
別添１の通り

(１)個別企業等　（１２７社・団体）

アーガス

アースサポート

ＡＤＥＫＡ

あらたサステナビリティ認証機構

アレフ

Ｅ．Ｉ．エンジニアリング

イーソリューション

イオンディライト

２．排出量試行協議会参加申請企業等　（６０８社）

１．試行排出量取引スキーム参加申請企業等(目標設定参加者､取引参加者等) (６９５社)

排出量取引試行協議会　会員

別添 ２

イビデン

インプレスインターナショナル

ウェイストボックス

ウッドワン

ＳＯＣパートナーズ

ＮＴＴデータ

荏原実業

エフビットコミュニケーションズ

大木環境研究所

オリエントファーム

カーボンフリーコンサルティング

鹿島道路

刀川平和農園

金澤産業

カルビー

環境技術協会



環境思考

環境と開発

環境評価研究機構

関西ペイント

共同印刷

近畿総合リース

クー

ＱＵＩＣＫ

グリーンテクノロジー

グリーンブルー

栗田工業

クリフォード チャンス法律事務所

グローバルテクノ

ＫＰＭＧあずさサステナビリティ

京葉ガス

コーニングホールディングジャパン

広友ホールディングス

国際技術士事務所国際技術士事務所

コバレントマテリアル

埼玉県環境検査研究協会

佐賀衛研

三栄自動車整備工場

しあわせ創研

シェアデザイン

ＣＬＣ

ジオテック

システック環境研究所

JACO CDM

昭南クリーン

新日本サステナビリティ研究所

住友林業クレスト

セガ

石油連盟



石灰製造工業会

ゼックフィールド

ダイエイ

ダイエイエコテック

大有コンクリート工業

太陽工業

竹中工務店

地球環境融合センター

地球産業文化研究所

中部サポート開発

ＴＥＮ

ＴＭＩ総合法律事務所

テイカ

ＴＣＯ２

ディスコ

テクノファ

デザイニング

豊島メ ク豊島メック

東京青山・青木・狛法律事務所

トーマツ審査評価機構

トーワ設計

トリリオン

中村ハウゼックス

中山リサイクル産業

南国興産

新潟県

西染工

西日本高速道路

日経ＢＰ（日経エコロジー）

日清製粉グループ

日本カーボンファイナンス

日本化学工業協会

日本ガラスびん協会



日本共同システム

日本スマートエナジー

日本ケミコン

日本ゴム工業会

日本サーモエナー

日本自動車タイヤ協会

日本先端科学

日本ファシリティ・ソリューション

日本ファシリティマネジメント推進協会

日本貿易会

ネグロス電工

ビーツービーソリューションズ

ビジネス機会・情報システム産業協会

日立化成工業

ビューローベリタスジャパン

フィールドテック

Ｆａｃｅ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ　＆　ｃｏ．

福岡県地球温暖化防止活動推進センタ福岡県地球温暖化防止活動推進センター

福山

ブルーテック

プレンティー

平和紙業

北海道環境財団

前田道路

マクロトレード

松尾建設

丸喜運輸

マルハニチロホールディングス

三浦工業

三菱総合研究所

村田製作所

明電舎

メイホー



モリカワ

森村商事

門

EURO FORUM

ライブデザインプロジェクト

ロイドレジスタークオリティアシュアランスリミテッド

(2)市場関係者（２取引所）

東京工業品取引所

東京証券取引所

(3)商工会議所 (６２商工会議所）

日本商工会議所

小樽商工会議所

札幌商工会議所

青森商工会議所

盛岡商工会議所

商 会気仙沼商工会議所

秋田商工会議所

山形商工会議所

福島商工会議所

新潟商工会議所

富山商工会議所

金沢商工会議所

上田商工会議所

長野商工会議所

水戸商工会議所

宇都宮商工会議所

前橋商工会議所

桐生商工会議所

館林商工会議所

さいたま商工会議所

千葉商工会議所



柏商工会議所

東京商工会議所

横浜商工会議所

茅ヶ崎商工会議所

甲府商工会議所

静岡商工会議所

島田商工会議所

藤枝商工会議所

岐阜商工会議所

名古屋商工会議所

西尾商工会議所

東海商工会議所

津商工会議所

敦賀商工会議所

大津商工会議所

彦根商工会議所

京都商工会議所

商 会大阪商工会議所

北大阪商工会議所

神戸商工会議所

尼崎商工会議所

龍野商工会議所

奈良商工会議所

和歌山商工会議所

鳥取商工会議所

岡山商工会議所

広島商工会議所

福山商工会議所

山口商工会議所

下松商工会議所

徳島商工会議所

高松商工会議所

丸亀商工会議所



松山商工会議所

今治商工会議所

高知商工会議所

福岡商工会議所

長崎商工会議所

大分商工会議所

那覇商工会議所

その他１商工会議所

(4)中小企業団体 （４１５団体）

北海道中小企業団体中央会

青森県中小企業団体中央会

岩手県中小企業団体中央会

宮城県中小企業団体中央会

秋田県中小企業団体中央会

山形県中小企業団体中央会

福島県中小企業団体中央会

新潟県中小企業団体中央会新潟県中小企業団体中央会

富山県中小企業団体中央会

福井県中小企業団体中央会

石川県中小企業団体中央会

長野県中小企業団体中央会

栃木県中小企業団体中央会

茨城県中小企業団体中央会

群馬県中小企業団体中央会

埼玉県中小企業団体中央会

千葉県中小企業団体中央会

東京都中小企業団体中央会

神奈川県中小企業団体中央会

山梨県中小企業団体中央会

静岡県中小企業団体中央会

岐阜県中小企業団体中央会

愛知県中小企業団体中央会



三重県中小企業団体中央会

滋賀県中小企業団体中央会

京都府中小企業団体中央会

大阪府中小企業団体中央会

兵庫県中小企業団体中央会

奈良県中小企業団体中央会

和歌山県中小企業団体中央会

鳥取県中小企業団体中央会

島根県中小企業団体中央会

岡山県中小企業団体中央会

広島県中小企業団体中央会

山口県中小企業団体中央会

徳島県中小企業団体中央会

香川県中小企業団体中央会

愛媛県中小企業団体中央会

高知県中小企業団体中央会

福岡県中小企業団体中央会

佐賀県中小企業団体中央会佐賀県中小企業団体中央会

長崎県中小企業団体中央会

熊本県中小企業団体中央会

大分県中小企業団体中央会

宮崎県中小企業団体中央会

鹿児島県中小企業団体中央会

沖縄県中小企業団体中央会

エムエスデリカチーム協同組合

グローバルラクト協同組合

日本児童・青少年演劇劇団協同組合

協同組合日本店装チェーン

佐栄建設事業協同組合

全国アロンコート・アロンウオール防水工事業協同組合

全国仮設安全事業協同組合

全国コンクリートカッター工事業協同組合

全国止水躯体補修工事協同組合



全国商環境設計装備協同組合

全国パラテックス防水工事業協同組合

全国パラロン・ケミアスルーフ防水工事業協同組合

全国ビルリフォーム工事業協同組合

全日本ウレタン工事業協同組合

全日本外壁ピンネット工事業協同組合

全日本特殊アスファルト工事業協同組合

全日本ルミクール・ガラス用フィルム施工協同組合

日本あと施工アンカー工事協同組合

日本金属工事業協同組合

日本集成材工業協同組合

日本樹脂施工協同組合

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

ビッツ・ビルダー協同組合

協同組合日本飼料工業会

全国いか加工業協同組合

全国オイルリサイクル協同組合

全国黄銅棒協同組合全国黄銅棒協同組合

全国機ひも工業協同組合

全国共同工場協同組合

全国蒟蒻原料協同組合

全国シロセット加工業協同組合

全国製菓機器商工協同組合

全国製缶機械工業協同組合

全国石油工業協同組合

全国通信機器工作協同組合

全国通信用機器材工業協同組合

全国麦茶工業協同組合

全国餅工業協同組合

全日本ＪＩＳ畳床工業協同組合

全日本宗教用具協同組合

全日本畳事業協同組合

全日本武道具協同組合



デリカサプライシステム協同組合

日本羽毛製品協同組合

日本エアースポーツガン振興協同組合

日本資源機械工業協同組合

日本住宅パネル工業協同組合

日本水産機械工業協同組合

日本チョコレート工業協同組合

日本デリカフーズ協同組合

日本電子産業協同組合

日本電熱機工業協同組合

日本パウダーコーティング協同組合

日本ふとん製造協同組合

マーシャン関連事業協同組合

三菱自動車販売店全国事業協同組合

全国地区通運事業協同組合

全日本ピアノ運送連合協同組合

協同組合全国花材流通協会

協同組合 ウネ ト協同組合ハウネット

協同組合フレッシュフーズサプライ

ジェイ･エス量販事業協同組合

塩元売協同組合

全国家庭用品卸商業協同組合

全国クリーニング資材卸商協同組合

全国酒類卸売業協同組合

全国飼料卸協同組合

全国農薬協同組合

全国病院用食材卸売業協同組合

全国米穀販売事業共済協同組合

全国宝石卸商協同組合

全日本中国花火輸入協同組合

帝都医薬品配置協同組合

日本革類卸売事業協同組合

日本観賞魚振興事業協同組合



日本中古車輸出業協同組合

協同組合オールジャパンメガネチェーン

協同組合趣味の百撰会

協同組合セルコチェーン

協同組合日本ゴールドチェーン

協同組合日本洋服トップチェーン

事業協同組合全国焼肉協会

全国割賦販売書店協同組合

全国刀剣商業協同組合

全日本学校教材教具協同組合

全日本宝石時計眼鏡協同組合

日本きものおしゃれチェーン協同組合

日本帆布製品販売協同組合

ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合

外国人芸能人招聘事業協同組合

行政法務協同組合

協同組合 日本イラストレーション協会

協同組合地盤環境技術研究センタ協同組合地盤環境技術研究センター

協同組合ジャパンギフトチェーン

協同組合日本映画製作者協会

協同組合日本脚本家連盟

協同組合日本シナリオ作家協会

協同組合日本写真家ユニオン

協同組合日本写真館協会

協同組合日本陶芸チェーン

協同組合日本俳優連合

建設コンサルタンツ協同組合

事業協同組合全国鍼灸マッサージ師協会

スクーバダイビング事業協同組合

セールスレップ協同組合

全国運転代行共済協同組合

全国介護環境整美協同組合

全国観光写真事業協同組合



全国こころの会葬祭事業協同組合

全国自動車整備協業協同組合協議会

全国セレモニー事業協同組合

全国舞台テレビ照明事業協同組合

全日本高速道路レッカー事業協同組合

全日本全身美容業協同組合

全日本民医連厚生事業協同組合

デジタルビジネス協同組合

日本ケーブルテレビ事業協同組合

日本資源再生事業振興協同組合

日本自動車ガラス販売施工事業協同組合

日本鍼灸マッサージ協同組合

日本タイヤリサイクル協同組合

日本デザイン事業協同組合

日本バンケット事業協同組合

日本舞台音響事業協同組合

日本ロックセキュリティ協同組合

花キ ピ ト協同組合花キューピット協同組合

美容協同組合日本ヘアデザイン協会

全国亜鉛めっき鋼より線販売協同組合

全国情報ネットワーク協同組合

タール製品等取扱業協同組合

日本オーストリッチ事業協同組合

日本コンピュータスクール事業協同組合

協同組合全国共同店舗連盟

協同組合ワイズネットワーク

全国官報販売協同組合

全国機械用刃物研磨工業協同組合

全国専門店事業開発協同組合

全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合

日本広域資源循環事業協同組合

全国自動車共済協同組合連合会

全国ビルメンテナンス協同組合連合会



鹿島事業協同組合連合会

全国圧接業協同組合連合会

全国管工事業協同組合連合会

全国基礎工業協同組合連合会

全国建設業協同組合連合会

全国マスチック事業協同組合連合会

日本建設インテリア事業協同組合連合会

日本シーリング工事業協同組合連合会

日本室内装飾事業協同組合連合会

全国乾麺協同組合連合会

全国グラビア協同組合連合会

全国鋼管製造協同組合連合会

全国工場団地協同組合連合会

全国こんにゃく協同組合連合会

全国照明器具協同組合連合会

全国醤油工業協同組合連合会

全国精麦工業協同組合連合会

全国製麺協同組合連合会全国製麺協同組合連合会

全国清涼飲料協同組合連合会

全国茶商工業協同組合連合会

全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会

全国納豆協同組合連合会

全国乳業協同組合連合会

全国ネームプレート工業協同組合連合会

全国ヒューム管協同組合連合会

全国ミシン商工業協同組合連合会

全国味噌工業協同組合連合会

全国木材協同組合連合会

全日本シール印刷協同組合連合会

全日本スクリーン印刷協同組合連合会

全日本漬物協同組合連合会

全日本パン協同組合連合会

日本工業塗装協同組合連合会



日本漆器協同組合連合会

日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会

日本陶磁器工業協同組合連合会

全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会

全国通運事業協同組合連合会

全国トラック交通共済協同組合連合会

全国バス事業協同組合連合会

全国引越専門協同組合連合会

日本貨物運送協同組合連合会

日本自動車車体整備協同組合連合会

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会

全国卸商業団地協同組合連合会

全国生コンクリート卸協同組合連合会

全国農業機械商業協同組合連合会

全国美容用品商業協同組合連合会

全日本電設資材卸業協同組合連合会

トモエ肥料販売協同組合連合会

日本陶磁器卸商業協同組合連合会日本陶磁器卸商業協同組合連合会

全国板硝子商工協同組合連合会

全国化粧品小売協同組合連合会

全国酒販協同組合連合会

全国水産物商業協同組合連合会

全国青果物商業協同組合連合会

全国石油業共済協同組合連合会

全国タイヤ商工協同組合連合会

全国たばこ販売協同組合連合会

全国遊技機商業協同組合連合会

全日本時計宝飾眼鏡商業協同組合連合会

日本歯科用品商協同組合連合会

日本自転車軽自動車商協同組合連合会

日本スポーツ用品協同組合連合会

全国中小企業共済協同組合連合会

全国保険代理業協同組合連合会



全中連協同組合連合会

全国医師協同組合連合会

全国おしぼり協同組合連合会

全国環境整備事業協同組合連合会

全国税理士データ通信協同組合連合会

全国ソフトウェア協同組合連合会

全国ダイアパーリース協同組合連合会

全国弁護士協同組合連合会

全国油脂事業協同組合連合会

全日本葬祭業協同組合連合会

全日本遊技事業協同組合連合会

ダンススクール協同組合連合会

日本再生資源事業協同組合連合会

日本税理士協同組合連合会

日本複写産業協同組合連合会

協同組合連合会日本商店連盟

全国経済事業協同組合連合会

全国石製品工業協同組合連合会全国石製品工業協同組合連合会

協同組合連合会日本専門店会連盟

全国ビジネスサポート協同組合連合会

全国信用協同組合連合会

全日本火災共済協同組合連合会

セメントファイバーボード工業組合

全国厚板シヤリング工業組合

全国金属製電線管附属品工業組合

全国クラフト紙袋工業組合

全国コイルセンター工業組合

全国工作油剤工業組合

全国醸造機器工業組合

全国米菓工業組合

全国木質セメント板工業組合

全日本紙製品工業組合

全日本フレキソ製版工業組合



日本カーペット工業組合

日本角底製袋工業組合

日本感材銀工業組合

日本空気入ビニール製品工業組合

日本軽微性炭酸カルシウム工業組合

日本ケミカルシューズ工業組合

日本ジャガード刺繍工業組合

日本石灰工業組合

日本石鹸洗剤工業組合

日本パーマネントウェーブ液工業組合

日本プラスチック日用品工業組合

日本ボイラー・圧力容器工業組合

日本ポリオレフィンフィルム工業組合

ポリスチレンペーパー成型加工工業組合

全日本電気工事業工業組合連合会

全日本板金工業組合連合会

全国菓子工業組合連合会

全国 ンクリ トブ ク工業組合連合会全国コンクリートブロック工業組合連合会

全国十八リットル缶工業組合連合会

全国段ボール工業組合連合会

全国生コンクリート工業組合連合会

全国鍍金工業組合連合会

全日本紙器段ボール箱工業組合連合会

全日本印刷工業組合連合会

全日本製本工業組合連合会

全日本婦人子供服工業組合連合会

日本編レース工業組合連合会

日本絹人繊織物工業組合連合会

日本靴下工業組合連合会

日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会

日本毛織物等工業組合連合会

日本合板工業組合連合会

日本梱包工業組合連合会



日本タオル工業組合連合会

日本テントシート工業組合連合会

日本撚糸工業組合連合会

日本被服工業組合連合会

日本綿スフ織物工業組合連合会

日本歯科用品卸商業組合

全日本木工機械商業組合

日本塗料商業組合

日本洋紙板紙卸商業組合

日本テレビゲーム商業組合

日本レコード商業組合

日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合

全国板硝子卸商業組合連合会

全国菓子卸商業組合連合会

日本織物中央卸商業組合連合会

全国医薬品小売商業組合連合会

全国牛乳商業組合連合会

全国電機商業組合連合会全国電機商業組合連合会

日本書店商業組合連合会

日本米穀小売商業組合連合会

全国豆腐油揚商工組合連合会

全日本コーヒー商工組合連合会

全国製紙原料商工組合連合会

日本中古自動車販売商工組合連合会

全国自動車電装品整備商工組合連合会

日本自動車整備商工組合連合会

全国商店街振興組合連合会

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

全国理容生活衛生同業組合連合会

全国旅館生活衛生同業組合連合会

東京都美容生活衛生同業組合

企業組合企業仲人連盟

企業組合東京セールスレップ



社団法人全日本瓦工事業連盟

社団法人日本ジュエリー協会

社団法人日本釦協会

社団法人建設産業専門団体連合会

社団法人全国クレーン建設業協会

社団法人全国コンクリート圧送事業団体連合会

社団法人全国中小建設業協会

社団法人全国中小建築工事業団体連合会

社団法人全国鉄筋工事業協会

社団法人日本機械土工協会

社団法人全国木工機械工業会

社団法人日本アパレル産業協会

社団法人日本衣料縫製品協会

社団法人日本インテリアファブリックス協会

社団法人日本グラフィックサービス工業会

社団法人日本砕石協会

社団法人日本染色協会

社団法人日本ダイカスト協会社団法人日本ダイカスト協会

社団法人日本鍛造協会

社団法人日本畜産副産物協会

社団法人日本鋳造協会

社団法人日本鉄リサイクル工業会

社団法人日本電子回路工業会

社団法人日本ねじ工業協会

社団法人日本非鉄金属鋳物協会

社団法人日本弁当サービス協会

社団法人日本包装機械工業会

社団法人日本琺瑯工業会

社団法人全国レンタカー協会

社団法人全日本トラック協会

社団法人全国自動車部品商団体連合会

社団法人日本エルピーガス連合会

社団法人全国信用組合中央協会



社団法人スポーツ健康産業団体連合会

社団法人全国学習塾協会

社団法人全国コンサートツアー事業者協会

社団法人全国地質調査業協会連合会

社団法人全日本屋外広告業団体連合会

社団法人電線総合技術センター

社団法人日本音楽スタジオ協会

社団法人日本クラシック音楽事業協会

社団法人日本婚礼写真協会

社団法人日本サインデザイン協会

社団法人日本ジュウリーデザイナー協会

社団法人日本倉庫協会

社団法人日本テニス事業協会

社団法人日本ボウリング場協会

社団法人日本ボランタリー・チェーン協会

社団法人日本和裁士会

社団法人日本中小企業団体連盟

財団法人中小企業情報化促進協会財団法人中小企業情報化促進協会

日本ウレタン断熱協会

機械すき和紙連合会

日本石材産業協会

全国ラジオ・テレビ電機組合連合会

米国エアロビクス＆フィットネス協会日本支部

全国ＳＲアップ21

全国手すき和紙連合会

日本酒造組合中央会

全国小売酒販組合中央会

有限責任中間法人全日本文具事務用品団体総連合

全国青色申告会総連合

                                                                                                          

（平成２１年７月６日時点）


