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～「みどりの食料システム戦略」に基づく
温室効果ガス削減の「見える化」～

持続可能な食料システムをつくり、豊かな地球環境を維持するために、
あなたもサステナブルなおかいものを実践してみませんか。みどりの食料システム戦略

効果的な
水管理

堆肥と炭
の利用

た い

バイオマス
の利用

温室効果ガスを
減らすおかいもの

あなたが今まで買っていたお米やトマト、きゅうりの一部に、
実は環境負荷を低減させて作られているものがあります。
表示で「見える化」していますので、探してみてくださいね。
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あふの環プロジェクト プロジェクトメンバー一覧（2022年9月９日時点）

計166社・団体等

農林水産省
地球環境対策室

会社名・団体名・農園名、部署名 本社所在地
国際機関、地方公共団体
北海道美瑛町　農林課 北海道

その他（協同組合、団体ほか）

一般社団法人エシカル協会 東京都
日本生活協同組合連合会 東京都
一般社団法人GAP普及推進機構 東京都
一般社団法人日本有機資源協会 東京都
全国農業協同組合中央会（JA全中） 東京都
日本醤油協会 東京都
一般財団法人食品産業センター 東京都
一般社団法人日本協同組合連携機構 東京都
一般財団法人　食品安全マネジメント協会 東京都
みやぎ生活協同組合 宮城県
特定非営利活動法人フォーエヴァーグリーン　ピースフォーアー
ス事務局

東京都

一般財団法人　日本GAP協会 東京都
油糧輸出入協議会 東京都
グリーン購入ネットワーク（GPN） 東京都
明石浦漁業協同組合 兵庫県
※分類は日本標準産業分類を参考としている

会社名・団体名・農園名、部署名 本社所在地
宿泊業・飲食サービス業
株式会社ビオスタイル 京都府
奥多摩総合開発株式会社 東京都
RICE REPUBLIC株式会社　TARO TOKYO ONIGIRI 東京都
あふ食堂 東京都
生活関連サービス業・娯楽業
株式会社日本旅行 東京都
教育・学習支援業
公立大学法人長野県立大学 長野県
日本農業経営大学校 東京都
一般社団法人 日本能率協会　地球温暖化対策センター 東京都
群馬県立勢多農林高等学校　植物バイオ研究部 群馬県
いきもの株式会社 東京都
獨協大学経済学部高安健一ゼミナール 埼玉県
複合サービス業
マークコンサルタント株式会社 千葉県
株式会社MOTHEREARTH 東京都
株式会社博報堂 SDGsプロジェクト「EARTH MALL」チーム 東京都
株式会社北信越地域資源研究所 新潟県
一般社団法人日本スローフード協会 東京都
株式会社ぐるなび 東京都
株式会社日本経済社 東京都
浦和レッドダイヤモンズ株式会社 埼玉県
サンタ・カンパニー合同会社 東京都
サービス業（他に分類されないもの）
株式会社クレオ 東京都
株式会社 ワイス・ワイス 東京都
株式会社講談社　FRaU 東京都
株式会社小山田コンサルティングファーム 東京都
有限会社グリッドワークスコンサルティング 東京都
一般社団法人　日本農業者ビジネスネットワーク 宮崎県
一般社団法人全国農協観光協会 東京都
一般社団法人 AgVenture Lab 東京都
株式会社ドリームデザイン　social good producer 東京都
株式会社オレンジページ 東京都
一般社団法人 こども食堂支援機構 東京都
株式会社クラダシ 東京都
株式会社マガジンハウス　Hanako編集部 東京都
特定非営利活動法人アグリファイブ 石川県
株式会社コトリコ 東京都
国際機関、地方公共団体
国連環境計画　経済局　国際環境技術センター 大阪府
鶴岡市　農林水産部 山形県
北海道河東郡上士幌町　農林課・企画財政課 北海道

会社名・団体名・農園名、部署名 本社所在地
運輸業・郵便業
日本航空株式会社　ＥＳＧ推進部／商品・サービス企画本部開
発部

東京都

卸売業・小売業
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 東京都
オイシックス・ラ・大地株式会社 東京都
生活協同組合コープあいち 愛知県
株式会社アースコーポレーション 岩手県
株式会社ビオ・マーケット 大阪府
株式会社マルホン 静岡県
イオン九州株式会社 福岡県
コープデリ生活協同組合連合会 埼玉県
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 東京都
有限会社ゆうき 千葉県
国分グループ本社株式会社 東京都
株式会社日本アクセス 東京都
農林水産省職員生活協同組合 東京都
いずみ市民生協グループ 大阪府
株式会社デルタインターナショナル 東京都
株式会社良品計画 東京都
株式会社上向き 福岡県
株式会社フォスター 東京都
有限会社昭和食品 東京都
双日株式会社　農業・地域事業開発室 東京都
株式会社サンプラザ 大阪府
イオン株式会社 千葉県
金融業・保険業
農林中央金庫 東京都
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
総合企画部サステナビリティ推進室

東京都

ＪＡ三井リース株式会社 東京都
学術研究・専門・技術サービス業
EY Japan　Strategic Impact Unit 東京都
アクセンチュア株式会社 東京都
ＮＰＯ法人北九州・魚部 福岡県
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　自然資源経済・政策室 東京都

株式会社NTTデータ経営研究所
ライフ・バリュー・クリエイションユニット

東京都

株式会社タナベ経営 大阪府
公益財団法人自然農法国際研究開発センター 長野県
一般社団法人　マリン・エコラベル・ジャパン協議会 東京都
インサイトマネジメント株式会社 北海道

会社名・団体名・農園名、部署名 本社所在地
製造業（つづき）
日清食品ホールディングス株式会社 大阪府
株式会社J-オイルミルズ 東京都
エスビー食品株式会社 東京都
株式会社まるや八丁味噌 愛知県
不二製油グループ本社株式会社　PBFS事業部門 大阪府
日本水産株式会社 東京都
ハウス食品グループ本社株式会社 東京都
味の素株式会社 東京都
江崎グリコ株式会社 大阪府
GSアライアンス株式会社 兵庫県
日本製紙株式会社 東京都
明治ホールディングス株式会社 東京都
サントリーホールディングス株式会社 東京都
ダウ・ケミカル日本株式会社 東京都
DAIZ株式会社 熊本県
株式会社ニチレイ 東京都
株式会社ケー・イー・シー　営業企画室 三重県
ニチバン株式会社　テープ事業本部 東京都
有限会社石井青果　ナチュLABO 千葉県
マルハニチロ株式会社　経営企画部サステナビリティ推進グ
ループ

東京都

コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社 東京都
株式会社杉本商店 宮崎県
キユーピー株式会社 東京都
株式会社日清製粉グループ本社　総務部　ＣＳＲ推進室 東京都
森永乳業株式会社　サステナビリティ本部サステナビリティ推進
部

東京都

フィード・ワン株式会社 神奈川県
敷島製パン株式会社 愛知県
株式会社キュアテックス 東京都
カルビー株式会社 東京都
株式会社ちぼりホールディングス 神奈川県
北海道コカ･コーラボトリング株式会社 北海道
土持産業株式会社 宮崎県
カムコミュニケーションズ株式会社 山形県
だいずデイズ 兵庫県
情報通信業
BIPROGY株式会社 東京都
株式会社ブイクック 兵庫県
株式会社トランスメディア / webマガジンethica 東京都
楽天グループ株式会社 東京都

会社名・団体名・農園名、部署名 本社所在地
農業
みのり農園 滋賀県
O2Farm 熊本県
白雪農園 富山県
とば実 三重県
トキタ種苗株式会社 埼玉県
株式会社　徳松 徳島県
Three little birds 合同会社 千葉県
株式会社森の環 富山県
有限会社 かごしま有機生産組合 鹿児島県
株式会社イナゾーファーム 北海道
そ菜研究会（愛知県安城市） 愛知県
米作り人まつもと 奈良県
合同会社 HALU 日本ミツバチの博多ハニー 福岡県
mamirika's 愛知県
株式会社　誠和 栃木県
池の入農園 栃木県
国土防災技術株式会社 東京都
小松台農園 大分県
一般社団法人　Earth Village 高知県
農事組合法人　アイガモの谷口 兵庫県
パナプラス株式会社 栃木県
Toyooka Agrelation 兵庫県
吉田農場 千葉県
イオンアグリ創造株式会社 千葉県
大豊グループ協同事業有限会社 高知県
日本農業株式会社 京都府
JAみやぎ登米農業協同組合 宮城県
株式会社タナットネイチャーLab 東京都
建設業
ア・ア・ンコーポレーション株式会社 滋賀県
ヤンマーグリーンシステム㈱農産施設部 大阪府
株式会社三共建設 鹿児島県
製造業
井関農機株式会社 愛媛県
合同会社　ovgo 東京都
雪印メグミルク株式会社 東京都
開屋本舗　株式会社 大阪府
ネスレ日本株式会社 兵庫県
アラスカ物産株式会社 東京都
キリンホールディングス株式会社 東京都
昭和産業株式会社 東京都
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