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地球環境基金をご支援くださった方々
地球環境基金に平成１９年４月〜平成２０年３月末までにご寄付・ご支援下さった方々は次のとおりです。個人や
企業・団体として協力していただいた方はもちろん、様々なイベントや地球環境基金主催の各講座、また「地球環
境カード」のご利用を通じて募金活動に参加にご協力頂いた大勢の方々に深く御礼申し上げます。

（五十音順・敬称略） 　（平成 19 年度 募金総額 6,863 万 3,116 円）

アマノリカ
ウンノヨシノリ
カサイトシアキ
トリイユウキ
ハシモトアキヒコ
ヒラタケイ
ヒロセミツノリ＆ミキ
ホシナトシハル
マスダキョウジ
マツイリョウ
赤坂智子
阿部朋子
池戸淳子
伊藤一秀
遠藤端
大瀧進一
大森弘一郎
奥井美由紀
筬島滋子
小野厚子
小野知子
及川かすみ
管一陽
北川一男
北川一則・浩美

個人
金方堂印刷工業（株）

（株）クリエイティブ　エム
（株）クレディセゾン
（株）ケイエムドキュメント
ケネディクス（株）

（株）五光物産
（株）五藤光学研究所
小林孝至税務会計事務所
西京カード（株）

（株）札幌北洋カード
（株）サイバーガジェット
（株）三番町ホテル
（株）サンビクトリー
（株）Ｊ－ＷＡＶＥ
（株）ＪＪＦＥ環境（株）
（株）ＪＣＳ山陽
（株）ＪＣＳ中国
（株）ＪＣＳ西日本
（株）ＪＣＳ東日本
（株）自重堂
清水カードサービス（株）
ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）
セイコーウオッチ（株）

（株）西武百貨店
セイワエステート（株）

（株）セルバ
仙銀カード（株）

（株）ソニーファイナンスインターナショナル
たいこうカード（株）
大成建設（株）

（株）大東クレジットサービス
大日本印刷（株）
大和ハウス工業（株）福島支店
タッチストーン・キャピタル証券（株）
チカライシアンドカンパニー（株）

（株）千葉銀行
中央設備エンジニアリング（株）
中央三井カード（株）

（株）中京カード
千代田工商（株）エコサークル

（株）鶴屋百貨店
（株）ＴＭＤ たまプラーザ東急ＳＣ 商店会
テンプスタッフ（株）
東和カード（株）
トータリゼータエンジニアリング（株）中四国事業所
トータリゼータエンジニアリング（株）東北事業所
東海旅客鉄道（株）事業推進本部
東海旅客鉄道（株）事業推進本部（東京企画）
東京アーバンコンサルティング（株）
東京コカ・コーラボトリング（株）
東京電力（株）

（株）東洋
（株）とちぎんカード・サービス
（株）名古屋エム・シーカード
（株）名古屋東急ホテル
（株）なだ万
日世（株）
日本カートリッジリサイクル工業会事務局
日本リライアンス（株）

（株）ネクスト
能勢電鉄（株）
野村證券（株）

（株）白洋舎
（株）ＢＳフジ

企業
（株）ファミマ・ドット・コム
（株）ファミリーマート 社会・環境推進部
（株）フジアール
富士通サポートアンドサービス（株）
富士電機情報サービス（株）

（株）富士通ビジネスシステム秋葉原事業所
檜森柱本パートナーズ（株）

（株）フジランド 東名海老名店
（株）プランタン銀座
（株）文教スタヂオ
（株）ベストライフ
（株）ベルプランニング
（有）ホームケア
（株）北都クレジット
（株）松本ビル管理
みちのくカード（株）
三井住友カード（株）
三井リース事業（株）

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行
三菱ＵＦＪニコス（株）
三菱ＵＦＪニコス（株）CRM 推進部 CRM 推進グループ

（株）森本組
ユーロメディテック（株）
リコーリース（株）

（株）リッツステーション
（株）ワイズテーブルコーポレーション
和歌山銀カード（株）

企業

注１　このリストは地球環境基金への振込み通知書等に記載された名称・氏名にもとづき作成しております関係上、個人および企業、団体等の区別については
必ずしも正確ではない場合がありますのでご了承願います。

注２　法人の種別については略称にて掲載させていただいております。

桑名健夫
小出きみ子
後藤秀夫
後藤裕
小林正平
阪本真一
佐々木修
佐々木美登利
佐野正隆
嶋元誠
白石文子
菅田博
杉原泰馬
杉山由紀
高橋誠子
戸張雅一
永井満
中村亨
西久保裕彦
波田野統之
原田俊二
本田聡
本田智子
松川とも子
山﨑徹也

ＩＴＣネットワーク（株）
アクアクララ（株）

（株）アクシス
（株）アクセル
石川島興業（株）

（株）石原労務管理事務所
伊藤忠商事（株）

（株）イリア
（株）植木組東京支店
（株）内田洋行九州支社
ＡＩＲジャパン福島分会

（株）ＡＢＣ Ｃｏｏｋｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ
（株）永代運輸倉庫
（株）エコ計画

ＮＴＴコミュニケーションズ ( 株 ) プロキュアメント統括室
（株）ＮＴＴドコモ
ＦＪＢエージェント（株）

（株）ＦＪＢサプライ
（株）ＭＥＤ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
（株）オオクマ塗装
（株）オオクマ塗装　取締役　大熊光子
奥只見観光（株）
カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド
かいぎんカード（株）
カガク印刷 ( 株 )

（株）苅田建設工業
（株）ガリバーインターナショナル
（株）環境向学
関西電力（株）新宮営業所
ぎふぎんカード（株）
九州カード（株）
共立クレジット（株）

（株）キッズシティージャパン
キヨタ ( 株 )

企業

愛西市役所　佐屋総合支所
愛知県庁　環境局　環境都市推進部　環境推進課
愛南町役場　環境衛生課
阿賀町役場　上川支所　住民係
阿寒国際ツルセンター
阿蘇市役所
朝来市役所　市民生活部　生活環境課
綾部市市民環境部　境保全課
鯵ヶ沢町役場　町民生活課
荒尾市役所　環境保全課
飯館村長　菅野典雄
伊香郡余呉町役場
壱岐市役所　芦辺支所　市民生活課
生駒市役所　環境事業課
諫早市役所　環境保全課
石巻市役所　生活環境部　環境対策課
和泉市役所　環境保全課
出雲市役所　環境保全課
井原市役所　環境課
井原市役所　芳井支所
指宿市役所
射水市役所　市民環境部　環境課
岩国市役所　周東支所　環境衛生課
宇佐市役所　環境対策課　環境保全係
雲南市大東総合センター
おおい町役場
大洗町役場　生活環境課
大崎市役所　松山総合支所　総務課
大牟田市役所　環境部環境保全課
大山総合行政センター　市民生活課
小鹿野町役場　環境防災課
岡山市建部支所　市民サービス課

地方公共団体
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尾張旭市役所　環境課
笠間市役所　環境保全課
春日部市役所　環境保全課
勝浦市役所　環境防災課
鹿角市役所
香取市役所　栗源区事務所　市民環境課
上市町役場
亀岡市役所　環境政策課
川南町役場　環境対策課課長
騎西町役場
木次総合センター　自治振興課
紀美野町役場　神野支所　住民室
基山町役場
久慈市役所
熊取町役場　住民部環境企画課
倉敷市真備支所　市民サービスセンター環境係
倉敷市役所　環境政策課
黒滝村役場
下呂市役所
下呂市役所　萩原振興事務所
甲賀市役所　信楽支所
小松市役所　環境企画課
佐伯市役所　本匠振興局　市民サービス課
坂出市役所 環境経済部 環境交通課
佐賀市大和支所　環境下水道課
三郷市役所　環境保全課
山陽小野田市役所　環境経済部環境課
滋賀県東近江地域振興局　環境農政部　環境課
志賀町役場　富来支所
四条畷市役所　生活環境課
志布志市役所　松山支所市民課
下野市役所　環境課
上越市役所
常陸大宮市役所　環境課
白鷹町役場　町民税務課
新上五島町役場　有川支所　環境係
新得町教育委員会
須賀川市役所　市民生活部　生活課
大仙市役所　神岡総合支所　市民課　生活環境担当
大仙市役所　市民生活部　環境課
高松市香南支所
たつの市御津総合支所　市民課
田辺市本宮町行政局　住民生活課
筑前町役場
知名町役場　町民課
千葉市犢橋保険センター
中国四国地方環境事務所　広島事務所
千代田区役所　環境土木部　生活環境課
つがる市役所
津市役所　環境部　環境保全課
対馬市役所　廃棄物対策
対馬市役所　峰支所　住民生活課
都留市役所　地域振興課
鶴岡市朝日庁舎　建設環境課
鶴岡市温海庁舎　建築環境課
天童市役所　市民部　生活環境課
東温市役所　生活環境課
十日町市松代支所　市民生活課
遠野市役所　生活環境部　環境課
東庄町長
栃木市役所　環境課
富山県庁　生活環境文化部　環境政策課

富山市役所　環境部 環境政策課
那珂川町役場　住民生活課
中津川市役所　加子母総合事務所
長浜市役所　環境保全課
成田市役所　環境計画課
行方市役所　環境課
南陽市役所　市民課
新潟市西蒲区役所　潟東出張所
新潟県東蒲原郡阿賀町役場　上川支所住民課
新潟市南区役所　月潟出張所
二丈町役場　生活環境課
野田市役所　清掃計画課
萩市役所　旭総合事務所
萩市福栄総合事務所　市民生活課
橋本市役所　生活環境課
畑コミュニティセンター所長　川崎聰
秦野市役所 環境保全課
浜頓別町長
浜中町役場　住民課
日置市役所
日置市役所　東市来支所　市民生活課
東近江市蒲生支所 市民生活課
日田市役所
日立市役所　環境保全課
ひたちなか市役所　環境保全課
日野市役所　環境保全課
向日市役所　市民生活部　環境政策課
広尾町役場
洋野町役場　町民生活課
福崎町役場　住民生活課
富士市役所
鉾田市役所　生活環境課
真庭市役所　落合支局
牧之原市役所
益田市役所　福祉環境部　環境衛生課
松江市美保関支所
松阪市役所　嬉野地域振興局　地域住民課
三木市役所　上下水道部　下水道課
美咲町役場　生活環境課
三刀屋総合センター　自治振興課
三春町役場　住民税務課窓口
宮崎県庁　環境森林部　環境森林課
本宮市長　佐藤嘉重
森町役場　住民生活課
矢板市役所　環境課
安来市役所　伯太支所
矢部村役場　住民福祉課
由比町役場
行橋市役所　環境課環境係
由利本荘市西目総合支所 市民課
吉川市長（環境課）
和歌山県庁　環境生活総務課
稚内市役所　衛生課

NPO エコバンクあいち
エコライフフェア
SME 経営者交流会
沖縄リサイクル運動市民の会
加古川市　ひおかエコクラブ
神奈川県立藤沢工科高等学校
環境省　大臣官房政策評価広報課

（財）キープ協会
（社）漁村文化協会
きらら共同作業所
草津あおばな会
草津ラーメン　金燕の家
草津市健康推進員連絡協議会　草津市エルダー婦人会
熊谷有機物循環センター
車屋　ボルテックス　中村卓也

（特）国際連合活動支援クラシックライブ協会
こなん SSN
コルダプランニング
サークル合同リサイクルバザー実行委員　スヤマトミコ
さがみはら環境まつり
さがみはら環境まつり実行委員会
柴田町環境フェア
四万十の宿
上越市立水族博物館
水生植物公園内　LEN

（社）全国燃料協会
地球温暖化防止フェア in びわこ・くさつ実行委員会
地球を潤す会
CHILPLANET 実行委員会　山本洋二
学校法人　東京聖徳学園

（財）とやま環境財団
にぎやか塾
西尾いきものふれあいの里
日光商工会議所

（特）日本公開庭園機構　理事長　佐藤哲信
（財）日本自然保護協会
日本大学高等学校・中学校
ハーブレストラン　パブリック
ばってんリサイクル実行委員会　会長　田上富久
日立駅前開発地区オフィス町内会　会長　矢口光男
北嶺中学校　生徒会
松下電工　松寿会
松下電工　松寿会　南三重ブロック
松利老舗
マングローブ植林行動計画
三重県環境学習情報センター
見附市消費者協会
南三陸町コウエイレン歌津支部
宮崎文化本舗
見山地区都市農村交流活動推進委員会
村田さんたつみさんを感謝する会
門司の環境を考える会

（財）山形美術館
ラムサールセンター
リサイクル汽車ポッポ
レストラン CAMOO
NPO わくわく FRIEND'S 代表小西みゆき
早稲田大学 125 周年記念 学生賛同企画 EcoLiveMusic
環境 NGO と市民の集い
環境 NGO 活動発展のための組織運営講座
など

その他 地方公共団体 地方公共団体

あざみ野ローンテニスクラブ
伊丹市エコロジーマーケット実行委員会
いばらき環境フェア 2007　梅花女子大学茶道部
ESP エンタテイメント
ウインターリゾート 2008
エコカーワールド

その他

地球環境基金の現在の造成額　137億8,285万6,051円　　（平成20年3月末日現在）
■ 「地球環境基金」へのご寄付は、銀行または郵便局の振込みにより受け付けております。お振込みの手数料は無料です。

ゆうちょ銀行（◆口座名称：地球環境基金）00190-0-664214

新生銀行 本店　0789699 三井住友銀行 東京公務部　3013615 三菱東京ＵＦＪ銀行 本店　7637448

みずほコーポレート銀行 本店　2413416 りそな銀行 赤坂支店　1023850

◆口座名称：独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金　◆預金種目：普通預金

（上記の同一金融機関でのお振込みについては、取り扱い窓口でお申し出下さい。）
①なお、独立行政法人環境再生保全機構は、特定公益増進法人に指定されています。　②ゆうちょ銀行以外の銀行からお振込みいただく場合には領
収書が発行ができません。領収書の発行をご希望される方は、地球環境基金企画振興課へご連絡下さい。（TEL:044-520-9606）




