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（個人：小林 正平様）

地球温暖化防止に、少しでも役立て
ばと

思い、寄付しています。一人一人が
関心

を持てば、大きな力になるはずです
。

（企業：株式会社 永代運輸倉庫様）

京都市伏見区を拠点に、リサイクル主体で廃蛍光灯・ガラス瓶の収集運搬を行っています。環境保全に少しでも役立つよう、売上の一部を寄付しております。

　地球環境基金に、平成 21年 1月から 6月末までにご寄付・ご支援くださった方々は次のとおりです。

個人や企業・団体としてご協力いただいた方はもちろん、さまざまなイベントや地球環境基金主催の各講

座などを通じて募金活動にご参加・ご協力いただいた大勢の方々に深く御礼申し上げます。

地球環境基金をご支援くださった方々

個人

伊藤　一秀

板津　登

大出　通俊

緒方　郁映

片桐　修

神崎　富恵

草薙　智紀

小林　正平

小林　光

佐々木　修

佐藤　公彦

嶋元　誠

白石　哲次

企業

ITC ネットワーク（株）

（株）アクシス

朝日インベストメント（株）

泡清水エコー（株）

（株）エコーバレースキー場

（株）内田洋行　九州支店

（株）永代運輸倉庫

（合同）Eco Plants

FJB エージェント（株）

FJB サプライ（株）

エヌ・ケイ・ケイ（株）

（株）沖縄ファミリーマート

関東バイオエナジー（株）　笠間支店

関東バイオエナジー（株）　那須塩原支店

（株）木村土建

キヨタ　（株）

キングラン・ハウネスト（株）

京葉ガス（株）

（有）弘和商事

（株）サイコー

（株）サイバーガジェット

三愛石油（株）

（株）サンビクトリー

（株）JCS 山陽

（株）JCS 西日本

（株）JCS 中国

（株）JCS 東日本

シェリオン（株）

（株）白木屋商店

SUI INTERNATIONAL（株）

（株）セルバ

（株）そごう・西武

東京ベイ信用金庫

（株）トーカイ

トータリゼータエンジニアリング（株）
中四国事業所

トヨタカローラ姫路（株）　加古川店

名古屋テレビ放送（株）　イベント事業部

新潟臨港病院　売店　オリーブテラス

日産チェリー佐用販売（株）

日本ゲージ（株）

野村アセットマネジメント（株）
プロダクト・マーケティング部

（株）浜学園

（株）日立国際電気

ファミマクレジット（株）

（株）ファミマ・ドット・コム

（株）ファミリーマート

（株）プランタン銀座

（株）富士通エフサス

（株）富士通ビジネスシステム　秋葉原事業所

（有）ホームケア

（株）北海道ファミリーマート

ボッシュグループ　イン　ジャパン

マーシャル（株）

三井住友カード（株）

（株）南九州ファミリーマート

（株）ライダース・パブリシティ

（株）リクルート　賃貸　東海営業部

大和盛業（株）

UCカード（株）

地方公共団体

池田町役場　町民課

伊佐市役所　環境対策課

和水町役場

糸魚川市役所

飯綱町役場

大田区役所　保健福祉部　計画調整課

大館市役所　比内総合支所　市民課

岡崎市役所　環境部　環境保全課

海津市役所　水道環境部　環境衛生課

掛川市役所　環境保全課

笠間市役所　環境保全課

鰍沢町役場

香美市長　門脇槙夫

唐津市役所　北波多支所　市民福祉課

河内長野市役所　環境保全課

川口町役場　町民福祉課

神埼市役所

騎西町役場　総合政策課

木津川市役所　山城支所

葛巻町役場

熊取町役場　住民部　環境課

冨岡　悟

中野　安則

中馬　光太郎

南部　和久

西久保　裕彦

ヒラタ　ケイ

広岡　巻尾

藤田　長吾

本田　聡

山崎　徹也

吉野　多恵子

渡辺　澄衣

平成21年6月末日現在の造成額 ：138億8,023万5,400円
平成21年1月から6月末日現在までの寄付金総額 ：3,993万1,188円（270件）

（五十音順・敬称略）
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（地方公共団体：富
士市役所　環境部　

環境総務課様）

毎年、環境月間にあ
わせ、職員から寄付

を募っています。微
力ですが、皆様の

環境保全活動にお役
立てください。

（企業：合同会社EcoPlants 様）

エコを考え古着の販売をしています。各店
のレジに募金箱を設置し、お客様にも
募金活動へのご協力をお願いしています。

地球環境基金をご支援くださった方々
久留米市役所　環境保全室

合志市役所　環境衛生課

郡上市役所

郡上市役所　高鷲振興事務所　地域市民課

国東市役所　安岐総合支所　地域市民健康課

小平市役所　環境保全課

駒ヶ根市役所

佐伯市役所　本匠振興局　市民サービス課

佐賀市役所　久保田支所　環境下水道課

佐世保市役所　吉井行政センター　住民課

薩摩川内市役所　里支所　市民生活課

猿払村役場

三郷市役所　環境経済部　環境保全課

山陽小野田市役所　環境経済部　環境課

四條畷市役所　市民生活部　生活環境課

信濃町役場　住民福祉課

下仁田町役場　保健環境課

宗像市役所　環境保全課

常陸大宮市役所　山方総合支所　市民課

白鷹町役場　町民課

関ヶ原町役場　水道環境課

大東総合センター

高松市役所　庵治支所

高松市役所　環境部　保全推進課

宝塚市役所　環境政策課

筑西市役所　協和支所

筑前町役場　環境課

津市役所　環境部　環境保全課

鶴岡市役所　温海庁舎　建設環境課

東温市役所

東温市役所　市民福祉部　市民環境課　

栃木市役所　環境課

富山市役所　環境部　環境政策課

豊川市役所　生活活性部　環境対策課

那珂市役所　環境課

中井町役場　民生部　生活環境課

長崎市役所　伊王島行政センター

那須塩原市役所　環境管理課

成田市役所　環境部　環境計画課

西予市役所　城川総合支所

野田市役所　環境部　環境保全課

萩市役所　旭総合事務所

東通村役場　いきいき健康推進課

東松山市役所　環境産業部　環境保全課

平田村役場

福井県庁　地球温暖化防止活動推進センター

福岡市西区役所　生活環境課

福山市役所　環境保全課

福島市役所　環境共生総室

富士市役所　環境部　環境総務課

藤枝市役所　生活環境課

防府市役所　生活環境部　環境政策室

真庭市役所　中和出張所

牧之原市役所

松浦市役所　市民生活課

松阪市役所　嬉野地域振興局　地域住民課

美幌町役場　美幌町長　土谷耕治

八頭町役場　船岡支所　住民課

弥富市役所　十四山支所

湯沢市役所

由利本荘市役所　西目総合支所　市民課

由利本荘市役所　由利総合支所

余呉町役場

その他

あざみ野ローンテニスクラブ

イオン柏ショッピングセンター

内浦町農業協同組合

NPOエコバンクあいち　本部事務局

愛媛県立　東温高等学校　生徒会

F.MIRAI コンツェルン　福原未来

EPOちゅうごく

岡山大学　環境部　ECOLO

Cow Parade 東京丸の内実行委員会

協同組合　仙台卸商センター

健康堂整骨院　

ごきげんバザール　砂町銀座レディース店

（特定）国際連合活動支援クラシックライブ協会

小平市ゴミ減量推進実行委員会

小林孝至税務会計事務所

コルダプランニング

佐野ギター教室　佐野正隆

（財）自然公園財団　支笏湖支部

（社）全国燃料協会

惣川有志会

団地会

チームクリオネ　上條典夫

チームクリオネ　土井満男

（特定）地球市民の会　佐賀

（特定）中部リサイクル運動市民の会

寺島自治会　女性部

NPO法人　ねっとわーく福島潟

浜中町レジ袋削減推進委員会

フリーマーケット楽市楽座

フリーマーケット楽市楽座　金馬車 つくば店

フリーマーケット楽市楽座　玉越中川店

フリーマーケット楽市楽座　玉越東郷店

古本市場　奈良学園前店

（財）水俣病センター相思社

（財）山形美術館

山本辰勇税理士事務所　所長　山本辰勇

リサイクル汽車ポッポ

【お断り】 ＊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・氏名に基づき作成しておりますので、個人および企業・団体等の区別につきまして必ずしも正確ではない
場合がありますことをご了承ください。

 ＊法人の種別は略称にて掲載させていただいております。

「地球環境基金」へのご寄付は、下記口座より受け付けております。お振込みの手数料は無料です。
銀行名 口座名称 口座番号

ゆうちょ銀行 地球環境基金 00190-0-664214

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
し出ください。
① 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
できません。領収書の発行をご希望される方は、お手数ですが、地球環境
基金企画振興課（TEL：044-520-9606）へご連絡ください。

銀行名 支店名 口座番号
新生銀行 本 店 0 7 8 9 6 9 9

三井住友銀行 東京公務部 3 0 1 3 6 1 5

三菱東京 UFJ 銀行 本 店 7 6 3 7 4 4 8

みずほコーポレート銀行 本 店 2 4 1 3 4 1 6

りそな銀行 赤 坂 支 店 1 0 2 3 8 5 0

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

【お詫びと訂正】2009年 3月発行の地球環境基金便り第 26号の内容に一部誤りがございました。ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。お詫びの上訂正させていただきます。
　17ページ　　誤：フリーマーケット楽市楽座　本部：東京都練馬区　➡　正：フリーマーケット楽市楽座　本部：東京都墨田区
　19ページ　　誤：（特定）わくわくFRIEND　➡　正：NPOわくわくFRIEND'S


