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　 まず、グリーン購入ネットワーク（GPN）の設立以来、この
運動を主導いただいた山本良一、中原秀樹両元会長をはじめ、
これまでご参加いただいた会員の皆さん、様々な支援を賜っ
た全ての関係者の皆さんに心より感謝を申し上げます。
　気候変動をはじめとする地球環境問題の深刻化を受け、
GPNが組織されて、グリーン購入運動をスタートさせてか
ら20年が経過いたしました。この間、購入者の側から持続
可能な社会構築に貢献する取り組みとして、日本の各地で
地域ネットワークが立ち上がり、さらに日本のみならず、
海外においてもグリーン購入ネットワークが組織されました。
昨年は、国連によって「持続可能な消費と生産」が持続可能
な開発のための重要な目標に設定され、世界的な広がりを
見せています。
　一方で、地球環境問題は年々深刻化の度合いを増してお
り、世界的にも「今そこにある危機」の一つと認識され、気
候変動においても昨年ようやくパリ協定が採択されました。
限りある資源を効率よく利用するための提言もなされてい
ます。しかし、温室効果ガス排出の徹底した削減など問題

解決への道筋が開かれたわけではあ
りません。
　持続可能な社会を実現するために
は、今こそ、行政や生産者主導の取
り組みのみに委ねるのではなく、購
入者が牽引するグリーン購入のさらなる深化が求められて
います。100年先の社会を見据え、あらゆる製品・サービス
の生産と消費が連携してサプライチェーン全体を網羅した
社会システムのさらなるグリーン化を推進し、環境と経済
が両立する持続可能な社会を一日でも早く実現しなければ
なりません。
　GPNは20年の実践で培ったネットワーク全体で共有する
知見・経験、そして人や組織のつながりを活かし、購入者主
導のグリーンイノベーションを起こしていきたいと考えてい
ます。そのためには、市民、企業、行政が連携を強化し、継
続的に取り組むことが何よりも大事なことです。GPNは連携
と継続的な活動のプラットフォームとして、会員の皆様とと
もに次の世代のための新たな活動を展開してまいります。

グリーン購入ネットワーク会長　  平尾　雅彦

 GPN設立時に生まれた言葉「グリーン購入」
　GPNの設立構想当時、「グリーン購入」という言葉が存在しなかっ
たため、まず、海外の例を参考に用語を考えました。しかし、Green 
Procurementを直訳した「グリーン調達」は企業や行政の調達に限定され
る印象があり、「グリーンコンシューマー」は個人消費者向けの印象が強
く長さも気になりました。そこで、消費者、行政、企業のあらゆる購入
者が汎用的に使用でき、覚えやすい言葉を創ることを目指して検討し、
最終的に「グリーン購入」に落ち着きました。

GPN設立から10年間の活動
　1995年当時、環境に配慮した製品が社会に浸透するような仕掛けの
必要性が高まっていました。そこで、国・地方公共団体、企業、消費者
団体が対等な関係で前例がないネットワークを形成し、環境配慮型製品
の購入運動を広げるという趣旨を掲げ、1996年2月、発起人会員73団体
により「グリーン購入ネットワーク（GPN）」が発足しました。その後、
グリーン購入の定義や活動に関する協議が重ねられ、会員が増え、グリーン
購入法の制定に結びつき、地域GPNが立ち上がりました。

GPNが心がけてきたこと 
　GPN設立にかけた思いの一つは「企業、市民団体、学識者、行政の
4セクターが参画する横断的な活動体として、社会を構成するあらゆる
セクターに賛同されるよう門戸を開こう」ということ、もう一つは「活動
の心根として、利他の精神やコラボレーションを重視し、尊重しよう」
ということでした。GPNは、趣旨に賛同する全国の企業・行政・民間団
体の会員で構成され、会員はGPNの活動や意思決定にも関わっています。
特に、会合等では、相互の立場を尊重し、自由な発言や議論の機会を
持つこと、会員からの意見や提案を歓迎することが念頭に置かれていま
す。GPNの活動はさまざまな側面で会員の協力により支えられています。

製品からサービスへ拡大するグリーン購入 
　2001年のグリーン購入法の施行を受け、国内では次第にコピー用紙や
文具、OA機器、自動車などのグリーン購入が定着していきました。GPNは、
設立10年以降、製品からサービスへとグリーン購入の対象を広げ、ホテル、
印刷サービス、グリーン電力証書、輸配送のグリーン購入ガイドライン
を制定し、「環境配慮サービスを選ぶ」ことも推進しています。

PNのミッション・ビジョンG
 ■重点施策
　① 製品、サービスに関して信頼できる環境情報を整備し、

購入者が便利に利用できる仕組みを提供する。
　② 全ての組織購入者、個人消費者がグリーン購入の重要性
を理解し、実践し、拡大・深化させる様々な支援を行う。

　③ 環境に配慮した製品・サービスの購入や製造を促進する
ための政策提言を行う。

　④ 地域ネットワークとの連携強化により、地域で先進的な
グリーン購入の取り組みを創出し、全国に普及する。

　⑤ IGPNを通じて各国GPNと協働し、互いの先進的取り組
みを共有する。

持続可能な生産と消費を基盤
とする社会を構築するため、
あらゆる分野でグリーン購入
を普及する。

ミッション
 Mission

ビジョン
全ての組織的購入者、個人消
費者がグリーン購入に自律
的・発展的に取り組むことに
より、あらゆる製品やサービ
スが環境配慮されている。

Vision

ごあいさつ
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 設立20周年によせて

 　グリーン購入ネットワークが設立20周年を迎えられました
ことを心よりお慶び申し上げます。また、これまでのグリー
ン購入の普及促進に対する貴団体及び会員の皆様のご努力に
対し敬意を表します。
　昨年12月に地球温暖化対策の新たな国際枠組みとなるパリ
協定が採択されました。我が国は、2030年度までに2013年度
に比べて26%の温室効果ガスの排出を削減する目標を掲げて
います。なかでも、家庭や業務の分野においては、2030年度
までに約40%のCO2排出量を削減する必要があり、消費活動
の中でグリーン購入の裾野を拡大していくことが不可欠です。
　また、国連の持続可能な開発サミットで採択された持続可
能な開発目標（SDGs）においても持続可能な消費と生産のパ
ターンを確保するという目標が掲げられています。
　我が国では、世界に先駆けて平成13年にグリーン購入法を

施行し、国等の公的機関が率先して
環境負荷の少ない製品やサービスを
調達することにより、環境物品等へ
の需要の転換を図ってまいりました。
今、経済社会システムやライフスタ
イルの抜本的な変革に向けて、地方公共団体、事業者、国民
へのグリーン購入の取組の輪をさらに広げていくことが求め
られており、その際、ステークホルダーをつなぐグリーン購
入ネットワークが果たすべき役割は大きいと考えます。貴団
体が、持続可能な社会の構築に向けたキープレーヤーとして
一層ご活躍されることを期待しています。
　最後に、貴団体及び会員の皆様方の益々のご発展をお祈り
いたします。

 環境大臣　 丸川　珠代

 　「グリーン購入ネットワーク」が設立20周年を迎えられまし
たことを心からお慶び申し上げます。貴団体は、我が国の環
境配慮型製品の購入、いわゆる「グリーン購入」に取り組まれ、
地球温暖化問題の解決に資する製品の市場の確立に貢献され
てこられました。
　貴団体の20年にわたる取組は、まさに新たな技術、製品、サー
ビスを、社会に実装していくために不可欠であり、会員の皆
様とともに御尽力されてこられた貴団体とその取組に、深く
敬意を表します。
　昨年12月には、パリでCOP21が開催され、2020年以降の地
球温暖化対策に関する新たな枠組みが合意されました。我が
国も先進国の一員として、国際的な地球温暖化対策をリード
していくことが求められております。このため、経済産業省
では、経済成長と環境を両立させるべく、今春に向けて、徹

底した省エネと再エネの導入拡大を
柱とする「エネルギー革新戦略」を取
りまとめることとしており、その後
の成長戦略や地球温暖化対策計画の
策定にもつなげていく予定です。
　また、経済産業省では、我が国の環境配慮型製品が適切に
評価され一段と普及が進む基盤として、CO2排出量の「見える
化」を行うカーボンフットプリントの取組も進めていくなど、
引き続きCO2排出量を削減するための政策を積極的に推進し
てまいります。
　最後に、「グリーン購入ネットワーク」の今後の取組に大い
に期待をするとともに、貴団体のますますの御発展と、グリー
ン購入の普及が持続可能な社会の構築に、より一層貢献する
ことを祈念して、私の御挨拶とさせていただきます。

 経済産業大臣　  林　幹雄

 　グリーン購入ネットワークが設立20周年を迎えられました
ことを心よりお慶び申し上げます。
　また、貴団体の会員の皆様方には、日頃よりグリーン購入
の取組を通じた持続可能な社会の実現に貢献されてこられま
したことに感謝申し上げます。
　昨年末パリで開催されたCOP21では、国際的な地球温暖化対
策の新たな枠組みを定めた「パリ協定」が採択され、地球環境問
題に対する社会の関心が高まる中、農林水産分野においても
持続可能な生産活動を実施していくため、地球温暖化対策等
に積極的に取り組んでいくことが重要と考えております。
　特に、農林水産省では、高温耐性品種の開発・普及をはじ
めとした気候変動による影響への適応策、森林や農地土壌に

おける二酸化炭素の吸収・貯留対策
のほか、温室効果ガスの排出削減に
も資するよう、農山漁村における再
生可能エネルギーの導入やバイオマ
ス資源の活用といった取組を進めて
いるところです。
　また、グリーン購入のさらなる推進のため、一般消費者と一
緒に間伐材やバイオマス製品の利用等に努めて参りたいと考え
ておりますので、貴団体の会員の皆様方にも一層の御協力を
お願い申し上げます。
　結びに、貴団体のますますの御発展、会員の皆様方の一層
の御健勝、御活躍を祈念いたします。

 農林水産大臣　   森山　𥙿
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この10年のあゆみ
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

Ｇ
Ｐ
Ｎ
の
活
動

大
会
・
表
彰

・�GPN設立10周年�
フォーラム（2月）
・�第8回グリーン購入�
大賞表彰式（2月）

・�グリーン購入全国�
フォーラム2007�in�仙台
「グリーン購入は地球温
暖化を救えるか」�
（10月）
・�第9回グリーン購入�
大賞表彰式（10月）

・�グリーン購入全国フォー
ラム2008�in�京都�
「グリーン購入と地球温
暖化防止～京都からの�
発信～」（10月）
・�第10回グリーン購入大賞
表彰式（10月）

・�グリーン購入全国�
フォーラム2009�in�北海道
「グリーン購入を通じた
低炭素社会の実現に向けて」
（11月）
・�第11回グリーン購入大賞
表彰式（11月）

・�グリーン購入フォーラム�
2010「生物多様性の保全
につながるグリーン購入」
（11月）
・�第12回グリーン購入大賞
表彰式（11月）

・�グリーン購入全国フォーラム
2011「新たな豊かさを�
目指して�グリーン購入でい
ま何ができるか」（10月）
・�第13 回グリーン購入大賞�
表彰式（10月）

・�グリーン購入全国フォーラム
2012in 仙台「『忘れない
3.11』から生まれるグリーン
購入の新たな視点」（10月）
・�第14 回グリーン購入大賞
表彰式（10月）

・�第15 回グリーン購入�
大賞表彰式・事例発表会�
（エコプロダクツ2013にて）
／農林水産大臣賞新設�
（12月）

・�グリーン購入全国フォーラム
in 札幌「環境でこそ儲ける
～成功事例からノウハウを
つかむ！」（2月）
・�第16 回グリーン購入大賞�
表彰式・事例発表会（エコプ
ロダクツ2014にて）（12月）

・�グリーン購入全国フォーラム
「東京オリンピック・パラリ
ンピックとその先を見据え
て」（2月）
・�第17回グリーン購入大賞�
表彰式・事例発表会（エコプ
ロダクツ2015にて）（12月）

普
及
活
動

・�グリーン購入キャラクター
発表（2月）
・�第25回セミナー�
「食品と環境�その現状を
知る」（8月）
・�第26回セミナー�
「消費生活と環境に�
関する教育」（10月）
・�エコプロダクツ2006�
出展（12月）

・�第27回セミナー�
「旅客サービス」（1月）
・�グリーン購入キャラクター
名称決定（7月）

・�GPN500万人グリーン購入
一斉行動キャンペーン実
施「買い物へ行ったとき
にレジ袋を断る」（10月）

・�「『買う』から始めるエ
コ。」出版（10月）

・�エコプロダクツ2007�
出展（12月）

・�グリーン購入一斉行動�
キャンペーン「買い物袋�
を持って、旬や地場の�
食べ物を選ぶ」�
（6月、10月）
・�グリーン購入エコリーダー
研修（主催：東京商工会
議所、GPN）（7月）
・�エコプロダクツ2008�
出展（12月）

・�グリーン購入一斉行動
キャンペーン「旬や地場
の食べ物を選ぶ／環境情
報を見る／マイバック、
マイ箸、マイボトル」�
（1月、6月、10月）
・�グリーン購入エコリー
ダー研修（主催：東京商
工会議所、GPN）（4月）
・�エコプロダクツ2009�
出展（12月）
・�東京都共同事業「食品・衣
服購入ガイドライン普及
促進事業」開始

・�グリーン購入エコリーダー
研修（主催：東京商工会
議所、GPN）（5月）
・�グリーン購入一斉行動�
キャンペーン「マイバック、
マイ箸、マイボトル、�
歩く／賢く�エコトク術」
（6月、12月）
・�エコプロダクツ2010�
出展（12月）
・�東京都共同事業「食品・衣
服購入ガイドライン普及
促進事業」買うから始め
るエコキャンペーン

・�グリーン購入一斉行動キャン
ペーン「今だから節電／省エ
ネライフ／よりよいエコを選
ぼう」（4月、6月、10月）
・�エコプロダクツ2011�
出展（12月）
・�東日本大震災・GPN応援
プロジェクト：現地からの報
告／チャリティーポスター制
作・販売／被災地支援を考
える視察会開催

・�グリーン購入一斉行動キャン
ペーン実施「省エネライフ／
減装ショッピング」（6月、
10月）
・�震災後再開「エコプロダク
ツ東北」出展／GPN 仙台
視察会（10月）
・�エコプロダクツ2012�
出展（12月）
・�倫理的購入・CSR 調達を考
える研究会（IGPN）

・�環境省 ESDモデルプログラム
採択「品物の一生を考えた、
品物の選び方・使い方・暮ら
し方」（3月）
・�グリーン購入一斉行動キャ
ンペーン実施�
「容器包装を減らす工夫」�
（6月）
・�キャンペーン連携：�
小学生・消費者「買うとき�
から考えるごみ削減」ワーク
ショップ�
（6月、11月）
・�エコプロダクツ2013 出展
（12月）

・�グリーン購入一斉行動キャンペーン
実施「ムダな袋いりません」（6月）
・�エコプロダクツ2014 出展�
（12月）

・�エコプロダクツ2015 出展�
（12月）

情
報
提
供
・
調
査
な
ど

・�「トイレ設備」購入ガイド
ライン制定（3月）
・�「バイオプラスチック」�
研究会レポート公表�
（12月）
・�「食品」研究会レポート�
公表（12月）

・�パソコン他8分野の情報
提供項目に「バイオプラ
スチックの使用」を追加
（1月）
・�「GPN�データベース」を
「エコ商品ねっと」へ名称
変更（8月）

・�「衣服」購入ガイドライン
制定（3月）

・�「食品」購入ガイドライン�
制定（3月）
・�「印刷・情報用紙」購入�
ガイドライン改定（5月）

・�「グリーン電力証書」購入�
ガイドライン制定（4月）
・�「エコ商品ねっと」をリニュー
アル（4月）
・�エコ商品ねっと「（震災直後）
節電特集」（4月）
・�「家具」購入ガイドライン�
改定（7月）

・�「文具・事務用品」購入ガイド
ライン改定（1月）
・�「印刷サービス」発注ガイド
ライン改定（3月）
・�エコ商品ねっと「環境配慮に
取り組む印刷事業者の情報
提供」開始（3月）
・�「GPN 印刷サービスシンボ
ルマーク」開始（3月）

・�「輸配送（貨物自動車）」�
契約ガイドライン制定（8月）
・�「自動車」購入ガイドライン
改定（8月）
・�「パソコン」購入ガイドライン
改定（8月）
・�「印刷・情報用紙」購入ガイ
ドライン改定（8月）

・�ガイドライン及びエコ商品
ねっと「ポリ塩化ビニル」の
情報提供項目の削除、化学
物質の J-MOSSによる情
報提供（2月）
・�「グリーン購入法適合品かん
たん検索」開始（4月）
・�エコ商品ねっとに「カーボン
フットプリント（CFP）マー
ク」の表示追加（9月）
・�「トイレットペーパー」、
「ティッシュペーパー」、「文
具・事務用品」購入ガイド
ライン改定（11月）

・�「電力供給事業者の情報提
供研究会」開始（5月）
・�「パーム油の持続可能な利
用促進に向け研究会」開始
（7月）

各
地
の
活
動

・�九州グリーン購入ネット
ワーク・福岡設立（7月）

・�埼玉グリーン購入ネット
ワーク設立（7月）

・�北海道グリーン購入ネッ
トワーク設立（5月）

・�横浜グリーン購入ネット
ワーク設立（6月）

・�大阪グリーン購入ネットワー
ク設立（1月）

国
際
的
な
活
動

・�第2回グリーン購入�
世界会議�in�バルセロナ�
（スペイン）
・�エコプロダクツ国際展�
2006（シンガポール）
・�地球環境基金助成事業�
（マレーシア、インド、�
シンガポール、中国）

・�グリーン購入ワーク�
ショップ（タイ、インド）

・�IGPNセミナー（東京）

・�エコプロダクツ国際展
2008（ベトナム）
・�IGPN会議（ベトナム）
・�IGPNセミナー�
（東京、マレーシア）

・�第3回グリーン購入�
世界会議�in�スウォン（韓国）
・�エコプロダクツ国際展
2009（フィリピン）
・�国際コンファレンス�
（フィリピン）
・�IGPN会議（フィリピン）
・�RIM�for�Asia�and�
the�Pacific会議（タイ）

・�エコプロダクツ国際展
2010（インドネシア）
・�IGEM2010�
（マレーシア）
・�地球環境基金助成事業
（インドネシア、マレー
シア、フィリピン）

・�エコプロダクツ国際展2011
（インド）
・�IGEM2011（マレーシア）
・�JICA 研修
・�地球環境基金助成事業�
（フィリピン、インド）

・�IGPN 会議（マレーシア）
・�グリーン購入フォーラム�
（台湾）
・�JICA 研修
・�地球環境基金助成事業�
（フィリピン、ベトナム、�
インド）

・�第 4回グリーン購入世界会
議 in�スバンジャヤ�
（マレーシア）
・�持続可能な公共調達イニシ
アティブ（SPPI）会議�
（フランス）
・�グリーンウォッシュ・�
フォーラム（台湾）
・�UNDESA スイス・ハイレベ
ルシンポジウム（スイス）
・�JICA 研修
・�地球環境基金助成事業�
（フィリピン、ベトナム、�
インド）

・�IGPN 札幌フォーラム・エシ
カル購入国際シンポジウム
in 札幌
・�ASEAN+3�GPPEL�
ネットワークワークショップ�
（タイ、中国）
・�APRSCP（タイ）
・�10YFP�SPPプログラム会
議（ベルギー）
・�10YFP�CIP 会議（フランス）
・�国際シンポジウム（東京）

・�地球環境基金助成事業�
（フィリピン）
・�LCM�2015（フランス）
・�I-GPACワークショップ�
（東京）
・�国際シンポジウム（東京）

社
会
動
向

・�第三次環境基本計画閣議
決定
・�グリーン購入法の特定調達�
品目数：17分野214品目

・�環境配慮契約法公布
・�IPCC第4次評価報告書統
合報告書公表

・�グリーン購入法の特定調達�
品目数：17分野222品目

・�古紙偽装問題
・�北海道洞爺湖サミット�
開催
・�グリーン購入法の特定調達�
品目数：18分野237品目

・�グリーン購入法の特定調達�
品目数：19分野246品目

・�生物多様性条約（CBD）
COP10�
「名古屋議定書」�
「愛知ターゲット」採択
・�グリーン購入法の特定調達�
品目数：19分野256品目

・�東日本大震災
・�グリーン購入法の特定調達
品目数：19分野 261品目

・�第四次環境基本計画閣議
決定
・�国連持続可能な開発会議
（リオ＋20）開催
・�再生可能エネルギー「固定
価格買取制度」開始
・�グリーン購入法の特定調達
品目数：19分野 261品目

・�グリーン購入法の特定調達
品目数：19分野 266品目

・�電気事業法の一部改正（電
気の小売業への参入の全面
自由化を行う改正法）
・�IPCC第 5次評価報告書統
合報告書採択
・�グリーン購入法の特定調達
品目数：19分野 267品目

・�「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」採択
・�グリーン購入法の特定調達
品目数：21分野 270品目

■エコ商品ねっと：http://www.gpn.jp/econet/
■グリーン購入ガイドライン19分野
GL1印刷・情報用紙／GL2コピー機・プリンタ・ファクシミリ／GL3トイレットペー
パー，ティッシュペーパー／GL4パソコン／GL5冷蔵庫／GL6文具・事務用品／GL7
洗濯機／GL8照明／GL9自動車／GL10エアコン／GL11家具／GL12テレビ／GL13
衣服／GL14印刷サービス／GL15ホテル・旅館／GL16トイレ設備／GL17食品（加工
食品）／GL18グリーン電力証書／GL19輸配送（貨物自動車）

■IGPNメンバー（各国GPN）
GPN Japan（GPN）1996年設立
Korea GPN（KGPN）1999年設立
GPN Malaysia（GPNM）2003年設立
Thai GPN（TGPN）2004年設立
China GPN（CGPN）2006年設立
GPN India（GPNI）2007年設立

GPN Vietnam（VNGPN）2009年設立
Green Purchasing Alliance Taiwan 2009年加入
Hong Kong Green Council 2009年加入
Enterprise Promotion Center, Singapore 2009年加入
Green Purchasing Alliance Movement（GRAM）, Philippines 2009年設立・加入
Green Purchasing Network Indonesia 2009年設立
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2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

Ｇ
Ｐ
Ｎ
の
活
動

大
会
・
表
彰

・�GPN設立10周年�
フォーラム（2月）
・�第8回グリーン購入�
大賞表彰式（2月）

・�グリーン購入全国�
フォーラム2007�in�仙台
「グリーン購入は地球温
暖化を救えるか」�
（10月）
・�第9回グリーン購入�
大賞表彰式（10月）

・�グリーン購入全国フォー
ラム2008�in�京都�
「グリーン購入と地球温
暖化防止～京都からの�
発信～」（10月）
・�第10回グリーン購入大賞
表彰式（10月）

・�グリーン購入全国�
フォーラム2009�in�北海道
「グリーン購入を通じた
低炭素社会の実現に向けて」
（11月）
・�第11回グリーン購入大賞
表彰式（11月）

・�グリーン購入フォーラム�
2010「生物多様性の保全
につながるグリーン購入」
（11月）
・�第12回グリーン購入大賞
表彰式（11月）

・�グリーン購入全国フォーラム
2011「新たな豊かさを�
目指して�グリーン購入でい
ま何ができるか」（10月）
・�第13 回グリーン購入大賞�
表彰式（10月）

・�グリーン購入全国フォーラム
2012in 仙台「『忘れない
3.11』から生まれるグリーン
購入の新たな視点」（10月）
・�第14 回グリーン購入大賞
表彰式（10月）

・�第15 回グリーン購入�
大賞表彰式・事例発表会�
（エコプロダクツ2013にて）
／農林水産大臣賞新設�
（12月）

・�グリーン購入全国フォーラム
in 札幌「環境でこそ儲ける
～成功事例からノウハウを
つかむ！」（2月）
・�第16 回グリーン購入大賞�
表彰式・事例発表会（エコプ
ロダクツ2014にて）（12月）

・�グリーン購入全国フォーラム
「東京オリンピック・パラリ
ンピックとその先を見据え
て」（2月）
・�第17回グリーン購入大賞�
表彰式・事例発表会（エコプ
ロダクツ2015にて）（12月）

普
及
活
動

・�グリーン購入キャラクター
発表（2月）
・�第25回セミナー�
「食品と環境�その現状を
知る」（8月）
・�第26回セミナー�
「消費生活と環境に�
関する教育」（10月）
・�エコプロダクツ2006�
出展（12月）

・�第27回セミナー�
「旅客サービス」（1月）
・�グリーン購入キャラクター
名称決定（7月）
・�GPN500万人グリーン購入
一斉行動キャンペーン実
施「買い物へ行ったとき
にレジ袋を断る」（10月）
・�「『買う』から始めるエ
コ。」出版（10月）
・�エコプロダクツ2007�
出展（12月）

・�グリーン購入一斉行動�
キャンペーン「買い物袋�
を持って、旬や地場の�
食べ物を選ぶ」�
（6月、10月）
・�グリーン購入エコリーダー
研修（主催：東京商工会
議所、GPN）（7月）
・�エコプロダクツ2008�
出展（12月）

・�グリーン購入一斉行動
キャンペーン「旬や地場
の食べ物を選ぶ／環境情
報を見る／マイバック、
マイ箸、マイボトル」�
（1月、6月、10月）
・�グリーン購入エコリー
ダー研修（主催：東京商
工会議所、GPN）（4月）
・�エコプロダクツ2009�
出展（12月）
・�東京都共同事業「食品・衣
服購入ガイドライン普及
促進事業」開始

・�グリーン購入エコリーダー
研修（主催：東京商工会
議所、GPN）（5月）
・�グリーン購入一斉行動�
キャンペーン「マイバック、
マイ箸、マイボトル、�
歩く／賢く�エコトク術」
（6月、12月）
・�エコプロダクツ2010�
出展（12月）
・�東京都共同事業「食品・衣
服購入ガイドライン普及
促進事業」買うから始め
るエコキャンペーン

・�グリーン購入一斉行動キャン
ペーン「今だから節電／省エ
ネライフ／よりよいエコを選
ぼう」（4月、6月、10月）
・�エコプロダクツ2011�
出展（12月）
・�東日本大震災・GPN応援
プロジェクト：現地からの報
告／チャリティーポスター制
作・販売／被災地支援を考
える視察会開催

・�グリーン購入一斉行動キャン
ペーン実施「省エネライフ／
減装ショッピング」（6月、
10月）
・�震災後再開「エコプロダク
ツ東北」出展／GPN 仙台
視察会（10月）
・�エコプロダクツ2012�
出展（12月）
・�倫理的購入・CSR 調達を考
える研究会（IGPN）

・�環境省 ESDモデルプログラム
採択「品物の一生を考えた、
品物の選び方・使い方・暮ら
し方」（3月）
・�グリーン購入一斉行動キャ
ンペーン実施�
「容器包装を減らす工夫」�
（6月）
・�キャンペーン連携：�
小学生・消費者「買うとき�
から考えるごみ削減」ワーク
ショップ�
（6月、11月）
・�エコプロダクツ2013 出展
（12月）

・�グリーン購入一斉行動キャンペーン
実施「ムダな袋いりません」（6月）
・�エコプロダクツ2014 出展�
（12月）

・�エコプロダクツ2015 出展�
（12月）

情
報
提
供
・
調
査
な
ど

・�「トイレ設備」購入ガイド
ライン制定（3月）
・�「バイオプラスチック」�
研究会レポート公表�
（12月）
・�「食品」研究会レポート�
公表（12月）

・�パソコン他8分野の情報
提供項目に「バイオプラ
スチックの使用」を追加
（1月）
・�「GPN�データベース」を
「エコ商品ねっと」へ名称
変更（8月）

・�「衣服」購入ガイドライン
制定（3月）

・�「食品」購入ガイドライン�
制定（3月）
・�「印刷・情報用紙」購入�
ガイドライン改定（5月）

・�「グリーン電力証書」購入�
ガイドライン制定（4月）
・�「エコ商品ねっと」をリニュー
アル（4月）
・�エコ商品ねっと「（震災直後）
節電特集」（4月）
・�「家具」購入ガイドライン�
改定（7月）

・�「文具・事務用品」購入ガイド
ライン改定（1月）
・�「印刷サービス」発注ガイド
ライン改定（3月）

・�エコ商品ねっと「環境配慮に
取り組む印刷事業者の情報
提供」開始（3月）
・�「GPN 印刷サービスシンボ
ルマーク」開始（3月）

・�「輸配送（貨物自動車）」�
契約ガイドライン制定（8月）
・�「自動車」購入ガイドライン
改定（8月）

・�「パソコン」購入ガイドライン
改定（8月）
・�「印刷・情報用紙」購入ガイ
ドライン改定（8月）

・�ガイドライン及びエコ商品
ねっと「ポリ塩化ビニル」の
情報提供項目の削除、化学
物質の J-MOSSによる情
報提供（2月）
・�「グリーン購入法適合品かん
たん検索」開始（4月）
・�エコ商品ねっとに「カーボン
フットプリント（CFP）マー
ク」の表示追加（9月）
・�「トイレットペーパー」、
「ティッシュペーパー」、「文
具・事務用品」購入ガイド
ライン改定（11月）

・�「電力供給事業者の情報提
供研究会」開始（5月）
・�「パーム油の持続可能な利
用促進に向け研究会」開始
（7月）

各
地
の
活
動

・�九州グリーン購入ネット
ワーク・福岡設立（7月）
・�埼玉グリーン購入ネット
ワーク設立（7月）

・�北海道グリーン購入ネッ
トワーク設立（5月）

・�横浜グリーン購入ネット
ワーク設立（6月）

・�大阪グリーン購入ネットワー
ク設立（1月）

国
際
的
な
活
動

・�第2回グリーン購入�
世界会議�in�バルセロナ�
（スペイン）
・�エコプロダクツ国際展�
2006（シンガポール）
・�地球環境基金助成事業�
（マレーシア、インド、�
シンガポール、中国）

・�グリーン購入ワーク�
ショップ（タイ、インド）

・�IGPNセミナー（東京）

・�エコプロダクツ国際展
2008（ベトナム）
・�IGPN会議（ベトナム）
・�IGPNセミナー�
（東京、マレーシア）

・�第3回グリーン購入�
世界会議�in�スウォン（韓国）
・�エコプロダクツ国際展
2009（フィリピン）
・�国際コンファレンス�
（フィリピン）
・�IGPN会議（フィリピン）
・�RIM�for�Asia�and�
the�Pacific会議（タイ）

・�エコプロダクツ国際展
2010（インドネシア）

・�IGEM2010�
（マレーシア）
・�地球環境基金助成事業
（インドネシア、マレー
シア、フィリピン）

・�エコプロダクツ国際展2011
（インド）
・�IGEM2011（マレーシア）
・�JICA 研修
・�地球環境基金助成事業�
（フィリピン、インド）

・�IGPN 会議（マレーシア）
・�グリーン購入フォーラム�
（台湾）
・�JICA 研修
・�地球環境基金助成事業�
（フィリピン、ベトナム、�
インド）

・�第 4回グリーン購入世界会
議 in�スバンジャヤ�
（マレーシア）
・�持続可能な公共調達イニシ
アティブ（SPPI）会議�
（フランス）
・�グリーンウォッシュ・�
フォーラム（台湾）

・�UNDESA スイス・ハイレベ
ルシンポジウム（スイス）
・�JICA 研修
・�地球環境基金助成事業�
（フィリピン、ベトナム、�
インド）

・�IGPN 札幌フォーラム・エシ
カル購入国際シンポジウム
in 札幌
・�ASEAN+3�GPPEL�
ネットワークワークショップ�
（タイ、中国）
・�APRSCP（タイ）
・�10YFP�SPPプログラム会
議（ベルギー）
・�10YFP�CIP 会議（フランス）
・�国際シンポジウム（東京）

・�地球環境基金助成事業�
（フィリピン）
・�LCM�2015（フランス）
・�I-GPACワークショップ�
（東京）
・�国際シンポジウム（東京）

社
会
動
向

・�第三次環境基本計画閣議
決定
・�グリーン購入法の特定調達�
品目数：17分野214品目

・�環境配慮契約法公布
・�IPCC第4次評価報告書統
合報告書公表
・�グリーン購入法の特定調達�
品目数：17分野222品目

・�古紙偽装問題
・�北海道洞爺湖サミット�
開催
・�グリーン購入法の特定調達�
品目数：18分野237品目

・�グリーン購入法の特定調達�
品目数：19分野246品目

・�生物多様性条約（CBD）
COP10�
「名古屋議定書」�
「愛知ターゲット」採択
・�グリーン購入法の特定調達�
品目数：19分野256品目

・�東日本大震災
・�グリーン購入法の特定調達
品目数：19分野 261品目

・�第四次環境基本計画閣議
決定
・�国連持続可能な開発会議
（リオ＋20）開催
・�再生可能エネルギー「固定
価格買取制度」開始
・�グリーン購入法の特定調達
品目数：19分野 261品目

・�グリーン購入法の特定調達
品目数：19分野 266品目

・�電気事業法の一部改正（電
気の小売業への参入の全面
自由化を行う改正法）
・�IPCC第 5次評価報告書統
合報告書採択
・�グリーン購入法の特定調達
品目数：19分野 267品目

・�「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」採択
・�グリーン購入法の特定調達
品目数：21分野 270品目
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6 　GPN 設立20周年記念

グリーン購入大賞受賞団体
2007年 第9回

　
大　賞

【環境大臣賞】
滋賀銀行
●環境対応型金融商品・サービスの開発、
提供による地域への環境保全活動への働き
かけ
�
松下電器産業
●地球温暖化を進めないための家電選び、
Nのエコ計画＆エコアイディアキャンペーン
沢田商店
●寝具・ベッドのマットレスのグリーン購
入推進
東海三県一市グリーン購入キャンペー
ン実行委員会
●東海三県一市グリーン購入キャンペーン
滋賀県環境生活協同組合
●地域におけるグリーン購入の普及啓発
活動
森の町内会（オフィス町内会、岩手県
岩泉町、三菱製紙）
●健全な森を未来につなぐ、企業と森の新
しいパートナーシップ　

優秀賞
大和ハウス工業
●エネルギーシミュレーションソフト
「ECOナビゲーター」
おぎそ
●学校給食の廃食器回収事業とリサイクル
高強度磁器食器の製造・販売事業
キッズシティージャパン
●キッザニア施設内で行う「エコ・アクティ
ビティ」
サンオータス
●環境車検、環境整備
パノラマ・ホテルズ・ワン 
沖縄ハーバービューホテル
●環境コミュニケーションで広がる循環の輪
石川県立大聖寺高等学校
●SEP（セップ）聖高エコプロジェクト（世
界一エコな学校をめざして）
京都市レジ袋有料化推進懇談会、 
京都市、イオン
●京都市における買物袋持参促進運動
滋賀グリーン購入ネットワーク、滋賀県
●グリーン購入実践プラン滋賀登録制度
日本自動車販売協会連合会山形県支部、 
山形県地球温暖化防止活動推進センター、 
環境市民
●自動車班場における「環境マイスター」研
修・認定制度

審査員特別賞
阪急阪神ホールディングス
●阪急阪神ホールディングスグループ全体
での環境保全活動
アミタ
●天然水産資源の適切で持続的な管理を推
進するMSC漁業認証の日本への導入及び
監査の運営
一・四・一
●環境にやさしいビルづくりを目指して
（ファッションドーム141ゼロエミッショ
ンへの挑戦）

審査員奨励賞
パルシステム生活協同組合連合会
●リユースびん利用普及の取り組み
Rびんを広めよう会・熊本
●環境配慮型商品のPR活動を通じた飲料
メーカーへのグリーン購入の推進

2008年 第10回
　

大　賞

【環境大臣賞】
パタゴニア日本支社
●一般衣料の回収リサイクルプログラム
「つなげる糸リサイクル・プログラム」と�
「フットプリント・クロニクル」

�
富士通
●社内農園で一石四鳥！（食堂生ごみ有効
利用、地産地消、地球温暖化防止、環境意
識向上）
札幌ドーム
●札幌ドームECO�MOTION�～ひとりひと
りがエコプレイヤー～
宇宙航空研究開発機構
●JAXAの技術が環境技術分野にスピンオフ
コンベンション札幌ネットワーク
●北海道洞爺湖サミットを契機に世界へ発
信する～日本初のグリーンコンベンション
構想と地域貢献型カーボンオフセット事業
エコッツェリア協会 

（大丸有環境共生型まちづくり推進協会）
●環境戦略拠点「エコッツェリア」を中心と
した、エリア全体での「環境共生まちづく
り」の推進

優秀賞
積水ハウス
●CO2オフ住宅の普及とライフスタイル提
案による家庭部門のCO2排出量削減
サッポロビール
●ビール商品によるCO2排出量「見える化」
の取り組み
インターレックス
●カード型パソコンソフト販売ソリュー
ション『らっくんカード』
光工業
●揮発性有機溶剤（VOC）排出量低減型（環
境に優しい）常温アスファルト道路補修材
『YKアスコン』の開発と普及

審査員特別賞
アルファグリーン
●ヤギを活用した既存緑地の除草工（草刈
り）とシバ型草地維持管理システム
都タクシー
●「車を磨く・人を磨くから生まれたCO2
削減効果」と「EIM（エイム）委員会（環境配
慮活動委員会）」
コクヨ工業滋賀
●びわ湖・淀川水系のヨシ（葦）を使った紙
製品の開発・普及
北九州市
●ポイントシールを活用したレジ袋削減策
などによるグリーンコンシューマーの育成

審査員奨励賞
損害保険ジャパン J-SA AIRジャパン
●グリーン購入を通じたバリューチェーン
（代理店組織）のグリーン化と保険契約者の
環境意識の醸成
阪急交通社
●環境配慮に取り組む宿泊施設の普及拡大
に向けた宿泊予約サイト『エコ泊』の立ち
上げ
京都精華大学
●大学全体で取り組む環境活動と環境に配
慮できる人材（グリーンコンシューマー）の
育成

2009年 第11回
　

大　賞

【環境大臣賞】
阪急電鉄
●環境メッセージ列車「エコトレイン�未来
のゆめ・まち号」によるセクターを超えた
協働による環境啓発プロジェクト

【経済産業大臣賞】
チクマ
●広域認定（環境大臣認定）業界第一号取得
による循環型社会形成の実施＆環境影響定
量化研究（LCA）による低炭素社会形成の実
現を目指して！
�
シャープ（気象キャスターネットワーク）
●小学校環境教育（年間500校の全国展開）
ハイクレー
●浄水発生土の再資源化及び有効利用活動
展開
横浜市資源リサイクル事業協同組合
●「読む・描く・体験する」の３つの活動で
リサイクルをデザインする
パイオニア、長野県飯綱町
●カーナビゲーションシステムを用いたデ
マンドバスによる省エネ運行
らでぃっしゅぼーや
●持続可能な社会を実現するために、環境
NPOから立ち上がった�らでぃっしゅぼーや

優秀賞
積水ハウス
●持続可能性を考えた木材（フェアウッド）
調達の推進
住商インテリアインターナショナル
●カーペットでできるECO、さらにカーボ
ンニュートラル化の実現
SGモータース
●環境にやさしい「ECO車体」の展開～廃材
利用とノンフロンの実現～
プリンス電機
●未来の担い手、子供たちが、自ら感じ、
考え、行動する環境学習を目指して!
NGP日本自動車リサイクル事業協同組合
●中身も箱もECO主義!�自動車中古部品は
エコ商品。物流もエコにしたい!
日本自動車リサイクル部品販売団体 
協議会グリーンポイントクラブ、 
早稲田大学環境総合研究センター 
早稲田環境研究所
●自動車リサイクル部品のCO2削減効果の
数値化を活用したグリーン購入活動促進に
ついて～グリーンポイントシステムの本格
稼働と今後の展開～
滋賀県立大学環境マネジメント事務所
●食でつなげる地域とキャンパス～地産地
消プロジェクト～

審査員特別賞
富士ゼロックス
●環境負荷の見える化を通したお客様のグ
リーン購入への貢献
スプライン・ネットワーク
●プリンタートナーコストを最大50％削
減、環境にもやさしいオフィスの強い味方
「トナーセーバー」を販売
滋賀県立大学グリーンコンシューマー
サークル
●国・企業・生活者、三方へ攻めるグリー
ン購入
モスフードサービス
●国産素材への挑戦～「国産素材」「旬」を
味わうハンバーガー、�「とびきりハンバー
グサンド」の開発
熊本学園大学
●学食で地下水涵養米を食べて地下水を守る

審査員奨励賞
リコー東北
●リコー東北“もったいない活動”（資源循環
型社会に向けた）の取り組み
エコノス
●“環境”をテーマにした株式会社エコノス
の総合ビジネス
生活協同組合連合会
大学生活協同組合京都事業連合
●大学生協食堂メニューのフードマイレー
ジ算出と軽減にむけたとりくみ

2010年 第12回
　

大　賞

【環境大臣賞】
たじま農業協同組合
●コウノトリ育むお米作りの取り組みに
ついて

【経済産業大臣賞】
TOTO
●環境浄化技術「ハイドロテクト」を応用し
た製品開発及び普及促進による地球環境へ
の貢献
�
キヤノンマーケティングジャパン
●お客さまの環境配慮活動を支援する新た
な情報発信
池内タオル
●環境配慮型商品の販売
富士通
●富士通グループ購買部門における生物多
様性保全の取り組み

優秀賞
日本電気
●NEC田んぼ作りPj�with�アサザ基金
サラヤ
●原料供給地の環境問題　ボルネオ環境保
全プロジェクト
シャープ
●グローバルでの生物多様性へのハイブ
リッド型アプローチ
UCC上島珈琲
●コーヒーを通じて「多様な生物との共存」
を考えるUCCコーヒーの取り組み

審査員特別賞
旭有機材工業
●高断熱ノンフロン現場発泡断熱システム
の開発及び実用化
伊藤園
●茶殻リサイクルシステム
パイオニア
●走行前に燃費がわかる業界初の「エコ・
ルート探索」搭載カーナビゲーション、”パ
イオニア・サイバーナビ”

審査員奨励賞
済生会八幡総合病院
●環境管理委員会ISO14001認証取得と、
意識改革による「グリーンコンシューマー
の育成」
びわ湖放送
●「買うならエコ！とっておきエコ情報
キャンペーン」
フェリス女学院大学
●地域の環境教育の拠点としてのエコ・
キャンパス活動
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2011年 第13回
　

大　賞

【環境大臣賞】
佐賀市
●間伐材を使用したコピー用紙の導入によ
る環境保護、森林保全、地産地消等の多面
的で効率的な行政運営の展開

【経済産業大臣賞】
京セラ滋賀蒲生工場・ 
京セラ滋賀八日市工場
●環境意識向上活動によるグリーンコン
シューマーの育成・拡大
�
太陽油脂
●環境配慮設計商品（石けん類）の開発・発
売と環境講習会によるグリーンコンシュー
マーの育成・増加

滋賀県社会就労事業振興センター
●環境と福祉の融合によるグリーン購入促
進の取り組み～エコラボはーとしがの取り
組みを中心に～

優秀賞
岡村製作所
●森林の適正管理と生態系の保全に貢献す
る木材利用とオフィスの提案
タカラトミー
●「エコトイ」活動～おもちゃに環境ラベル
（タイプⅡ）を業界他社に先駆けて導入～お
もちゃで子どもたちの環境への気づきをお
手伝い～
帝人ファイバー
●帝人ファイバーの環境負荷低減への取り
組み
木楽舎つみ木研究所
●「森のReborn（再生）�プロジェクト」～山
の恵みを「つみ木に形を替えて」こどもの未
来社会へ届けよう
パールトーン
●パールトーン「桑の木プロジェクト」～未
来へ繋ぐ地球環境と伝統産業～
宮城県
●「みやぎe行動（eco�do!）宣言登録」実証
「見える化」モデル事業
インクカートリッジ里帰りプロジェクト
●プリンタ業界一丸での環境配慮活動

審査員特別賞
東京ガス、サンケイビル、 
JX日鉱日石エネルギー
●節電と省エネに貢献する次世代マンショ
ン「ルフォン井の頭公園」
川崎市
●川崎市のグリーン購入の取組～市内の
資源循環と、環境と経済の好循環を目指
して～

審査員奨励賞
テレビ神奈川
●「2011�tvk�秋じゃないけど�収穫祭」開催
によるグリーン購入につながる機会の創出
輪之内町（岐阜県）
●輪之内町におけるグリーン購入の取り組み
横浜市地球温暖化対策推進協議会、 
東芝ライテック、ノジマ
●白熱電球をLED電球に買い換えて、消費
電力・二酸化炭素を削減!!～横浜LED電球
メガワットキャンペーン～

2012年 第14回
　

大　賞

【環境大臣賞】
鹿児島県
●県産材を使用したオフィス家具の開発・普
及による林業活性化と地産地消の取り組み

【経済産業大臣賞】
沖縄県EV普及促進協議会
●EV観光の楽園�沖縄
�
損害保険ジャパン、J-SA、 
AIRジャパン
●損保ジャパンとサプライチェーン（代理
店組織）が一体となった「グリーン購入の促
進」と「地域との協働によるグリーンコン
シューマーの育成」
NECフィールディング
●生物多様性保全活動と組み合わせたカー
ボンオフセットへの取り組み

優秀賞
ブリヂストン、 
ブリヂストンタイヤジャパン
●ソリューション・ビジネス「エコバリュー�
パック」の展開
味の素ゼネラルフーヅ
●環境配慮型ペットボトルを＜ブレンディ＞
ボトルコーヒー主力商品全てに導入
アスクル
●商品調達プロセスにおけるサプライヤー
と協力した環境負荷削減（CO2削減）の取り
組み
リレーションズ
●地球にやさしい交通機関、サイクルシェ
アリング「COGOO」の開発／利用促進
日本GAP協会
●JGAP（Japan�Good�Agricultural�
Practice�～ジェイギャップ～日本の良い
農業のやり方）
三信化工、産業環境管理協会、 
未踏科学技術協会
●エコが見える給食

審査員奨励賞
オイルプラントナトリ
●てんぷら油のリサイクル事業を通しての
環境教育と地域貢献
滋賀県立大学「廃棄物バスターズ」
●廃プラからの"もの作り"と"夢作り"～自
立支援型福祉社会への挑戦～
プリプレス・センター
●「かみきもり」さん活動の推進～FSCの認
証制度を活用した持続可能な循環型経済活
動の実践
おうみ冨士農業協同組合
●環境保全・健康配慮型、農・食生活の実
現～参加して、知って、見て、食して満足、
地産地消!!�～

2013年 第15回
　

大　賞

【環境大臣賞】
環境・復興支援シンジケートローン

（NECキャピタルソリューション、
日本政策投資銀行）
●エコ資金調達・運用における金融サプラ
イチェーンのグリーン化普及・拡大～金融
行動原則の実践～

【経済産業大臣賞】
デコス
●デコスファイバー＆デコスドライ工法に
おけるカーボンマーケティングを通じたグ
リーンコンシューマーの拡大

【農林水産大臣賞】
開成
●バイオガス発電による低コスト・高付加
価値農産物の製造・販売
�
滋賀銀行
●環境対応型金融商品・サービスの活用と
普及促進の取り組みについて
葛巻町（岩手県）
●循環型社会の構築によるグリーン購入の
実践
生活協同組合コープさっぽろ
●コープさっぽろ～環境負荷低減の取り
組み～

優秀賞
中越パルプ工業
●放置竹林問題の解決に向けた竹紙の利用
促進の取り組み
生駒市（奈良県）
●公共施設内における会議等でのリユース
びん入り商品導入を通した率先した環境行
動推進の取り組み
地球環境関西フォーラム
●身近な話題で分かりやすく～環境マンガ
による新展開～

審査員奨励賞
味の素
●毎日の食卓にエコを広げる、“食卓から
のエコライフ”の推進活動
水俣特産焼酎づくり実行委員会
●地域から日本を照らそう「芋焼酎　水俣
あかり」　市民協働で休耕地等を活用した
焼酎づくりで、環境に配慮し持続可能な資
源循環型社会の構築を目指します！

2014年 第16回
　

大　賞

【環境大臣賞】
リコー
●「グリーンPOD�研究会」による印刷業務
における環境負荷低減活動

【経済産業大臣賞】
東京都トラック協会
●未来のために私たちができること～グ
リーン・エコプロジェクトとグリーン購入
／輸配送分野（貨物自動車）におけるグリー
ン購入の新たな取り組み～

【農林水産大臣賞】
ディーエルディー
●薪は身近な森のエネルギー～薪の宅配シ
ステムで燃料として灯油に対抗、家庭の暖
房用化石燃料の削減と間伐材の利用拡大～
�
一冨士フードサービス、
パナソニック（株）アプライアンス社、
滋賀県、ＪＡ草津市あおばな館、 
草津市
●ここまで来た！社員食堂における食のグ
リーン購入の取り組み～環境よし、社員よ
し、地域よし～三方よしの取り組み

審査委員会特別賞
千田清掃
●バイオディーゼル燃料で震災復興！～津
波で被害を受けた塩害農地や放射能汚染農
地を救う菜の花プロジェクト～

優秀賞
大和ハウスグループ 

（大和ハウス工業・大和リース）
●緑が、街を変えていく。～住宅・建築
事業における緑化推進と環境緑化事業
「ECOLOGREEN（エコログリーン）」～
東京サラヤ
●次世代の自然派洗剤「ハッピーエレファ
ント」～持続可能なパーム油を原料とした
天然の酵母による非石油系洗剤の開発・製
品化と製品の環境情報提供～
レーク大津農業協同組合 

「はなふじ」米生産グループ
●毎日食べるお米、ここまでエコにでき
る？エコ米「はなふじ」米で三方よし！～
カーボンフットプリント、カーボン・オフ
セットなどの生産活動における環境保全と
良食味の両立～
北海道、サッポロビール、 
生活協同組合コープさっぽろ、上士幌町
●「北海道の森を元気にしよう！」協働プロ
ジェクト～協働キャンペーンを通じた環境
配慮型製品の普及・拡大の取り組み～

審査員奨励賞
太陽工業
●省資源、省エネルギーなどを考慮した環
境改善に貢献する膜材料および膜構造空間
に関わる研究開発の取り組み
サワヤ
●サワヤのエコサーキュレーションの取り
組み～省エネ提案によるＬＥＤの普及促進
とそれに伴い廃棄される蛍光灯のリサイク
ルとリサイクルガラスの利用を促す循環型
リサイクルモデルの提案～
石巻市
●「世界の復興モデル都市」を目指して～石
巻市におけるスマートコミュニティ構築に
向けた取り組み～
東京都立つばさ総合高等学校 
ISO委員会
●つばさ総合高校の「資源・ごみの28分別」
から見えてきたもの
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 地域ネットワークの活動
 地域ネットワークの広がり（全国GPNと連携）
　誰でもすぐに実行できるグリーン購入の推進には、地域性を
考慮した「会員相互の連携」が大きな力になります。1999年の滋賀
を皮切りに、これまでに、三重、宮城、京都、九州、埼玉、北海道、
横浜、大阪で地域ネットワークが設立されています。 
　地域ネットワークでは、消費者・事業者・行政の連携による地
域の実情をふまえたグリーン購入の普及、地域の環境ビジネスの
創出などに向けた活動を実践しています。 

滋賀グリーン購入ネットワーク（1999年設立） 
・ 主として滋賀県内の、企業・行政・民間団体などの会員約480
団体で構成される一般社団法人です。 
・ 「新活動ビジョン（2014）」に基づいた活動を展開しています。 
　【大目標】滋賀から「グリーン経済」をつくる 
　【中目標】 A.事業者の環境行動の水準を高める／B.会員の想いと

活動をつなげる／C.環境に配慮した暮らしを広める／
D.未来に向けて活動を深める 

・ 活動：GPプラン滋賀／会員発「いちおしグリーン商品」／買うエ
コ大賞制度／グリーン購入フォーラム／三方よしエコフェア／
会員主導の各種研究会活動　他

みえ・グリーン購入倶楽部（2003年設立） 
・ 主に三重県内の企業、行政、その他団体などの会員で構成され
ています。 
・ グリーン購入実践の推進、グリーン購入の普及啓発、グリーン
購入の連携推進に取り組んでいます。 
・ 活動：地域におけるグリーン購入情報や実践実例情報の発信／
講演会や各種環境フェア等における展示会、学習会等の開催に
よるグリーン購入の普及啓発

みやぎグリーン購入ネットワーク（2004年設立） 
・ 宮城県内の企業、団体、市町村等の緩やかなネットワークです。
地域の幅広い団体の参加による地域のグリーン購入普及促進に
努めています。 
・ 活動：①セミナー、見学会の開催／②グリーン購入に関する普
及啓発や情報提供／③市町村との連携により、環境フェアに出
展して普及啓発／④会員の環境配慮製品や活動の紹介 

京都グリーン購入ネットワーク（2004年設立） 
・ 京都府、京都市ほか府内自治体、事業者、市民団体、個人が参
加しています。グリーン購入の普及を通じて京都のものづくり
や人々の暮らしがより環境に配慮されたものになるよう働きか
けています。 
・ 活動：グリーン購入に役立つ様々な情報や京都府内団体の取り
組み、商品に関する情報の提供／グリーン購入への理解を深め、
普及させていくための学習会や研究会の開催

九州グリーン購入ネットワーク（2007年設立） 
・ 福岡県、福岡市、北九州市ほか、九州地域の自治体、事業者、
市民団体が参加しています。九州全域を網羅する唯一の組織です。
・ 活動：①環境配慮型製品・サービスの九州地域内への普及・グ
リーン市場拡大／②九州地域内で環境配慮型製品・サービスを
提供している事業者の活動促進／③グリーン購入に取り組む
消費者・事業者・行政の情報交換と活動促進／④学校、企業、
消費者への環境教育の協働・グリーンコンシューマー育成／
⑤地球温暖化防止活動、3R推進活動や地産地消の推進 

埼玉グリーン購入ネットワーク（2007年設立） 
・ 埼玉県内の行政・企業・団体・個人が参加しています。地域に
おけるグリーン購入を図っています。 
・ 活動：①研修会・セミナーの開催／②グリーン購入に関する普
及啓発や情報提供の実施／③環境負荷の小さい商品やサービス
のグリーン市場を県内に形成し、地球温暖化防止や3R推進等に
貢献 

北海道グリーン購入ネットワーク（2008年設立） 
・ 北海道内の行政・法人・団体、個人が参加しています。地域に
根ざして取り組んでいます。 
・ 活動：①環境配慮型製品・サービスの北海道内への普及・グリー
ン市場拡大／②北海道内で環境配慮型製品・サービスを提供し
ている事業者の活動の応援／③行政との連携によるグリーナー
ウィークの継続開催／④学校、企業、消費者の環境教育・グリー
ンコンシューマー育成 

横浜グリーン購入ネットワーク（2009年設立） 
・ 名前は横浜ですが、神奈川県内の事業者、消費者、教育関係者、
行政機関、個人等が参加しています。地域とのつながりを大切
にして取り組んでいます。 
・ 活動：①地域とのつながりを大切にした環境配慮型製品・サー
ビスの普及／②学校、企業、消費者対象の環境学習・セミナー・
研修会の実施／③消費者と事業者、行政などの意見・情報の交
換／④環境配慮型製品・サービスを提供している事業者の活動
の応援 

大阪グリーン購入ネットワーク（2012年設立） 
・ 大阪府内の行政・法人・団体、個人が参加しています。各地域
GPNと連携し、活動を進めています。 
・ 活動：①地域とのつながりを大切にした環境配慮型製品・サー
ビスの普及・グリーン市場拡大／②環境配慮型製品・サービス
を提供している事業者の活動の応援／③消費者と事業者、行政
などの意見・情報の交換／④セミナー・研修会の実施

 滋賀GPN http://shigagpn.gr.jp/ みえ・GPC http://www.miegpn.com/
みやぎGPN http://www.miyagigpn.net/ 京都GPN http://www.k-gpn.org/
九州GPN http://www.kyushugpn.jp/ 埼玉GPN http://www.saitamagpn.jp/index.html
北海道GPN http://www.hokkaido-gpn.org/ 横浜GPN http://www.y-gpn.org/
大阪GPN http://www.osaka-gpn.jp/static/top.php
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グリーン購入ネットワーク（GPN）会員
会員数：2,373団体（企業1,964、行政182、民間団体227）　2015年11月16日時点

企業1,964団体（五十音順・法人格は略称表記）

あ

㈱アースアンドウォーター、㈱アースクリエイト、㈱アートドットコム、㈱アートプリントジャパン、㈱アーバンガウス研究所、アーバンユニフォーム㈱、アーボ㈱、アール・エフ・ヤマカワ㈱、�
㈱アール・アンド・イー、㈱アイ・ケーエス、㈱アイヴィック、㈱アイクリーン、㈱会津電気工事、㈲アイティーオー、㈱アイテク、㈱アイテック、アイトス㈱、㈱アイピーエス、㈱アイプラネット、
㈱アイブレーン、㈱アイミック、アイリスオーヤマ㈱、アインズ㈱、㈱アヴニール、アオイ化学工業㈱、㈱アオヤギ印刷、㈱赤井沢、㈱赤尾、㈱赤城、明石被服興業㈱、あかつき印刷㈱、�
アカツキ商事㈱、秋田協同清掃㈱、秋田ゼロックス㈱、アクア・プラン㈱、㈱アクセル、アケボノ特機㈱、アコ・ブランズ・ジャパン㈱、旭化成ケミカルズ㈱鈴鹿事業場、�
旭化成住工㈱本社滋賀工場、㈱朝日組、アサヒ自工㈱、朝日商工㈱、旭製版工業㈱、アサヒビール㈱、旭フォトマイクロウエア㈱、旭有機材工業㈱、旭リスター㈱、㈱アシックス、�
味の素㈱、味の素ゼネラルフーヅ㈱、㈱アスア、㈱アスカ、アスクル㈱、アストラゼネカ㈱米原工場、アズビル㈱、㈱アスプルンド、㈱アズマ、㈱アセットリード、㈱アップロード、�
㈱ＡＤＥＫＡ三重工場、㈱アドタイムズ、㈱アドバコム、㈲アドバンスオオタ、㈱アネスコ、アピカ㈱、油藤商事㈱、阿部建設㈱、㈱安部工業、㈱アペックス、㈱アベヤス、アマノ㈱、
天野印刷㈱、㈱アマヤ、アミタホールディングス㈱、㈱アムレインジ、㈱アメニティいわき、㈱アヤハディオ、㈲荒木テクニカル、有川製薬㈱、㈱アルク設計事務所、㈲アルファグリーン、
㈱アルボース、アロン化成㈱

い

㈱ESC研究所、㈱イー・エム・エス、㈱イーサプライズ、㈱E-システム、㈱イーシティ埼玉、飯塚農園、飯塚病院、㈱イーネットサービス、イーパック㈱、㈲イーマックス・サプライ、�
イーライフ㈲、イオン㈱、イオン九州㈱、イオンディライト㈱、イオンディライト㈱北海道支社、イオン北海道㈱、イオンモール㈱、イケセン㈱、㈱イケダ光音堂、石釜パンcafeつむぎ、�
㈱石澤製作所、㈲イシダ、㈱イシトコテキスタイル、石巻合板工業㈱、石巻商工信用組合、㈱イシマル、石山運送㈱、いすゞ自動車㈱、㈱いずみ21、泉製紙㈱、イズミヤ㈱、�
井関農機㈱砥部事業所、㈱伊勢出版、イセ食品㈱、イセット㈱、㈱イセトー、一圓テクノス㈱、㈱一番、一正蒲鉾㈱関西工場、㈱イチムラ、出光興産㈱、㈱伊藤伊、㈱イトイン、㈱伊藤園、
㈱伊藤建築設計事務所、伊藤忠紙パルプ㈱、伊藤忠建材㈱、伊藤忠テクノソリューションズ㈱、伊藤ハム㈱、伊藤冷機工業㈱、㈱イトーキ、㈱イトーキ滋賀事業所、イトマン㈱、�
稲垣薬品興業㈱、㈱稲葉、㈱稲葉製作所、㈲井上製作所、㈱井上政商店、㈱ｅ-プランニング、㈲今井洋家具店、㈱イマジョー、㈱今村紙工、㈱イムラ封筒、井村屋グループ㈱、�
イメーション㈱、イメージワーク㈱、㈱入交学服、㈱イワクラ、㈱イワタ、㈱岩田組、岩谷産業㈱、岩田被服㈱、㈱岩田レーベル、岩永産業㈱、㈱インク・アンド・ペーパー、�
㈱インターリスク総研、㈱インテージ、㈱インテリジェント・リンク

う
ヴァーレ・ジャパン㈱松阪工場、㈱ウィードプランニング、㈱ヴィクトリー、㈱will、うーぴ企画、上島珈琲貿易㈱、㈱ウエスコットウエスト、ウェステックエナジー㈱、㈲ウエスト、
㈱ウエダスポーツ、㈱ウエダ本社、㈱上田屋、㈱ウエノ、㈱植野ガス、ウェルポート㈱、ウシオ電機㈱、碓永自動車㈱、㈱内田組、㈱ウチダビジネスソリューションズ、㈱ウチハタ、
㈱ウッドプラスチックテクノロジー、ウッドワーク滋賀　堤木工所、㈱ウッドワン、㈱馬印、㈱梅沢酸素、梅田旭土地㈱、浦和レッドダイヤモンズ

え

エアーテクノ㈱、エア・ウォーター・ゾル㈱、㈱永昌堂印刷、EIZO㈱、エイチケイエム紙商事㈱、エイピーピー・ジャパン㈱、April� International�Marketing�Services�Ltd.、�
栄和産業㈱、㈱エイワユニフォーム、エーアンドエー工事㈱、エーザイ㈱、㈱エーピーアイ、エーワン（同）、協業組合エクセル三和、㈱エコ･ファクトリー、エコアクア（同）、�
エコール流通グループ㈱、㈱エコ環境システム、エコシステムラインズ㈲、㈱エコタクドットコム、エコテック・ジャパン㈱、エコトピア飯田㈱、㈱エコノス、㈱エコ配、�
㈱エコパレット滋賀、㈱エコマック、㈱エコライフサポート、㈱エコリカ、㈱エコロジカル・リテラシー研究所、㈱エコロ二十一、エス・エヌ・ケー・テクノ㈱、㈱エスサーフ、㈱エスシーシー、�
エスティーケートレーディング㈱、エステー㈱、SBSロジコム㈱、エスペックミック㈱、エスメント中部㈱、㈱エセルテジャパン、江戸崎共栄工業㈱、NECキャピタルソリューション㈱、�
NECディスプレイソリューションズ㈱、NECネッツエスアイ㈱、NECパーソナルコンピュータ㈱、NECファシリティーズ㈱、NECフィールディング㈱、㈱エヌエスケイ、㈱エヌ・エフ・ジー、�
㈱エヌエムアイ、エヌティー㈱、NTTコミュニケーションズ㈱、エネックス㈱、㈱エビス堂、㈱エフアイ、㈱エフエム滋賀、㈱FM�NACK5、FDK㈱、㈱エフピコ、�
㈱M&Sコーポレーション･ジャパン、MAUグループ　松井産業㈱、MPSジャパン㈱、㈲エル・ビー・エルコーポレーション、エルケム・ジャパン㈱、㈱エルコム、㈱エル・スエヒロフードサービス、�
エルナー㈱滋賀事業所、㈱エルノア、エレクター㈱、エレコム㈱、円達企業㈱、㈱エンライト

お

㈱オイルプラントナトリ、王子タック㈱、王子ネピア㈱、欧文印刷㈱、近江印刷㈱、近江製函㈱、㈱近江園田ふぁーむ、近江鍛工㈱、近江鉄道㈱、㈱近江ミネラルウォーターサービス、�
近江もーれつや、近江ユニキャリア販売㈱、大石酒造㈱、オーウエル㈱、㈱オーエス、㈱オー・エヌ・イー、㈱大川印刷、大口酒造㈱、㈱オーケーエム、大阪印刷インキ中部販売㈱、�
大阪ガス㈱、太田印刷所、大高製紙㈱、㈱太田種苗、大谷清運㈱、㈱大谷ビジネス、㈱大塚商会、㈱大塚商会京都支店、㈱オオツキ、大月工業㈱、大津紙業写真印刷㈱、大津マルヰ㈱、�
㈱オーディオショップイセ、大出運輸㈱、オーデンシャインク東京支店、㈱大戸、オート㈱、㈱オートモ、㈱オーニシ、大西電子㈱、オープン工業㈱、㈱オープンハウス、オーミケンシ㈱、�
大宮アルディージャ、㈱大山、㈱大山建設、大輪建設㈱、㈱オカジマ、岡庭商行㈱、㈱岡根、㈱岡村製作所、㈱岡村製作所西日本支社、オカモト㈱、㈱岡本紙文具店、㈱オカモトヤ、�
小川珈琲㈱、㈱小川屋、㈱オギキチ、㈱おぎそ、㈱沖データ、沖電気工業㈱、オキナ㈱、㈱奥田工務店、奥多摩工業㈱、㈲奥美濃プロデュース、㈱奥山ポンプ商会、オゴー産業㈱、�
オシキリ食品㈱、㈱お茶の玉露園、音伍繊維工業㈱滋賀営業所、㈱オフィス・サービス、㈱オフィスジャパン、オフィス・デポ・ジャパン㈱、オフィストータル㈱、オフィス・メディア㈱、�
㈱OPTILED�LIGHTING、㈱オプトロム、オムロンヘルスケア㈱�松阪事業所、（資）オリエンタル、オリエンタル酵母工業㈱、オリオン㈱、オリンパス㈱、オルファ㈱、㈱オレンジ・ジャパン、�
㈱温水器センター、オンワード商事㈱

か

カーシーカシマ㈱、カーボンフリーコンサルティング㈱、カール事務器㈱、㈱ガイアエデュケーション、㈱カイスイマレン、カイタック㈱、㈱カウネット、花王㈱、�
かがり司法書士・行政書士事務所、㈱カギテック、カクケイ㈱、㈱加来文機、㈲鹿児島事務機商会、カゴメ㈱、カシオ計算機㈱、㈱菓匠三全、春日製紙工業㈱、㈱カスタムテック、�
かたぎ古香園、㈱学研ホールディングス、㈱松阪電子計算センター、加藤産業㈱、㈱加藤商店、㈱加登屋、カナエ紙工㈱、㈱カヌチャベイリゾート、㈲金圓、カネキタ㈱名張工場、�
㈲かね久海産、カネシメ高橋水産㈱、カネ上㈱、㈲金城運輸、カネソウ㈱、㈱金田工業、鐘通㈱、カネト製網㈱、兼松㈱、兼松綜合印刷㈱、㈱兼山組、㈱河北アド・センター、�
神酒造㈱、㈱神谷製作所、神山工務店、華陽紙業㈱、カラートラックジャパン、カルピス㈱、㈱河合楽器製作所、川上産業㈱、㈱川上商店、㈱川源、㈱川越紙店、川重冷熱工業㈱滋賀工場、�
㈱カワセコーポレーション、河田フェザー㈱、川原㈱、㈱川原建設、河村㈱、河村電器産業㈱、㈱環境エイジェンシー、㈱環境技研、㈱環境思考、㈱環境浄化センター、�
㈱環境ビジネスエージェンシー、㈱関広、菅公学生服㈱、菅公工業㈱、観光交流企画室TAC、関西エムアイ㈱、関西電力㈱、関西電力㈱滋賀支店、関西ベストフーズ㈱、�
㈱カンディハウス、関東トンボ㈱、㈱関東パイプ技研、カンプラ工業㈱

き

キーコーヒー㈱、㈱キクチ、㈲キクヤオフィスサービス、㈱きじまや、キステム㈱、キタイ設計㈱、㈲キタガワ、㈱北四国グラビア印刷、㈲キタジマ和光堂、北第百通信電気㈱、�
㈱キタデン、北電力設備工事㈱、㈱北日本ウエスターン商事、北日本環境整備㈱、㈱北日本広告社、㈱北原産業、医療法人誠昇会北本共済病院、キッコーマン㈱、キッセイコムテック㈱、�
キッセイ薬品工業㈱、㈱橘髙白墨、㈱木津屋本店、㈱木の家専門店　谷口工務店、㈱木の里工房�木薫、㈱木下カンセー、木下醸造所、㈱木の繊維、キハラ㈱、岐阜プラスチック工業㈱、�
㈱規文堂、木村電工㈱、木村文具、㈱キャニオン、キヤノン㈱、キヤノンマーケティングジャパン㈱、㈱キャム、㈱キャムズ、㈲キャリアネットワーク滋賀、㈱久栄社、㈱九建、�
九州環境マネジメント㈱、九州住宅保証㈱、九州電力㈱、九州日誠電氣㈱、九電産業㈱、㈱ぎゅーとら、キユーピー㈱、共栄製茶㈱、共栄プラスチック㈱、㈱崎陽軒、協工業㈱、�
㈱教材研究所、㈱協進印刷、京セラ㈱滋賀蒲生工場、京田辺生コン、京つけもの西利、共同印刷㈱、共同カイテック㈱、㈱京都ガーデンホテル、㈱京都銀行、㈱京都事務機、京都信用金庫、�
京都理化学器械㈱、京都理化学器械㈱滋賀支店、協和テクノロジィズ㈱、協和ハーモネット㈱、㈱キョクトウ・アソシエイツ、極東冷蔵㈱、旭興産業㈱、㈱清友商会、キリン㈱、�
近畿オービス㈱、近畿環境保全㈱、㈱近畿日本ツーリスト�北海道札幌法人旅行支店、㈱近畿理研、㈱キングコーポレーション、㈱キングジム、㈱近新、㈲金正堂時計店、銀鳥産業㈱、�
㈱キントー、㈱金原、㈱金陽社印刷所、㈱金陽社仙台営業所

く
空調企業㈱、㈱久我タイヤセンター、㈱クキ.イーアンドティー、㈱クサツエストピアホテル、㈲クスベ産業、クチムラ、クツワ㈱、㈱国太楼、㈱国本、㈱クボタ、㈱熊谷組、㈱熊田商店、�
㈱クラウングループ、㈱クラウン・パッケージ、倉敷製帽㈱、グラフテック㈱、㈱倉元製作所、㈱クラユニ�コーポレーション、㈱クラレ、㈲クリーン企画、㈱グリーンテクノ21、�
クリーンテックス・ジャパン㈱、グリーンナイズ㈱、㈱グリーンネット、クリーンネットサービス㈱、㈱グリーン有機資材、㈱クリエイティア、㈲クリエイト・マエダ、㈱GRiP’S、�
栗原紙材㈱、栗原製網㈱、㈱栗本鐵工所、㈱クルーズ、㈱グレイス、㈱クレコス、㈲クレタ、㈱呉竹、㈱くろがね工作所、㈲クロタキ、黒田紙業㈱、㈱桑原組、グンゼ㈱

け ㈲K・E・K�アソシエイツ、㈱京王プラザホテル札幌、㈲ケイ・スタッフ、㈱ケイソー、㈱芸濃、㈱K�Planning、京葉ガス㈱、K&Kコヤマ㈱、㈱ケー・エス・ユー、㈱ケーエヌ、�
㈱KNP、建設情報コンサルタンツ㈱、㈱建設ネットワーク

こ

コアレックス信栄㈱、コアレックス道栄㈱、㈱鯉川商店、㈱コイケ、小岩井農牧㈱、㈱公益社、㈱公害処理センター、甲賀高分子㈱、農業法人㈲甲賀もち工房、広研印刷㈱、㈱高春堂、�
㈱甲商、弘進リトレッド㈱、㈱高速、㈱KOHDEN、㈱光文堂東北支店、㈱神戸製鋼所、神戸不燃板工業㈱、小弥百貨店、光洋㈱、㈱光葉産業運輸、光葉スチール㈱、㈱廣陽本社、�
興和商事㈱、㈱恒和プロダクト、㈱コーケン、㈱ゴーシュー、㈱コームラ、㈱ゴールドウイン、㈱ゴールド美装社、国際紙パルプ商事㈱、国際技術コンサルタント㈱、国際チャート㈱、�
国土防災技術㈱、国土緑化㈱、国分㈱、国分ロジスティクス㈱、コクヨ㈱、コクヨ㈱〈ステーショナリープロダクツ事業部〉、コクヨ北関東販売㈱、㈱コクヨ工業滋賀、�
コクヨ山陽四国販売㈱、コクヨ東海販売㈱、コクヨ東北販売㈱、コクヨ北陸新潟販売㈱、コクヨマーケティング㈱サプライビジネスカンパニー京滋支店、コクヨマーケティング㈱〈愛知〉、�
コクヨマーケティング㈱〈東京〉、コクヨマーケティング㈱埼玉支店、㈱コザイ印刷所、御在所ロープウエイ㈱、㈱コジマ、五洲薬品㈱、コスガ印判、コスモ機器㈱、�
㈱後藤総合税経、寿産業㈱、寿堂紙製品工業㈱、㈱コナカ、㈲湖南保育用品社、コニカミノルタ㈱、コニシ㈱、㈱コノミティ、小林クリエイト㈱、小林事務機㈱、㈱小林文英堂、�
㈱コブチ、㈱湖睦電機、㈱コマイ、㈱駒井ハルテック、小松ウオール工業㈱、小松精練㈱、コマニー㈱、コムデザイン㈱、小森産業㈱、コレクト㈱、金剛㈱、㈱コンセ、コンテックス　ジャパン、�
㈲近藤衛司、㈱こんの

さ

㈱サーバーリンク、㈱サーマル、サイエンス㈱、西海水処理㈱、㈱サイコー、㈱彩生舎、埼玉縣信用金庫、㈱埼玉新聞社、㈱埼玉ディエスジャパン、埼玉トヨペット㈱、埼玉日産自動車㈱、�
社会福祉法人埼玉福祉会、㈱埼玉りそな銀行、サイテック㈱、彩電館やまもと、㈱サイトウ製作所、㈱斉藤ポンプ工業、齋藤木材工業㈱、西部ガス㈱、西部ガスエネルギー㈱、�
西部ガス・カスタマーサービス㈱、西部ガス興商㈱、西部ガス情報システム㈱、西部ガステクノソリューション㈱、西部ガスリビング㈱、㈱坂井商会、㈱栄建設、㈱榊紙店、サカタインクス㈱、�
佐川急便㈱、㈱サクマ、桜井㈱、㈱櫻井千田、㈱サクライ貿易、㈱サクラクレパス、桜物産㈱、㈱桜屋、㈲笹川文具店、佐々木印刷㈲、㈱佐々木印刷所、笹氣出版印刷㈱、㈱ささ圭、�
佐々良建設㈱、㈲サステイナブル・デザイン研究所、㈱サツキ商産、サッポロウエシマコーヒー㈱、㈱札幌駅立売商会、㈲サッポロシール、㈱札幌ドーム、佐藤泉法律事務所、�
佐藤印刷㈱〈東京〉、佐藤印刷㈱〈北海道〉、㈱佐藤組、㈱佐藤建業、㈲サトウシーピー、佐藤商店、佐藤水産㈱、サトーホールディングス㈱、㈱サニー商事、㈱サニクリーン、�
さのぶん㈱、サプティー㈱、醒井工業㈱、サラヤ㈱、サラヤ環境デザイン㈱、㈲澤五車堂、㈱沢田商店、㈱三愛、サンウェイ㈱、㈱三栄建設、㈱サンエー、㈱サンエー印刷、�
サンエス護謨工業㈱、㈱サンオータス、三喜エンジニアリング㈱、三機工業㈱、㈱三急運輸、三協高圧㈱、三共光学工業㈱、㈱三共紙器製作所、㈲サン共同ビレッジ、㈱サンクス、�
サングレイン㈱、㈱サンケイ、サンケイ鋼器㈱、三甲㈱、三光合成㈱滋賀工場、㈱サンコー製作所、サンコービジネス㈱、サンゴマム販売㈱、㈲サンシャインクリーニング、三昌工業㈱、�
三信化工㈱、三進金属工業㈱、サンスター文具㈱、㈲サン総合企画、三大宝建設㈱、㈱三東工業社、サントリーサービス㈱、㈱サントリーショッピングクラブ、サントリーフーズ㈱、�
サントリーホールディングス㈱、サントリーロジスティクス㈱、㈱サンビ、サンビー㈱、サンビル㈱、サンメッセ㈱、三雄舎印刷㈱、三陽建設㈱、山陽製紙㈱、三立コンクリート打設㈱、�
三和サービス㈱、サンワサプライ㈱、三和産業㈱、三和精機㈱滋賀製作所、三和製紙㈱、三和ロジコム㈱
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シー・エム・イー㈱、㈱シーオーシー合理化センター、㈱シーズクリエイト、㈱シード、シーバイエス㈱、㈱シール堂印刷、シーレックス㈱、㈱ジーワイテック、ジェイ・ツー㈱、�
㈱ジェイ・リライツ、㈱ジェイアール東日本商事、JARAグループ、㈱JSP、JX金属苫小牧ケミカル㈱、JFEエンジニアリング㈱九州支社、JFEエンジニアリング㈱�津製作所、�
JFEスチール㈱、JFEプラリソース㈱、㈱JTB西日本　大津支店、㈱シエエス化学工業、㈱ジェーピークリエイト、㈱SION、㈱シガウッド、滋賀貨物運輸㈱、�
㈱しがぎん経済文化センター、㈱滋賀銀行、しがぎんリース・キャピタル㈱、滋賀建機㈱、㈱シガ建装、㈱滋賀原木、滋賀殖産㈱、滋賀ダイハツ販売㈱、滋賀大和電設工業㈱、�
滋賀中央信用金庫、滋賀電業㈱、滋賀東リ㈱、滋賀トヨペット㈱、㈱シガドライウィザース、滋賀ビジネスマシン㈱、㈱滋賀富士通ソフトウェア、滋賀双葉ビル整備㈱、�
滋賀文教綜合サービス㈱、敷島産業㈱、シグマー技研㈱、㈱シジシージャパン、㈱静岡コピーセンター、㈱シスコ　滋賀支店、㈱システムライン、紙誠㈱、㈲時代工房、�
㈱七十七銀行、㈱自重堂、㈱ジツタ、ジット㈱、㈲篠崎運送店、㈱シバタプロセス印刷、㈱芝山タイヤ工業所、渋谷油脂㈱、司法書士事務所ともえみ、㈱島津製作所、清水印刷紙工㈱、�
清水勧業㈱、清水建設㈱、清水工業㈱、㈱清水合金製作所、㈱清水商会、㈱シモン、シャープ㈱、シャープビジネスソリューション㈱、写光オフィスパートナーズ㈱、�
㈱写真化学、㈱ジャスト、シヤチハタ㈱、㈱ジャパンアート、㈱ジャパンクリーン、ジャパントラック大阪㈱、㈱ジャパンビバレッジ、ジャパン�マリンユナイテッド㈱　津事業所、㈱ジャビス、�
集英産業㈱、㈱秀栄堂、㈱シュービ、昭栄印刷㈱、昭石化工㈱、㈲湘南車検センター、㈱湘南貿易、上西産業㈱、㈲正野博文堂、㈱正美堂、㈱松風、㈱庄文堂、㈱常陽銀行、�
㈱松柳園、ショウワノート㈱、白金化成㈱、㈱白木屋、㈱新朝日コーポレーション、㈱信越ディエスジャパン、㈱新九州クラウン、伸興化成㈱、伸光写真サービス㈱、新江州㈱、�
新興プランテック㈱、シンコー㈱滋賀支店、シンコールインテリア㈱、㈱新洲、新宿運輸商事㈱、進々堂商光㈱、新生紙パルプ商事㈱、新タック化成㈱、新日鐵住金㈱、新日本カレンダー㈱、�
新日本印刷㈱、新日本工業㈱、新橋製紙㈱、㈱神馬本店、㈱しんぷく、㈱新聞素材、神町電子㈱、㈲信美、新横浜国際ホテル

す
スイショウ油化工業㈱、スーパーバッグ㈱、㈱杉本カレンダー、㈱杉本商事、杉本総合会計、㈱杉山電設、㈱SCREENビジネスサポートソリューションズ　彦根事業場、鈴江コーポレーション㈱、�
スズキ㈱、鈴木工業㈱、鈴木服装㈱、鈴木ヘルスケアサービス㈱、㈱ずゞ平、㈱鈴与カーゴネット東京、㈱スタート・ラボ、㈱須田製版、㈱スタンテック、ステッドラー日本㈱、㈱壽時、�
㈱スプライン・ネットワーク、㈱スマイ印刷工業、㈱スマイル、住商モンブラン㈱、住友ゴム工業㈱、住友商事㈱、住友電装㈱、住江織物㈱、住江甲賀㈱、住べシート防水㈱、�
スリーエムジャパン㈱

せ
精英堂印刷㈱、㈲生活アートクラブ、生興㈱、セイコーインスツル㈱、セイコーエプソン㈱、㈱製紙原料佐藤商店、Seiju国際知財事務所、㈲セイテック、セイブリビング㈱、�
セイホク㈱総合事務所、㈱清和産業、セーラー万年筆㈱、セキ㈱伊予工場、積水化学工業㈱、積水化成品工業㈱、積水樹脂㈱、積水ハウス㈱、セキセイ㈱、石油資源開発㈱、�
㈱セキュリティソリューション、セコム工業㈱、㈱瀬田アーバンホテル、摂津金属工業㈱、㈱摂津清運、セトレ�マリーナびわ湖、ゼネラル㈱、ゼブラ㈱、㈱セブンユニフォーム、�
㈱セブンワンツリーズ、㈱セレスポ、㈱ゼロム環境エンジニアリング、セロリー㈱、㈱千趣会、仙台ターミナルビル㈱、仙台トーホー事務機㈱、㈱セント、セントラル㈱、㈱千成亭

そ ㈱総合印刷新報社、総合商研㈱、㈲総合防災ニシザワ、㈱総務システムサービス、㈲創楽、㈱桑和、ソエダ㈱、ソーダニッカ㈱、ソニー㈱、㈱ソニック、㈱園田商会、㈱ソノベ、�
㈱ソフケン、損害保険ジャパン日本興亜㈱

た

㈱ダーレー・ジェーピーエヌ、㈱第一印刷、第一印刷㈱、㈱第一印刷所、第一工業㈱、第一三共㈱、㈱大栄、㈱ダイエー〈滋賀〉、㈱ダイエー〈東京〉、大王製紙㈱、ダイオープリンティング㈱、�
大額㈱、大輝印刷㈱、㈱大気社京都営業所、ダイキン工業㈱、ダイキン工業㈱滋賀製作所、大光印刷㈱、大光電機㈱、㈱第三銀行、㈱大翔、大成ロテック㈱、㈱ダイセル、㈱大仙、�
㈱大地とエネルギー総合研究所、大東カカオ㈱中井工場、大徳運輸㈱、㈱大都工芸、㈱ダイナックス都市環境研究所、㈱ダイニチ、大日化成㈱、大日精化工業㈱東日本支社北海道支店、�
大日電機工業㈱、ダイニック・ジュノ㈱、大日本印刷㈱〈東京〉、大日本印刷㈱〈北海道〉、ダイハツ工業㈱、㈱ダイフク、タイプランニング㈱、㈱ダイフレックス、太平洋建設工業㈱、�
太平洋セメント㈱藤原工場、太平洋工業㈱、㈱大松土建、㈱ダイマル、㈱大丸白衣、大丸藤井㈱、ダイヤ・カーペット㈱、ダイヤテックス㈱、ダイヤモンドパワー㈱、�
太陽工業㈱〈大阪〉、太陽工業㈱〈東京〉、太洋紙業㈱、㈱太陽商工、太陽油脂㈱、㈱ダイワ技術サービス、㈱大和総研、大和電設工業㈱滋賀支店、大和ハウス工業㈱、�
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱、大和リース㈱、大和リゾート㈱、㈲タカザワ企画、㈱タカシタ消防、㈱高島屋、㈱高瀬商会、タカダ㈱、タカノ㈱、髙橋金属㈱、�
㈱髙橋建設、高畑産業㈱、㈱タカマツヤ、タカヤ商事㈱、㈱タカヤマ、宝酒造㈱、㈱タカラトミー、タカラベルモント㈱、瀧本㈱、㈱タグチ、㈱匠美、㈱竹尾、㈱竹田メッキ工業所、�
武田薬品工業㈱、㈱竹中工務店、㈲竹中商店、武松事業デザイン工房㈱、㈲太宰府清掃、田島ルーフィング㈱、㈱ダスキン、㈱ダスキン湖南、㈲糺書房、立花容器㈱、ダッチウエストジャパン㈱、�
タツミ産業㈱関西事業部、㈲田中印刷所、田中建材㈱、㈱タナカ商事、㈱田中商店水俣営業所、㈱田中誠文堂、田中手帳㈱、㈱田中電機商会、㈱田中ポンプ工業所、㈱田中光工務店、�
㈱タナカヤ、㈱TANA-X、谷川商事㈱、谷口印刷㈱、㈲タニグチオフィスシステム、谷口酸素工業㈱、谷石油ガス店、谷間総合会計事務所、たねやグループ、田渕卓商店、㈱多摩授産所、�
㈱タマヤ、㈲他谷無線商会、㈱ダンロップホームプロダクツ

ち ㈱地域環境計画、㈱チーム・オースリー（メイド・イン・アース）、㈱地球環境自然科学技術研究所、㈱ちきりや、㈱チクマ、㈲千田清掃、中越パルプ工業㈱、中央合成化学㈱、㈱中央精器、
㈱中央精器　滋賀支店、中国ゴム印㈱、中国産業㈱、中部印刷㈱、中部ガス㈱、中部産業㈱

つ ㈲ツイキコーポレーション、㈱ツキネコ、ツジソト㈱、㈱都築運輸、角川電機㈱、ツバメ工業㈱、敦賀信用金庫

て
T＆Dフィナンシャル生命保険㈱、㈱T＆Dホールディングス、ティーエムエルデ㈱、㈱ディーエルディー、TCO2㈱、㈱ディーシーティ、ティーズ　ワード　スタジオ、㈱ディーソル、�
㈱ティーネットジャパン、㈱ディエスジャパン、㈱帝国ホテル、㈱帝産観光バス滋賀、帝人㈱、㈱ディノス・セシール、㈲テーエス企画、テージー㈱、㈱テクノサイエンス、㈱テクノル、�
㈱デコス、㈱デザインフィル、㈱デサン、㈱テックウェイ・システムズ、㈱テックコーポレーション、㈱デビカ、㈱デミパブリックリレーションズ、㈱デュプロ、デュプロ販売㈱、㈲寺島商店、�
寺田商事㈱、寺西化学工業㈱、寺村書店、㈱テラモト、㈱デルテックサービス、㈱テレビ神奈川、㈱テレビ埼玉ミュージック、㈱電算、電通システム㈱、㈱天童木工、㈲電脳自由亭

と

東海製紙工業㈱、㈱東海マルタカ、東京アニリン染料製造㈱、東京海上日動火災保険㈱、東京ガス㈱、東京ガス㈱埼玉支社、㈱東京化成製作所、㈱東京紙店、東京急行電鉄㈱、�
㈲東京工房、社会福祉法人東京コロニー東京都葛飾福祉工場、東京サラヤ㈱、東京三栄運送㈱、東京食料運輸㈱、東京製紙㈱、㈱東京ディエスジャパン、�
㈱東京ヒューマニアエンタプライズホテル日航東京、東京リスマチック㈱、㈱東京流通センター、東郷化成㈱、東広商事㈱、東西化学産業㈱滋賀営業所、東西合成㈱、㈱東芝、�
東芝テック㈱、東芝ライテック㈱、東芝ライフスタイル㈱、東神電気㈱、東拓工業㈱、㈲藤堂、㈱東日路政コンサルタント、㈱東配、東べ化工㈱、東邦運輸倉庫㈱、東邦ガス㈱、�
東邦電気産業㈱、東邦レオ㈱、東北セキスイハイム工業㈱、㈱東北装美、東北緑化環境保全㈱、東北労働金庫、東洋インキSCホールディングス㈱、㈱東洋印刷、東洋ガラス㈱、東洋建設㈱、�
東洋ゴム化工品㈱、東洋ゴム工業㈱、東洋事務器工業㈱、東洋製罐㈱、東洋電機製造㈱、㈱東洋堂、東洋紡エンジニアリング㈱、東洋紡㈱総合研究所、東リ㈱、東レ㈱、�
東レペフ加工品㈱、㈱東和商会、東和スポーツ施設㈱、㈱トーア紡コーポレーション、トーア㈱マキノ工場、㈱トーエイ、㈱トークレー、トーソー㈱、TOTO㈱、TOTO㈱滋賀工場、�
㈱トーフク、㈱トーヨ、㈱時待ち、常盤電業㈱、㈱トクイ印房、トクデン㈱、図書印刷㈱、戸田建設㈱、戸田建設㈱大阪支店、凸版印刷㈱、トッパン・フォームズ㈱、㈲トップサイン、�
㈲トップス、㈱トップス、㈱ドミックスコーポレーション、豊島㈱、トヨセット㈱、トヨタ自動車㈱、㈱豊田商会、㈱トヨタレンタリース滋賀、㈱トライフ、㈱トライボロジー、トラスコ中山㈱、�
トラヤ商事㈱、㈱トルネックス、㈱トンボ、㈱トンボ鉛筆、㈱トンボ繊維、㈱トンボメイト

な
㈱ナイキ、㈱ナイキ　彦根工場、長岡産業㈱、㈲長岡美装社、㈱中川製作所、㈲中川清掃社、中川測量事務所、中川テント㈱、中川特殊鋼㈱、㈱なかしま、中島商事㈱、㈱中島商店、�
中谷㈱、㈱長門屋商店、ナカノ㈱、長浜信用金庫、長浜モータース㈲、㈲長浜ユニフォーム、ナカバヤシ㈱、㈱ナカヒロ、㈱仲文選堂、中道リース㈱、中村機械工具㈱、中村製紙㈱、�
㈱中山薬品商会、㈱ナシオ、ナショナル貿易㈱、ナックス㈱、夏原工業㈱、ナナクリエイト㈱、七旺㈱、ナニワ理化学工業㈱、㈱ナユタ

に

新潟県労働金庫、㈱ニシガミ製作所、㈱西川印刷、西川嘉右衛門商店、西川テックス㈱、㈱西敬、西田商運㈱、西田製凾㈱、西田製函㈱、㈱西鉄シティホテル、西鉄ビルマネージメント㈱、�
㈱西日本シティ銀行、西日本電信電話㈱、西日本ペットボトルリサイクル㈱、西日本衛材㈱、㈱西日本ガラスリサイクルセンター、㈱西堀、ニシマキ・オフィスシステム㈱、㈱西村教材、�
西村建設㈱、㈲西村商店、西村新商店、ニシヨリ㈱、㈱日栄工業、日栄産業㈱、日学㈱、ニチバン㈱、㈱ニチレイ、ニチレイマグネット㈱、ニックス㈱、日経印刷㈱、㈱日経BP社、㈲日研、�
㈱日研化学研究所、ニッケン刃物㈱、㈱日興商会、日産自動車㈱、㈱日新、日清オイリオグループ㈱、日新工業㈱〈足立区〉、日新工業㈱〈千代田区〉、日新産業㈱、㈱日清製粉グループ本社、�
日清紡ペーパープロダクツ㈱、日通商事㈱、日鉄住金高炉セメント㈱、日鉄住金セメント㈱、㈱日鉄住金テックスエンジ、日藤㈱、日東工業㈱、日東電工㈱滋賀事業所、�
㈱ニップンロジス、日包興業㈱、日本紙通商㈱、㈱日本警綜、日本毛織㈱、日本新薬㈱、日本水産㈱、日本製粉㈱、日本通運㈱、日本電気㈱、日本電気硝子㈱、�
日本ハム㈱、日本アイ・ビー・エム㈱、日本エイサー㈱、㈱日本HP、㈱日本エナジー研究所、日本海ガス㈱、日本化工機材㈱、日本紙パルプ商事㈱、日本ガラストロニクス㈱、�
㈱日本眼科医療センター、日本観光開発㈱、日本技術設計コンサルタント㈱、日本グッドイヤー㈱、㈱日本クリノス、日本工営㈱、日本コカ・コーラ㈱、日本黒鉛工業㈱、�
日本コンベンションサービス㈱、日本シイエムケイ㈱、日本紙工㈱関西事業部、日本自然エネルギー㈱、日本写真印刷㈱、日本ソフト開発㈱、日本たばこ産業㈱、�
日本たばこ産業㈱仙台支店、日本電算機用品㈱、日本電信電話㈱、日本トランスシティ㈱、日本トリート㈱、日本農薬㈱、日本白墨工業㈱、日本橋紙商事㈱、日本ファイリング㈱、�
日本ホテル㈱、日本ミシュランタイヤ㈱、日本無線㈱、日本理化学工業㈱、日本理化製紙㈱、日本ロール紙㈱、㈱ニユーコン工業、㈱仁張工作所

ね 根来産業㈱、ネスレ日本㈱、企業組合ねっこの輪、ネッツトヨタ滋賀㈱、㈲ネヌケン

の ㈱農業経営研究所、農興産業㈱、㈱ノエビア　滋賀工場、㈱野毛印刷社、㈱ノコス

は
ハート㈱、パーパス㈱、㈱パールトーン、㈱パールライス滋賀、ハイアールアジア㈱、ハイアールジャパンセールス㈱、パイオニアシステムテクノロジー㈱、㈱ハイクレー、ハイセンスジャパン㈱、�
㈱ハイディ日高、㈱ハイドロテック、㈱パイロットコーポレーション、㈱萩原建設、白鶴酒造㈱、白馬樅の木ホテル、白門建設興業㈱、㈱白龍堂、㈱羽車、箱根石油㈱、㈱橋本工業、�
㈱はせがわ、長谷川香料㈱、長谷川刃物㈱、㈲畑中金物店、㈲HACHIEI、㈱初田製作所、服部製紙㈱、㈱花久、パナソニック㈱、花嫁わた㈱、㈱羽根川設備工事、パネフリ工業㈱、�
㈱ハピラ、浜松塩業㈱、㈲ハヤシ、林製紙㈱、早瀬工業㈱、原田㈱、ハラダ製茶㈱、㈱服巻商事、原正商会、㈲パル、㈱パルス、パルステック工業㈱、ハワード㈱、�
㈱ハンコックタイヤジャパン、バンドー化学㈱、㈱ハン六、㈲ハン六タイプ、阪和興業㈱

ひ

PRE緑化工法協会、㈱ピーアールセンター、㈱ピー・アイ・ビジネスサポート、ビーエフ＆パッケージ㈱、㈱PFU、㈱B5、㈱ビージーサービス、㈱BBB、㈱ビオフレックス、�
東日本電信電話㈱、東日本旅客鉄道㈱、ヒガノ㈱、光興業㈱、㈱光工業、㈱光製作所、光舗道建設㈱、㈱ヒキタ事務機、㈱樋口敦郎商店、樋口金物㈱、㈲彦坂オフィスサービス、�
㈲彦根図書製本所、㈱ヒコハン、ヒサゴ㈱、㈱ヒサダ昭栄堂、久野印刷㈱、㈱ビジネスサービス、ピジョン㈱、ビジョン開発㈱、ビズネット㈱、ピセ㈱、日立アプライアンス㈱、�
日立化成商事㈱、日立キャピタル㈱、㈱日立システムズエンジニアリングサービス、㈱日立システムズ、㈱日立製作所、㈱日立ソリューションズ、㈱日立ドキュメントソリューションズ、�
日立マクセル㈱、BICジャパン㈱、ビッグボーン商事㈱、㈱ビッツクリエート、㈲ひのでやエコライフ研究所、ヒノデワシ㈱、㈱Hibana、㈱ヒメプラ、㈱百五銀行、百五リース㈱、�
ピュア鉱泉㈱、ビュートンジャパン㈱、㈲評価情報研究所、㈱日吉、㈱平柿文仙堂、㈱ヒラカワ　滋賀事業所、㈲平澤興業、平原建設㈱、㈱ピラミッド、㈱ビルテクノマイニチ、�
㈱ビルヒット、広島ガス㈱、広島協同乳業㈱、㈱ヒロセ、琵琶湖汽船㈱、びわ湖パナソニックファミリー会、びわ湖放送㈱、㈱琵琶湖ホテル
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ふ

ファーストキッチン㈱、㈱ファースト工房、㈱ファイル、㈱ファイン、ファインカルク� 河合石灰工業・奥多摩工業共同企業体、㈱ファミリーマート、㈱ファンケル、�
㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン、㈱ふうしん、不易糊工業㈱、フェローズジャパン㈱、フォーレスト㈱、㈱フォーレックスイメージング、㈲深沢自動車工業、㈱深松組、�
㈱フカミヤ、㈱ぶぎん地域経済研究所、福井環境プラスチック㈱、㈱フクイン、㈱福岡エネルギーサービス、㈱福岡建設合材、福岡陽晃運輸㈱、㈱フクシ・エンタープライズ、�
㈱福島製作所、福島ミドリ安全㈱、㈱福助屋、福田白衣㈱、㈱福本設備、フジイインファニット㈱、㈱冨士印刷、富士印刷㈱、不二化成㈱、㈱フジカワ紙販、㈱藤倉運輸、㈱藤崎、�
富士里和製紙㈱、㈱フジサワ建設、富士サンスイ㈱、富士重工業㈱、冨士出版印刷㈱、富士ゼロックス㈱、富士ゼロックス愛知㈱、富士ゼロックス岩手㈱、富士ゼロックスインターフィールド㈱、�
富士ゼロックス大阪㈱、富士ゼロックス神奈川㈱、富士ゼロックス岐阜㈱、富士ゼロックス京都㈱滋賀営業部、富士ゼロックス京都㈱、富士ゼロックス埼玉㈱、富士ゼロックス静岡㈱、�
富士ゼロックスシステムサービス㈱、富士ゼロックス多摩㈱、富士ゼロックス東京㈱、富士ゼロックス兵庫㈱、富士ゼロックス北陸㈱、富士ゼロックス北海道㈱、�
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱、富士ゼロックス三重㈱、富士ゼロックス宮城㈱、㈱フジセンイ、㈱藤田商店、富士通㈱、㈱富士通マーケティング・オフィスサービス、�
フジテック㈱、富士電設㈱、藤野商事㈱、㈴不二白墨製造所、富士ビジネス㈱、富士フイルム㈱、富士フイルムホールディングス㈱、富士フイルムロジスティックス㈱、㈱富士防災、�
富士見環境緑化㈱、富士ミネラルウォーター㈱、武州ガス㈱、武州産業㈱、㈲扶桑電化上平井工業所、物林㈱、船山㈱、㈱プライム、ブラザー工業㈱、プラス㈱、�
プラス㈱ジョインテックスカンパニー、㈱プラスワン、㈱プラスワンパーセント、プラチナ万年筆㈱、㈱フランス屋本部、㈱プランニング・ホッコー、㈱ブリヂストン、㈱プリプレス・センター、�
㈱プリミティブ・ドライブ、プリンス電機㈱、㈱プリンティアナカヤマ、プリントインフォームジャパン㈱、㈱ブルーム、ブルームビルド㈱、㈲ふるき、古野電気㈱、プレマ㈱、�
㈱ブロードリンク、㈱プロジェクトしが、文化事務用品㈱、文化堂印刷㈱、㈱文祥堂、㈱文昌堂、㈱文星閣、㈱文友社〈鹿児島〉、㈱文友社〈東京〉

へ 平安リネン工業㈱、兵神装備㈱滋賀事業所、平和紙業㈱、㈱平和堂、㈱ベストハウス、㈱ベストハウス九州営業所、ペリージョンソンホールディング㈱、㈱ベリタス、㈱ベル・テール、
㈱ベルアドワイズ、㈱ベルエール、べロス㈱、ペンギンワックス㈱、ぺんてる㈱

ほ
㈱豊光社、豊国商事㈱、㈱ホウトク、ホームケルン㈱、北清企業㈱、㈱北星社、北清商事㈱、㈲北銘サポート、北雄ラッキー㈱、北陸電力㈱、㈱ホサカ、星野工業㈱、�
㈱星野リゾート、北海ケアサービス㈱、北海紙管㈱、㈱北海道アルバイト情報社、北海道ガス㈱、㈱北海道共立、北海道コカ・コーラボトリング㈱、北海道綜合警備保障㈱、�
北海道トンボ㈱、北海道労働金庫、ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱、堀田建設㈱、㈱ホップス、㈱ホテルオークラ東京ベイ、ポラス㈱、㈱堀口、堀場製作所㈱、㈱HONKI、�
本州電材㈱、㈱本庄、㈲ボンズ企画、ホンダアシストムラセ㈱、本田技研工業㈱、㈱ボンマックス

ま

毎日興業㈱、㈱マウスコンピューター、㈱前田家具、前田興業㈱、前出産業㈱、㈱マギー、牧村㈱、㈱マグエックス、㈱マゴオリ、㈱まごころ、㈱孫幸、㈲正木屋商店、㈱真人、�
㈱マサミガーデン、マスコー製紙㈱、㈱町田、㈱松浦組、マックス㈱、Maxwood、マックスバリュ東北㈱、マックスバリュ北海道㈱、松下自動機販売㈱、医療法人若葉会　松島産婦人科医院、�
㈲マッシュネット、マツダ㈱、㈱松田安太郎商店、㈱松永建設、㈱マッハ、松本伊㈱、松本事務機㈱、㈱松本光春商店、㈱マツヤ産業、㈱松山商店、㈱マテック、マネジメント・コム㈱、�
㈲マネジメント・インターゼットテクノ、㈱マルアイ、丸石製紙㈱、マルキユー㈱、㈱丸五、マルサンアイ㈱、丸水札幌中央水産㈱、丸善㈱、丸善石油化学㈱、丸大トラック㈱、�
㈱マルテー大塚、㈱丸天産業、丸富製紙㈱、丸八商工㈱、㈱丸八製造、㈱丸八プロダクト、まるは油脂化学㈱、丸紅㈱、㈱丸升増田本店、マルマン㈱、丸美工藝㈱、㈱丸宮穀粉、㈱丸泰、�
㈱丸山工業、㈱丸陽、㈱マンアップ、㈱マンモス本社

み
㈱三重銀行、三重交通㈱、㈲三重伸明、三重中央開発㈱、三重リコピー㈱、ミサワホーム㈱、㈲美鈴環境サービス、みすゞ興業㈱、ミズノ㈱、みずほ情報総研㈱、溝口洋紙㈱、�
三鷹製版㈱、㈲三田三昭堂、三田村印刷㈱、三井住友海上火災保険㈱、三井住友海上火災保険㈱　滋賀支店、㈱三井田商事滋賀営業所、㈱ミック、ミヅシマ工業㈱、三菱鉛筆㈱、�
三菱化学メディア㈱、三菱地所㈱、三菱樹脂㈱、三菱樹脂㈱長浜工場、三菱商事㈱、三菱製紙㈱、三菱製紙販売㈱、三菱電機㈱、三菱レイヨン㈱、㈱三ツ星、㈱三森コーポレーション、�
㈱ミツヤ、㈱三ツ輪商会、㈱ミツワ堂、三苫舗道㈱、ミドリ安全滋賀㈱、皆川商事㈱、㈱水口テクノス、南九州トンボ㈱、㈱ミナミ商事、㈲南商店、ミナミ防災㈱、㈱美濃商会、㈱美萩工芸、�
三原機工㈱、㈱三原モータース、㈱三森屋、㈱宮市商店、宮川印刷㈱、㈱宮川商店、宮崎高砂工業㈱、㈱MIYABI、㈱ミロク情報サービス、㈱ミワックス

む ㈱武蔵野銀行、武藤工業㈱、㈱武藤造園、㈱ムトウユニパック、村防工業㈱、㈱村田自動車工業所、㈱村田製作所、㈲村田文隆堂、ムラテック販売㈱、㈲村中商会、㈱村山運輸

め 明協電機㈱、㈱明興、名工建設㈱、㈱明光商会、㈱明治、㈱メイシン、㈱メイハン、名美興業㈱、㈱明豊建設、㈱明菱、メガシス㈱、㈱メディア・ブレーン、メルク㈱、メルセデス・ベンツ㈱、�
メロディアン㈱、㈱メント

も ㈱モスフードサービス、望月印刷㈱、㈱元奈古、本山振興㈱、㈱モリオト、森川㈱、㈱モリサービス、森産業㈱、森正商事㈱、森田建設㈱、㈱森田商運、㈱守恒造園建設、森永製菓㈱、�
森永乳業㈱、㈱モリヤマ、守山ガス器具センター住設㈱

や
㈲八百照、㈱ヤガミ、八木㈱、㈱ヤサカ、矢崎紙工㈱、安田産業㈱、㈲柳印刷店、山岡ヤマゼン㈱、㈱ヤマガタ、㈱山久、㈱ヤマキン名張工場、山口㈱、山口工業㈱、㈱山口文洋堂、�
山崎産業㈱、㈱山櫻、㈱ヤマジ、㈲山下事務機、ヤマジックス㈱、山科精器㈱、山代印刷㈱、㈱山善、㈱ヤマダ、㈱山田園、㈱山田組、山田兄弟製紙㈱、山田照明㈱、山田辰㈱、�
㈲山田東店、㈲ヤマダ油脂、山手工房㈱、ヤマト㈱、大和運送建設㈱、ヤマト運輸㈱、ヤマト通信工業㈱、ヤマトプロテック㈱、山中商事㈱、山野印刷㈱、山星商会、山室木材工業㈱、�
ヤマモト㈱、㈱山本建材、㈲山本材木店、㈱山本清掃、山本被服㈱、ヤンマー㈱

ゆ ユアサエムアンドビー㈱、UCC上島珈琲㈱、ユウテック㈱、㈲悠人、㈱ユーパーツ、UPMキュンメネ・ジャパン㈱、㈱ユーメディア、ユニー㈱、㈱ユニーズ、㈱ユニオンキャップ、�
ユニオンケミカー㈱、㈱ユニゼックス、㈱ユニソン、ユニチカ㈱、ユニ・チャーム㈱、ユニット㈱、㈱ユニテック、㈱ユニバンス、㈱ユノス

よ ㈱ヨードクリーン、横河電機㈱、横浜ゴム㈱、横浜消火器㈱、㈱横浜セイビ、㈱吉岡、㈱吉田、吉田工業㈱、㈱吉田土建、吉田本家山林部、㈱吉田稔商店、㈱吉田木工所、㈱ヨシダや、�
㈱ヨシダヤ、㈱吉野工業所、㈱吉野興産、義春刃物㈱、よつ葉乳業㈱、㈱与野フードセンター

ら ㈱ラーゴ、㈱ライオン事務器、㈱ライオン事務機札幌支店、ライト工業㈱、㈱ラティーノ

り
リ・プロダクツ㈱、㈱リヴ、㈱リキデン、㈱リクルート、㈱リケン・ジム、㈱リコー、リコージャパン㈱、リコージャパン㈱関東事業本部埼玉支社、リコージャパン㈱京滋支社、�
リコージャパン㈱北海道営業本部、リコーロジスティクス㈱、リス㈱、㈱リスコビジネス、理想科学工業㈱、りそな総合研究所㈱、リックス㈱、㈱リッチェル、㈱リバース、㈱LIHIT�LAB．、�
㈱リプロワーク、㈱リポートサービス北海道、㈱隆陽社、緑水工業㈱、リリカラ㈱、㈱リンクスジャパン、リンテック㈱、リンナイ㈱

れ ㈱麗光　栗東工場、㈱レイメイ藤井、税理士法人レッドサポート、レノボ・ジャパン㈱、㈱レボインターナショナル

ろ ロイトン札幌、労働金庫連合会、㈱ロータリープロジェクトシステム、ローム㈱、六陽印刷㈱、㈲六宝堂、㈱ロハス余呉、ロンシール工業㈱

わ
企業組合ワーカーズコープ・キュービック、㈱ワーム、㈱ワールド・クリーン、YKK㈱、YKK�AP㈱、㈲ワイズ、㈱ワイス・ワイス、㈱ワイズワイズ、㈱若鈴、㈱若林商店、㈱若水商会、
脇田産業㈱、ワクイケミカル㈲、和研薬㈱、和光コンクリート工業㈱、和光堂㈱、㈱ワコー商事、㈱ワコール、㈱ワコム、㈱ワショウ、ワシントンホテル㈱、㈱ワダ、ワタナベ工業㈱、
㈱渡商会、㈱ワンステップ

行政182団体（地域別）

北海道 北海道、札幌市、室蘭市、壮瞥町、美幌町

東北地方 青森県、岩手県、宮城県、仙台市、石巻市、岩沼市、大崎市、角田市、栗原市、気仙沼市、塩竈市、白石市、多賀城市、登米市、東松島市、大郷町、大和町、
丸森町、美里町、利府町、秋田県、秋田市、山形県、山形市、福島県、郡山市、南相馬市

関東・甲信越地方
茨城県、古河市、つくば市、日立市、栃木県、日光市、群馬県、伊勢崎市、渋川市、埼玉県、さいたま市、川口市、戸田市、日高市、千葉県、千葉市、柏市、
船橋市、東京都、荒川区、板橋区、大田区、小金井市、小平市、新宿区、世田谷区、調布市、中野区、武蔵野市、神奈川県、川崎市、相模原市、横浜市、
鎌倉市、藤沢市、横須賀市、新潟県、新潟市、山梨県、甲府市、都留市、富士川町、長野県、飯田市、千曲市、松本市、高森町

東海・北陸地方 富山県、富山市、石川県、河北郡市広域事務組合、福井県、岐阜県、恵那市、可児市、美濃加茂市、静岡県、静岡市、浜松市、磐田市、沼津市、愛知県、
名古屋市、三重県、伊賀市、鈴鹿市、津市、四日市市

近畿地方
滋賀県、近江八幡市、大津市、草津市、甲賀市、湖南市、高島市、長浜市、東近江市、彦根市、米原市、守山市、野洲市、栗東市、愛荘町、甲良町、多賀町、
豊郷町、日野町、竜王町、湖北広域行政事務センター、京都府、京都市、亀岡市、長岡京市、南丹市、舞鶴市、大阪府、大阪市、堺市、河内長野市、高槻市、
東大阪市、枚方市、兵庫県、神戸市、芦屋市、伊丹市、川西市、西宮市、姫路市、奈良県、生駒市、奈良市、和歌山県、和歌山市

中国・四国地方 鳥取県、島根県、岡山県、岡山市、倉敷市、広島県、広島市、山口県、山口市、徳島県、東みよし町、香川県、愛媛県、東温市、松山市、内子町、高知県

九州・沖縄地方 福岡県、北九州市、福岡市、大野城市、古賀市、福岡市地球温暖化防止市民協議会、豊前市、苅田町、佐賀県、佐賀市、長崎県、熊本県、熊本市、水俣市、
大分県、大分市、宮崎県、鹿児島県、沖縄県



民間団体227団体（地域別・五十音順・法人格は略称表記）

北海道 IEPO、エコロジア北海道21推進協議会、（特非）コンベンション札幌ネットワーク、（公財）札幌国際プラザ、（公財）札幌市芸術文化財団、�
（特非）しれとこラ・ウシ、生活協同組合コープさっぽろ、そらち森林組合、北海土地改良区

東北地方
生活協同組合コープあおもり、大船渡市環境保全推進協議会、ACT53仙台、（特非）環境会議所東北、協業組合仙台清掃公社、協業組合仙南環境公社、�
生活協同組合連合会　コープ東北サンネット事業連合、全国RDVシステム協議会、（一社）仙台建設業協会、仙台商工会議所、大学生活協同組合東北事業連合、�
東北事務機協会、東北大学生活協同組合、宮城県印刷工業組合、（公財）宮城県環境事業公社、（一社）宮城県建設業協会、（一財）宮城県公衆衛生協会、�
宮城県商工会連合会、（公財）宮城県スポーツ振興財団、上野台堆肥生産協同組合、山形県環境保全協議会、（社福）福島縫製福祉センター

関東・甲信越地方

いばらきコープ生活協同組合、とちぎコープ生活協同組合、生活協同組合コープぐんま、（特非）EEハーモニー、コープみらい、（公財）埼玉県公園緑地協会、�
（公財）埼玉県産業振興公社、埼玉県中小企業団体中央会、（一社）埼玉県トラック協会、（公財）さいたま市産業創造財団、さいたま商工会議所、�
埼玉県商工会連合会、埼玉中小企業家同友会、生活協同組合パルシステム千葉、千葉大学生活協同組合、エコ印刷研究会、（一社）エコステージ協会、�
（特非）えこひろば、（一社）エコマート、エコライフめぐろ推進協会、NGP日本自動車リサイクル事業協同組合、国際環境NGO�FoE�Japan、�
塩化ビニリデン衛生協議会、塩化ビニル環境対策協議会、塩ビ工業・環境協会、海洋管理協議会（MSC）日本事務所、（一財）休暇村協会、�
（公財）交通エコロジー・モビリティ財団、（一社）国際環境研究協会、（一社）産業環境管理協会、（特非）持続可能な社会をつくる元気ネット、�
（一財）持続性推進機構、（一社）社会資源再生機構、生活協同組合パルシステム東京、全国製紙原料商工組合連合会、（一社）全国清涼飲料工業会、�
全国大学生活協同組合連合会、台東リサイクルネットワーク、タスマニアの森を守る会、（公財）世界自然保護基金ジャパン、（一財）地球・人間環境フォーラム、�
（公社）鉄道貨物協会、東京大学消費生活協同組合、東京・多摩リサイクル市民連邦、（一社）東京都トラック協会、日本化学繊維協会、（一社）日本経営士会、�
（一社）日本自動車リサイクル部品協議会、（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会、（特非）日本森林管理協議会、�
日本生活協同組合連合会、（一社）日本WPA（日本水なし印刷協会）、日本チェーンストア協会、（一社）日本電機工業会、日本プラスチック工業連盟、�
（一社）日本有機資源協会、熱帯林行動ネットワーク（JATAN）、パルシステム生活協同組合連合会、バルディーズ研究会、（特非）PEFCアジアプロモーションズ、�
（特非）非木材グリーン協会、神奈川エコ＆エコグループ、神奈川県牛乳パックの再利用をすすめる連絡会、神奈川県中小企業団体中央会、環境を考える会、�
グリーンコンシューマー研究会、相模原事務用品協同組合、（特非）消費者ネットジャパン、生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ、�
生活協同組合ユーコープ、フェリス女学院大学、横浜市資源リサイクル事業協同組合、横浜市地球温暖化対策推進協議会、（特非）ヨコハマみらい環境協議会、�
胎内市住みよい郷土づくり協議会事務局（胎内市役所市民生活課）、六郷印章業連合組合

東海・北陸地方
（公財）とやま環境財団、コア・ユース会、生活協同組合連合会東海コープ事業連合、テックール（TECOOL）会、（特非）環境評価研究機構、クリーンリサーチ、�
国立大学法人三重大学、生活協同組合コープみえ、（一社）M-EMS認証機構、（一財）三重県環境保全事業団、三重県木材協同組合連合会、三重ホルツ�
小径木加工協同組合

近畿地方

（特非）愛のまちエコ倶楽部、（特非）碧いびわ湖、（特非）NPO子どもネットワークセンター天気村、（公財）淡海環境保全財団、（公財）淡海文化振興財団�
淡海ネットワークセンター、おうみ冨士農業協同組合（JAおうみ冨士）、おおつ環境フォーラム　EMSプロジェクト、（一社）ガールスカウト滋賀県連盟、�
（一財）関西電気保安協会　滋賀支店、（一社）kikito、（財）近畿健康管理センター、GINLALA、くうのるくらすの創造舎、グリーン近江農業協同組合、�
（財）国際湖沼環境委員会、（公社）湖南工業団地協会、（特非）コミュニティ・アーキテクトネットワーク、（財）滋賀県環境事業公社、（公社）滋賀県環境保全協会、
（一社）滋賀県建設業協会、滋賀県国民健康保険団体連合会、滋賀県産間伐材有効利用促進グループ、（公財）滋賀県産業支援プラザ、（特非）滋賀県社会�
就労事業振興センター、滋賀県商工会連合会、滋賀県生活協同組合連合会、（一社）滋賀県造林公社、滋賀県地域女性団体連合会、滋賀県農業協同組合�
中央会、滋賀県立大学環境マネジメント事務所、滋賀県立大学グリーンコンシューマーサークル、（公財）滋賀県緑化推進会、滋賀地方自治研究センター、�
滋賀中央森林組合、循環型社会創造研究所えこら、食まちアグリゲーション、生活協同組合コープしが、生活クラブ生活協同組合、全国農業協同組合�
連合会　滋賀県本部、（特非）菜の花プロジェクトネットワーク、（一社）日本自動車販売協会連合会滋賀県支部、（特非）日本食品リサイクルネットワーク、�
廃棄物バスターズ、BEAYTY�GRACE滋賀校、（特非）モスグリーンECO、レーク大津農業協同組合、輪の国びわ湖推進協議会、ガラスカレット製品工業会、�
（特非）環境市民、（特非）木野環境、（特非）きょうとグリーンファンド、（公社）京都工業会、京都商工会議所、学校法人京都精華大学、京都生活協同組合、�
（特非）京都地球温暖化防止府民会議、京都府商工会連合会、京都府生活協同組合連合会、京都府中小企業団体中央会、（一社）蛍光管リサイクル協会、�
（特非）KES環境機構、コープ.イン.京都、（特非）コンシューマーズ京都（京都消団連）、全京都建設協同組合、大学生協京都事業連合、�
（特非）地域環境デザイン研究所ecotone、（特非）南山城村茶ECOプロジェクト、京のアジェンダ21フォーラム、京エコロジーセンター、（一財）環境事業協会、�
（特非）エコデザインネットワーク、学校法人大阪産業大学、大阪大学大学院工学研究科　応用化学専攻　宇山研究室、大阪大学大学院工学研究科�
機械工学専攻　マイクロ機械科学部門�燃焼工学研究室�赤松研究室、（公財）大阪みどりのトラスト協会、（一社）環境技術普及機構、（一社）関西ニュービジネス�
協議会、生活協同組合おおさかパルコープ、（一社）生産技術振興協会、地球環境関西フォーラム、生活協同組合コープこうべ、新しいライフスタイル委員会、
市民生活協同組合ならコープ、新奈良政策研究会

中国・四国地方 生活協同組合おかやまコープ、津山国産材加工協同組合、日被連エコ・マーク認定委員会、生活協同組合コープやまぐち、生活協同組合コープえひめ

九州・沖縄地方
R100ソイル工法研究会、エフコープ生活協同組合、（特非）環境管理システム研究会、北九州市立大学　国際環境工学部・大学院　国際環境工学研究科、�
（一財）九州環境管理協会、（一社）九州経済連合会、久留米南部商工会青年部、（特非）男女・子育て環境改善研究所、（公財）西日本産業貿易コンベンション協会、�
（公社）日本技術士会活動グループ　CEクラブ（科学技術開発相談所）、（公財）ふくおか環境財団、福岡県生活協同組合連合会、福岡工業大学社会環境学部、�
福岡商工会議所、ワーカーズ・ごみ問題研究会、環境ネットワークくまもと、熊本学園大学、（一社）日本木製防護柵協会、沖縄リサイクル運動市民の会

PS15-0034

グリーン購入ネットワーク（GPN）
〒 103-0002　東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16 馬喰町第一ビル 9F
TEL：03-5642-2030　FAX：03-5642-2077　http://www.gpn.jp/

■ 北海道グリーン購入ネットワーク（北海道GPN）
〒060-0062 札幌市中央区南2条西10丁目5-3　PPCビル1F
TEL: 011-222-0234  FAX: 011-222-0235  http://www.hokkaido-gpn.org/

■ みやぎグリーン購入ネットワーク（みやぎGPN）
〒981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈三丁目10-6　NPO法人環境会議所東北内
TEL: 022-218-5451  FAX: 022-375-7797  http://www.miyagigpn.net/

■ 埼玉グリーン購入ネットワーク（埼玉GPN）
〒337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1322-2　大和田NPOプラザ内
TEL: 048-749-1217  FAX: 048-749-1218  http://www.saitamagpn.jp/index.html

■ 横浜グリーン購入ネットワーク（横浜GPN）
〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通3-9 横浜郵船ビル301A
カーボンフリーコンサルティング内
TEL: 045-222-3400  FAX: 045-222-3401  http://www.y-gpn.org/

■ みえ・グリーン購入倶楽部（みえ・GPC）
〒514-0005 三重県津市鳥居町251番地の5　（社）M-EMS認証機構内
TEL: 059-221-1609  FAX: 059-221-1606  http://www.miegpn.com/

■ 一般社団法人滋賀グリーン購入ネットワーク（滋賀GPN）
〒520-0807 滋賀県大津市松本1丁目2-1　滋賀県大津合同庁舎6階
TEL: 077-510-3585  FAX: 077-510-3586  http://shigagpn.gr.jp/

■ 京都グリーン購入ネットワーク（京都GPN）
〒600-8085 京都府京都市下京区高倉通高辻下る葛籠屋町515-1ひじきビル4F
NPO法人木野環境内
TEL: 075-708-8551  FAX: 075-708-8062  http://www.k-gpn.org/

■ 大阪グリーン購入ネットワーク（大阪GPN）
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC／ITM棟11F
NPO法人エコデザインネットワーク内
TEL: 06-6615-5272  FAX: 06-6616-7098  http://www.osaka-gpn.jp/

■ 九州グリーン購入ネットワーク（九州GPN）
〒813-0004 福岡県福岡市東区松香台1-10-1　一般財団法人九州環境管理協会内
TEL: 092-662-0410  FAX: 092-674-2361  http://www.kyushugpn.jp/

9つの地域拠点を結ぶ全国ネットワークで
グリーン購入を推進します

北海道GPN

みやぎGPN

みえ・GPC
京都GPN

横浜GPN

埼玉GPN

滋賀GPN

大阪GPN

九州GPN


