News Release
令和 4 年 8 月 31 日
新規消費者志向自主宣言事業者の公表について
（令和 4 年 7 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＞
・株式会社アール・アンド・アイ(5010401056916)
・株式会社リプラス(5180001131895)
・BLST WEB (神奈川県横浜市都筑区見花山 1-30 見花山ビル 3F)
・株式会社 EXIDEA (2010001153728)
・株式会社アットオフィス(8010901030228)
・コーヒー豆研究所(山形県東村山郡中山町大字長崎 4623-4)
・株式会社 WICH (6040001100599)
・株式会社エイアイシー (6011001138401)
・広島自宅葬儀社（2240001056750）
・株式会社カカクコム・インシュアランス(1010401086479)
・株式会社しごとウェブ(9010901034310)
五十音順に表示、（）内は法人番号、法人登録のない場合は本社所在地を記載。
（※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/
【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(敏)、英、田中(悦)
電 話 ：０３－３５０７－９１８１
ＦＡＸ ：０３－３５０７－９２８６

消費者志向自主宣言事業者一覧
2022年7月末現在：352事業者

(五十音順に掲載)

消費者志向経営推進組織事務局
【あ行】
株式会社アール・アンド・アイ

RE100電力株式会社

株式会社愛亀

株式会社アイスタイル

あいおいニッセイ同和損害保険株式
会社
アイテクサス株式会社

アカウントエージェント株式会社

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 アクシス株式会社

アサヒグループホールディングス株 朝日生命保険相互会社
式会社
株式会社旭木工
味の素株式会社

株式会社アサヒペン

株式会社アットオフィス

株式会社アトラボ

アトミジャパン合同会社

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

ARINA株式会社

株式会社アルソア慧央グループ

株式会社アルビノ

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

伊藤忠商事株式会社

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Wizleap

株式会社WICH

株式会社ウェイバック

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 ウェブフィット
社
株式会社ウェブワン仙台
ウォータースタンド株式会社

株式会社ウェブリシェ

有限会社ウト・ウーク

宇和島自動車株式会社

株式会社エイアイシー

エイチ・エス損害保険株式会社

有限会社エイブルフーズ

株式会社EXIDEA

株式会社エコスマート

SMTシステムズ株式会社

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

FXクイックナビ

FX自動売買おすすめプロ

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

エモーショナルリンク合同会社

エレビスタ株式会社

オイシックス・ラ・大地株式会社

有限会社内田パン

株式会社 大竹組

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

株式会社おやつカンパニー

合同会社オリナス

【か行】
カードローンおすすめ比較
海外FXバンク
ランキングPro
株式会社カカクコム・インシュアラン 株式会社香川銀行
ス
有限会社 鹿島タイヤ興業所
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
環境資材株式会社

花王株式会社

記事作成代行センター

喜多機械産業株式会社

吉天有限公司

キッコーマン株式会社

株式会社きの

義農味噌株式会社

株式会社Q.E.D.パートナーズ

キユーピー株式会社

株式会社キュービック

香川県ケアマネジメントセンター
株式会社
カナツ技建工業株式会社
株式会社キープレイヤーズ

株式会社キューブコンサルティング 共栄火災海上保険株式会社

行政書士やまだ事務所

協和行政書士事務所

株式会社キョーエイ

株式会社KingdomEntertainment

株式会社クラダシ

キリンホールディングス
株式会社
株式会社クラッシー

グランパスコンサルティング
株式会社
グロウクリニック

株式会社グリットウェブ

株式会社Crepas

株式会社GLOCALLINKS

社会福祉法人敬老福祉会

合同会社ケーエス

社会福祉法人健祥会

株式会社高知銀行

有限会社
高知県宿毛自動車学校
コーヒー豆研究所

株式会社合同経営

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

株式会社コバヤシ

コカ・コーラボトラーズジャパン
株式会社
株式会社古湧園

株式会社コンテンシャル

近藤酒造株式会社

【さ行】
佐川印刷株式会社

佐々木建設株式会社

佐々木たたみ店有限会社

株式会社サザンダイア

貞光食糧工業株式会社

サッポロビール株式会社

サラヤ株式会社

株式会社サルソニード

有限会社 三恭紙器

SUNCORE

サン電子工業株式会社

株式会社サンフォート

山陽物産株式会社

サントリーホールディングス
株式会社
三和電業グループ

ＣＭ食堂 有限会社

株式会社シケン

四国ガス株式会社

四国建設コンサルタント
株式会社

四国放送株式会社

株式会社しごとウェブ

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

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

昭和産業株式会社

株式会社シロサキカンパニー

新宿税理士事務所

株式会社スタルジー

株式会社スマイルアカデミー

住いる応援機構合同会社

株式会社スマイルゴルフ

住友生命保険相互会社

株式会社セイコーハウジング

西武信用金庫

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

株式会社CEBRIDGE

株式会社SCENTBOX

株式会社Soelu

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】
ダイアナ株式会社

第一印刷株式会社

株式会社第一自動車練習所

第一生命保険株式会社

大樹生命保険株式会社

大同生命保険株式会社

ダイドードリンコ株式会社

太陽印刷株式会社

太陽生命保険株式会社

株式会社
Direct Stock Japan
株式会社高橋ふとん店

大和ハウス工業株式会社
株式会社髙畑畳店

株式会社
台湾トーク日本中国語センター
株式会社宝荘ホテル

有限会社 多田オート販売

株式会社多田組

辰己屋金属株式会社

田中建設 株式会社

株式会社玉川製パン所

株式会社タンタカ

ちふれホールディングス株式会社

中学受験
社会専門のスタディアップ
千代の亀酒造株式会社

チューリッヒ生命

Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険
株式会社
株式会社デブリ

株式会社T.M.Community

デジマティクス株式会社

株式会社寺内製作所

株式会社テレコメディア

転職jp

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
東洋羽毛工業株式会社

東光株式会社

東晶貿易株式会社

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

有限会社戸田商行

有限会社 富永石油

トヨタホーム株式会社

トレードラボ

【な行】
株式会社なかたか

中田食品株式会社

株式会社ナゴウェブ

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

チューリッヒ保険会社

有限会社つじうち

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
日本コカ・コーラ株式会社

一般社団法人日本エステティック業 日本エネルギー総合システム株式会
協会
社
日本生命保険相互会社
日本証券業協会

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

一般社団法人日本探偵興信所協
会
株式会社NEXTAGEGROUP

株式会社日本有機四国

【は行】
ハウス食品株式会社

株式会社獏

有限会社橋口モータース

株式会社パッケージ松浦

パナソニック株式会社

パナソニックホームズ株式会社

パルシステム生活協同組合連合会 有限会社 板東新聞店
株式会社東海岸

ピジョン株式会社

ノヴィルホールディングス株式会社

ＰＧＦ生命（プルデンシャルジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社）
株式会社ビズヒッツ

日立グローバルライフソリューション 株式会社平惣
ズ株式会社
株式会社広沢自動車学校
広島自宅葬儀社

株式会社平野

株式会社Fab

株式会社ファンケル

VPN Streaming合同会社

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PLUS

BLST WEB

合同会社FRUORE

プルデンシャル生命保険株式会社 株式会社ブレアパッチ

株式会社projecthome

ベストセレクション株式会社

ベッド通販セラピス

株式会社母恵夢

保険マンモス株式会社

株式会社ホテル椿館

【ま行】
株式会社マイベスト

正モバイル株式会社

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

ミサワホーム株式会社

株式会社5core

ホワイトベアー株式会社

ミタニ建設工業株式会社

みちのくコカ・コーラボトリング株式
会社
三井住友海上あいおい生命保険株 三井住友海上火災保険株式会社
式会社
三井住友トラスト・ホールディングス 三井ダイレクト損害保険株式会社
株式会社
水口酒造株式会社
宮崎商事株式会社

三井住友カード株式会社
三井住友海上プライマリー生命保険
株式会社
三菱地所株式会社
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

株式会社Media With

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

有限会社 山田水道

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RUNWAYS

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

リーディングテック株式会社

株式会社リクエストエージェント

株式会社RITA-STYLE

株式会社利他フーズ

Little Sun合同会社

株式会社リプラス

株式会社リロードマインド

株式会社ルーチェ

有限会社レストラン際

一般社団法人労災センター

株式会社 ロッテ

【わ行】
ONEWALK株式会社

