
　　

1 ダイドードリンコ（株）

ダイドードリンコ（株）ダイドードリンコ（株）

ダイドードリンコ（株）：朝日村 ※　35 （株）八十二銀行

（株）八十二銀行（株）八十二銀行

（株）八十二銀行：長野県（県民の森）（松本市）

2 （有）クリーデンス

（有）クリーデンス（有）クリーデンス

（有）クリーデンス：協和財産区（佐久市） 36

長野県ホンダ会

長野県ホンダ会長野県ホンダ会

長野県ホンダ会：奈川地区入山町会（松本市）

3 (株)木曽駒ミクロ

(株)木曽駒ミクロ(株)木曽駒ミクロ

(株)木曽駒ミクロ：木曽町 37 （株）谷川建設

（株）谷川建設（株）谷川建設

（株）谷川建設：南木曽町

※　　4 （有）つばくろ電機

（有）つばくろ電機（有）つばくろ電機

（有）つばくろ電機：松川村 38

（社）長野県自動車整備振興会長野支部

（社）長野県自動車整備振興会長野支部（社）長野県自動車整備振興会長野支部

（社）長野県自動車整備振興会長野支部：長野市

5 アイシン精機（株）

アイシン精機（株）アイシン精機（株）

アイシン精機（株）：根羽村 39 長野滋賀県人会

長野滋賀県人会長野滋賀県人会

長野滋賀県人会：花岡区（岡谷市）

6 アイシン・エイ・ダブリュ（株）

アイシン・エイ・ダブリュ（株）アイシン・エイ・ダブリュ（株）

アイシン・エイ・ダブリュ（株）：根羽村 40 （株）ＬＩＸＩＬ：阿智村

（株）ＬＩＸＩＬ：阿智村（株）ＬＩＸＩＬ：阿智村

（株）ＬＩＸＩＬ：阿智村

※　7 イオン環境財団

イオン環境財団イオン環境財団

イオン環境財団：上田市 41 新宿区

新宿区新宿区

新宿区：伊那市

8 （株）デサント

（株）デサント（株）デサント

（株）デサント：野沢温泉村 ※　42 NPO法人浅間山麓国際自然学校

NPO法人浅間山麓国際自然学校NPO法人浅間山麓国際自然学校

NPO法人浅間山麓国際自然学校：小諸市

9 沖電気工業（株）

沖電気工業（株）沖電気工業（株）

沖電気工業（株）：小諸市 43 ＧＥ富士電機メーター（株）

ＧＥ富士電機メーター（株）ＧＥ富士電機メーター（株）

ＧＥ富士電機メーター（株）：安曇野市

※　10 イオン環境財団

イオン環境財団イオン環境財団

イオン環境財団：本郷財産区（松本市） 44
 

ＬＶＪグループ（株）、(社）モア･トゥリーズ

ＬＶＪグループ（株）、(社）モア･トゥリーズＬＶＪグループ（株）、(社）モア･トゥリーズ

ＬＶＪグループ（株）、(社）モア･トゥリーズ　

　　

　：小諸市

11 グローブライド（株）

グローブライド（株）グローブライド（株）

グローブライド（株）：（財）仁礼会（須坂市） ※　45 新光電気労働組合

新光電気労働組合新光電気労働組合

新光電気労働組合：長野市

12 ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）

ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）

ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）：原村 ※　46 信州醸熱和酒の会

信州醸熱和酒の会信州醸熱和酒の会

信州醸熱和酒の会：川上村

※　13 ANA（全日空）

ANA（全日空）ANA（全日空）

ANA（全日空）：信濃町 47

 
ソネットエンタテインメント（株）：

ソネットエンタテインメント（株）：ソネットエンタテインメント（株）：

ソネットエンタテインメント（株）：    大沢財産区（佐久市）

    大沢財産区（佐久市）    大沢財産区（佐久市）

    大沢財産区（佐久市）

※　14 サントリーホールディングス（株）

サントリーホールディングス（株）サントリーホールディングス（株）

サントリーホールディングス（株）：塩尻市 48 長野トヨペット（株）：白馬村

長野トヨペット（株）：白馬村長野トヨペット（株）：白馬村

長野トヨペット（株）：白馬村

15 ＮＴＮ（株）長野製作所

ＮＴＮ（株）長野製作所ＮＴＮ（株）長野製作所

ＮＴＮ（株）長野製作所：駒ヶ根市 49 （株）八十二銀行

（株）八十二銀行（株）八十二銀行

（株）八十二銀行：長野市

※　16

タカシマヤ一粒のぶどう基金：

タカシマヤ一粒のぶどう基金：タカシマヤ一粒のぶどう基金：

タカシマヤ一粒のぶどう基金：

　　

　　　　

　　柏原財産区（茅野市）

50

（株）八十二銀行

（株）八十二銀行（株）八十二銀行

（株）八十二銀行
 
：上田市東御市真田共有財産組合（上田市）

※　17 日本興亜損害保険（株）

日本興亜損害保険（株）日本興亜損害保険（株）

日本興亜損害保険（株）：富士見町 51 （株）八十二銀行

（株）八十二銀行（株）八十二銀行

（株）八十二銀行
 
：北方外三区財産区・二区財産区（飯田市）

※　18

長野県リサイクル資材協会：

長野県リサイクル資材協会：長野県リサイクル資材協会：

長野県リサイクル資材協会：

　　

　　　　

　　天然記念物黒岩山保全協議会（飯山市）

※　52 長野朝日放送（株）

長野朝日放送（株）長野朝日放送（株）

長野朝日放送（株）：飯綱町

19

生活協同組合コープながの：

生活協同組合コープながの：生活協同組合コープながの：

生活協同組合コープながの：

　　ＮＰＯ法人　信州フォレストワーク（小川村）

53

（株）相互

（株）相互（株）相互

（株）相互：池田町

20 駒澤大学高等学校

駒澤大学高等学校駒澤大学高等学校

駒澤大学高等学校：柏原町区（信濃町） 54 KOA（株）

KOA（株）KOA（株）

KOA（株）：しらかば会（伊那市）

※　21

（株）バンダイナムコホールディングス：

（株）バンダイナムコホールディングス：（株）バンダイナムコホールディングス：

（株）バンダイナムコホールディングス：

　

　　

　（財）和合会（山ノ内町）

55 郵船ロジスティクス（株）

郵船ロジスティクス（株）郵船ロジスティクス（株）

郵船ロジスティクス（株）：立科町

22 アイシン高丘（株）

アイシン高丘（株）アイシン高丘（株）

アイシン高丘（株）：根羽村 56 （株）アイパックス

（株）アイパックス（株）アイパックス

（株）アイパックス
 
：　山本地区財産区（飯田市）、飯伊森林組合(飯田市）

23 アイシンエーアイ（株）

アイシンエーアイ（株）アイシンエーアイ（株）

アイシンエーアイ（株）：根羽村 57 北信地区富士通グループ

北信地区富士通グループ北信地区富士通グループ

北信地区富士通グループ：長野市

24 アイシン化工（株）

アイシン化工（株）アイシン化工（株）

アイシン化工（株）：根羽村 58

NPO法人森のライフスタイル研究所

NPO法人森のライフスタイル研究所NPO法人森のライフスタイル研究所

NPO法人森のライフスタイル研究所：

　田之尻地域里山整備推進委員会（東御市）

25 ＮＰＯ法人エコラ倶楽部

ＮＰＯ法人エコラ倶楽部ＮＰＯ法人エコラ倶楽部

ＮＰＯ法人エコラ倶楽部：中新田区（原村） 59 NPO法人森のライフスタイル研究所

NPO法人森のライフスタイル研究所NPO法人森のライフスタイル研究所

NPO法人森のライフスタイル研究所：長和町

26 TDKラムダ（株）

TDKラムダ（株）TDKラムダ（株）

TDKラムダ（株）：信濃町 60

（社）長野県産業廃棄物協会青年部会

（社）長野県産業廃棄物協会青年部会（社）長野県産業廃棄物協会青年部会

（社）長野県産業廃棄物協会青年部会：

　南条生産森林組合（坂城町）

※　27 長野朝日放送（株）

長野朝日放送（株）長野朝日放送（株）

長野朝日放送（株）：大沢財産区（佐久市） 61 前田建設工業（株）

前田建設工業（株）前田建設工業（株）

前田建設工業（株）：大沢財産区（佐久市）

28 （株）セガ

（株）セガ（株）セガ

（株）セガ：南相木村 62 （株）八十二銀行

（株）八十二銀行（株）八十二銀行

（株）八十二銀行：下諏訪町

29

（株）ネイチャーズウェイ

（株）ネイチャーズウェイ（株）ネイチャーズウェイ

（株）ネイチャーズウェイ：

　糠地生産森林組合（小諸市）

63

東京都立北園高校

東京都立北園高校東京都立北園高校

東京都立北園高校
 

：　　西春近自治協議会（伊那市）

30 住友理工（株）

住友理工（株）住友理工（株）

住友理工（株）：池田町 64 （株）小賀坂スキー製作所

（株）小賀坂スキー製作所（株）小賀坂スキー製作所

（株）小賀坂スキー製作所：長野市

31 信越放送（株）

信越放送（株）信越放送（株）

信越放送（株）：長野市、長野森林組合(長野市） 65 （株）アイ・コーポレーション

（株）アイ・コーポレーション（株）アイ・コーポレーション

（株）アイ・コーポレーション
 
：　橋原生産森林組合（岡谷市）

32 （株）TIENS JAPAN

（株）TIENS JAPAN（株）TIENS JAPAN

（株）TIENS JAPAN：生坂村 66 京セラ（株）長野岡谷工場

京セラ（株）長野岡谷工場京セラ（株）長野岡谷工場

京セラ（株）長野岡谷工場：湊財産区（岡谷市）

33

（社）日本ゴルフツアー機構

（社）日本ゴルフツアー機構（社）日本ゴルフツアー機構

（社）日本ゴルフツアー機構

　

　　

　：上郷野底財産区（飯田市）

67 府中市

府中市府中市

府中市：佐久穂町

※　34 セイコーエプソン（株）

セイコーエプソン（株）セイコーエプソン（株）

セイコーエプソン（株）
 

：   神宮寺生産森林組合（諏訪市） 68 ＫＤＤＩ（株）

ＫＤＤＩ（株）ＫＤＤＩ（株）

ＫＤＤＩ（株）：西条財産区（長野市）

注）　※は契約終了箇所

　平成15年にスタートしたこの事業には、平成27年４月１日現在、
112者からご支援・ご協力いただいております。



69 積水樹脂プラメタル（株）

積水樹脂プラメタル（株）積水樹脂プラメタル（株）

積水樹脂プラメタル（株）：辰野町 91

諏訪大社

諏訪大社諏訪大社

諏訪大社：

　　神宮寺里山整備促進委員会（諏訪市）

70 （株）アスピア

（株）アスピア（株）アスピア

（株）アスピア：山形村 92

社会医療法人慈泉会　相澤病院

社会医療法人慈泉会　相澤病院社会医療法人慈泉会　相澤病院

社会医療法人慈泉会　相澤病院：

　　三区生産森林組合（朝日村）

71 太洋基礎工業(株）

太洋基礎工業(株）太洋基礎工業(株）

太洋基礎工業(株）：千曲市 93

NPO法人森のライフスタイル研究所、伊藤忠建材

NPO法人森のライフスタイル研究所、伊藤忠建材NPO法人森のライフスタイル研究所、伊藤忠建材

NPO法人森のライフスタイル研究所、伊藤忠建材：

　　　木島平村

72

（有）鶴コーポレーション

（有）鶴コーポレーション（有）鶴コーポレーション

（有）鶴コーポレーション：　上生坂夢の里山の会

（生坂村）

94 日信工業（株）：

日信工業（株）：日信工業（株）：

日信工業（株）：東御市島川原区

73

東京海上日動火災保険（株）

東京海上日動火災保険（株）東京海上日動火災保険（株）

東京海上日動火災保険（株）：一期会（塩尻

市）

95 松本信用金庫：

松本信用金庫：松本信用金庫：

松本信用金庫：岡田財産区（松本市）

74 長野トヨタ自動車（株）

長野トヨタ自動車（株）長野トヨタ自動車（株）

長野トヨタ自動車（株）：飯綱町 96 IHIターボ(株）

IHIターボ(株）IHIターボ(株）

IHIターボ(株）：大桑村

※　75 和信化学工業(株）

和信化学工業(株）和信化学工業(株）

和信化学工業(株）：上伊那森林組合（伊那市） 97 長野朝日放送（株）

長野朝日放送（株）長野朝日放送（株）

長野朝日放送（株）：南箕輪村

※　76

長野朝日放送（株）

長野朝日放送（株）長野朝日放送（株）

長野朝日放送（株）：

　　安曇野市、NPO法人森倶楽部21（松本市）

98 諏訪信用金庫

諏訪信用金庫諏訪信用金庫

諏訪信用金庫：北真志野生産森林組合

77 （株）損害保険ジャパン

（株）損害保険ジャパン（株）損害保険ジャパン

（株）損害保険ジャパン：筑北村 99 オリンパス(株）

オリンパス(株）オリンパス(株）

オリンパス(株）：辰野町、門前山林組合

78

東京都立葛飾野高校

東京都立葛飾野高校東京都立葛飾野高校

東京都立葛飾野高校：

　　ＮＰＯ法人伊那谷森と人を結ぶ協議会（伊那市）

100 （株）八十二銀行

（株）八十二銀行（株）八十二銀行

（株）八十二銀行：本郷財産区(松本市）

79 （株）アドヴィックス

（株）アドヴィックス（株）アドヴィックス

（株）アドヴィックス：根羽村 101 (株）３Top：

(株）３Top：(株）３Top：

(株）３Top：和合会（山ノ内町）

※　80 NPO法人森のライフスタイル研究所

NPO法人森のライフスタイル研究所NPO法人森のライフスタイル研究所

NPO法人森のライフスタイル研究所：宮田村 102 中央アルプス観光(株）

中央アルプス観光(株）中央アルプス観光(株）

中央アルプス観光(株）：駒ケ根市

81

日新航空サービス(株）、（株）日放ツーリスト

日新航空サービス(株）、（株）日放ツーリスト日新航空サービス(株）、（株）日放ツーリスト

日新航空サービス(株）、（株）日放ツーリスト：

　　　信濃町

103 アルプス中央信用金庫

アルプス中央信用金庫アルプス中央信用金庫

アルプス中央信用金庫：駒ケ根市

82 (株）サンティア

(株）サンティア(株）サンティア

(株）サンティア：南箕輪村 104 (株)ヤマウラ：

(株)ヤマウラ：(株)ヤマウラ：

(株)ヤマウラ：駒ケ根市

83 ＪＡ全農長野、（株）マイパール長野

ＪＡ全農長野、（株）マイパール長野ＪＡ全農長野、（株）マイパール長野

ＪＡ全農長野、（株）マイパール長野：安曇野市 105 塚田理研工業(株）

塚田理研工業(株）塚田理研工業(株）

塚田理研工業(株）：駒ケ根市

84 NPO法人千曲の森

NPO法人千曲の森NPO法人千曲の森

NPO法人千曲の森：千曲市 106 ミサワホーム(株）

ミサワホーム(株）ミサワホーム(株）

ミサワホーム(株）：松本市

85

（株）ヤクルト本社：

（株）ヤクルト本社：（株）ヤクルト本社：

（株）ヤクルト本社：　(一財）ＣＷニコル・アファンの森

財団（信濃町）

107 玉村町（群馬県）

玉村町（群馬県）玉村町（群馬県）

玉村町（群馬県）：山ノ内町

86

NPO法人森のライフスタイル研究所

NPO法人森のライフスタイル研究所NPO法人森のライフスタイル研究所

NPO法人森のライフスタイル研究所：

　　上田市余里生産森林組合

108

生活協同組合コープながの：

生活協同組合コープながの：生活協同組合コープながの：

生活協同組合コープながの：

　　ＮＰＯ法人　森倶楽部２１（安曇野市）

87 NPO法人森のライフスタイル研究所

NPO法人森のライフスタイル研究所NPO法人森のライフスタイル研究所

NPO法人森のライフスタイル研究所：木島平村 109 新光電気労働組合

新光電気労働組合新光電気労働組合

新光電気労働組合：飯綱町

88

東京アート(株）、(株）あづみ野ビバレッジ：

東京アート(株）、(株）あづみ野ビバレッジ：東京アート(株）、(株）あづみ野ビバレッジ：

東京アート(株）、(株）あづみ野ビバレッジ：

　松川村

110 楽天(株)

楽天(株)楽天(株)

楽天(株)：王滝村、木曽森林組合

※　89 （株）八十二銀行

（株）八十二銀行（株）八十二銀行

（株）八十二銀行：中川村 111 養命酒製造(株)

養命酒製造(株)養命酒製造(株)

養命酒製造(株)：駒ケ根市

※　90 成城学校：

成城学校：成城学校：

成城学校：長野森林組合(信濃町） 112 日高精機(株)

日高精機(株)日高精機(株)

日高精機(株)：上田市

森林CO

森林CO森林CO

森林CO₂

₂₂

₂吸収評価認証制度

吸収評価認証制度吸収評価認証制度

吸収評価認証制度

　１　認証書発行に係る現地調査の費用については有償となります。

　２　指定調査機関は、一般社団法人長野県林業コンサルタント協会です。

　平成２０年度から、森林（もり）の里親促進事業にご協力をいただいている環境先進企業様の取組を

CO₂吸収量で評価認証（CSR活動を数値化）する制度をスタートしました。

　評価認証を希望される里親企業様からの申請に基づいて、間伐等を実施した森林を調査し、委員会での

審査を経て、長野県が認証書を交付します。

　これにより、里親企業等の皆様は、森林整備による地球温暖化防止対策への貢献を数値で示すことがで

き、CSR報告書等への記載やPRが可能となります。

里親企業様の森林整備への御協力を「見える化」します

認証の流


