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アースサポート㈱ ＮＴＮ㈱ ㈱キッツ
財団法人埼玉県下水道公
社

㈱アーレスティ ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 国立大学法人　岐阜大学 埼玉日本電気㈱

アイカ工業㈱ ㈱ＮＴＴデータ キヤノン㈱ サカタインクス㈱

愛知製鋼㈱ ㈱ＮＴＴドコモ
キヤノンマーケティングジャ
パン㈱

札幌市水道局

旭化成㈱ ㈱荏原製作所 九州電力㈱
サッポロホールディングス
㈱

旭硝子㈱
エプソンイメージングデバイ
ス㈱

九州電力㈱　熊本支店　送
変電統括部　人吉電力所

佐藤工業㈱

アサヒビール㈱ オーエスジー㈱ 九州電力㈱　佐賀営業所 サラヤ㈱

味の素㈱
大阪いずみ市民生活協同
組合

キューピー㈱ サントリー㈱

㈱アドバンテスト 大阪ガス㈱ 京セラ㈱ 三洋化成工業㈱

荒川化学工業㈱ 大阪市水道局
国立大学法人　京都工芸繊
維大学

㈱ジーエス・ユアサ コーポ
レーション

アルプス電気㈱ 大塚製薬㈱ 学校法人 京都精華大学 ＪＦＥホールディングス㈱

アンリツ㈱ ㈱大林組 京都生活協同組合 ㈱滋賀銀行

飯野海運㈱ ㈱岡村製作所 京都大学生活協同組合 シスメックス㈱

いすゞ自動車㈱ 小田急電鉄㈱ 協和発酵キリン㈱ ㈱資生堂

イズミヤ㈱ オムロン㈱ キリンホールディングス㈱
シチズンホールディングス
㈱

出光興産㈱ オリックス㈱ 近畿環境興産㈱ 芝浦メカトロニクス㈱

伊藤忠商事㈱ オリンパス㈱ ㈱栗本鐵工所 国立大学法人　島根大学

伊藤忠テクノソリューション
ズ㈱

花王㈱ グンゼ㈱ 清水建設㈱

伊藤ハム㈱ 国立大学法人　香川大学 京王電鉄㈱
市民生活協同組合ならコー
プ

㈱イトーキ 鹿島建設㈱
大学共同利用機関法人　高エネ
ルギー加速器研究機構

シャープ㈱天理総合開発セ
ンター

㈱ＩＮＡＸ
神奈川県中小企業団体中
央会

㈱コーセー シャープ㈱奈良事業所

国立大学法人　茨城大学 カルソニックカンセイ㈱
コカ・コーラウエストホール
ディングス㈱

シャープ㈱福山事業所

㈱イムラ封筒 カルピス㈱ コクヨ㈱ シャープ㈱三重工場

ウシオ電機㈱ ㈱河合楽器製作所
独立行政法人　国立環境研
究所

シャープ㈱葛城事業所

独立行政法人　宇宙航空研
究開発機構

川崎汽船㈱ コスモ石油㈱ シャープ㈱亀山工場

宇部興産㈱ 川崎重工業㈱
コニカミノルタホールディン
グス㈱

シャープ㈱栃木工場

ＳＧホールディングス㈱ 関西国際空港㈱ コニシ㈱ シャープ㈱三原事業所

エスペック㈱ 関西電力㈱ ㈱コマツ ジヤトコ㈱

NECエレクトロニクス㈱ 関東電化工業㈱ ㈱サークルＫサンクス ㈱商船三井
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昭和シェル石油㈱ 第一三共㈱ 中部電力㈱ 国立大学法人　東北大学

昭和電線ホールディングス
㈱

㈲大栄衛生 ㈱ツムラ 東北電力㈱

信越ポリマー㈱ 大栄環境グループ ㈱Ｔ＆Ｄホールディングス 東北リコー㈱

国立大学法人　信州大学 大栄サービス(株) 帝人㈱ 東洋インキ製造㈱

新日鉱ホールディングス㈱ ダイキン工業㈱ ＤＩＣ㈱ 東洋鋼鈑株式会社

新日本製鐵㈱ 大正製薬㈱
独立行政法人　鉄道建設・
運輸施設整備支援機構

東洋ゴム工業㈱

新日本石油㈱ 大日本印刷㈱ テルモ㈱ 東洋製罐㈱

独立行政法人　森林総合研
究所

大日本スクリーン製造㈱ 電源開発㈱ 東レ㈱

新和海運㈱ 太平洋セメント㈱ ㈱デンソー TOTO㈱

スズキ㈱
有限責任中間法人　大丸有環境
共生型まちづくり推進協会 ㈱デンソー安城製作所 ㈱トクヤマ

住友金属工業㈱ 太陽生命保険㈱ 東急建設㈱ 戸田建設㈱

住友ゴム工業㈱ 大和小田急建設㈱ 東京エレクトロン㈱ 国立大学法人　鳥取大学

住友信託銀行㈱ ㈱大和証券グループ本社 東京応化工業㈱ 凸版印刷㈱

住友林業㈱
大和情報サービス㈱　湘南
モールフィル

東京海上ホールディングス
㈱

豊田ケミカルエンジニアリン
グ㈱

生活協同組合コープえひめ 大和ハウス工業㈱
国立大学法人　東京学芸大
学

トヨタ自動車㈱

生活協同組合コープながの ㈱竹中工務店 東京ガス㈱ ㈱豊田自動織機

生活協同組合連合会ユー
コープ事業連合

㈱タムラ製作所 東京急行電鉄㈱ トヨタ紡織㈱

セイコーインスツル㈱ ㈱タムロン
国立大学法人　東京工業大
学

国立大学法人　名古屋大学

㈱西武百貨店 国立大学法人　千葉大学
東京コカ・コーラボトリング
㈱

南海電気鉄道㈱

セガサミーホールディングス
㈱

中国電力㈱ 国立大学法人　東京大学 国立大学法人　新潟大学

積水化学工業㈱ 中国電力㈱　宇部電力所 東京電力㈱ 西日本高速道路㈱

積水ハウス㈱ 中国電力㈱　尾道電力所 東京都水道局 西日本鉄道㈱

㈱セブン＆アイ・ホールディ
ングス

中国電力㈱　三隅発電所 東京リース㈱ 西日本電信電話㈱

全日本空輸㈱ 中国電力㈱　大崎発電所 ㈱東芝 西宮市役所

ソニー㈱ 中国電力㈱　岡山支社 東芝機械㈱ 日産自動車㈱

ソニーセミコンダクタ九州㈱ 中国電力㈱　倉吉電力所 ㈱東芝　横浜事業所 ㈱日清製粉グループ本社

ソニー㈱ 仙台テクノロジー
センター

中国電力㈱　周南電力所 東武鉄道㈱ 日本精工㈱

㈱損害保険ジャパン 中国電力㈱　広島電力所 東邦ガス㈱ 日本ゼオン㈱

第一工業製薬㈱ 中国電力㈱　益田電力所
東北エプソン㈱
セイコーエプソン㈱ 酒田事業所 日本特殊陶業㈱
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日本発条㈱ 日立マクセル㈱ マツダ㈱ 矢崎資源㈱　天竜工場

日本ペイント㈱ ヒューリック㈱ 丸紅㈱ 矢崎資源㈱　浜松工場

日本郵船㈱ ㈱ビル代行 ㈱マンダム 矢崎総業㈱

日本アイ・ビー・エム㈱ 国立大学法人　弘前大学 三重県 矢崎電線㈱　富士工場

日本環境安全事業㈱ 広島ガス㈱ 国立大学法人　三重大学 矢崎電線㈱　沼津製作所

日本航空㈱ ㈱ファミリーマート 独立行政法人　水資源機構 矢崎部品㈱大浜工場

日本合成化学工業㈱ ㈱ファンケル
㈱みずほフィナンシャルグ
ループ

矢崎部品㈱　大東工場

日本コカ・コーラ㈱ 国立大学法人　福井大学
㈱三井住友フィナンシャル
グループ

矢崎部品㈱ 栃木工場

日本たばこ産業㈱ ㈱フジクラ 三井物産㈱ 矢崎部品㈱　新見工場

日本電気㈱ 藤倉化成㈱
㈱三越伊勢丹ホールディン
グス

矢崎部品㈱　保土沢工場

日本電信電話㈱ 富士ゼロックス㈱ 三菱化学㈱ 矢崎部品㈱　鷲津工場

日本山村硝子㈱ 富士ゼロックス東京㈱ 三菱化学㈱　水島事業所 矢崎部品㈱　裾野製作所

日本ユニシス㈱ ㈱フジタ 三菱地所㈱ 矢崎部品㈱　榛原工場

㈱野村総合研究所 富士通㈱ 三菱自動車工業㈱ ヤフー㈱

野村ホールディングス㈱ 富士通㈱小山工場 三菱重工業㈱ ㈱山武

パイオニア㈱ 富士通㈱川崎工場 三菱樹脂㈱
ヤマトホールディングス株式
会社

パナソニック㈱
富士電機ホールディングス
㈱

三菱樹脂㈱　長浜工場 ヤマハ㈱

パナソニック電工㈱ 富士フイルム㈱神奈川工場 三菱樹脂㈱　平塚工場 ユニ・チャーム㈱

パナホーム㈱ 富士フイルム㈱富士宮工場 三菱商事㈱ 横河電機㈱

㈱バンダイナムコホール
ディングス

富士フイルムホールディン
グス㈱

三菱ふそうトラック・バス㈱
国立大学法人　横浜国立大
学

P&G 富士フイルム㈱吉田南工場 三菱レイヨン㈱ ライオン㈱

㈱ビー・エム・エル 芙蓉総合リース株式会社 ミニストップ㈱
独立行政法人理化学研究
所

東日本電信電話㈱ ㈱ベネッセコーポレーション ミネベア㈱ リケンテクノス㈱

東日本旅客鉄道㈱ 学校法人　法政大学 国立大学法人　宮崎大学 ㈱リコー

日立化成工業㈱ 国立大学法人　北海道大学 村田機械㈱
㈱リコー　電子デバイスカン
パニー　やしろ工場

㈱日立情報システムズ ㈱堀場製作所 ㈱村田製作所 ㈱リコー　御殿場事業所

㈱日立製作所 本田技研工業㈱ 森永乳業㈱ ㈱リコー　沼津事業所

㈱日立ハイテクノロジーズ 前田建設工業㈱ ㈱ヤクルト本社 ㈱リコー　福井事業所

㈱日立プラントテクノロジー マックスバリュ中部㈱ 矢崎計器㈱　島田製作所 リコーリース㈱
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国立大学法人　琉球大学

菱電商事㈱

リンテック㈱

㈱ローソン

ローム㈱

和歌山県庁

学校法人　早稲田大学

ワタミ㈱


