平成 23 年 7 月吉日
株式会社 ユニソン
株式会社 ユニソン西日本

株式会社 ユニソン
（本社：愛知県豊田市／代表：浅岡直人）
と株式会社 ユニソン西日本
（本
社：大阪市中央区／代表：浅岡直人）
は、人と環境にやさしい商品の開発をはじめ、地球環境
を守るための活動を推進しています。
その活動の一環として、平成20年9月から平成23年3月まで「みどりの環キャンペーン」
を実
施し、
リサイクル商品や保水性舗装材等の環境保全型商品をご購入いただいた施工事業
者様に、
グリーンポイントを付与させていただきました。
そしてこの度のキャンペーン終了にあたり、寄付にご同意いただいたグリーンポイントを、1ポイ
ント1円として現金に換算し、総額約81万円※1を、
「緑の募金」活動を行う社団法人 国土緑
化推進機構※2に寄付いたしました。多くの施工事業者様にご協力いただき、誠にありがとうご
ざいました。
この募金は、植樹や砂漠緑化、熱帯林保全活動等に活かされます。
ユニソングループでは、引き続き環境保全に貢献できるよう、社会に役立つ活動に取り組ん
でまいります。
ご支援・ご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。

※1 内訳
株式会社 ユニソン 503,318円

株式会社 ユニソン西日本

308,540円

※2 社団法人 国土緑化推進機構
（所在地：東京都千代田区）
国土緑化運動の推進をはかる林野庁所管の公益団体。
「緑の募金」の推進、植樹行事及び国土緑化大会
の開催等を実施する。

株式会社 ＡＵＲＡ（富山県）
旭中部資材 株式会社（愛知県）
アットグラン 合同会社（愛知県）
アベ建材 株式会社（静岡県）
アルプス造園 有限会社（三重県）
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株式会社 イセタニ（三重県）
株式会社 イナガキ建設（静岡県）
株式会社 稲熊造園土木（愛知県）
ＥＸＴＥＲ
ＩＯＲＳＴＵＤＩＯ 和(なごみ)（三重県）
エクステリアランド高蔵寺店（愛知県）
有限会社 エクス・プラン（静岡県）
エクトス。
（三重県）
株式会社 エスター（愛知県）
エスティナ豊橋（愛知県）
株式会社 エフ（石川県）
株式会社 エフエヌティ（岐阜県）
ｅｎ外構屋ウエスト（愛知県）
株式会社 扇屋（岐阜県）
大池建材 有限会社（愛知県）
大島住宅産業 株式会社（岐阜県）
株式会社 ＧＡＲＤＥＮＡＲＴ（三重県）
加々見園（静岡県）
有限会社 角マン（岐阜県）
株式会社 笠建工業 K'sエクステリア（愛知県）
株式会社 片岡屋 沼津営業所（静岡県）
株式会社 カド 松阪店（三重県）
希光建設 株式会社（愛知県）
株式会社 ぎふガーデン（岐阜県）
クラウンエクステリア 株式会社（愛知県）
有限会社 グランドデザイン（静岡県）
株式会社 グランドワークス（愛知県）
株式会社 グリーン・ワークス（三重県）
有限会社 グリーンプロジェクト（石川県）
株式会社 ケイ・エム・ジャパン（静岡県）
株式会社 幸泉（三重県）
合同建設工業 株式会社（静岡県）
広洋造園土木 株式会社（三重県）
株式会社 コーシンホーム（愛知県）
桜井造園土木 株式会社（愛知県）
株式会社 三喜工務店 トヨタホーム事業部（愛知県）
有限会社 サンナップ（愛知県）
サンメイト 株式会社（静岡県）
三和エクステリア東海 株式会社 四日市営業所（三重県）
柴垣グリーンテック 株式会社（愛知県）
株式会社 しばなか（福井県）

有限会社 島部建設（岐阜県）
神通工業 株式会社（富山県）
有限会社 杉野建設（三重県）
有限会社 鈴木造園（静岡県）
スペースクリエイト 株式会社（富山県）
積和建設信州 株式会社（長野県）
タカオカワークス 有限会社（愛知県）
タケハラハウス（静岡県）
立山エクストーン 株式会社（富山県）
株式会社 たなべ（三重県）
株式会社 チトセ（三重県）
株式会社 中央緑化土木（愛知県）
中部外構 株式会社（愛知県）
東海ロテック（三重県）
株式会社 永江庭園（愛知県）
有限会社 永田造園土木（愛知県）
中山工営（岐阜県）
日東木材 株式会社（愛知県）
日豊資材 株式会社（静岡県）
株式会社 ねぎた建材店（愛知県）
有限会社 ハズデザインルーム（三重県）
ハマニグリーンパ−ク 有限会社（静岡県）
株式会社 林工業（石川県）
株式会社 バンブー苑（愛知県）
ビオプランニング（三重県）
藤田マル久工業 有限会社（三重県）
株式会社 プランナーエム（静岡県）
株式会社 プロアーム（愛知県）
有限会社 プロスパー（岐阜県）
株式会社 プロテック（愛知県）
株式会社 北斗（愛知県）
株式会社 堀央創建（愛知県）
株式会社 本陣（愛知県）
有限会社 マイピュアガーデン（愛知県）
牧村造園（岐阜県）
株式会社 丸一建商（愛知県）
株式会社 ミスターリホームサービス（三重県）
三星砿業 株式会社（岐阜県）
株式会社 向川外樹園（石川県）
有限会社 ムライエクステリア（愛知県）
名鉄環境造園 株式会社（岐阜県）
有限会社 モロショー（愛知県）
株式会社 谷藤建工（岐阜県）
株式会社 ヤハタ（岐阜県）
有限会社 ユウキ建設（愛知県）
株式会社 豊造園（愛知県）
株式会社 緑翠造園土木（愛知県）
株式会社 渡邉（静岡県）

注）弊社主催の「みどりの環キャンペーン」において、平成22年5月〜平成23年5月にグリーンポイントの寄付をいただいた事業者様名
を五十音順に掲載しています。敬称は省略させていただいていますので、
ご了承下さい。

有限会社 アイナン（広島県）

積和建設山口 株式会社 徳山事業所（山口県）

株式会社 アウテリア六十谷（和歌山県）

有限会社 泉南住設（大阪府）

有限会社 赤木庭園 (芦屋ガーデン工房)（兵庫県）

株式会社 創園舎（兵庫県）

株式会社 飛鳥緑化建設（佐賀県）

株式会社 創景社（奈良県）

株式会社 篤創庭舎（広島県）

タウンホーム（広島県）

井上建材 株式会社（兵庫県）

谷崎建材 株式会社（広島県）

有限会社 ウエスト神戸（兵庫県）

為岡造園 株式会社（兵庫県）

株式会社 ＵＢＵ（兵庫県）

チェリーブロッサムガーデン (桜井造園)（兵庫県）

株式会社 エクシウォール三和（和歌山県）

出口太樹園 有限会社（兵庫県）

岡崎興業 株式会社（広島県）

東美プランニング 株式会社（大阪府）

有限会社 折本建工（広島県）

トーナン建設工業 株式会社（兵庫県）

ガーデンオーヴ 株式会社 中西総合ガーデン（兵庫県）

株式会社 中川建材店（奈良県）

有限会社 ガーデンライフ タナカエクステリア（和歌山県）

株式会社 中西宝南園（兵庫県）

鹿児島軽量コンクリートブロック協業組合（鹿児島県）

有限会社 中村設計（広島県）

株式会社 カジオカＬ.Ａ（広島県）

有限会社 ナカモト建設（広島県）

株式会社 ガデナ 山口店（山口県）

株式会社 奈良規松緑化（奈良県）

株式会社 関西建設（大阪府）

株式会社 ネーブルグリーン（福岡県）

株式会社 九州グリーンサービス（大分県）

服部ブロック工業 株式会社（兵庫県）

グリーン・ハンズ（兵庫県）

浜宗産業 株式会社 福知山営業所（京都府）

グリーンフィールド（兵庫県）

フォーシーズンズ夙川店（兵庫県）

株式会社 グリーンワークス（兵庫県）

有限会社 福永建材店（兵庫県）

株式会社 クリエイティブ阪急（大阪府）

株式会社 フジジュウ（山口県）

株式会社 黒田建商（大分県）

藤田建設（兵庫県）

有限会社 ＫＫＰＬＡＮ（大阪府）

有限会社 プロフィード（兵庫県）

有限会社 光匠園（岡山県）

有限会社 ホームテリア山根（広島県）

西条緑化造園 株式会社（広島県）

株式会社 マサミガーデン（京都府）

有限会社 三晃丸（兵庫県）

松原工業 株式会社（広島県）

株式会社 サンホーム（宮崎県）

松本窯業 株式会社（兵庫県）

有限会社 四季園（奈良県）

有限会社 三井商会（岡山県）

自然浴工房（佐賀県）

株式会社 モダンハウジング（広島県）

有限会社 周陽ガーデン（山口県）

安武ブロック工業 株式会社（福岡県）

有限会社 スペジオ（広島県）

ヤマサ造園土木 株式会社（大阪府）

株式会社 青春園（兵庫県）

山下造園土木 株式会社（大阪府）

株式会社 西龍造園土木（兵庫県）

山中育樹園 株式会社（兵庫県）

積和建設九州 株式会社 福岡支店（福岡県）

注）弊社主催の「みどりの環キャンペーン」において、平成22年5月〜平成23年5月にグリーンポイントの寄付をいただいた事業者様名
を五十音順に掲載しています。敬称は省略させていただいていますので、
ご了承下さい。

