
 

 

  

  令和３年９月 30日 

 

新規消費者志向自主宣言事業者の公表について 

 （令和３年８月末現在） 

 

 

 

 消費者庁では、事業者が消費者と「共創・協働」して「社会価値」を向上させる「消

費者志向経営」の推進のため、事業者団体、消費者団体と連携し、事業者による「消

費者志向自主宣言・フォローアップ活動」の普及を図っております。 

 以下の事業者について、消費者志向経営推進組織として新たにウェブページに掲載

することとしました。 

 

 

 ＜新たに掲載する消費者志向自主宣言事業者＞ 

・エファタ株式会社(2011101045591) 

・株式会社高知銀行(4490001000608) 

・佐々木建設株式会社(6480001004582) 

・一般社団法人日本エステティック業協会(1010005014101) 

・株式会社平惣(8480001006890) 

・株式会社福井組 (4480001005153) 

・株式会社 projecthome(5480001004641) 

・森永製菓株式会社(1010401029660) 

・株式会社吉岡組(7480001005530) 

   五十音順に表示、（）内は法人番号。 

 

 

（※１）消費者志向経営推進組織のウェブページの URL 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/consumer_orient

ed_management/propulsion_organization/ 

 

 

News Release 

【本件に関する問合せ先】 

消費者庁参事官（公益通報・協働担当）付 

担 当 ：田中、英（はなぶさ） 

電 話 ：０３－３５０７－９１８１ 

ＦＡＸ ：０３－３５０７－９２８６ 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/consumer_oriented_management/propulsion_organization/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/consumer_oriented_management/propulsion_organization/


消費者志向自主宣言事業者一覧

（五十音順に掲載）

消費者志向自主宣言・フォローアップ活動参加事業者の自主宣言等はこちらを御参照ください。

２０２１年８月末現在：２２９事業者
消費者志向経営推進組織事務局

消費者志向経営（サステナブル経営） 別紙

【あ行】

RE100電力株式会社
あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社

株式会社アイスタイル 株式会社アクアウェブ

アクサ生命保険株式会社 アクサ損害保険株式会社
アクサダイレクト生命保険

株式会社
アサヒグループ

ホールディングス株式会社

朝日生命保険相互会社 株式会社旭木工 味の素株式会社 アスクル株式会社

アバコミュニケーションズ
株式会社

アフラック生命保険株式会社
株式会社

アルソア慧央グループ※１
アレックスメディア株式会社

株式会社阿波銀行 株式会社あわしま堂 阿波証券株式会社 株式会社あわわ

イーデザイン損害保険
株式会社

石坂産業株式会社 石田クリーニング株式会社 石鎚酒造株式会社

市岡製菓株式会社 一正蒲鉾株式会社 今治合同製パン株式会社 株式会社伊予銀行

株式会社伊予鉄グループ
株式会社

イワサ・アンド・エムズ
株式会社インターリンクス 株式会社WEB企画

株式会社WebClimb
ウェブスターマーケティング

株式会社
株式会社ウェブリシェ 有限会社内田パン

宇和島自動車株式会社
エイチ・エス損害保険

株式会社
有限会社エイブルフーズ SMBC日興証券株式会社

有限会社エスコートライフ 株式会社愛媛銀行
愛媛県信用農業協同組合

連合会
愛媛信用金庫

愛媛トヨペット株式会社 えひめ洋紙株式会社 エファタ株式会社 株式会社エフエム愛媛

株式会社エフエム徳島 ＦＰサテライト株式会社
オイシックス・ラ・大地

株式会社
大塚ホールディングス

株式会社

鳳建設株式会社 オートリホーム株式会社 岡田印刷株式会社 オタフクソース株式会社

【か行】

花王株式会社
香川県ケアマネジメント

センター株式会社
特定非営利活動法人
家族支援フォーラム

金城産業株式会社

喜多機械産業株式会社 キッコーマン株式会社 株式会社きの キユーピー株式会社

株式会社キュービック 協和行政書士事務所 株式会社キョーエイ
キリンホールディングス

株式会社

義農味噌株式会社 株式会社クラダシ 株式会社クラッシー 株式会社Crepas

グランパスコンサルティング
株式会社

株式会社グリットウェブ グロウクリニック 株式会社GLOCAL LINKS

社会福祉法人敬老福祉会 社会福祉法人健祥会
有限会社

高知県宿毛自動車学校
株式会社高知銀行

株式会社コーセー 生活協同組合コープえひめ 株式会社小島ラベル印刷 株式会社古湧園

近藤酒造株式会社 株式会社合同経営

※１：2021年２月以後、アルソア本社株式会社から社名変更。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/consumer_oriented_management/businesses/


消費者志向自主宣言・フォローアップ活動参加事業者の自主宣言等はこちらを御参照ください。

※３：2020年１月以後、株式会社徳島銀行から社名変更。

別紙

【さ行】

佐々木建設株式会社 株式会社サザンダイア サッポロビール株式会社 サラヤ株式会社

サン電子工業株式会社
サントリーホールディングス

株式会社
株式会社サンフォート 山陽物産株式会社

三和電業グループ※２ 株式会社シケン 四国ガス株式会社 四国放送株式会社

株式会社資生堂 株式会社シナジア 有限会社 篠﨑ベーカリー 昭和産業株式会社

ジブラルタ生命保険
株式会社

株式会社ジャストイット 株式会社ジョイ・アート 城北信用金庫

住いる応援機構合同会社 住友生命保険相互会社
株式会社

セイコーハウジング
積水化学工業株式会社

積水ハウスグループ
セゾン自動車火災保険

株式会社
ソニー生命保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社

SOMPOひまわり生命保険
株式会社

【た行】

大樹生命保険株式会社 太陽印刷株式会社 太陽生命保険株式会社 株式会社高橋ふとん店

株式会社宝荘ホテル 株式会社玉川製パン所 株式会社タンタカ ダイアナ株式会社

株式会社第一自動車練習所 第一生命保険株式会社 大同生命保険株式会社 チューリッヒ生命

チューリッヒ保険会社 千代の亀酒造株式会社 有限会社つじうち
Ｔ＆Ｄフィナンシャル
生命保険株式会社

株式会社T.M.Community 株式会社寺内製作所 株式会社トイント 株式会社TOCREATEIT

東京海上日動火災保険
株式会社

東光株式会社 東晶貿易株式会社 東洋羽毛工業株式会社

株式会社ときわ 協業組合徳島印刷センター 徳島県教育印刷株式会社 徳島合同証券株式会社

生活協同組合とくしま生協 株式会社徳島大正銀行 徳島トヨペット株式会社

【な行】

中田食品株式会社 株式会社ナリス化粧品 南海放送株式会社 西野金陵株式会社

株式会社ニチレイフーズ 日新火災海上保険株式会社
日清食品ホールディングス

株式会社
株式会社

日清製粉グループ本社

株式会社日誠産業 日本電気株式会社 日本ハム株式会社
一般社団法人

日本エステティック業協会

日本エネルギー
総合システム株式会社

日本コカ・コーラ株式会社 日本証券業協会 日本生命保険相互会社

一般社団法人
日本即席食品工業協会

株式会社ネオビエント 株式会社NEXTAGE GROUP

※２：2021年6月以後、三和電業株式会社から宣言主体の表記を変更。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/consumer_oriented_management/businesses/


消費者志向自主宣言・フォローアップ活動参加事業者の自主宣言等はこちらを御参照ください。

※３：2020年１月以後、株式会社徳島銀行から社名変更。

別紙

【は行】

ハウス食品株式会社 株式会社パッケージ松浦 パナソニック株式会社
パルシステム

生活協同組合連合会

日立グローバルライフ
ソリューションズ株式会社

株式会社平惣 株式会社平野 株式会社広沢自動車学校

株式会社ビズヒッツ ＰＧＦ生命 ピジョン株式会社 株式会社ファンケル

株式会社福井組 富国生命保険相互会社 株式会社フジ 株式会社藤井組

不二製油グループ本社
株式会社

藤田商事株式会社 株式会社富士炭化興業 フジッコ株式会社

冨士ファニチア株式会社 株式会社フジみらい 株式会社ブレアパッチ 株式会社PLUS

プルデンシャル生命保険
株式会社

株式会社projecthome ベッド通販セラピス 株式会社ホテル椿館

株式会社母恵夢

【ま行】

株式会社豆乃木 マルトモ株式会社 マルハニチロ株式会社 株式会社マルハ物産

株式会社丸本 株式会社マルヨシセンター ミタニ建設工業株式会社 三井住友カード株式会社

三井住友海上あいおい
生命保険株式会社

三井住友海上火災保険
株式会社

三井住友海上プライマリー
生命保険株式会社

三井住友トラスト・
ホールディングス株式会社

三井ダイレクト損害保険
株式会社

三菱地所株式会社 水口酒造株式会社 宮崎商事株式会社

明治ホールディングス
株式会社

明治安田生命保険相互会社 株式会社明朗社
メットライフ生命保険

株式会社

森永製菓株式会社 森永乳業株式会社

【や行】

株式会社八木酒造部 株式会社山のせ ユニ・チャーム株式会社 株式会社吉岡組

吉本興業ホールディングス
株式会社

【ら行】

ライオン株式会社 株式会社ライフアカデミア 合同会社ラビッツ
株式会社

リアル・インテンション

リアル成果マーケティング
株式会社

株式会社RITA-STYLE 株式会社利他フーズ

【わ行】

ONEWALK株式会社

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/consumer_oriented_management/businesses/
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