
21世紀金融行動原則 署名機関リスト

＜運用・証券・投資銀行業務＞（37 機関）
1 アライアンス・バーンスタイン 株式会社 20 日興アセットマネジメント 株式会社

2 いちご 株式会社 21 ニッセイアセットマネジメント 株式会社

3 株式会社 インテグレックス 22 一般社団法人 日本投資顧問業協会

4 株式会社 ヴォンエルフ 23 野村アセットマネジメント 株式会社

5 ＳＭＢＣ日興証券 株式会社 24 野村證券 株式会社

6 オリックス・アセットマネジメント 株式会社 25 野村不動産投資顧問 株式会社

7 グローバル・アライアンス・リアルティ 株式会社 26 BNPパリバ証券 株式会社

8 ケネディクス 株式会社 27 株式会社 福岡リアルティ

9 ケネディクス不動産投資顧問 株式会社 28 北陸労働金庫

10 株式会社 ザイマックス不動産投資顧問 29 みさき投資　株式会社

11 ＣＳＲデザイン環境投資顧問 株式会社 30 三井住友DSアセットマネジメント 株式会社

12 ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント 株式会社 31 三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社

13 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 32 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社

14 株式会社 大和証券グループ本社 33 三菱ＵＦＪ信託銀行 株式会社

15 大和アセットマネジメント 株式会社 34 明治安田アセットマネジメント 株式会社

16 T&Dアセットマネジメント 株式会社 35 りそなアセットマネジメント 株式会社

17 東海東京証券 株式会社 36 株式会社 りそなホールディングス

18 東京海上アセットマネジメント 株式会社 37 労働金庫連合会

19 東京海上キャピタル 株式会社

＜保険業務＞（25 機関）
1 あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 14 株式会社 T&Dホールディングス

2 アクサ生命保険 株式会社 15 東京海上日動あんしん生命保険 株式会社

3 イーデザイン損害保険 株式会社 16 東京海上日動火災保険 株式会社

4 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス 株式会社 17 東京海上ミレア少額短期保険 株式会社

5 セゾン自動車火災保険 株式会社 18 日新火災海上保険 株式会社

6 損害保険ジャパン株式会社 19 日本生命保険 相互会社

7  ＳＯＭＰＯひまわり生命保険 株式会社 20 ネオファースト生命保険 株式会社

8 ＳＯＭＰＯホールディングス 株式会社 21 ペット＆ファミリー損害保険 株式会社

9 ＳＯＭＰＯリスクマネジメント 株式会社 22 三井住友海上あいおい生命保険 株式会社

10 第一生命保険 株式会社 23 三井住友海上火災保険 株式会社

11 大同生命保険 株式会社 24 三井住友海上プライマリー生命保険 株式会社

12 太陽生命保険 株式会社 25 三井ダイレクト損害保険 株式会社

13 T&Dフィナンシャル生命保険 株式会社

＜預金・貸出・リース業務＞ 都市銀行・その他（15 機関）
1 株式会社 あおぞら銀行 9 株式会社 日本政策投資銀行

2 株式会社 イオン銀行 10 農林中央金庫

3 株式会社 SBJ銀行 11 株式会社 みずほ銀行

4 MS&ADインターリスク総研 株式会社 12 株式会社 三井住友銀行

5 オリックス銀行 株式会社 13 三井住友トラスト・ホールディングス 株式会社

6 株式会社 埼玉りそな銀行 14 株式会社 三菱ＵＦＪ銀行

7 株式会社 新生銀行 15 株式会社 りそな銀行

8 株式会社 セブン銀行

21 世紀金融行動原則 署名機関リスト
（業務部門ごと五十音順　285 機関　2020年5月11日時点）

1



21世紀金融行動原則 署名機関リスト

＜預金・貸出・リース業務＞ リース業（８0 機関）
1 アースパワー 株式会社 41 ディー・エフ・エル・リース 株式会社

2 愛銀リース 株式会社 42 東京きらぼしリース 株式会社

3 ＩＢＪＬ東芝リース 株式会社 43 東京センチュリー 株式会社

4 尼信リース 株式会社 44 東銀リース 株式会社

5 株式会社 アマダリース 45 とうしんリース 株式会社

6 アルプスファイナンスサービス 株式会社 46 トマトリース 株式会社

7 阿波銀リース 株式会社 47 富山ファースト・リース 株式会社

8 池田泉州リース 株式会社 48 とりぎんリース 株式会社

9 いよぎんリース 株式会社 49 株式会社 ながぎんリース

10 ACSリース 株式会社 50 中道リース 株式会社

11 ＮＥＣキャピタルソリューション 株式会社 51 株式会社 名古屋リース

12 NTTファイナンス 株式会社 52 南都リース 株式会社

13 おかしんリース 株式会社 53 にししんリース 株式会社

14 オリックス 株式会社 54 日通商事 株式会社

15 関西みらいリース 株式会社 55 八十二リース 株式会社

16 九州キャピタルファイナンス 株式会社 56 浜銀ファイナンス 株式会社

17 株式会社 九州リースサービス 57 ばんしんリース 株式会社

18 京銀リース・キャピタル 株式会社 58 日立キャピタル 株式会社

19 共友リース 株式会社 59 ひめぎんリース 株式会社

20 きらやかリース 株式会社 60 百五リース 株式会社

21 近畿総合リース 株式会社 61 ひろぎんリース 株式会社

22 ぐんぎんリース 株式会社 62 フィデアリース 株式会社

23 山陰総合リース 株式会社 63 ぶぎん総合リース 株式会社

24 ＪＡ三井リース 株式会社 64 株式会社 福銀リース

25 JA三井リース九州 株式会社 65 芙蓉総合リース 株式会社

26 しがぎんリース・キャピタル 株式会社 66 へきしんリース 株式会社

27 静銀リース 株式会社 67 北越リース 株式会社

28 清水リース＆カード 株式会社 68 北銀リース 株式会社

29 十六リース 株式会社 69 北海道リース 株式会社

30 首都圏リース 株式会社 70 北国総合リース 株式会社

31 商工中金リース 株式会社 71 三重銀総合リース 株式会社

32 昭和リース 株式会社 72 三重リース 株式会社

33 しんきん総合リース 株式会社 73 みずほリース 株式会社

34 積水リース 株式会社 74 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 株式会社

35 第一リース 株式会社 75 三井住友ファイナンス＆リース 株式会社

36 第四リース 株式会社 76 三菱電機クレジット 株式会社

37 ちばぎんリース 株式会社 77 三菱ＵＦＪリース 株式会社

38 中京総合リース 株式会社 78 株式会社 めぶきリース

39 中銀リース 株式会社 79 山銀リース 株式会社

40 Ｔ＆Ｄリース 株式会社 80 リコーリース 株式会社
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21世紀金融行動原則 署名機関リスト

＜預金・貸出・リース業務部門＞ 地方銀行（83機関）
1 株式会社 愛知銀行 43 株式会社 千葉興業銀行

2 株式会社 青森銀行 44 株式会社 中京銀行

3 株式会社 秋田銀行 45 株式会社 中国銀行

4 株式会社 足利銀行 46 株式会社 筑波銀行

5 株式会社 阿波銀行 47 株式会社 東京スター銀行

6 株式会社 池田泉州銀行 48 株式会社 東邦銀行

7 株式会社 伊予銀行 49 株式会社 東北銀行

8 株式会社 岩手銀行 50 株式会社 東和銀行

9 株式会社 愛媛銀行 51 株式会社 鳥取銀行

10 株式会社 大分銀行 52 株式会社 トマト銀行

11 株式会社 沖縄海邦銀行 53 株式会社 富山第一銀行

12 株式会社 沖縄銀行 54 株式会社 南都銀行

13 株式会社 鹿児島銀行 55 株式会社 西日本シティ銀行

14 株式会社 関西みらい銀行 56 株式会社 八十二銀行

15 株式会社 北九州銀行 57 株式会社 肥後銀行

16 株式会社 紀陽銀行 58 株式会社 百五銀行

17 株式会社 京都銀行 59 株式会社 百十四銀行

18 株式会社 きらぼし銀行 60 株式会社 広島銀行

19 株式会社 きらやか銀行 61 株式会社 福井銀行

20 株式会社 群馬銀行 62 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ

21 株式会社 京葉銀行 63 株式会社 福島銀行

22 株式会社 高知銀行 64 株式会社 福邦銀行

23 株式会社 西京銀行 65 株式会社 豊和銀行

24 株式会社 佐賀銀行 66 株式会社 北越銀行

25 株式会社 山陰合同銀行 67 株式会社 北都銀行

26 株式会社 滋賀銀行 68 株式会社 北洋銀行

27 株式会社 四国銀行 69 株式会社 北陸銀行

28 株式会社 静岡銀行 70 株式会社 北海道銀行

29 株式会社 静岡中央銀行 71 株式会社 北國銀行

30 株式会社 七十七銀行 72 株式会社 みちのく銀行

31 株式会社 清水銀行 73 株式会社 みなと銀行

32 株式会社 十八銀行 74 株式会社 南日本銀行

33 株式会社 十六銀行 75 株式会社 宮崎銀行

34 株式会社 荘内銀行 76 株式会社 宮崎太陽銀行

35 株式会社 常陽銀行 77 株式会社 武蔵野銀行

36 スルガ銀行 株式会社 78 株式会社 もみじ銀行

37 株式会社 大光銀行 79 株式会社 山形銀行

38 株式会社 第三銀行 80 株式会社 山口銀行

39 株式会社 第四銀行 81 株式会社 山梨中央銀行

40 株式会社 大東銀行 82 株式会社 横浜銀行

41 株式会社 筑邦銀行 83 株式会社 琉球銀行

42 株式会社 千葉銀行
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21世紀金融行動原則 署名機関リスト

＜預金・貸出・リース業務部門＞ 信用金庫・信用組合・労働金庫（45 機関）
1 尼崎信用金庫 24 中央労働金庫

2 飯田信用金庫 25 中国労働金庫

3 茨城県信用組合 26 中日信用金庫

4 愛媛信用金庫 27 銚子信用金庫

5 大阪厚生信用金庫 28 鶴岡信用金庫

6 大阪シティ信用金庫 29 東海労働金庫

7 大阪信用金庫 30 東濃信用金庫

8 沖縄県労働金庫 31 東北労働金庫

9 鹿児島相互信用金庫 32 豊橋信用金庫

10 岐阜信用金庫 33 長野県労働金庫

11 九州労働金庫 34 中ノ郷信用組合

12 京都信用金庫 35 新潟県労働金庫

13 桐生信用金庫 36 新潟信用金庫

14 近畿労働金庫 37 西尾信用金庫

15 四国労働金庫 38 二本松信用金庫

16 静岡県労働金庫 39 のと共栄信用金庫

17 しずおか焼津信用金庫 40 浜松いわた信用金庫

18 城南信用金庫 41 兵庫信用金庫

19 城北信用金庫 42 碧海信用金庫

20 静清信用金庫 43 北海道労働金庫

21 西武信用金庫 44 盛岡信用金庫

22 第一勧業信用組合 45 大和信用金庫

23 高崎信用金庫

＜運用・証券・投資銀行業務＞ 37

＜保険業務＞ 25

＜預金・貸出・リース業務＞ 223

都市銀行・その他 （15 機関）

リース業（80 機関）

地方銀行（83 機関）

信用金庫・信用組合・労働金庫（45 機関）

21 世紀金融行動原則署名機関 285機関
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