
先 進 企 業 に 欠 か せ な い 会 員 制 組 織

年30回超の研究会・ウェブセミナーと「日経 ESG」での情報発信、第2回 ESG ブランド調査を実施

2 0 2 2 年 の ご 案 内



2 

り、海外での認知度を高めることで、より先端情報を得

やすい体制を整えます。

　気候変動関連の情報開示が企業経営の必須のテーマ

になると同時に、環境負荷の少ない商品やサービスの

開発が急務になっています。研究開発や設備投資が増

えることに伴い、投資対効果を測る ROE（自己資本利

益率）、ROIC（投下資本利益率）が欠かせない指標になっ

ています。「研究会テーマの多様化」では、気候変動や

脱炭素を単体のテーマとして捉えるのではなく、財務

指標や情報開示と連動させたテーマの研究会を開催し

ます。基礎講座である「学び直し講座」を拡充して、幅

広い方々に視聴していただける研究会も企画します。

　「調査研究の強化」では、「ESGブランド調査」に加え

て「東京証券取引所の市場区分見直しと企業の ESG の

取り組みに関するアンケート」を実施しており、その結

果を研究会や「日経ESG」誌面で発表する予定です。さ

らに市場が拡大するサステナブルファイナンス「ESG債」

についても調査を行い、分析結果を報告します。

　日経ESG経営フォーラムは、ESGが企業経営の中心

となる「ESG メインストリーム（本流）」の時代を迎え、

22年も年間を通じて企業のESG経営をサポートします。

「ESGメインストリーム（本流）」を見据えて

海外情報と調査研究の強化、研究会テーマの多様化
東証市場再編の年、情報開示の知識とノウハウを提供

特別会員限定で開催した伊藤邦雄・一橋大学CFO
教育研究センター長による朝食意見交換会には毎
回、多くの経営者が参加した（2021年度は7月、11
月に開催、22年2月に開催予定＝写真上、中央）新
型コロナの感染拡大防止のため、会員限定のウェ
ブセミナーを実施している（写真下）

　2022年4月、東京証券取引所が市場を再編します。

月刊誌「日経ESG」では、市場再編についての調査を実

施し、948社から回答を得ました。その結果、最上位の

プライム市場の基準を達成するにあたり、企業が最優

先に取り組むべきことは「ESG 関連情報開示の拡充」、

一方で ESG の最重要課題は「情報開示の知識やノウハ

ウがないこと」といった結果が出ました。

　日経 ESG 経営フォーラムは、「情報発信」「情報収集」

「調査・分析」の3つの活動の柱で、会員のESG経営をサ

ポートする会員制の組織です。当フォーラムでは、こ

の調査で明らかになったギャップを様々な活動で埋め

ていきたいと考えています。

　具体的には、「海外情報の強化」「研究会テーマの多様

化」「調査研究の強化」です。

　「海外情報の強化」では、気候変動・脱炭素やガバナン

ス、ESG投資、非財務資本を巡る算定基準や情報開示と

いった海外動向の報告をより拡充します。また海外へ

の情報発信も強化します。「日経ESG」の英文サイトを

拡充し「日経ESG」の記事を定期的に掲載します。英フィ

ナンシャル・タイムズ（FT）のウェブ版である FT.com

でフォーラムの活動を報告する企画広告を予定してお
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情 報 発 信

情 報 収 集

調 査・分 析

日経ESG経営フォーラム　
活動の3つの柱

月刊誌「日経ESG」で
インタビューや企業活動紹介、

メッセージ広告を出す
ことができます。

ESG活動に必要な情報を
年30回超の研究会や

ウェブセミナーなどを通して
お届けします。

約2万人に回答していただく
「ESGブランド調査」の

詳細な結果を
提供します。

パンフレットの記載内容はウェブでもご覧になれます。
詳しくは、https://nkbp. jp/ESGF

PUBLICITY
ACTIVITY

INFORMATION 
GATHERING

SURVEY & 
ANALYSIS
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年30回超！

充実の研究会、ウェブセミナー

競合比較ができる！

ESG ブランド調査

情 報 発 信

情 報 収 集

調 査 ･ 分 析

日経ESG経営フォーラムの主なスケジュール

1 月2022年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

コロナ禍以前はリアルの研究会を開催

「日経ビジネス」「日経 ESG」誌面で毎月、会員
のロゴ入り広告掲載

年1回、「日経ESG」の編集誌面で会員紹介

「ESG ブ ラ ン ド 調査 」
アンケート告知

日本経済新聞で会員の
ロゴ入り広告掲載

新型コロナ対策でウェブセミナーを開催

「日経 ESG」の編集誌面で毎号紹介！

会員企業の最新の取り組み

PUBLICITY ACTIVITY

INFORMATION GATHERING

SURVEY & ANALYSIS

SCHEDULE
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7 月 8 月 9 月 10 月 11 月6 月 12 月

NYで米国のESG最前線を視察（2019年） 新型コロナ対策でウェブセミナーを開催
「ESG債の利点、新たなプロジェクトの評価の軸」

ESGブランド指数
調査結果発表

「ESGブランド調査」調査結果報告
書と分析用CD（非売品）送付

「日経ESG」英文サイトで海外に発信 FTで会員のロゴ入
り広告掲載

「日経ESG」バックナンバー
DVD送付

編集誌面紹介記事はウェブに掲載

トップミーティング「伊藤邦雄氏との朝食
意見交換会」（特別会員限定）

詳細
P6ｰ7

詳細
P8ｰ10

詳細
P11ｰ12

詳しくは、https://nkbp. jp/ESGF



6 

FTとウェブサイトで海外に情報発信
フィナンシャル・タイムズ（FT）や英文ウェブメディア「NIKKEI 

Asia」でフォーラムの広報活動をしました。「日経ESG」の英文サイト

では会員の活動などを英文で紹介しています。

フィナンシャル・タイムズ全世界版
（2021年12月7日）

「NIKKEI Asia」（英文ウェブメディア）
（2021年7〜8月）

「日経ESG」の英文サイト（https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/eng/）

情報発信

PUBLICITY
ACTIVITY

FTや「NIKKEI Asia」などを使った海外発信が好評です。
「日経ESG」の誌面とウェブサイトで会員の活動を紹介しています。

2022年は「日経ESG」の英文サイトを拡充し、「日経ESG」の記事を
定期的に掲載します。FT のウェブ版である FT.com でフォーラム
の活動を報告する企画広告を予定しています。

F Tを通じて海外に発信
誌面とウェブで会員情報を掲載
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「日経ESG」誌面での紹介 広報活動（会員のロゴ入り広告）

（日経ESG 2021年9月号） （日経ESG 2022年1月号）

「日経 ESG」では会員企業の経営者・経営層が登場する「未来戦略インタビュー」「企業

活動紹介」が好評です。掲載記事は、「日経 ESG」のウェブサイトにも掲載します。経

営トップのインタビューでは特別会員向けに動画を撮影するサービスをしています。

インタビューの動画は日経 ESG 経営フォーラムのウェブサイトへアップします。

新聞や雑誌を通してフォーラムのメッセージを

お伝えします。

日本経済新聞
（2021年8月27日朝刊）

「日経ESG」（月刊誌）は毎号掲載
「日経ビジネス」（週刊誌）は毎月1回掲載

経営者インタビューの紹介映像
を撮影（特別会員向けサービス）

【「日経ESG」のウェブサイトに掲載】「日経ESG」Leaders面に掲載した
記事は、毎月、掲載順に「日経ESG」のウェブサイトで公開します。

「日経ESG」のウェブサイト（https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/）

■誌面「未来戦略インタビュー」

■ウェブサイト「未来戦略インタビュー」

■誌面「企業活動紹介」

■ウェブサイト「企業活動紹介」
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150以上のウェブセミナーと「日経 ESG」のバックナンバーを
会員専用ウェブサイトに収録。会員企業であれば全社員が視聴、
閲覧が可能です。
2022年は「研究会テーマの多様化」を進めます。気候変動や
脱炭素を単体のテーマとして捉えるのではなく、財務指標や
情報開示と連動させたテーマの研究会を開催します。

ウェブセミナーと誌面ビューアー
会員企業全社員が視聴可能

情報収集

2021年11月、トップミーティング 「経営層と一橋大学 CFO 教育研究センター長、伊藤邦雄氏と
の朝食意見交換会」（特別会員限定）

2020年2月、「ESG 投資の最新動向と
サステナビリティ情報開示」

2019年7月、「NYで米国のESG最前線を視察」

研究会・視察・トップミーティング

年30回超、フォーラム会員限定の研究会は、初心者向けから専門性の

高いものまで各レベルに合わせた内容を用意しています。2019年

夏には、ニューヨークを視察しました。特別会員限定のトップミーティ

ングは朝食会形式で実施しています。

INFORMATION 
GATHERING
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「初めての方へ」の下にある「研究会動画の活用法」では馬場編集長（写真右）が解説

ダウンロードができる「『研究会動画』
視聴方法のご案内」冊子

「分野から探す」から2018年4月以降に開催した100以上の
研究会・セミナーの動画を検索できる

ウェブセミナー・録画セミナー

新型コロナなどの感染症対策としてウェブセミナー

や Zoom を使ったセミナーを開催しています。研

究会やセミナーの動画をインターネット配信によ

る動画配信サイト「IBM Video Streaming」（2022

年1月時点）で視聴いただけます。会員限定ウェブ

サイトから150以上の研究会・セミナーの動画を視

聴できるほか、2018年4月以降に開催した100以

上の研究会・セミナーの動画を「分野から探す」から、

分野別に検索できます。会員であれば、全社員が視

聴できます。

研究会動画の活用法

「初めての方へ」の下にある「研究会動画の活用法」（動画

約8分）では、馬場編集長が動画の見方や活用法について

詳しく解説しています。「『研究会動画』視聴方法のご案内

（「ESGキーワード付き」）」冊子もダウンロードができます。

多彩な分野をカバーする年 30回超の研究会

ウェブセミナーや
Zoomを使った
セミナーを
実施中

気候変動
・

脱炭素

ESG投資

生物多様性
・

自然資本
人的資本

「日経ESG」
特集解説

ESG経営
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注：2021年に公開した研究会・ウェブセミナーなど45番組の
うち、分野別67の内訳。1番組で2分野を登録することがある
ため番組数と分野別数は一致しない

■2021年開催ウェブセミナーの
　分野別配信数内訳

■ウェブセミナーのタイトルと出演者(開催例）

バックナンバーDVD誌面ビューアー

2021年開催ウェブセミナー

会員の皆様には「日経ESGバックナンバー

DVD」を毎年、年末にお届けしています。

（特別会員2セット、一般会員１セット）、

この他、「日経ESG」を毎号、お送りしてい

ます（特別会員5冊、一般会員2冊）。

誌面ビューアーでは用語を入れて

各号の記事検索などができます。

会員限定のウェブサイトからアク

セスができ、会員企業の社員の方

ならばどなたでも閲読できます。

2021年は45番組を配信しました。分野別

テーマでは「ESG 経営」「『日経 ESG』特集解

説」「気候変動・脱炭素」が分野別配信数の上

位にきました。会員限定のウェブセミナー

は１テーマ30分間で聞くことができ、他で

は聞けない内容ばかりです。22年は気候変

動やガバナンス、ESG投資など海外情報をよ

り拡充すると同時に「学び直し講座」など基

礎講座を充実させます。

【ESG経営】
2021年12月  「2022年東証再編　948社緊急調査　ESG経営の課題とは」
出演 日経ESG編集エディター　半澤 智
2021年12月　「Z世代に聞く サステナブル企業の条件とは」

出演
ユーグレナ 代表取締役社長　出雲 充氏
ユーグレナ CFO（Chief Future Officer） 川﨑 レナ氏
日経ESG エディター　相馬 隆宏

【「日経ESG」特集解説】
2021年11月　12月号特集「群雄割拠の『水素』ビジネス」

出演 日経ESG 編集長　馬場 未希
日経ESG シニアエディター　高木 邦子

2021年10月　11月号特集「生物多様性で淘汰の時代に」
出演 日経ESG シニアエディター　藤田 香

【気候変動・脱炭素】
2021年11月　「COP26 現地取材　帰朝報告」
出演 日経ESG 編集長　馬場 未希
2021年10月　「IPCC第6次評価報告書が語る温暖化の実態」

出演 国立環境研究所 地球システム領域 副領域長　江守 正多 氏
日経ESG編集部 シニアエディター　高木 邦子

【ESG投資】
2021年11月　「ESG債の利点　新たなプロジェクト評価の軸」

出演
東急不動産ホールディングス兼東急不動産 財務部 統括部長　坂元 貴氏
第一生命保険 責任投資推進部部長　石井 博子氏
日経ESG エディター　相馬 隆宏

【トピック解説】
2021年10月　「女性取締役の現状は　独自調査で『ゼロ企業』も判明」
出演 『日経xwoman』編集委員　羽生 祥子

【ガバナンス】
2021年12月　「社外取締役の役割」

出演
桜美林大学教授　馬越 恵美子氏
Haruka社長　堀江 裕美氏
日経ESG発行人　酒井 耕一

【人的資本】
2021年11月　「ウェルビーイングが企業価値を高める」
出演 日経ESG経営フォーラム 事業部長　田中 太郎

【ESGブランド】
2021年10月　「第2回 ESGブランド調査　結果報告会」

出演 日経ESG経営フォーラム 事業部長　田中 太郎
日経ESG経営フォーラム 事務局長　斎藤 正一

【サーキュラーエコノミー】
2021年4月「サーキュラーエコノミー最前線　脱使い捨てで競争力を高める」

出演

Loop Japan合同会社 アジア太平洋統括責任者　エリック・カワバタ氏
アクセンチュア ビジネスコンサルティング本部
サステナビリティグループ統括マネジング・ディレクター　海老原 城一 氏
日経ESG 編集部 エディター　相馬 隆宏

【視察】
2021年10月　「SDGs先進自治体、北海道下川町2022視察のご案内」
出演 下川町長　谷 一之氏

【人権】
2021年7月　ESG対話型研究会「人権問題対応と情報開示　専門弁護士を迎えて」

出演 真和総合法律事務所 弁護士　高橋 大祐氏
日経ESG シニアエディター　藤田 香

その他学び直し講座

統合報告書

DX

ダイバーシティ

生物多様性
・

自然資本

人権

視察

サーキュラー
エコノミー

ESGブランド

人的資本

ガバナンス
トピック解説 ESG投資

気候変動
・

脱炭素

「日経ESG」
特集解説

ESG経営
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（肩書きはウェブセミナー公開時点）
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2021年10月、第２回 ESG ブランド調査の結果を公表しました。
会員限定の調査結果報告書（分析用 CD）では、競合との比較が
できます。
2022年は「東京証券取引所の市場区分見直しと企業のESGの取り
組みに関するアンケート」の「日経ESG」での発表や、サステナブル
ファイナンスである「ESG債」の調査を実施する予定です。

第２回 ESGブランド調査実施
分析用CDで競合比較ができる

「日経ESG」（2021年11月号）

4つの視点でランキングを作成

■ESGブランド指数トップ10

環境（E）、社会（S）、ガバナンス（G）、インテグリティ（誠実さ）の4つの

視点から企業の ESG 活動に対するブランドイメージをランキングに

しました。ESG はプラスとマイナスイメージ、インテグリティはプラ

スイメージから総合順位を算出しています。

調査・分析

SURVEY & 
ANALYSIS

順位 昨年順位 ブランド名 指数

1 位 （1 位） トヨタ自動車 110.2

2 位 （2 位） サントリー 92.6

3 位 （7 位） スターバックス コーヒー ジャパン 90.2

4 位 （12 位） ソニー 82.5

5 位 （38 位） コカ・コーラ 82.2

6 位 （5 位） 花王 81.0

7 位 （3 位） イオン 78.7

8 位 （4 位） キリン 76.0

9 位 （15 位） Apple（アップル） 75.5

10 位 （9 位） ホンダ 74.3

プラスイメージ　12項目（偏差値）／マイナスイメージ　6項目

プラスイメージ　12項目（偏差値）／マイナスイメージ　10項目

プラスイメージ　12項目（偏差値）／マイナスイメージ　7項目

プラスイメージ　9項目（偏差値）

環境（E）イメージ

ガバナンス（G）イメージ

社会（S）イメージ

インテグリティイメージ

Ｅ
Ｓ
Ｇ
ブ
ラ
ン
ド
指
数（
偏
差
値
）
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「調査結果報告書2021」分析用CDの使い方　～パスワードで自社の自由意見が読める～

一般の消費者やビジネスパーソン約2万人に回答していただく「ESGブラ

ンド調査」は2021年5月下旬〜6月末の約１カ月間、調査を実施し、10月

に結果を公表しています。調査対象は560企業ブランドで、全ブランドの

分析用データを収録した CD 付きの詳細な調査結果報告書を、会員限定で

お届けしています。この CD を使うと競合比較など詳細なデータ分析が可

能です。企業ごとに割り振ったパスワードで自社の自由意見を読むこと

ができます。調査結果の概要は日本経済新聞や「日経 ESG」などで報じ

られています（毎年4月1日時点の会員企業が調査対象になります）。

自社ブランドへの自由意見一覧
自社への回答について、

回答者の自由意見を一覧することができます。

分析用CDの主な機能

企業別集計データ
自社を含む個別企業のデータをグラフで一覧できます。

回答者の居住地域や職業といった属性による分析も可能です。

競合比較
ESG ブランド指数を、他社と比較することができます。

単年比較の他、3年間の経年比較機能もあります。

「ESG ブランド調査」調査結果報告書と分析用 CD
（会員にのみ提供、非売品）
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［日経ESG経営フォーラム］会員サービスメニュー 一覧

※青字は特別会員のみの権利

注：2022年1月時点のサービス内容

SERVICE
特 別 会 員

一 般 会 員

年会費：440万円（消費税込）　※情報発信を日経ビジネス2ページの純広告で掲載する場合はプラス110万円（消費税込）

年会費：165万円（消費税込）　※情報発信を日経ビジネス1ページの純広告で掲載する場合はプラス55万円（消費税込）

①〈特別会員〉「日経 ESG」に年1度4ページの記事掲載（事務局制作のため制作費不要、中立性の高い記事掲載で訴求）または広告掲載の権利
記事掲載の場合、掲載記事の抜き刷り1000部を提供（株主総会やリクルーティング等で活用可）
掲載記事の2次利用権を提供
経営トップインタビューの場合は紹介動画を撮影（2022年3月末まで無料）
経営トップインタビューの英訳（抄訳）をウェブ掲載（有料）

〈一般会員〉「日経ESG」に年1度2ページの記事掲載 (事務局制作のため制作費不要、中立性の高い記事掲載で訴求)または広告掲載の権利
一般会員は掲載記事の抜き刷り、2次利用権は有料

②フォーラムのサイト上で会員紹介記事を公開
③「日経ビジネス」（月1回 )、「日経 ESG」 （月刊誌／毎号 ) に会員のロゴ入り広告を掲載
④日本経済新聞とフィナンシャル・タイムズ（FT）に会員のロゴ入り広告を掲載（各年1回）
⑤フォーラムの日本語と英文のサイト上で会員ディレクトリ（ロゴ入り会員一覧）を掲載

①〈特別会員〉国内外の有識者（ESG 関連）と経営トップが本音の議論ができるトップミーティング（朝食会・年2回開催）への参加
伊藤 邦雄・一橋大学 CFO 教育研究センター長と経営トップが ESG 経営について議論する連続朝食会への参加

②〈特別会員〉フォーラム活動方針にご意見をいただく運営委員会（原則年1回開催）への参加
③年30回超の研究会、視察会、ウェブセミナー、Zoom を使ったセミナーへの参加（宿泊を伴う視察は有料）
「日経 ESG」の特集など誌面と連動した他では聞けない研究会を開催

年2回、「日経 ESG」編集部と情報交換会を開催
④研究会・ウェブセミナーはオンラインで会員企業全社員が受講可
⑤「日経 ESG」をご送付　〈特別会員〉毎号5冊 〈一般会員〉毎号2冊、誌面ビュアーは会員企業全社員が閲覧可
⑥年末に「日経 ESG」縮刷版 DVD をご提供（過去1年分のバックナンバー収録）　〈特別会員〉2セット 〈一般会員〉1セット

ESG ブランド調査の詳細結果をご提供 （約250ページの調査レポート、分析用 CD）

情 報 収 集
INFORMATION

GATHERING

調 査 ･ 分 析
SURVEY & ANALYSIS

情 報 発 信
P U B L I C IT Y
A C T IV IT Y
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小宮山 宏
三菱総合研究所理事長、第28代東京大学総長

阿部 敦
産業創成アドバイザリー　シニア・アドバイザー

荒井 勝
日本サステナブル投資フォーラム会長

伊藤 邦雄
一橋大学CFO教育研究センター長

末吉 竹二郎
国連環境計画・金融イニシアチブ特別顧問／WWFジャパン会長

高村 ゆかり
東京大学未来ビジョン研究センター教授

竹ケ原 啓介
日本政策投資銀行設備投資研究所エグゼクティブフェロー兼
副所長、金融経済研究センター長

寺島 実郎
日本総合研究所会長、多摩大学学長

松田 千恵子
東京都立大学大学院経営学研究科教授

日経ESG経営フォーラム特別会員の経営者

【学識経験者・有識者】

【経営者】

　2021年度は20年度に続き、新型コロナウイルス感染症の影響
で先行きが不透明ななかで始まりました。しかし、このような時
代だからこそ企業が向き合わなければならないESG課題は増え
ていると思います。
　働き方改革や従業員の健康維持、女性活躍推進といったテー
マだけでなく、BCP（事業継続計画）体制の構築を含めたコーポ
レートガバナンスの強化は経営に欠かせません。TCFD（気候関
連財務情報開示タスクフォース）に代表される地球温暖化防止
対策も重要なテーマです。こうした数々の課題に対して企業が
考えるべきテーマや課題解決の手法を研究会やウェブセミナー
を通じてお届けします。
　5年目を迎える日経ESG経営フォーラムは、企業と機関投資家
との対話を一層重視します。また人的資本や人権、データ分析
など多様かつ新しいテーマの研究会やイベントを増やして、企業
評価を高める活動を強化します。
　フォーラムの活動に当たっては日経BPをはじめ、日本経済新
聞社の日経 SDGs フォーラムなどと連携を取りながら、日経グ
ループの情報発信力、ネットワークを生かします。フォーラムの
活動を企業価値向上のために、お役立てください。

吉田 直人

日経ESG経営フォーラム代表
日経BP代表取締役社長

不透明な時代こそ、ESG 課題の解決を

お問い合わせ

特別会員 一般会員

年会費 440万円（消費税込） 165万円（消費税込）

募集対象 ESGに関する取り組みを推進しているすべての企業、団体、自治体など

主
な
提
供
サ
ー
ビ
ス

運営委員会
トップミーティング

運営委員会メンバーとして活動内容の
策定にご参画いただけます

有力投資機関などのキーパーソンを招いた
トップミーティング（年2回開催）へご参加いただけます

ー

情報発信
日経ESG誌への掲載

原則、日経ESGに年間4ページの記事
（未来戦略インタビュー、企業活動紹介）

または広告をご掲載いただけます

原則、日経ESGに年間2ページの記事
（未来戦略インタビュー、企業活動紹介）

または広告をご掲載いただけます

事務局

フォーラム代表から

募集要項 （対象期間：1年）

アドバイザリーボードメンバー

（2021年12月時点）

TEL：03-6811-8803    e-mai：esgf@nikkeibp.co.jp    HP：https://nkbp.jp/ESGF

BOARD MEMBER

APPLICATION GUIDELINES

MESSAGE
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第1条　名称
本フォーラムは「日経 ESG 経営フォーラム」（以下、フォーラム）と称する。
英文表記は、Nikkei ESG Management Forum とする。

第2条　組織
本フォーラムは、株式会社日経 BPと会員からなる任意の組織とする。

第3条　目的
会員と日経BPは協同して、ESG（環境･社会・ガバナンス）に資する事業等を企画し実施するとともに、持続
可能な経営と社会的責任のあり方について考察する企画を立案する。これらの活動を日経 BP が発行ないし
提供する媒体等を通じて積極的に対外的に情報発信し、もって会員の企業価値の向上を図り、さらには社
会および産業界におけるESG 経営への理解、サステナブル社会実現への理解の促進を図ることを目的とする。

第4条　事業
第3条の目的を達成するため、フォーラムは以下の事業を行う。

（1）ESG 経営に関するシンポジウム、講演会、セミナー等の開催
（2）ESG 経営に関する調査、研究
（3）展示会等への出展
（4）ESG にかかわるシンクタンク、NGO 等との交流
（5）雑誌、インターネット等による情報提供および広報活動
（6）その他、前各号に関連するESG 関連活動

第5条　会員
1. フォーラムの目的に賛同する企業ないし組織は、会則に同意した上で会員登録をし、かつ年会費を払い

込むことによって会員資格を得る。
2. 会員資格は、特別会員および一般会員の2種類とする。
3. 特別会員、一般会員の年会費および特典については別途定める。
4. 会員資格の有効期間は1年間とする。

第6条　退会等 
1. 退会は会員の自由意思による。ただし、年度途中で退会した場合、年会費の払い戻しはしない。
2. 会員が次の各号の一に該当する場合、日経ＢＰは直ちに当該会員を退会させることができるものとする。

（1）本規約に違反し、催告後も是正がみられないとき
（2）重大な財務状況の悪化が認められる相当の事情が生じたとき
（3）会員または会員の役員、従業員、親会社、子会社、関連会社が暴力団等反社会的勢力と関係がある

ことが判明したとき
（4）あらかじめ届出た情報の全部もしくは一部が真実と異なることが判明したときまたは表明した事実の重

要部分が真実と異なることが判明したとき
（5）その他、本フォーラムの実施にあたって重大な支障が生じると認められたとき
3.  日経BPは、フォーラムの実施が事実上困難になった場合、あらかじめ会員に通知することをもって、フォー

ラムを終了することができるものとする。
4 .  フォーラムが前項によって終了するとき、日経 BPは、①既に日経 BP が会員から会費を受領している場合、

経過した月数分にかかる金額を月割り計算で会費全額から控除した上で各会員に返金し、②日経 BP が
会員から会費を未受領の場合、経過した月数分にかかる会費（会費全額を経過月数で月割り計算した金
額）を各会員へ請求するものとする。フォーラムの終了により会員に損害等が発生しても、日経 BP は
当該損害等に関し一切その責任を負わないものとする。

第7条　フォーラム代表
1. フォーラム代表はフォーラムを代表し統括する。
2. フォーラム代表は、事務局が作成した事業計画ならびに事業報告を運営委員会に諮り、その答申を受け

てこれを承認する。
3. フォーラム代表は、日経 BP を代表する者がその任にあたる。

第8条　アドバイザリーボード
1. アドバイザリーボードはフォーラムの事業計画立案に際し、運営委員会および事務局の要請に対して、

専門の立場からその内容についてアドバイスを行う。
2. アドバイザリーボードメンバーは、ESGに造詣の深い学識経験者、経営者などからフォーラム代表が委嘱する。

第9条　運営委員会
1. 運営委員会は、事務局が作成した事業計画ならびに事業報告を審議しフォーラム代表に提出する。
2. 運営委員は、特別会員および日経 BP の推薦に基づき、フォーラム代表が委嘱する。
3. 運営委員長は、日経 BP においてフォーラムを担当する者がその任にあたる。

第10条　事務局
フォーラムの運営ならびに事業を円滑に推進するため、日経 BP 内にフォーラム事務局を置く。

第11条　事業年度
事業年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

第12条　会計報告
フォーラム事務局は、事業年度終了後３カ月以内に前年度の会計報告を運営委員会ならびにフォーラム代表
に提出しなければならない。

第13条　議事録
1. フォーラム事務局は、運営委員会の議事録を作成し保存する。
2. 会員は議事録を閲覧する権利を有する。

第14条　成果の公開
フォーラム会員はフォーラム活動の成果を外部に公表することができる。ただし、日経 BP が外部への公開
を望まない場合は、運営委員長にその旨を申し出て、運営委員会に諮った上、フォーラム代表の決定により
公開を差し止めることができる。

第15条　内部情報の無断流出の禁止
1. 日経 BP は、フォーラムを通じて知り得たフォーラム会員の内部情報を当該会員に無断で外部に持ち出し、

第三者に渡してはならない。
2. フォーラム会員はフォーラムを通じて知り得た他の会員の内部情報を当該会員およびフォーラム事務局に

無断で外部に持ち出し、第三者に渡してはならない。

第16条　会則の改正
会則の改正は運営委員会が決し、フォーラム代表の承認を経て発効する。

日経 ESG 経営フォーラム会則

（2022年1月時点）

CONSTITUTION 



詳しくは、
https://nkbp. jp/ESGF

日経BP 日経ESG経営フォーラム
〒105-8308 東京都港区虎ノ門4-3-12　TEL : 03-6811-8803　E-mail : esgf@nikkeibp.co.jp

▶合計239（特別51*、一般188）2022年1月1日時点会員企業・団体一覧

食品・医薬

IFF／アサヒグループホールディングス*／伊藤園／
江崎グリコ／小野薬品工業／キッコーマン／キリンホールディングス*／
サッポロホールディングス／サントリーホールディングス*／J-オイルミルズ／
第一三共*／大正製薬ホールディングス／ダイドーグループホールディングス／
武田薬品工業／中外製薬／日清オイリオグループ／日清食品ホールディングス／
ニップン*／日本ハム／日本コカ・コーラ／日本たばこ産業／日本マクドナルド／
はごろもフーズ／フィード・ワン／富士製薬工業／不二製油グループ本社／
マルハニチロ／明治ホールディングス／森永製菓／森永乳業／ヤクルト／ロッテ

建設・住宅・
不動産

エリアリンク／大林組*／オープンハウス／コンステックホールディングス／
三機工業／清水建設／新日本空調／住友林業*／積水ハウス*／大成建設／
ダイダン／大和ハウス工業*／高砂熱学工業／竹中工務店／東急建設／
東急不動産ホールディングス／東京建物／戸田建設／
野村不動産ホールディングス／長谷工コーポレーション／ヒューリック*／
ミサワホーム／三井不動産*／三菱地所*／森ビル

鉄鋼・非鉄金属 三和ホールディングス／JFEグループ／住友電気工業／
DOWAエコシステム／古河電気工業／UACJ／リンナイ

輸送用機器 アイシン／いすゞ自動車／SUBARU／本田技研工業*／マツダ

機械 IHI／クボタ／コマツ／ダイキン工業／ナブテスコ／日阪製作所*／
フクシマガリレイ／三菱重工業

化学・繊維・
ゴム

旭化成／旭有機材／エア・ウォーター／大紀商事／大倉工業／花王／
クレハ／コーセー／サラヤ／三和油化工業／資生堂／住友化学／
住友ゴム工業／積水化学工業*／帝人／東レ*／日東電工／日本ゼオン／
日本ペイントホールディングス／ブリヂストン／三井化学／
三菱ケミカルホールディングス*／ユニ・チャーム／横浜ゴム／ライオン

窯業 TOTO／日本ガイシ／日本特殊陶業

紙・パルプ エイピーピー・ジャパン／王子ホールディングス／大王製紙／日本製紙／レンゴー

事務用品 オカムラ

電機・電子

アズビル*／アルプスアルパイン／アンリツ／NEC*／OKI／コニカミノルタ／
GSユアサ／セイコーエプソン／ダイヘン／太陽誘電／東芝／パナソニック*／
富士通*／三菱電機／ミネベアミツミ／村田製作所／明電舎／安川電機／
ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン（USJC）／横河電機／リコー*／ローム

精密機器 シチズン時計／島津製作所／セイコーホールディングス

運輸 佐川急便*／帝都自動車交通／東急バス／日本貨物鉄道（JR貨物）／
日本航空／日立物流／ヤマトホールディングス

情報・通信
伊藤忠テクノソリューションズ*／SAPジャパン*／NTTデータ／
NTTドコモ／NTT東日本／NTTビジネスソリューションズ*／KDDI／
野村総合研究所*／日立システムズ

エネルギー
afterFIT*／出光興産／エコスタイル*／エネット／大阪ガス／
コスモエネルギーホールディングス*／
センチュリー・エナジー／東京ガス／TOKAIホールディングス

商業

アスクル／アマゾンジャパン／イオン／伊藤忠商事／サンゲツ／
シジシージャパン／シップヘルスケアホールディングス／
スターバックス コーヒー ジャパン／住友商事／セブン＆アイ・ホールディングス*／
豊田通商／日本調剤*／白銅／丸紅*／三菱商事*

金融

あおぞら投信／アセットマネジメントOne／アムンディ・ジャパン／
アライアンス・バーンスタイン／アルヒ／いちごアセットマネジメント／
インベスコ・アセット・マネジメント／AIGジャパン・ホールディングス／
HSBCアセットマネジメント／SMBC日興証券*／
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス*／
オリックス／J.P.モルガン・アセット・マネジメント／
シュローダー・インベストメント・マネジメント／
スパークス・アセット・マネジメント／大和証券グループ*／
大和アセットマネジメント／東京海上ホールディングス*／東京センチュリー*／
日本政策投資銀行／日本生命保険*／ヌビーン・ジャパン／農林中央金庫*／
野村アセットマネジメント*／野村ホールディングス*／
BNPパリバ・アセットマネジメント／ピムコジャパンリミテッド／フィデリティ投信／
ブラックロック・ジャパン／三井住友トラスト・アセットマネジメント／
三井住友フィナンシャルグループ*／三菱UFJ信託銀行／
三菱UFJフィナンシャル・グループ*／ゆうちょ銀行／りそなアセットマネジメント

その他製造 大日本印刷／凸版印刷*／フジシール／YKKグループ

サービス・
その他

EY Japan*／石坂産業／17LIVE*／ウォータースタンド／エコ計画*／応用地質／
グローバルヘルス技術振興基金／産業廃棄物処理事業振興財団／敷島ファーム／
自動車リサイクル促進センター／大栄環境／タカヤマ／TMI総合法律事務所／
西村あさひ法律事務所／日本海事協会／日本管財／パソナグループ／B＆DX*／
Fast Fitness Japan*／ベネッセホールディングス／ベルシステム24ホールディングス／
マーサー ジャパン／三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

国・自治体 北海道下川町




