
No. 投資家名 URL

1 株式会社アイケーディ https://kabu-ikd.jp/

2 学校法人愛知学院 https://www.agu.ac.jp/

3 株式会社愛知銀行

4 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

5 会津信用金庫

6 株式会社赤福 https://www.akafuku.co.jp

7 旭鍍金株式会社 http://www.asahimekki.co.jp

8 アセットマネジメントOne株式会社

9 アルプス中央信用金庫

10 伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 https://www.ict.jp/

11 株式会社石吉組 https://www.ishikichi.com/

12 株式会社イセオリ http://www.iseori.co.jp

13 株式会社井本組

14 医療法人整形外科たかしクリニック

15 上野ガス株式会社 https://www.ueno-gas.co.jp/

16 上野都市ガス株式会社 https://www.ueno-gas.co.jp/

17 宇野重工株式会社 https://www.uno-g.co.jp

18 有限会社ウラケイパール http://www.urakei.com/index.html

19 永和信用金庫

20 株式会社大垣共立銀行

21 川越町

22 河村産業株式会社

23 キクカワエンタープライズ株式会社 http://www.kikukawa.co.jp/

24 株式会社北村組 http://www.kitamuragumi.co.jp/sdgs/

25 紀北信用金庫

26 株式会社久志本組 https://www.kusimoto.co.jp/

27 熊野市 https://www.city.kumano.lg.jp/

28 倉敷市ボートレース事業局

29 桑名市 https://www.city.kuwana.lg.jp/greenshisan/greenbond.html

30 桑名三重信用金庫

31 警察共済組合

32 埼玉信用組合

33 株式会社佐藤商店

34 猿田彦神社 https://www.sarutahikojinja.or.jp

35 株式会社三十三銀行

36 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/12081/

37 株式会社志摩商会

38 信金中央金庫

39 信藤建設株式会社 https://www.shindou-kk.co.jp/

40 公益財団法人新日本宗教団体連合会

41 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター

42 大紀町 http://www.town.taiki.mie.jp

43 株式会社第四北越銀行

44 大同火災海上保険株式会社

45 株式会社千葉銀行

46 地方公務員共済組合連合会

47 中外医薬生産株式会社 https://chugai-iyaku.co.jp/

48 株式会社中京銀行 https://www.chukyo-bank.co.jp/infonews/

49 中部産業株式会社

50 社会福祉法人津市社会福祉協議会
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51 東員町

52 株式会社東邦銀行

53 株式会社トーカイ http://kk-tokai.co.jp/

54 鳥羽水族館

55 富山建設株式会社 https://toyama-kk.jp/

56 中川電化産業株式会社 https://www.nakagawa-electric.co.jp

57 株式会社ナベカ https://nabeka.co.jp/

58 株式会社ナベル https://www.bellows.co.jp/ja/

59 生川建設株式会社

60 西尾信用金庫

61 日本土建株式会社 https://nippondoken.co.jp

62 日本コープ共済生活協同組合連合会 https://coopkyosai.coop/csr/environment/

63 日本再共済生活協同組合連合会

64 飯能信用金庫

65 株式会社百五銀行 https://www.hyakugo.co.jp/

66 株式会社百十四銀行

67 株式会社平野組 http://hiranogumi.com/

68 広島県

69 株式会社福岡中央銀行

70 北海道トラック交通共済協同組合

71 松阪市 https://www.city.matsusaka.mie.jp

72 松阪木材株式会社 https://matsumoku.jp/

73 丸亀産業株式会社 https://www.marukame.jp

74 株式会社丸昇建設 https://marushokensetsu.com/

75 株式会社丸昇石材 https://marushosekizai.com/

76 株式会社丸昇ホールディングス https://marushogroup.com/

77 一般財団法人三重県環境保全事業団 https://www.mec.or.jp/index.php?cID=5946

78 一般社団法人三重県建設業協会 https://www.miekenkyo.or.jp/

79 一般財団法人三重県公立学校職員互助会

80 公益財団法人三重県産業支援センター http://www.miesc.or.jp/

81 三重県商工会連合会

82 三重県職員信用組合

83 三重県中小企業共済協同組合

84 三重県農業共済組合 http://www.nosaimie.or.jp/

85 三重ダイハツ販売株式会社 https://mie-d.dd.daihatsu.co.jp/

86 三重テレビ放送株式会社 https://www.mietv.com

87 三重トヨタ自動車株式会社 https://www.mie-toyota.co.jp

88 三重トヨペット株式会社 https://www.mietoyopet.co.jp/

89 株式会社三重平安閣 https://www.mie-heiankaku.co.jp/

90 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

91 株式会社ミツイバウ・マテリアル
https://mitsuibau.com/topic/%e3%80%8e%e4%b8%89%e9%87%8d%e7%9c%8c%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%
bc%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%8f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

92 三菱化工機株式会社 https://www.kakoki.co.jp/esgm/sdgs.html

93 株式会社三菱UFJ銀行 https://www.bk.mufg.jp/news/news2022/pdf/news0222.pdf

94 株式会社みなと銀行

95 御浜町

96 明治安田アセットマネジメント株式会社

97 株式会社森組 https://morigumi-ise.co.jp/

98 株式会社山野建設 https://yamanokensetu.net/

99 吉川建設株式会社 http://yoshikawakensetsu.jp

100 度会町 http://www.town.watarai.lg.jp/

※投資表明とは、ESG投資の取組を対外的に発信する観点から、債券に投資したことを表明することを指します。

※投資家名は五十音順となっております。
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