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名称 日本気候リーダーズ‧パートナーシップ　（Japan Climate Leaders�

Partnership（JCLP））

設立 2009年7月

共同代表 山下 良則　株式会社リコー　　代表取締役 社長執行役員 CEO 

今井 雅則　戸田建設株式会社　代表取締役会長 

三宅 香　　イオン株式会社　　環境‧社会貢献担当責任者

事務局所

在地

〒240-0115　神奈川県三浦郡葉山町上山口2108-11 （公財）地球環境戦略

研究機関内

組織概要

ORGANIZATION
組織概要

よくあるご質問最新情報RE100‧脱炭素について

JCLPとはHOMEENGLISH

お問い合わせ

https://japan-clp.jp/
https://japan-clp.jp/
https://japan-clp.jp/en
https://japan-clp.jp/inquiry
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アサヒグループホールディング

ス株式会社

アスクル株式会社

Apple

アマゾンジャパン合同会社

EY新日本有限責任監査法人

イオン株式会社

イケア‧ジャパン株式会社

株式会社エンビプロ‧ホールデ

ィングス

オリックス株式会社

キッコーマン株式会社

グーグル合同会社

佐川急便株式会社

自然電力株式会社

スリーエム ジャパン株式会社

株式会社セールスフォースドッ

トコム

積水ハウス株式会社

大和ハウス工業株式会社

株式会社 髙島屋

武田薬品工業株式会社

DOWAエコシステム株式会社

戸田建設株式会社

パタゴニア日本支社

富士通株式会社

芙蓉総合リース株式会社

三井不動産株式会社

三菱地所株式会社

みんな電力株式会社

株式会社村田製作所

株式会社メンバーズ

株式会社LIXILグループ

株式会社リコー

愛三工業株式会社

旭化成ホームズ株式会社

味の素株式会社

株式会社クレアン

グロブナーリミテッド

コープさっぽろ

日本エヌ‧ユー‧エス株式

会社

日本ガイシ株式会社

正会員

賛助会員

加盟企業一覧
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アスエネ株式会社

アストラゼネカ株式会社

アズビル株式会社

アセットマネジメントＯｎ

ｅ株式会社

株式会社アドバンス

株式会社アドバンテック

株式会社afterFIT

アプローチ株式会社

株式会社安藤‧間

Amp株式会社

有限会社イーズ

イーレックス株式会社

飯館電力株式会社

株式会社イクト

イグニション‧ポイント株

式会社

株式会社イスズ

出光グリーンパワー株式会

社

株式会社イトーキ

ヴィーナ‧エナジー‧ジャ

パン株式会社

株式会社ウェイストボック

ス

株式会社ウエストホールデ

ィングス

株式会社ヴェリア‧ラボラ

トリーズ

株式会社 WELLNEST HOME

エコシステムジャパン株式

会社

株式会社エコスタイル

有限会社エコネットワーク

ス

小林製薬株式会社

小松ウオール工業株式会社

コマニー株式会社

サトーホールディングス株

式会社

株式会社サニックス

株式会社ジークス

JFEエンジニアリング株式会

社

株式会社 ジェネックス

株式会社シェノン

シナネン株式会社

清水建設株式会社

ジャパン‧リニューアブ

ル‧エナジー株式会社

株式会社首都圏環境美化セ

ンター

城南信用金庫

白井グループ株式会社

シンエネルギー開発株式会

社

株式会社スマートテック

スマートブルー株式会社

Small Impact 合同会社

積水化学工業株式会社

株式会社ゼック

株式会社セブン＆アイ‧ホ

ールディングス

株式会社セレス

双日株式会社

第一生命保険株式会社

大東建託株式会社

株式会社ダイフク

高砂熱学工業株式会社

株式会社竹中工務店

株式会社 日本格付研究所

日本航空株式会社

株式会社日本政策投資銀行

日本電気株式会社

BayWa r.e. Japan株式会社

パシフィコ‧エナジー株式

会社

パナソニック株式会社

株式会社バランスハーツ

パワーネクスト株式会社

ハンファQセルズジャパン株

式会社

ピコットエナジー株式会社

菱中産業株式会社

株式会社ビジネスコンサル

タント

ヒューリック株式会社

booost technologies株式会

社

ファースト‧ソーラー‧ジ

ャパン合同会社

株式会社フジクラ

富士フイルムホールディン

グス株式会社

株式会社フューチャーマネ

ジメントアンドイノベーシ

ョンコンサルティング

株式会社ホールエナジー

細野物産株式会社

Micron Technology, Inc.

株式会社前川製作所

株式会社マクニカ

マッコーリーグループ

株式会社丸井グループ

みずほリース株式会社
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エコワークス株式会社

SMFLみらいパートナーズ株

式会社

SBエナジー株式会社

株式会社エックス都市研究

所

株式会社エナリス

エネサーブ株式会社

ENECHANGE株式会社

株式会社エネ‧ビジョン

エネラボ株式会社

株式会社エフオン

エレビスタ株式会社

オーステッド‧ジャパン株

式会社

株式会社大川印刷

大智化学産業株式会社

株式会社大林組

おひさまエナジーステーシ

ョン株式会社

カーボンフリーコンサルテ

ィング株式会社

花王株式会社

鹿島建設株式会社

株式会社学研ホールディン

グス

カナディアン‧ソーラー‧

プロジェクト株式会社

キオクシア株式会社

キクチコールドヘッター株

式会社

脱炭素化支援株式会社

WWB株式会社

株式会社地域計画建築研究

所

株式会社長大

千代田化工建設株式会社

株式会社ディ‧エフ‧エフ

DSM株式会社

株式会社TBM

株式会社デザインフィル

デジタルグリッド株式会社

株式会社鉃鋼ビルディング

株式会社電巧社

東急建設株式会社

東京製鐵株式会社

東京電力ホールディングス

株式会社

東光電気工事株式会社

ナイキジャパン

有限会社中沢硝子建窓

西松建設株式会社

日軽パネルシステム株式会

社

日東電工株式会社

日本自然エネルギー株式会

社

日本電信電話株式会社

日本アイビーヴォーグト株

式会社

日本板硝子株式会社

株式会社日本イトミック

みずほリサーチ&テクノロジ

ーズ株式会社

株式会社三井住友銀行

三菱ＨＣキャピタル株式会

社

三菱ＵＦＪモルガン‧スタ

ンレー証券株式会社

宮崎電力株式会社

明治機械株式会社

明治ホールディングス株式

会社

株式会社メディオテック

株式会社ユーグレナ

ユニ‧チャーム株式会社

株式会社ヨコタ東北

株式会社横浜環境デザイン

株式会社読売新聞東京本社

Legal & General （LGIMジャ

パン）

リエスパワー株式会社

リコージャパン株式会社

リマテックホールディング

ス株式会社

Rusal Japan有限会社

株式会社Looop

株式会社レノバ

レフォルモ株式会社

ワールド‧キネクト‧エナ

ジー‧サービス

若築建設株式会社

ワタミエナジー株式会社

一般社団法人イクレイ日本

外務省

長崎県五島市

パブリックパートナー
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JCLPとは

JCLPとは

ごあいさつ

脱炭素とビジネス

組織概要

JCLP加盟について

JCLPの提言

RE100‧脱炭素について

RE100‧EP100‧EV100

再生可能エネルギー100%

脱炭素コンソーシアム

企業と脱炭素

2℃目標とは

最新情報

ニュース

プレスリリース

新規加盟

提言

よくあるご質問

JCLP加盟について

RE100について

EV100について

日本気候リーダーズ‧パートナーシップ

JCLP事務局

〒240-0115 

神奈川県三浦郡葉山町上山口2108-11 

公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）内

JCLPのパンフレットをご用意し

ています。 

ご自由にダウンロードください。

会員加盟やRE100参加、 

メディア掲載‧取材に関すること

など、 

こちらよりお問い合わせくださ

い。

JCLPは、脱炭素社会の実現に向け、個別企業の枠を超えた活動に取り組んでいます。 

お気軽にお問い合わせください。

資料ダウンロード

（PDF）

お問い合わせ
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