
令和4年11月25日時点

投資家名 URL

1 あいち豊田農業協同組合

2 愛知みなみ農業協同組合

3 株式会社ＩＴＣ http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000021838.html

4 株式会社アイユース https://i-youth.co.jp

5 秋田県商工会連合会

6 赤穂市社会福祉協議会

7 朝来市

8 浅田化学工業株式会社 https://www.asada-ch.co.jp/news/

9 芦屋市 https://www.city.ashiya.lg.jp/zaisei/sikin_unyou.html

10 社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団 https://www.amashaji.jp/account/

11 株式会社阿波銀行

12 あわじ島農業協同組合

13 淡路土建株式会社 http://www.awaji-doken.co.jp

14 株式会社１１７

15 飯山市役所

16 イチイ産業株式会社 https://www.ichii-sangyo.jp/

17 猪名川町水道事業

18 株式会社イワネ

19 印西市 https://www.city.inzai.lg.jp/0000014959.html

20 上田市

21 英國屋株式会社 https://eikokuya-cl.com/

22 栄進急送株式会社 https://eishin-x.com/greenbond/

23 エスアールエンジニアリング株式会社 https://www.sr-engineering.co.jp/

24 愛媛県市町村職員共済組合

25 邑楽館林農業協同組合

http://ako-ds.com

http://www.ako-royal.com/

27 大木産業株式会社 https://sangyo.ooki-g.com/

28 大阪北部農業協同組合

29 公益財団法人大阪陸上競技協会

30 大関株式会社

31 株式会社大月真珠 https://www.otsuki-pearl.co.jp/

32 学校法人大手前学園 https://gakuen.otemae.ac.jp/news/16408

33 株式会社オリエント https://orient-cad.jp/

34 医療法人回生会宝塚病院 http://www.takarazuka-hospital.com/

35 海南市

36 鹿児島信用金庫

37 株式会社カコテクノス

38 株式会社片山商店 https://www.katayama-s.co.jp

39 加東市 https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/kaikei/kaikeika/11563.html

40 株式会社上組

41 上郡町 https://www.town.kamigori.hyogo.jp/soshiki/kaikeika/5345.html

42 香美町

43 加茂工業株式会社 https://kamo-kg.com/

44 苅田建設工業株式会社 http://karitakensetu.com/index.html

45 一般財団法人簡易保険加入者協会

46 岸本冷蔵株式会社 http://kishimotoreizo.com

47 公益財団法人北播磨地場産業開発機構 https://kitaharima-jibasan.org/

48 久商株式会社 https://www.kyusyo.co.jp

49 共栄電器工業株式会社 http://kyouei-d.co.jp/info/

50 教職員共済生活協同組合
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26 株式会社オオキコーポレーション
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51 近畿産業信用組合 https://www.kinsan.co.jp/mdata/info/20220908greenbond.pdf

52 株式会社近畿保証サービス http://www.kinkihosho.com/

53 株式会社クレ・ドゥ・レーブ https://www.cdr-heart.com/

54 群馬県

55 学校法人光照学園　睦幼稚園

56 高知県市町村総合事務組合

57 株式会社興電社 http://www.koudensha.co.jp

58 神戸医師協同組合 https://www.kobe-ishikyo.or.jp/

59 神戸環境クリエート株式会社 http://wｗw.kobe-k-create.co.jp/

60 神戸市 https://www.city.kobe.lg.jp/a61436/shise/financial/shisai/index.html

61 公立大学法人神戸市外国語大学 https://www.kobe-cufs.ac.jp/news/sdgs/index.html

62 公益財団法人神戸市公園緑化協会 https://www.kobe-park.or.jp/2022/09/07/hyogogb2022/

63 神戸商工会議所

64 国立大学法人神戸大学 https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_10_17_02.html

65 公益財団法人神戸大学六甲台後援会

66 学校法人神戸薬科大学 https://www.kobepharma-u.ac.jp/

67 株式会社コーナン・メディカル https://konan.com/ja/w/

68 コープこうべファミリー倶楽部

69 公益財団法人コープともしびボランティア振興財団 https://www.tomoshibi-found.or.jp/

70 株式会社コーベヤ http://www.kobeya-sp.co.jp/

71 埼玉県庁

72 坂上建設株式会社 https://www.sakagami-group.co.jp/

73 サカモトメタル株式会社

74 佐用町 https://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/lp_top.jsp

75 三晃グループ

76 株式会社三商 http://www.seldia.com/

77 三相電機株式会社 https://www.sanso-elec.co.jp/

78 社会福祉法人三田谷治療教育院 http://sandaya.or.jp/

79 サンモア株式会社 https//www.sunmore.net/

80 塩屋土地株式会社

81 公益財団法人自動車リサイクル促進センター https://www.jarc.or.jp/news/14595/

82 株式会社十六銀行

83 社会医療法人社団順心会

84 常簒寺

85 常楽寺

86 神栄健康保険組合

87 シンエーフーヅ株式会社

88 新温泉町

89 信金中央金庫

90 新宮市

91 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター

92 株式会社スターエム https://www.starminfo.com/jp/

93 株式会社千石 https://www.sengokujp.co.jp/sustainability/

94 全国市町村職員共済組合連合会

95 株式会社ソーイング竹内 https://www.sewing-takeuchi.co.jp/

96 株式会社大盛物流 http://ttc5531.co.jp/

97 大洋興業株式会社 https://www.taiyo21.com/

98 太陽鉱工株式会社

99 公益財団法人高砂市施設利用振興財団 https://www.csg-zaidan.or.jp/

100 宝塚市

101 株式会社但馬銀行 https://www.tajimabank.co.jp/news/release/news_release_20220920_2.pdf

102 たじま農業協同組合

103 丹波市 https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/suitou/guri-nnbonndohenotousihyoumei.html

104 筑前あさくら農業協同組合
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105 千葉県君津市 http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/34/51304.html

106 千葉市 https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zaisei/shikin/sdgssai.html

107 地方公務員共済組合連合会

108 株式会社中京銀行

109 株式会社テクノファレック http://www.farec.co.jp/

110 東亜通信工材株式会社 http://www.toa-tuushin.co.jp/

111 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ

112 東京都職員共済組合

113 株式会社東邦銀行

114 株式会社東洋機械製作所 http://www.toyo-machine.co.jp/

115 特別区人事・厚生事務組合

116 株式会社都市・計画・設計研究所 http://www.ur-ipd.co.jp

117 豊岡市

118 株式会社ドンク http://www.donq.co.jp/

119 永井鋼業株式会社 http://www.nagai-kk.jp

120 長崎市

121 中嶋石油株式会社 http://www.nac-nakajima.co.jp

122 中西商事株式会社 http://nakanishi-shoji.co.jp/index.html

123 中野プランツ株式会社 https://pam-nakano.jp

124 長浜市

125 名古屋市信用保証協会

126 株式会社浪花昆布（佃真）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　つくしん

127 株式会社南朋建設 https://nanpou-k.com

128 西日本機器株式会社

129 公益財団法人西宮市文化振興財団 https://nishi-bunka.or.jp

130 西宮市民共済生活協同組合

131 西播磨水道企業団

132 西脇市 https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/kaikeika/25746.html

133 株式会社ニッコー

134 日工株式会社 https://www.nikko-net.co.jp/sustainability/

135 日新信用金庫 https://www.nisshin-shinkin.co.jp/news/attached/20221001B.pdf

136 日征通信株式会社 https://www.nissay.fm/

137 日本コープ共済生活協同組合連合会

138 日本再共済生活協同組合連合会

139 日本赤十字社兵庫県支部

140 日本テクノロジーソリューション株式会社 https://www.solution.co.jp

141 日本電研工業株式会社 https://denkenk.co.jp/information/archives/162

142 株式会社布引礦泉所 http://www.nunobiki.co.jp

143 白鶴酒造株式会社

144 白鷺特殊鋼株式会社 http://hakuro-net.co.jp

145 社会福祉法人枦谷福祉会

146 株式会社浜田工務店 https://hamada-net.co.jp/

147 濱中製鎖工業株式会社

148 ハリマ産業エコテック株式会社 https://www.f-unit.jp/harima

149 播磨町

150 ハリマ農業協同組合

151 播州電装株式会社 https://www.banshu.com/

152 日田信用金庫

153 一般財団法人姫路市まちづくり振興機構

154 姫路信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/himeshin/news_topics/images/634_pdf.pdf

155 公益財団法人ひょうご環境創造協会 https://www.eco-hyogo.jp/

156 兵庫県警察信用組合

157 株式会社兵庫県公社住宅サービス

158 兵庫県公立大学法人芸術文化観光専門職大学
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159 一般社団法人兵庫県産業資源循環協会

160 学校法人兵庫県自動車学校 https://hyogoken.net/nishinomiya/

161 公益財団法人兵庫県住宅再建共済基金

162 兵庫県商工会連合会

163 兵庫県職業能力開発協会 https://www.noukai-hyogo.jp/

164 兵庫県食品健康保険組合

165 公益財団法人兵庫県私立学校教職員退職金財団

166 公益財団法人兵庫県私立幼稚園教職員退職基金財団

167 兵庫県信用組合 https://www.hyogokenshin.co.jp

168 兵庫県信用保証協会

169 公益財団法人兵庫県スポーツ協会

170 一般社団法人兵庫県薬剤師会

171 兵庫県立相生高等学校相門会

172 公益財団法人ひょうご震災記念２１世紀研究機構 https://www.hemri21.jp/

173 兵庫南農業協同組合

174 公益財団法人ひょうご豊かな海づくり協会 http://www.hyoukaikyou.or.jp

175 平林建築工房株式会社 https://hiraken.co.jp/

176 株式会社広築 https://www.hirochiku.co.jp/

177 株式会社廣橋

178 Fedal Management株式会社

179 株式会社フクオカ https://www.fukuoka-corp.com/

180 一般財団法人福岡県退職教職員協会 https://gojyokai.jp/taisyoku/sdgs/inv_detail18.php

181 福崎町

182 富士信用金庫

183 株式会社武德 https://butoku-keibi.jp

184 防衛省共済組合

185 北但行政事務組合

186 北杜市

187 マツダ株式会社 https://matsudasan.com

188 株式会社松本工務店 https://matsumotokomuten.hp.gogo.jp/pc/

189 まねき食品株式会社 https://www.maneki-co.com/

190 眞野土地株式会社

191 マリヤ医科興業株式会社

192 三木市 https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/47/51384.html

193 社会福祉法人みぎわ会

194 株式会社三菱UFJ銀行 https://www.bk.mufg.jp/news/news2022/pdf/news0907.pdf

195 株式会社みなと銀行

196 港建設株式会社

197 宮野医療器株式会社

198 株式会社宮本組 https://miyamotogumi.co.jp/news/post/202209201138/

199 学校法人明正学園

200 メック株式会社 https://www.mec-co.com/ir/library/pdf/tekijikaiji/20220920_5403_tekijikaiji_1.pdf

201 株式会社森崎組

202 株式会社モーリヤ https://www.mouriya.co.jp

203 門戸厄神

204 モンノ株式会社 https://monno-jp.com/

205 株式会社ヤマサ環境エンジニアリング http://www.yamasaeco.co.jp

206 株式会社ヤマシタワークス https://www.yamashitaworks.co.jp/

207 山梨県信用保証協会

208 株式会社ユーテック

209 株式会社吉住工務店 https://www.yoshizumi.com/

210 一般財団法人和歌山環境保全公社
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