
1. 企業 味の素株式会社 2030年までに、環境負荷を50％削減します。

1. 企業 株式会社アルボース サステナブル・ライフスタイル宣言2020に賛同します！

1. 企業 イオン株式会社
農産物、畜産物、水産物、紙・パルプ・木材、パーム油について「持続可能な調達2020目標」

を公表し、グローバル基準に基づいた商品調達を推進します。

1. 企業 イケア・ジャパン株式会社 2030年までに10億人にサステナブルな暮らしを手ごろで簡単にお届けします！

1. 企業 株式会社エコ建築考房
株式会社エコ建築考房は、FSC 推進協定をサプライヤーの皆様と締結し、FSC 認証木材を利

用した家づくりを推進します。

1. 企業 エスビー食品株式会社
主要香辛料について、2030年を目標として持続可能な調達を目指します。また、フェアトレード・

有機認証香辛料の調達や契約栽培の拡大も引き続き進めていきます。

1. 企業 王子ネピア株式会社 FSC(R)認証紙を使用した主要商品の普及促進に取り組んでいきます！

1. 企業 株式会社きじま
2021年中にMSC認証10%、ASC認証100%、生鮮農産物の有機・自然栽培使用比率

80%を目指します

1. 企業 キリンホールディングス株式会社
キリングループは、ポジティブインパクトで豊かな地球を、これからの世代を担う若者とともにつないで

いきます。

1. 企業 株式会社公文教育研究会

①森林資源の保全：森林資源保全のため、FSC認証紙の利用を推奨、オフィス利用の紙購

入量削減に取り組みます。

②持続可能な未来のための教育：公文式学習の提供により、世界中のより多くの子どもたち

が、自らの可能性を発見し、その能力を最大限に伸ばしていけるよう貢献していきます。

1. 企業 後藤木材株式会社 後藤木材株式会社は、環境に優しいFSC認証材を積極的に販売・推進します！

1. 企業 小林メリヤス株式会社 サステナブル・ライフスタイル宣言2020に賛同します！

1. 企業 サラヤ株式会社
SARAYAは、消費者やこれからの社会を担う若い世代と協働しRSPO認証など製品の普及に取

り組みます。

1. 企業 株式会社新藤 私はオーガニック事業を通してCO２削減、地球環境保全につとめます。

1. 企業 株式会社SoooooS.カンパニー
SoooooS.（スース）は、人や地球にやさしい暮らしのためのショッピングモール。生活者のサステ

ナブルな暮らしを後押しします！

1. 企業 株式会社鈴三木材店
株式会社鈴三木材店は、浜松市のFSC森林認証木材を通じて、持続可能な社会をデザインし

ます。

1. 企業 スターバックス コーヒー ジャパン株式会社
スターバックスは’Reduce, Reuse, Recycle & Respect‘に取り組み

お客様と一緒にサステナブルなライフスタイルの実現をめざします

1. 企業 合同会社 西友 人々の暮らしと環境を持続させる商品を販売します。

1. 企業 積水ハウス株式会社
積水ハウスは、森林減少をゼロにするゼロデフォレステーション実現に向けて、持続可能性に配慮

した公正な木材「フェアウッド」調達100%を目指します!

1. 企業 ソニー株式会社 2025年度までに新たに設計する小型製品のプラスチック包装材を全廃します

1. 企業 太陽油脂株式会社 みなさまとコミュニケーションをとりながらFSC認証・RSPO認証の製品の普及に取り組みます。



1. 企業 大和ハウス工業株式会社
大和ハウスグループは、ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量ゼロと、木材調達にともなう森

林破壊ゼロを目指します。

1. 企業 株式会社中村製材所
私たちは、FSC認証木材の利用拡大と木の新しい価値創造を通して陸の豊かさを守り、みんな

が笑顔になる社会と経済を目指します

1. 企業 株式会社ニコン 環境負荷低減につながる新規事業の創出やイノベーションに取り組んでいきます。

1. 企業 日清食品ホールディングス株式会社 環境目標「EARTH FOOD CHALLENGE 2030」の達成を目指します。

1. 企業 日本生活協同組合連合会

持続可能な生産と消費のために、商品とくらしのあり方を見直していきます。私たちは、「つくる責

任」と「つかう責任」の好循環を発展させ、持続可能な社会づくりをめざします。国内外の人々、そ

して限りある地球資源へ思いをはせ、商品の開発と供給を進めます。学習活動を通じて、エシカ

ル消費や持続可能な社会に関する理解を促進し、私たち自らの消費行動やくらしのあり方を見

直していきます。

1. 企業 日本テトラパック株式会社 テトラパックの紙容器リサイクルを更に拡大させます！！！

1. 企業 日本マクドナルド株式会社 食を通じてサステナブル・ラベルの普及・啓発に取り組み、エシカル消費に貢献してまいります！

1. 企業 速水林業 誰も不幸にしない木材

1. 企業 ピープルツリー（フェアトレードカンパニー株式会社） フェアトレードを広めよう！

1. 企業 不二製油グループ本社株式会社
私達は、パーム油・カカオ豆のサステナブル調達を実現する為にに、森林破壊防止とその再生、

並びに農園従事者の労働環境改善に取り組んでいます！

1. 企業 マルハニチロ株式会社
水産エコラベル認証水産物（MSC認証、ASC認証など）の取り扱い拡大などを通じて、持続

可能な水産資源の利用を推進して参ります。

1. 企業 株式会社マルホン
私たちは、美しい地球を守り、次世代に受け継いでいくために、持続可能な木材資源保持のため

の取り組みを行います。

1. 企業 ミサワホーム株式会社
ミサワホームは、森林資源の恩恵受ける住宅会社として

生態系や保護価値の高い森林を破壊する伐採が行われている木材の使用を排除します

1. 企業 三菱地所株式会社

三菱地所グループは、消費者やこれからの社会を担う

若い世代と協働し、サステナブルなライフスタイルの

普及に取り組みます！

1. 企業 明治ホールディングス株式会社
明治グループは、持続可能な社会の実現に向け、紙・パーム油など人権や環境に配慮した調達

活動に取り組みます！

1. 企業 森永製菓株式会社

森永製菓グループは、地球環境や社会に配慮し、循環型社会の構築と持続可能なサプライ

チェーンの形成を目指します。企業活動を通じて「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に

向けて取り組みます。

1. 企業 森永乳業株式会社 2028年までにRSPO認証パーム油への100％切り換えをめざします。

1. 企業 株式会社山共 株式会社山共は、責任ある木材の供給を継続します！

1. 企業 ユニ･チャーム株式会社
ユニ･チャームは、認証パルプと認証パーム油の調達を拡大し、2030年までに100%をめざしま

す！



1. 企業 ライオン株式会社 森林破壊ゼロを支持し、2030年までに持続可能な原材料調達を推進いたします。

1. 企業 株式会社ワイス・ワイス フェアウッドが当たり前の社会を日本につくります！

2. 団体 RSPO（持続可能なパーム油のための円卓会議） RSPO supports "Sustainable Lifestyle Declaration 2020"!!

2. 団体 秋川木材協同組合
東京の森を通じて、森林への理解を広げ、多摩産材の具体的な活用を提案することで、森の循

環を促進し、生物多様性の保全に取り組みます。

2. 団体 ASC（水産養殖管理協議会） 人と地球と未来のために環境と社会に配慮した水産養殖業を推進します！

2. 団体 FSC®ジャパン（NPO法人日本森林管理協議会）

FSC認証は、森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守る責任あ

る森林管理を普及する国際的な認証制度です。FSCジャパンは、企業や消費者、これからの社

会を担う若い世代と協働し、持続可能な森林資源の利用の普及に取り組みます。

2. 団体 一般社団法人M.S.I.

責任ある社会の創造に貢献していきます！

・環境・人権・社会に害のない素材の開発を推し進めて、

・国内外のデータや資料の収集と提供することで、

・学生や市民、ステークホルダーとの交流や学習会を通じて、

サステナブルに進んでいきます。

2. 団体 MSC（海洋管理協議会）日本事務所
水産資源を将来世代まで残していくために、MSC認証とMSC「海のエコラベル」付き製品の普及

に努めます。

2. 団体 GOTS（オーガニックテキスタイル世界基準）

GOTSは真のサスティナビリティの実現に向け包括的なアプローチで農業を含む繊維産業へ根拠

ある実現可能な課題解決方法を提示します

GOTSは消費者に向けてサスティナブルでエシカルなアイテムの選択肢を提供するという橋渡しをし

ていきます

2. 団体 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 2030年までに日本の消費をサステナブルに！森林減少・土地転換ゼロ！！

2. 団体 一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会（APSP）
ソーシャルプロダクツ普及推進協会（APSP）は消費を通じて持続可能な社会を実現を目指し

ます！

2. 団体 一般社団法人日本サステナブル・ラベル協会 サステナブル・ラベルの普及で、みんなが幸せになる世界へ！

2. 団体 東白川村森林組合 東白川村森林組合は、森を元気にします

2. 団体 認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパン サステナブル・ライフスタイル宣言2020に賛同します！

2. 団体 特定非営利活動法人マイプラ対策室

・NPO法人マイプラ対策室は、FSC認証の山梨県有林の間伐材利用の拡大を目指します。・

NPO法人マイプラ対策室は、継続的に海洋プラスチック汚染の削減に取り組みます。・NPO法

人マイプラ対策室は、消費者やこれからの社会を担う若い世代および障がい者と協働し、サステ

ナブルなライフスタイルの普及に取り組みます。

2. 団体 レインフォレスト・アライアンス 持続可能な農業を推進し、消費者のサステナブルな選択を支援します。

3. 個人/ユース 海城高校 認証マークとサプライチェーンの「分かる化」を目指します！

3. 個人/ユース koko. エシカルな社会の創造に貢献します！

3. 個人/ユース 末吉里花（一般社団法人日本サステナブル・ラベル協会理事） サステナブル・ライフスタイル宣言2020に賛同します！



3. 個人/ユース 須藤あまね
環境にも社会にも自分にも「心地よい暮らし」を日々考え探し、できることから暮らしに取り入れま

す！

3. 個人/ユース 竹渕論 小規模漁業で水産エコラベルを普及させます！

3. 個人/ユース チーム給水機 身近なことからほどよく取り組みます。

3. 個人/ユース 前田智子（公益財団法人世界自然保護基金ジャパン顧問） 自分の「エコロジカル・フットプリント」を見直し！毎年、更新・改善します。

3. 個人/ユース 八木来望 サステナブルな商品を広く消費者に伝えます。

3. 個人/ユース やさしいせいふく 責任なき生産/消費/廃棄が生み出した負の連鎖を断ち切り服を通して笑顔とやさしさを創ります




