑下村塾 スコープ

ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル シティ情報ふくおか 昭徳会 スターキャット・ケーブルネットワーク

ＪＴＢコミュニケーションデザイン シナジーメディア Shoich スターツ出版

JPコミュニケーションズ Synamon ジョリーグッド スタートアップポップコーン

シェイプウィン シニアリンク・コミュニケーション 白井グループ STYLICTION

ジェイ・リンクス 島根環境保全センター 知床グランドホテル ＳｔｙｌｅＡｇｅｎｔ

JTB総合研究所 シミック・アッシュフィールド 榛永会 スタイル・エッジ

ジェクシード シミックホールディングス シンカ スタヂオ・ユニ

Genics 下野新聞社 シンクアロット スタッフアルファコミュニケーション

ジェネシア・ベンチャーズ 社会起業大学 シンク・オブ・アザーズ Stayway

GeoSpockJapan シャノン シンクトラスト Stake Technologies

ジオナレッジ ジャパンケーブルキャスト 神鋼産業 STORY&Co.

シオン ジャパンベストレスキューシステム ジンジブ ストライク＆パートナーズ

事業革新パートナーズ Japonte 新東通信 ストリートアカデミー

ジギョナリーカンパニー ジャムス 新日本科学 SNAPSHOT

Gigi しゃらぽ SWITCH WORKS Sparty

地震科学探査機構 自由区域 ZeBrand スパイスファクトリー

静岡新聞社 十字屋グループ Swimmy スフィード

静岡ビル保善 シューマツワーカー スーパーソフトウエア Suprieve
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spread with SEKAI HOTEL 創研情報 ダイナミックマップ基盤

Spready せかいをつなぐ 綜合警備保障 大日コンサルタント

Sprocket 2nd Community 創生ネクスト 大日本コンサルタント

スペアタイム セカンドサイト 相談室 タイミー

SPACE WALKER ゼック・エンタープライズ SOCIALPORT ダイヤサービス

スペースシフト ゼネラルパートナーズ ソーシャルマッチ ダイヤル・サービス

スペサン xenodata lab. ソーシャルモビリティ 太洋サービス

スペシャルデイ・インク セラピア ソーバル 大和リース

スポーツクラブ相模原 Celio 測設 高松商運

スポーツデータバンク SERIOホールディングス Sozi タカヤマ

スポーツネーション セルシス ソトコト・プラネット 拓建技術

スポットツアー セレスポ ソナーユー 竹屋旅館

スマートアグリコンサルタンツ ゼロスペック ソフィアコミュニケーションズ タスカジ

Smart119 ゼロプライド ソフィアサーキュラーデザイン ダスキン

スマートエデュケーション ZEROBASE ソフナーズ タニタヘルスリンク

smart share ゼロベータ ソリューションゲート TABA

スマートビーンズ ゼロワンブースター ソルクシーズ たびふぁん

スマートワーク 千 ＳＯＭＰＯリスクマネジメント DABURA.m 

スマイル 全国BSC理美容協同組合 ダイアモンドヘッド ダブルアール

スマサポ Sen Stage 第一測工 多邦会

Small Impact 先生の幸せ研究所 タイガーモブ 多摩川ホールディングス

政憲会 仙台ターミナルビル 大器 玉野総合コンサルタント

正文堂 セントルラボ 大建コンサルタント タメニー

セイルコンサルティング Zenport だいしん総合研究所 談広告

ZETA Senri ダイセキ 地域環境計画
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地域計画 ディ・アイ・システム データグリッド 天晴データネット

地域デザインラボさいたま TIS データビークル 電通

地域ブランディング研究所 ティー・アイ・ジェー DATAビジネス 電通九州

地圏環境テクノロジー D&I テーブルクロス トアシステム

智巧会 D-innovation テクサ− 23

知識経営研究所 DAP Tech.st ドゥーファ

ちそう TSKパートナーズ テクノア 東急エージェンシープロミックス

ちとせ研究所 ディー・エヌ・エー テクノスジャパン 東急スポーツオアシス

地方グリーンプロジェクト支援研究所 DeNA川崎ブレイブサンダース テクノ中部 東急総合研究所

地方創生テクノロジーラボ TFL テクノプロジェクト 東京海上研究所

CHARCOAL STARTER ディーエムソリューションズ テクノプロ・ホールディングス 東京カメラ部

中央広告社 ディーセントワーク デジサーフ 東京システムリサーチ

中外テクノス ディーディーエス デジタルアイデンティティ 東京都ビジネスサービス

中信社会福祉協会 ティービーエム デジプレート 東京美装興業

中電技術コンサルタント ティーピーズ テックフィード 東京ブランディングマーケット

中日アド企画 tvkコミュニケーションズ DEPLOY 東京ワンセグ放送

チューリップテレビ DeepX テマヒマ TOE THE LINE

長大 ディーフォーエル テラ・コーポレーション 東杜シーテック

チョークデジタル T-LIFEホールディングス テラスカイ True Data

千代田コンサルタント ディエスイー デルフィス TRULY

ＺＷＥＩ ＴＳＳソフトウェア テレコメディア トーマツ

筑波学園ホテル(ホテル日航つくば) DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン テレビ熊本 TOKI Aviation Capital

土屋車輛 ディップ テレビ東京コミュニケーションズ ときわ会

つなぐＩＰ デイビイ テレワーク・テクノロジーズ ドクターメイト

tsumug デイリーインフォメーション・関西 テンアップ 特許デイタセンター
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ドッツ Drop 日本工営 ネオマーケティング

DONNE＆COMP ナイトレイ 日本コンベンションサービス ネクストイノベーション

ＴＯＮＥＧＡＷＡ ナインシグマ・アジアパシフィック 日本システム開発 ネクストプレナーズ

tonoi 中沢ヴィレッジ 日本振興 ネクストライン

ドボクリエイト 長田広告 日本星海 ネットショップ支援室

笘原拓人税理士事務所 名古屋臨床薬理研究所 日本ベンチャーキャピタル ネットリソースマネジメント

トミタプロデュース 夏目総合研究所 日本翻訳センター ネプラス

ともいき ハリマビステム 日本マネジメント総合研究所（JMRI, LLC.） ノースエレメンツ

ともいき福祉会 ナレッジ・マーチャントワークス 日本ミクニヤ ノックオンザドア

朝長デザイン事務所 南海国際旅行 日本無線 ノマディックエナジー

富山環境整備 なんなん 日本ユニシス 乃村工藝社

豊中福祉会 22 日本リサーチセンター 野村不動産ライフ＆スポーツ

トライバルメディアハウス 西島顧問 日本旅行 ノンピ

トラストバンク 西村あさひ法律事務所 New Conditioning Non Brokers

トランスコスモス 日経ＢＰ社 ニューステクノロジー パーソルサンクス

transcosmos online communications 日建設計 ニューロープ パーソルプロセス＆テクノロジー

トランズパシフィックエンタープライズ 日建設計総合研究所 ヌマザワ パーソルホールディングス

ドリームインキュベータ 日鉄テクノロジー 沼田BASE HEART CATCH

Dream3.0 日テレイベンツMAXキャスティング Nature Innovation Group バーナードソフト

トリガー 日本インテリジェンス ネイティブ バーベル

Tricolage 日本アプライドリサーチ研究所 ネイティブキャンプ はあもにい

ドリシェ 日本カーボンマネジメント NEO バイオマスリサーチ

ＴＲＥＡＳＵＲＹ 日本環境マネジメント ネオキャリア バイザー

ドローネクスト 日本管財 ネオ倶楽部 BINARYSTAR

DRONE PILOT AGENCY 日本空調システム ネオシステム ハイレゾ
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バオバブ パル・コーポレーション 光パスコミュニケーションズ ビューローベリタスジャパン

博報堂 バルテス Pictoria 日吉

パシフィックコンサルタンツ ParuPi ピコットエナジー ヒラメキカンパニー

Buzzreach ハレノヒ VISIT東北 広尾フューチャーコンサルティング

ｐｕｚｚｌｅ ハローライト ビジネスコンサルタント ヒロモリ

パソナグループ バロック ビジネス・サクセスストーリー ファーストデコ

パソナJOB HUB パロニム ビジネスマーケット ファモニィ

ハタラクラブ パンテック ビジョナリー・デザイン ファストトラックイニシアティブ

ハッチ・クリエイト・ワークス パンフォーユー V-Job Fabeee

HAPPYWOMAN ハンモック Vison Planner favy

パデコ ピアズ ビズ・クリエイション ファルボ

Patentfield PIAZZA ビズクルー FunGroup

ハニーコミュニケーションズ ピーアールコンビナート BizDev Dojo Co. Fun Space

HONEYTHING ピーアールセンター ビズファン ファンドレックス

パネイル ピーアンドピービューロゥ ビズリーチ Funpicking

パフォーム４９ ＢＳＮアイネット ビズ・リファイン FunMake

パブリックＸ BNGパートナーズ 日立コンサルティング VRC

ハマ企画 BCS BIG EYE COMPANY フィールドデザイン

早川都市計画 ピーストラベルプロジェクト ビットメディア VOLバイシクルプラスワン

HARAKENZO WORLD PATENT & 
TRADEMARK

ＰｗＣコンサルティング ビネット＆クラリティ ブイテック研究所

パラダイムシフト ビーティス ひびたす フィノバレー

Varinos ビープラッツ vivito フィルゲート

VALUECARE 東シナ海の小さな島ブランド ヒュービットジェノミクス Boot home

バリュードライバーズ 東日本放送 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス フーモア

バリューマネジメント 東日本メモリアルサービス Human Delight プゥル・ヴー
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Face2communication 普譽 フリップデスク Pros Cons 

フェニックス FlyNexia PREVENT Propagation

フェリーチェ PLIMES Prima Pinguino プロフェッショナル・ネットワークス

Felice プラウドフォスター プリミティブ・ドライブ PROPELa

フェリタス Plug and Play Japan プリンスホテル プロレド・パートナーズ

４CYCLE ブラケアジェネティクス bluu フロンティアサポート

フォースタートアップス プラスオートメーション ブルーム 文化工房

フォーバル pluszero フルカイテン 文化資本創研

4U Lifecare プラスディー フルキャストホールディングス 分析屋

フォーラムジャパン プラチナバイオ ふるさとサービス ベアーズ

フォルシア プラチナマイスター ふるサポ ベイカレント・コンサルティング

fonfun Brushup フルスピード BASE

スカイファーム フラットフィールド テクノロジーズ ブレイン ベイヒルズ

福島コンピューターシステム プラネット BRAIN SIGNAL ベース

福島民友新聞 PlanetWalker ブレインズ・ネットワーク ペーパーロジック

復泉会 プラネット・テーブル ブレインワークス Hexabase

福田総合研究所 ブランジスタ プレースホルダ ベクトル

福山コンサルタント プランテックス Flexas Z ベスト学院

富士ヘルスケア&ストラテジー ブランドスケープ フレクト ヘッドウォータース

BOOK PLANT DATA フレンバシー ヘルスビット

BookLive フリージーワークス プロアシスト Helte

復建技術コンサルタント Freedom blow-in ベルテクス・パートナーズ

不動産ぐるっとサービス フリープラス ブロケイダ ベルトラ

フューチャー brista プロシード ベンリーコーポレーション

FUTUREWOODS ブリッジコンサルティンググループ プロジェクト地域活性 POYNTER
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方角 MAKOTO 三井倉庫ビジネスパートナーズ 明豊ファシリティワークス

PORT-LAIT マザープラス 三井物産戦略研究所 メジャメンツ

ホープ マスマススクエア ミツイワ メディアファイブ

ホームサーブ まちコイン 三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ メディカルライフケア

ポーラスター・スペース マック 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング メディカルラボパートナーズ

北陸博報堂 Massive Act 三菱総合研究所 メディコム

保健支援センター 松寛アソシエイツ ミナカラ メトロアドエージェンシー

補助金ポータル マップトラベル ミニイク MERY

ポスタス マップル 宮崎国際教育サービス メリービズ

HosoiiSurf＆Sports マツヤマ・デザイン 美遊JAPAN メルカリ

北海道二十一世紀総合研究所 マネジメントソリューションズ みらい メンタルヘルステクノロジーズ

POTETO Media ママスキー ミライノラボ メンテックカンザイ

ポポロプラント ママスクエア ミライユ モデルケース

VOYAGE MARKETING MAYUGO.com ミライLABO モノプラス

ポリテック・エイディディ マルコネクト みらいワークス ものレボ

ホリプロ マンデラ みらくる分析センター モバイルライフジャパン

ボルテックス ミーミル ミルウス モバオク

Holoeyes ミカビ ミンナのシゴト モンテディオ山形

ホロックス ミキハウス子育て総研 moovy YARNHOUSE

本田屋本店 ミクウガジャパン move-ment 八千代エンジニヤリング

翻訳センター みずほリサーチ＆テクノロジーズ ムジャキフーズ ヤフー

Mercurious MITAS Medical ムラヤマ 山下PMC

マイクロ波化学 ミダック mundo ヤマップ

マイスター60 見果てぬ夢 makes Yamatoさわかみ事業承継機構

毎日企画サービス ミチクリエイティブシティデザイナーズ 名鉄観光サービス 山鼻綜合法律事務所
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UrDoc LIFE & TECHNOLOGY 横浜フリエスポーツクラブ Lentree リレーション・ジャパン

ユアマイスター 吉本興業 リアルワールドゲームス リンクティビティ

UiPath 読売ＩＳ リーゴ リンクバル

USPジャパン 読売連合広告社 リーズンホワイ ルーク

ユーカ ライク リーバー ルーチェサーチ

悠久会 RIZAPグループ LeanOnMe ROOTs

融合会 ライズ・コンサルティング・グループ Recovery International ROUTE SHAPERS

ユーシステム LIGHTz リグア ルネサンス

友心 ライトアップ リクシィ レイ・フロンティア

UTI ライトアップコンサルティング リクルートキャリア レイライン

ユキヤマ Radineer Rejoui レイワークス

ユコラ ライナロジクス RISU Japan Record China

ユタコロジー ライバーエージェント LYST レスコ

ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション LIFULL リセ レスティル

ユニークワン LINE リタワークス レセルカーダ

ユニヴァ・ジャイロン ラウンドテーブルコム リディッシュ READYFOR

ユニオンエタニティ rakanu LIDDELL レベルフォーデザイン

ユニ・トランド LastRoots リトルスタジオインク レポハピ

ユニバーサルコムピューターシステム ラピッツ リバイタル・フォース ロイヤリティマーケティング

ユニファ ラブキャリア リピープラス ローイット

ユニラボ ラポールＫＡＩＺＥＮ リブ LOCAL2

Ubie ラポールヘア・グループ リフト ローカルファースト研究所

横田アソシエイツ ランドサーベイ リベロ ロートピア

横浜環境デザイン ランドスケイプ 龍鳳 LocationMind

横浜市資源リサイクル事業協同組合 ラントリップ 両毛システムズ ロケットメイカーズ
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サービス業(15/15) その他(1/8)

ＬＯＣＯＢＥＥ アークコンサルタント 青森テレビ atta

Logista アーチパブリケイションズ 明石商工会議所 アットシグナル

ロジック Arteryex 赤塚 アドインテ

ワークアカデミー ArtTechnologies あかつき アトリス

ワークシフト研究所 アートネイチャー Agya Ventures, Inc. ａｂａ

Workplays アーバン・コーポレーション AXIVE アバンセホールディングス

ワーク・ライフバランス アール・アイ アクティブアンドカンパニー アビームコンサルティング

ワープ・スタイル RKB毎日放送 アクティブソナー アビスト

ワールディング RTi-cast activo ア・ファクトリー

ワールドスタッフィング 福島営業所 iCARE アグリマス アペルザ

ワールドブレインズ Aikomi ＡＣｒｕｘ アミカ企画

Wolrd Road 愛知県弁護士会 アグロデザイン・スタジオ アメグミ

YMFG ZONEプラニング あいち清光会 アクロホールディングス あめつちデザイン

ワイズ 会津喜多方商工会議所 安積福祉会 アライドアーキテクツ

WAOCON アイナックコーポレーション アジアクリエーション協同組合 ALiNKインターネット

若竹会 アイネット AsiaYo アルム

ＷＡＣＵＬ iHeart Japan アジアンウエイ アロマクエスト

ワグ アイビーシー 足利むつみ会 阿波池田商工会議所

ワクフリ アイモバイル Assist Link アングラーズ

WAKO Aire アジャイルHR ANSeeN

早稲田大学アカデミックソリューション Aventino アジラ アントレ

Waris AWL アスク出版 unlock

ワンダーラスト アエックス あずさ監査法人 YHIAISM

アオイ企画 ASTRANS イークラフトマン

AOI TYO Holdings アスノシステム E.G.F

あおば福祉会みつばち保育園 アセットインベントリー Easpe

あおむし アセントロボティクス イースリー
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イーベイ・ジャパン ウミトロン エッジ・インターナショナル 大阪弁護士会

e・LABO 鵜山リゾート エッジプラス オーシャンソリューションテクノロジー

イクシス エアークローゼット エニシア オオスミ

池田町社会福祉協議会 エイアンドピープル ＮＴＴアーバンソリューションズ 大館商工会議所

石井特許技術士事務所 エイシング FMCC オーパシステムエンジニアリング

石川テレビ放送 HER FM802 オービタル コラボレーションズ

イスラエル大使館 エイチテック F.C.大阪 オーブ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド

イデアパートナーズ エイトグローバル人材 エフレジ 大船渡商工会議所

糸田町社会福祉協議会 ＡＩハヤブサ EMA OUI

イナズマ aiforce solutions EMIELD ALLアセットパートナーズ

イマクリエイト AMI MJI All Personal

岩手朝日テレビ エーディエス エムステージホールディングス 岡垣町社会福祉協議会

いわてアスリートクラブ Abalance エムバイオテック Okage

岩谷技研 ALE MBSイノベーションドライブ 小笠原グリーン

イングリウッド XPAND emotivE 沖縄弁護士会

飲食店繁盛会 エコウッド景観協同組合 エルブズ Oscillated Recall Technology

Inspire High エコデシック エルブスタイル 落穂会

Integral Geometry Science エコナビスタ エンドレス オフィスながも

インパクトジャパン エコノロジーブレイン 嚶鳴会 オリコン

インフォテック・サーブ ecommit 青梅商工会議所 オレンジテクラボ

ヴァンサンク SIC 応用技術 On-Co

ｖｉａ－ａｔ SMSGROUP おおいそ福祉会 オンタナ旅行

vivit SCN 大江橋法律事務所 ガーデンフィールド

Wix.com Japan SDGs 大垣商工会議所 カーフロンティア

ウェブリシェ エスティーム 大川印刷 カイテク

魚町商店街振興組合 エスパルス オークファン 各務原商工会議所

美しい村づくりプロジェクト エスペレ 大阪フレンドロータリークラブ カクタス・コミュニケーションズ
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鹿児島県弁護士会 九州教育研修センター グランドツー KCCSモバイルエンジニアリング

Catallaxy 九州博報堂 グラン・ヘリオス会 ＫＶＰ

GATARI QPS研究所 Criacao KUコンサルタンツ

角川アップリンク QBIT Robotics クリーンプラネット 気仙沼商工会議所

彼方 教育情報サービス グリッド 健康データハウス

蒲郡商工会議所 希燿會 くりのみ園 建設マネジメント四国

神岡商工会議所 共慈会 グルーヴァース GENRI

加山興業 暁星会 Grace Under Pressure 高圧ガス保安協会 ISO審査センター

刈谷商工会議所 共達 グレースイメージング 鴻栄会

川崎商店 共同通信社 グロースエクスパートナーズ 光永ビルサービス

環境新聞社 京都聴覚言語障害者福祉協会 グローバル・エンゲージメント・ジャパン 高応寺

カンコーマナボネクト 協立コミュニケーションズ グローバル観光戦略研究所 高知商工会議所

関西ベンチャー学会 協和コンサルタンツ グローバルキャスト 神戸老人ホーム

かんざし 喜代七 クロスアイ 幸友会

官民連携事業研究所 九十九里ホーム クロスウィッシュ 甲陽興産

キーコネクションズ クスノキ XTalent 弘和会

キッズスター くちなし ケアプロ コークッキング

キッズプロジェクト グッドアイ ＫＳＫ GoMA

岐阜商工会議所 グッドウェイ 慶應イノベーション・イニシアティブ 国際連合地域開発センター

Gftd Japan くふうカンパニー 慶実会 コグニロボ

岐阜羽島ボランティア協会 熊本県弁護士会 ケイズ技研 Gozioki

紀北はしもと法律事務所 熊本バスケットボール ケイスリー コト・ラボ

キャスレーコンサルティング Craif 桂川町社会福祉協議会 コネクター・ジャパン

キヤノンマーケティングジャパン grasys K・Pクリエイションズ コネクテック

キャンパスクリエイト クラステクノロジー 恵風会 コネクトフリー

キャンピングカー グラフィシア KSBバイオウォーター こばと会

CUVEYES
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コマースOneホールディングス サラヤ エスビーエス ジオクラスター 白銀会

コミュニカーレ サリバテック 時空テクノロジーズ SingulaNet

コラーニング 山陰放送 しくみデザイン 新宮エネルギー

CollabWiz Sansan 四国総合研究所 シンクロ

これから 三星会 シスコン・カムイ Synspective

コングレ 三馬力社 SYSTEMIC CHANGE 新朝プレス

コンケングループ サンポスト シナジア ジンテック

Surpass SunReality シノプス Symmetry Dimensions Inc.

埼葛福祉会神明苑 三和ソリューション 芝本商店 スウェーデン大使館

ZAICO THE APP BASE Ｚｉｐａｎｇ SKY

埼玉福祉事業協会 GR Japan ジブンハウス スカイシーカー

サイバーレコード CIC協同組合 島根ライトハウス スカイディスク

佐賀県弁護士会 CX Value Lab シムス 須賀川商工会議所

SAKAMA シイエム・シイ シムックスイニシアティブ スカラ

THECOO SEQSENSE JIMOKURI Scalar

サクシード CTIA ジャパンインターナショナル総合研究所 スキーマ

SAKURUG ジーニー 趣味なび すこやか福祉会

サクラクオリティマネジメント ジープラスメディア 寿楽園 スコラ・コンサルト

サステナビリティ消費者会議 Siiibo JOYUNIT スズキ教育ソフト

SUSTAINABLE JAPAN シェアメディカル JOINS Studio Ousia

The Chain Museum Ｊ＆Ｔ環境 上越マテリアル スタンディングオベーション

札幌弁護士会 ジェイトップ 照治福祉会 ステルラ

サピエンス J.みらいメディカル 情報通信総合研究所 STOCK POINT

サポートセンター悠愛 ジェクスヴァル 昭和興業 Stroly

サミット高崎 JESCOホールディングス 昭和冷凍プラント すなばコーポレーション

サムテック ジェリクル 食のおくすり スペース・バイオ・ラボラトリーズ
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Spectee ソーシャルインパクト・リサーチ ｔｉｗａｋｉ 出前館

スポチュニティ ソーシャルデータバンク TSUKURU Temari

SmartHR ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン 津田福祉会 TeraCoreFM

スマイリング・パーク ソシャリス ツナグ・ソリューションズ テラスペース

スマイル・フォー・ユー そらのまち そらのまちほいくえん TREE デリカフーズホールディングス

SlackJapan SOLTILO True Balance テレビ大分

スワンなにわ 第一東京弁護士会 ディアメディア テレビ埼玉

セイカ 大光 ＤＩＴ テレビ静岡

生活協同組合パルシステム群馬 ダイヤテクニカ DACホールディングス テレビ新広島

生活協同組合パルシステム千葉 高松商工会議所 TNPパートナーズ テレビ長崎

精密林業計測 高松丸亀町商店街振興組合 ティーエムエルデ テレビ山口

セーフティネット TAG STUDIO ディーカム テレビ山梨

セールスフォース・ドットコム タス ディー・サイン 天地人

セールスレップネットワーク タッチスポット ディースタンダード 天童会

セールスレップ・販路コーディネータ協同組合 ダブル・ワークス D2C TOCREATEIT

Secual タベルモ DHE 東急エージェンシー

ZMP Cheering ティエムファクトリ 東京谷口総研

瀬戸商工会議所 地域科学研究所 Take Me 東京弁護士会

GENECH DATA SOLUTIONS チーム70 ティフォン トゥムヌイ福祉会

ゼネリックソリューション チェンジ デイブレイク 東毛会

JellyWare 地球科学可視化技術研究所 テイラーワークス DouYu Japan

SELF 知財ケア テイルウィンドシステム 東洋ステンレス研磨工業

センシンロボティクス 千葉テレビ放送 できる トーキョーサンマルナナ

創業手帳 チャーム・ケア・コーポレーション デジタルアテンダント ドーナッツロボティクス

双日 長寿会 デジタルホールディングス Tokizane綜合事務所

ソーシャルアクションカンパニー チルドレンス・パラダイス児童養護施設子山ホーム テックドクター Dr.健康経営
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常滑商工会議所 西尾商工会議所 Neoprecision therapeutics batton

栃木サッカークラブ 西日本オートリサイクル Nexus パナソニックライフソリューションズ社

トパーズ・キャピタル 日刊建設工業新聞社 Nextwel HANABISHI

鳥羽商工会議所 日智 猫舌堂 hapi-robo st

富岡商工会議所 日本水素ステーションネットワーク ネットオン Public dots & Company

トライシクル 日本取引所グループ ノウ Publink

TRUST SMITH にっぽんの宝物 能輝人 ハミングヘッズ

TradFit 日本郵便 VAAK PaMeLa

トラベラー 日本環境設計 パーシヴァル 林鍼灸整骨院

トラベルニュース社 日本住環境評価センター バーミリオン・セラピューティックス バリューシフト

トラベルブック 日本障害者雇用総合研究所 ハイウェル ハル

トランスアクト 日本証券業協会 バイオセレンタック ぱる

トランスアクト 日本生活協同組合連合会 Pioneerwork はるかぜ福祉会

TransRecog 日本データサイエンス研究所 バイオマスマーケティング パルシステム生活協同組合連合会

Trim 日本電子計算 ハイパーブレイン HelloWorld

トレードオン 日本のワインを愛する会 バカン パワーネクスト

トレジェムバイオファーマ 日本フードエコロジーセンター 博愛福祉会 バンビシャス奈良

名古屋テレビ放送（メ～テレ） 日本法務システム研究所 伯東 ぴあ

那須環境技術センター 日本未病総合研究所 hugmo ビーエス朝日

NABLAS 日本メディカルキャリア 羽島商工会議所 PSA

南海放送 日本リユースシステム パスコ PMイノベーションオフィス51

南西環境研究所 New Innovations ハタプロ PMO広島

なんでもドラフト NEWTRAL HAKKI AFRICA ピークス

新潟県弁護士会 New Healthcare Design バックテック ＰＣＩホールディングス

にいがた雪室ブランド事業協同組合 nulo hakken ビーシーシー

ニーズウェル 沼田商工会議所 ハッセイ ビースポーク
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BTM 福島中央テレビ プロディライト ますみ会

BP1有限責任事業組合 福島放送 ぷろぼの Maslow

ビーファイブ 福島民報社 FromTo まち未来製作所

HEROZ フジシステム BeA 松

ビジョナル 富士フイルムシステムサービス ペイロール 松山商工会議所

ビズウインド フジヤマ ヘクトル manaby

日立ソリューションズ東日本 プラクス ベスプラ 真庭運創研

ピナクルズ BLAM 戸田観光協会 魔法アプリ

日の出福祉会 ブランディングテクノロジー HealtheeOne まほろば学園

ひまわりケアサポート プラントフォーム ヘルスケアシステムズ Mamasan&Company

百年防災社 Frich ベルフェイス マルホン

ヒューマンプランニング BLUE School Design ベンチャー・アカデミア マンガン

Hew One's Way ブルーストレージ 房州日日新聞社 ミカサ

兵庫県行政書士会 ＢＬＵＥ ＭＩＳＳＩＯＮ ほうじょう 三島市社会福祉協議会

兵庫県弁護士会 FullDepth 保誠会 misosil

兵庫分析センター ブレイゾン・セラピューティクス ホオバル 三谷薬局

Pilates Studio soRa プレイド 北海道文化放送 ミックウェア

広島ホームテレビ ブレイブ 北陸経済連合会 三菱商事

ファーストアセント プレイン ポケットマルシェ 三菱商事テクノス

ファーマーズ・フォレスト ブレインセラーズ・ドットコム ホスピタリティエージェント みなとく

ファブスコ プレシステム bonobo 南日本放送

FUNDBOOK PLEN Robotics POPER みねやま福祉会

ＶＬｅライナック ProAssist Pomalo 宮城衛生環境公社

VQS プロキッズ ホワイトボックス 宮崎県弁護士会

フェリカポケットマーケティング プログラぶっく MAKOTO WILL 宮本企画室

フォレスタリサーチ＆コンサルティング FROGS 真崎医院 みらいリレーションズ
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みんなのまちづくり 悠光会 Lateralkids レグリープ

MOVED 郵宣企画 ラネクシー レックス・インターナショナル

MUJIN EUROMONITOR INTERNATIONAL LIMITED Rapyuta Robotics レフコア

ムスカ 郵湧新報 RUN.EDGE ＲＥＢＦＬＥＥＴ税理士事務所

睦月会 ゆずりは会 リアルグローブ レンワーク

茗渓コンサルタンツ ユナイテッドスマイルズ リース ロイヤリティラボ

メイド・イン・ジャパン・プロジェクト ユニバーサル・サウンドデザイン リエールファクトリー ローソンエンタテインメント

Meta Anchor UNIVRS リキッド・デザイン・システムズ ロジカ・エデュケーション

Medii Unipos Rist ロジック・アンド・デザイン

メディカルローグ ユピア りそな総合研究所 ロフタル

MediBang 夢ふぉと ListenField ロボケン

メディロム 養和会 Ridilover ワーク＆ケアバランス研究所

メトロ設計 横須賀商工会議所 ReVision ワークシフト・ソリューションズ

メビオール 吉村設備工業 リボルバー ワールドクリエーション

メロディ・インターナショナル 読売広告社 琉球放送 ワールドトレードジャパン

MoreVision よりそう 琉球ミライ World Life Mapping

毛髪クリニックリーブ21 ヨルダン大使館 リューテック ワイヤードビーンズ

morning afiter cutting my hair ヨン・コミュニケーション 龍和会（特別養護老人ホーム寿志の里） 和歌山弁護士会

モリサワ Light house 放課後等デイサービス ライトハウス 緑風会 WAKUWAKU JAPAN

MOLCURE ライノジャパン Lily MedTech WakeAi

モルフォ ライフイズテック リンクジャパン 綿半ホールディングス

モンスター・ラボ LIFEULL Marketing Partners Link Sports WAmazing

やぶパートナーズ ライボ リンケージ ワンダーラボ

山形テレビ 楽志堂 ルートレック・ネットワークス Onedot

山口資源 ラクスル Rubans ワンビッツ

山文 ラック RAISE WORLD ワンモア


