
会員一覧（50 音順）※2019 年 3 月 15 日時点 

参加団体：591 団体 

オブザーバー：3 団体 

 

市民団体・NGO・NPO・その他団体（118団体） 

・Ｒびんプロジェクト 

・アイセック京都大学委員会 

・非営利活動法人 ITC 近畿会・事業委員会 

・一般財団法人アジア太平洋研究所 

・NPO 法人 ASU の会 

・一般社団法人あだーじょ 

・特定非営利活動法人 いきいき将来設計工

房 

・公益社団法人泉大津青年会議所 

・inochi 学生プロジェクト（WAKAZO プロ

ジェクト） 

・特定非営利活動法人 いまじん 

・ウータン・森と生活を考える会 

・Woman's Update Project! 

・特定非営利活動法人 HCC グループ 

・一般社団法人 エコビジネス推進協会 

・一般社団法人 SR ストレスチェック支援

センター 

・一般社団法人 SDGｓ推進士業協会 

・特定非営利活動法人 エフエムわいわい 

・FC 大阪 

・縁樹の糸 

・一般社団法人 おいしい防災塾 

・一般社団法人 OSK グローバルビジネス・

プロモーション 

・認定特定非営利活動法人 大阪 NPO セン

ター 

・特定非営利活動法人 大阪環境カウンセ

ラー協会 

・大阪広域生コンクリート協同組合 

・特定非営利活動法人 大阪狭山アクティブ

エイジング 

・一般財団法人 大阪市男女共同参画のまち

創生協会 

・一般社団法人 大阪青年会議所 

・一般財団法人 大阪デザインセンター 

・一般財団法人大阪府男女共同参画推進財

団 

・社会福祉法人 大阪ボランティア協会 

・大阪ロータリークラブ 

・特定非営利活動法人 カーボンシンク 

・ガールスカウト兵庫県第１１団 

・一般財団法人 海外産業人材育成協会 関

西研修センター 

・一般財団法人環境事業協会 

・認定 NPO 法人 環境市民 

・特定非営利活動法人 関西 NGO 協議会 

・一般財団法人 関西観光本部 

・関西国際交流団体協議会 

・一般社団法人関西 d ラボ 

・特定非営利活動法人 CAP センター・

JAPAN 

・特定非営利活動法人 京都海外協力協会 

・京のアジェンダ 21 フォーラム 

・近畿 ESD コンソーシアム 

・特定非営利活動法人きんきうぇぶ 

・特定非営利活動法人 近畿環境市民活動

相互支援センター（エコネット近畿） 

・一般社団法人 近畿建設協会 

・近畿地方 BBS 連盟 

・特定非営利活動法人 KES 環境機構 

・特定非営利活動法人 国際社会貢献セン

ター 関西デスク 

・国連フォーラム関西支部 
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・一般社団法人ココロ未来学院 

・特定非営利活動法人 こども環境活動支援

協会 

・認定 NPO 法人サービスグラント 

・産学協働人材育成機構 AICE 

・特定非営利活動法人 CS ビジネスサポー

ト 

・特定非営利活動法人 SEEDS Asia 

・滋賀ＳＤＧｓ×イノベーションハブ 

・SOCA 滋賀県青年海外協力協会 

・特定非営利活動法人 資源リサイクルシ

ステムセンター 

・認定特定非営利法人 しみん基金・KOBE 

・一般社団法人ジモット 

・JICA 近畿シニアボランティア OV 会 

・JICA 兵庫シニア OV 会 

・JASNIDS 

・特定非営利活動法人 しゃらく 

・社会福祉法人 正真会 

・生活協同組合コープこうべ 

・誠翔園 

・青年海外協力隊 大阪府 OB・OG 会 

・青年海外協力協隊 兵庫県 OB 会 

・一般社団法人 青年海外協力隊プラザ・大

阪 

・一般社団法人 全日本らくらくピアノ協

会 

・一般社団法人 ソーシャルギルド 

・一般社団法人 ソーシャル・ビジネス・ア

カデミア・ネットワーク 

・特定非営利活動法人  多言語センター

FACIL 

・特定非営利活動法人 たつの GHO 

・NPO 地域環境デザイン研究所 ecotone 

・特定非営利活動法人 Deep People 

・特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス 

・一般財団法人 電気安全環境研究所 

・一般社団法人 電子情報技術産業協会 関

西支部 

・天神祭ごみゼロ大作戦実行委員会 

・特定非営利活動法人 とよなか ESD ネッ

トワーク 

・特定非営利活動法人 奈良 NPO センター 

・奈良県青年海外協力協会 

・一般社団法人 日本 SDGs 協会 

・一般社団法人 日本機械工業連合会 大

阪事務所 

・一般社団法人  日本国際飢餓対策機構

(JIFH) 

・一般財団法人 日本国際協力センター 関

西支所 

・一般財団法人 日本食品分析センター 

・2025 日本万国博覧会誘致委員会 

・一般財団法人日本品質保証機構 

・ＮＰＯ法人 ネットワークすこやか 

・ＮＰＯ法人ネパール野球ラリグラスの会 

・認定特定非営利活動法人 パンゲア 

・阪神・智頭 NPO センター 

・NPO 法人 Peace & Nature 

・ 一 般 財 団 法 人  PEACE BY PEACE 

COTTON 

・特定非営利活動法人 琵琶湖ローイング

CLUB 

・認定ＮＰＯ法人プール・ボランティア 

・特定非営利活動法人 ふぉーらいふ 

・特定非営利活動法人 プラス・アーツ 

・特定非営利活動法人 フリー・ザ・チルド

レン・ジャパン 

・HALO2Go JAPAN 

・一般財団法人ボーケン品質評価機構 

・NPO 法人 街かど福祉 

・manma place / めぐみと森のようちえん 

・認定特定非営利活動法人 道普請人 

・一般社団法人  未来教育推進機構

（UMEDAI） 



・特定非営利活動法人 ムラのミライ 

・特定非営利活動法人 ラ・レーチェ・リー

グ日本 

・一般社団法人ロカロジ協会 

・六甲アイランド地域振興会 

・特定非営利活動法人 わかやま NPO セン

ター 

・NPO わかやま環境ネットワーク 

・和歌山青年海外協力協会 

・特定非営利活動法人 WASAN BANK 

 

大学・研究機関・教育関連機関（32団体） 

・学校法人追手門学院 

・大阪産業経済リサーチセンター 

・大阪女学院大学・大阪女学院短期大学 

・大阪樟蔭女子大学・学校法人樟蔭学園 

・公立大学法人 大阪市立大学 

・国立大学法人 大阪大学 

・大阪電気通信大学 

・公立大学法人 大阪府立大学 

・金沢工業大学 SDGｓ推進センター 

・関西大学 

・学校法人 関西学院 

・国立大学法人 京都大学 

・京都大学大学院総合生存学館(思修館) 

・国立大学法人 京都教育大学 

・京都精華大学 

・学校法人 近畿大学 

・公立大学法人神戸市外国語大学 

・神戸情報大学院大学 

・国立大学法人 神戸大学 

・公立大学法人滋賀県立大学 

・国立大学法人滋賀大学 

・学校法人 創造社学園 創造社デザイン

専門学校 

・辻調理師専門学校 

・同志社大学 大学院 グローバル・スタディ

ーズ研究科 

・同志社大学 大学院消費者市民教育研究

会 

・同志社大学中小企業マネジメント研究セ

ンター 

・同志社大学 大学院ビジネス研究科 

・日本教育情報学会 

・桃山学院大学 

・学校法人 立命館 

・龍谷大学・龍谷大学短期大学部 

・その他１団体 

 

自治体・政府関係機関・公益法人等（57団体） 

・アジア防災センター 

・尼崎商工会議所 

・茨木商工会議所 

・公益財団法人 AFS 日本協会 大阪オフィ

ス 

・公益財団法人 淡海文化振興財団(淡海ネ

ットワークセンター) 

・公益財団法人オイスカ 関西支部 

・公益財団法人 大阪国際交流センター 

・大阪市 

・大阪市 東成区役所 

・大阪商工会議所 

・大阪府 

・公益社団法人 大阪府産業資源循環協会 

・外務省 大阪分室 

・公益財団法人 関西・大阪 21 世紀協会 

・公益社団法人 関西経済連合会 

・関西広域連合 



・公益社団法人 関西生産性本部 

・公益財団法人関西文化学術研究都市推進

機構 

・京丹後市 

・京都グリーンケミカル・ネットワーク 

・京都市 

・公益財団法人 京都市環境保全活動推進協

会 

・京都府 

・公益社団法人京都モデルフォレスト協会 

・公益財団法人 神戸国際協力交流センター 

・神戸市 

・独立行政法人 国際交流基金 関西国際セ

ンター 

・公益財団法人 国際湖沼環境委員会 

・国連環境計画 国際環境技術センター 

・堺市 

・滋賀県 

・公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ  

・国立研究開発法人 新エネルギー・産業技

術総合開発機構 関西支部 

・公益財団法人 新産業創造研究機構 

・公益社団法人 青年海外協力協会 JOCA

大阪 

・公益財団法人 太平洋人材交流センター

(PREX) 

・公益財団法人 地球環境センター 

・公益財団法人 地球環境戦略研究機関 

・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近

畿本部 

・豊中商工会議所 

・奈良県 

・日本機械輸出組合 

・公益社団法人 日本青年会議所 近畿地区

協議会 

・公益社団法人 日本 WHO 協会 

・日本貿易振興機構（JETRO）大阪本部 

・独立行政法人  日本貿易振興機構

（JETRO） 神戸貿易情報センター 

・独立行政法人  日本貿易振興機構

（JETRO） 滋賀貿易情報センター 

・独立行政法人  日本貿易振興機構

（JETRO） 和歌山貿易情報センター 

・阪南市 

・公益財団法人 PHD 協会 

・公益財団法人ひょうご産業活性化センタ

ー 

・兵庫県 

・福井県 産業労働部 国際経済課 

・公益財団法人りそなアジア・オセアニア財

団 

・公益財団法人 ワールドマスターズゲー

ムズ 2021 関西 組織委員会 

・和歌山市立青少年国際交流センター 

・和歌山県 

 

企業・金融機関・その他関連団体（384団体） 

・アート引越センター（アートコーポレーシ

ョン株式会社） 

・株式会社アーバンリサーチ 

・株式会社 IHI 関西支社 

・IMS 株式会社 

・IDEC 株式会社 

・株式会社アイン 

・株式会社 アキュサイト 

・株式会社 朝日新聞社 

・朝日放送グループホールディングス株式

会社 

・アサヒホールディングス 株式会社 

・アズコネクト社会保険労務士事務所 

・株式会社 アド電通大阪 



・株式会社アド・バリュー 

・株式会社 アプライズ 

・アミタ株式会社 

・株式会社 新井組 

・荒木康弘社会保険労務士事務所 

・株式会社 アルファー 

・株式会社 アンシャントマン 

・EMB 株式会社 

・イーベルスベルク 株式会社 

・株式会社 いけうち 

・株式会社 池田泉州銀行 

・石光商事株式会社 

・株式会社泉平 

・一吉工業株式会社 

・いであ 株式会社 

・伊藤忠商事 株式会社 

・伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

・株式会社イワタ 

・岩谷産業株式会社 

・インターテック・サーティフィケーション 

株式会社 

・インターナップ・ジャパン 株式会社 

・株式会社 ヴァイオス 

・有限会社ウイングス コンサルティング 

・上田ブレーキ株式会社 

・AIG 損害保険 株式会社 

・エイシップ・ソリューションズ 株式会社 

・株式会社 ＨＴＡデザイン事務所 

・株式会社 エイワット 

・株式会社エコスタイル 

・株式会社 SDI イドタセイイチ アトリ

エ 

・株式会社 エフウォーターマネジメント 

・エプソン販売（株）産業機器ＭＤ部ペーパ

ーラボ営業推進課 

・株式会社エム・エイ・エス 

・株式会社ＯＳコーポレーション 

・株式会社オーカワパン 

・大紀商事 株式会社 

・おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ実行

委員会 

・大阪ガス 株式会社 

・大阪シティ信用金庫 

・大阪商工信用金庫 

・大阪信用金庫 

・株式会社大阪ソーダ 

・株式会社 大阪わいずプランニング 

・株式会社オカゾエ製作所 

・小川珈琲株式会社 

・株式会社 奥保険事務所 

・音羽電機工業 株式会社 

・株式会社 オフィス・アニバーサリー 

・株式会社オプティマス 

・オムロン 株式会社 

・オリックス・ファシリティーズ株式会社 

・カームジャパン株式会社 

・加太まちづくり株式会社 

・加藤産業株式会社 

・株式会社禾の人 

・川崎重工業 株式会社 

・株式会社関西アーバン銀行 

・関西化工 株式会社 

・一般社団法人 関西経済同友会 

・関西電力株式会社 

・株式会社 かんぽう 

・岸和田薬局 

・キタイ設計株式会社 

・紀南電設株式会社 

・有限会社衣笠木工所 

・共栄印刷株式会社 

・共英製鋼株式会社 

・株式会社 紀陽銀行 

・京大オリジナル株式会社 

・京都産業貨物株式会社 

・京都市役所前法律事務所 

・株式会社京都プラザホテルズ 



・京都リサーチパーク（株） 

・協和テクノロジィズ 株式会社 

・極東開発工業 株式会社 

・株式会社 近畿大阪銀行 

・株式会社 近畿日本ツーリスト関西 

・株式会社 近計システム 

・CooKai 株式会社 

・株式会社 国中環境開発 

・株式会社 クボタ 

・株式会社 公文教育研究会 

・グランソール奈良 

・株式会社 グランディーユ 

・グランリッジ株式会社 

・クリエイティブネットワークセンター大

阪メビック扇町 

・（株）グレイスノーツ 

・クロイ電機（株） 

・グローリー 株式会社 

・株式会社クワイエットクオリティー 

・グンゼ株式会社 

・株式会社 経済界 

・KPMGあずさサステナビリティ 株式会社 

・株式会社 健康都市デザイン研究所 

・株式会社 光伸 

・株式会社興徳クリーナー 

・株式会社 幸和工業 

・国際航業 株式会社 

・（株）小久保工業所 

・Gochiso 株式会社 

・コドモエナジー 株式会社 

・株式会社 昆虫食の entomo 

・株式会社 サーベイリサーチセンター 大

阪事務所 

・サイエンスシード株式会社 

・株式会社サイバーリンクス 

・株式会社阪口製作所 

・サカタインクス株式会社 

・株式会社 坂ノ途中 

・株式会社 魁半導体 

・株式会社酒専やまもと 

・株式会社サムライコットンファーム 

・サラヤ 株式会社 

・株式会社 産業経済新聞社 

・三共精機 株式会社 

・三光通商株式会社 

・三洋化成工業株式会社 

・株式会社 ジー・イー・エス 

・シー・システム 株式会社 

・株式会社 シー・ディー・シー・インター

ナショナル 

・GR Japan 株式会社 

・ga デザイン 株式会社 

・GMB 株式会社 

・株式会社シークェンス 

・株式会社シーズクリエイト 

・株式会社ジェイアンドダブルトレーディ

ング 

・J トップ（株） 

・塩野義製薬 株式会社 

・株式会社 滋賀銀行 

・滋賀経済同友会 

・滋賀ダイハツ販売 株式会社 

・シスメックス 株式会社 

・シップヘルスケアホールディングス株式

会社 

・司法書士やました法務事務所 

・株式会社 島津製作所 

・社会保険労務士法人ハーネス 

・株式会社 ジャスビコ 

・The Japan Times 

・株式会社ジャパンロジスティックス 

・Joyful 喜一ホールディングス 株式会社 

・株式会社 商事法務 

・株式会社 新・栄 

・株式会社シンクスフォーム 

・株式会社 神鋼環境ソリューション 



・新江州株式会社 

・株式会社 新興出版社啓林館 

・株式会社新東通信 新東大阪 

・株式会社スタジオキャンビー 

・株式会社 スマイリーアース 

・住友商事株式会社 

・住友電気工業株式会社 

・セイカ株式会社 

・星和電機株式会社 

・株式会社 Second Stage 

・積水化学工業 株式会社 

・積水ハウス 株式会社 

・株式会社セツヨーアステック 

・綜合警備保障株式会社 関西営業部 

・双日 株式会社 

・第一工業製薬株式会社 

・大栄環境 株式会社 

・タイガー魔法瓶株式会社 

・ダイキン工業 株式会社 

・株式会社大広関西 

・株式会社だいしん総合研究所 

・大東化成工業株式会社 

・大東寝具工業株式会社 

・大日本印刷株式会社 

・大日本住友製薬株式会社 

・大八化学工業株式会社 

・ダイヤアクアソリューションズ 株式会社 

・ダイヤモンド電機株式会社 

・太洋工業株式会社 

・株式会社 太洋工作所 

・太陽精機株式会社 

・大洋製器工業 株式会社 

・WEF 技術開発 株式会社 

・株式会社 髙尾鉄工所 

・株式会社タカミエンジ 

・タカラベルモント 株式会社 

・株式会社 竹中工務店 

・立花エンターテインメント・ワン株式会社 

・龍野生コンクリート株式会社 

・株式会社 辰巳商会 

・株式会社田中安工業所 

・タビオ株式会社 

・Dari K 株式会社 

・株式会社 丹青社 

・株式会社 地域計画建築研究所 

・株式会社 地域魅力づくり研究所 

・関西・アジア 環境・省エネビジネス交流

推進フォーラム（Team-E KANSAI） 

・（株）チェッカーズ 

・株式会社チクマ 

・智頭電機株式会社 

・茶谷産業株式会社 

・株式会社中央ビジネスグループ 

・辻プラスチック 株式会社 

・辻本法律特許事務所 

・株式会社ツナグラボ 

・株式会社ティーネットジャパン エコシ

ステム事業部 

・帝金 株式会社 

・株式会社 ディプロム・グローバル・ソリ

ューション 

・株式会社 TECNES 

・株式会社デジタルクリエーション 

・デジタルファッション株式会社 

・鉄実興業株式会社 

・デュプロ精工株式会社 

・株式会社 電通 関西支社 

・弁護士法人 天満法律事務所 

・東京海上日動火災保険株式会社 

・東武トップツアーズ株式会社 

・東洋アルミエコープロダクツ株式会社 

・東洋アルミニウム 株式会社 

・東洋テック株式会社 

・株式会社トーア紡コーポレーション 

・有限会社 とーく 

・株式会社トータルブレインケア 



・有限責任監査法人 トーマツ パブリック

セクターアドバイザリー 

・株式会社 トゥリー 

・凸版印刷株式会社 

・(株)トレードタックスウエストジャパン 

・合同会社トロ 

・有限会社永田食品 

・中西金属工業株式会社 

・株式会社 中山製鋼所 

・ナクシス株式会社 

・株式会社成尾屋 

・合同会社ナレッジハブ 

・株式会社南海興業 

・株式会社 南都銀行 

・西澤 株式会社 

・西日本高速道路株式会社 

・株式会社 西村機械製作所 

・日輪工業株式会社 

・株式会社 日刊工業新聞社 大阪支社 

・株式会社日建設計シビル 

・日新電機 株式会社 

・ニッタ 株式会社 

・日本ペイントホールディングス株式会社 

・日本インシュレーション株式会社 

・株式会社 日本触媒 

・日本精器株式会社 

・日本ソフト開発 株式会社 

・日本たばこ産業株式会社 

・日本テクノロジーソリューション株式会

社 

・株式会社日本能率協会コンサルティング 

・株式会社 日本貿易保険 大阪支店 

・日本水処理工業 株式会社 

・株式会社 日本免疫粧研 

・一般社団法人 日本メンズ美容協会 

・株式会社 NEXT EARTH 

・株式会社 ノーリツ 

・野坂司法書士事務所 

・白鶴酒造株式会社 

・株式会社 博報堂 

・株式会社 博報堂 DY メディアパートナー

ズ 

・長谷川電機工業 株式会社 

・株式会社パソコンレスキューサービス 

・パソナ・パナソニック ビジネスサービス 

株式会社 

・パナソニック 株式会社 

・花山開発株式会社 花山温泉 薬師の湯 

・浜田化学 株式会社 

・株式会社ハマダセイ 

・有限会社 播磨海洋牧場 

・株式会社ハル 

・株式会社パン・アキモト 

・阪神高速道路株式会社 

・阪神動力機械 株式会社 

・株式会社 パンテック 

・バンドー化学 株式会社 

・パンラエル株式会社 

・株式会社ピーアールセンター 

・株式会社ビーワークス 

・株式会社 東野材木店 

・株式会社 光製作所 

・日立造船 株式会社 

・株式会社ビバ 

・株式会社 一二三工業所 

・姫路信用金庫 

・株式会社 姫路生花卸売市場 

・株式会社ビューティフルスマイル 

・株式会社 日吉 

・株式会社 平井眞美館 

・株式会社フェリシモ 

・福井信用金庫 

・株式会社 福市 

・福島工業株式会社 

・株式会社 FUKUDA 

・株式会社 フクナガエンジニアリング 



・株式会社藤木工務店 

・（株）富士経済 

・富士ゼロックス 兵庫 株式会社 

・富士通 株式会社 

・フセハツ工業 株式会社 

・伏虎金属工業株式会社 

・株式会社フューチャーヒット 

・株式会社 PLUS SOCIAL 

・ ( 株 ) Fruits Planet Marketing and 

Consulting 

・古野電気 株式会社 

・株式会社 ブレインファーム 

・株式会社 ブレーンセンター 

・株式会社 プレジール 

・プレマ 株式会社 

・株式会社 PREMUSE 

・株式会社 プロアシスト 

・フロムファーイースト 株式会社 

・株式会社ベルコ 

・便利屋まごのて 

・豊栄繊維 株式会社 

・ボーダレス・プランニング 株式会社 

・ポリグルソーシャルビジネス 株式会社 

・株式会社 堀場製作所 

・堀比寿事務所 

・マイクロトラック・ベル 株式会社 

・株式会社マイナビ 

・マココロ 株式会社 

・俣野ひろや司法書士事務所 

・株式会社 マリン通商 

・丸一鋼管株式会社 

・丸尾カルシウム 株式会社 

・丸大食品株式会社 

・丸紅 株式会社 大阪支社 

・丸紅木材株式会社 

・マルホ 株式会社 

・株式会社 マンダム 

・三笠産業 株式会社 

・株式会社 みずほ銀行 

・三井住友カード 株式会社 

・三井住友海上火災保険株式会社 

・三井住友海上火災保険株式会社 和歌山

支店 

・三井物産 株式会社 

・株式会社みつば電気 

・株式会社 三菱東京 UFJ 銀行 

・三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 株

式会社  

・株式会社みなと銀行 

・株式会社南河内林業 

・株式会社むそう商事 

・村田機械株式会社 

・株式会社明新社 

・株式会社 毛髪クリニックリーブ 21 

・森興産株式会社 

・八尾トーヨー住器株式会社 

・株式会社 箭木木工所 

・山形開発工業株式会社 

・株式会社 山田翻訳事務所 

・株式会社 山本水圧工業所 

・株式会社ユニティ 

・株式会社 吉川国工業所 

・吉本興業株式会社 

・弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 

・株式会社米田兄弟社 

・読売新聞大阪本社 

・株式会社 読売連合広告社 

・株式会社ライジングサン 

・株式会社 ライフケアサポート 

・株式会社 ラミーコーポレーション 

・株式会社ＲＥＡＲＳ 

・株式会社 りそな銀行 

・りそな総合研究所 株式会社 

・リトルムーンインターナショナル株式会

社 

・リマテックホールディングス 株式会社 



・リロ・パナソニックエクセルインターナシ

ョナル（株） 

・株式会社ルカコ 

・レオニス株式会社 

・株式会社レオパレス 21 

・レンゴー 株式会社 

・有限会社ローカルプランニング 

・ロザイ工業株式会社 

・株式会社 ワイプロ 

・和歌山自然エネルギー発電株式会社 

・株式会社 わだまんサイエンス 

・株式会社 和田萬商店 

・わらべ経営事務所 

 

オブザーバー（3団体） 

・国立大学法人 政策研究大学院大学 

・一般社団法人 グローバル・コンパクト・

ネットワーク・ジャパン (GCNJ) 

・国際連合工業開発機関（UNIDO） 

 

 

以上 


