
「TEAM EXPO 2025」プログラム　共創パートナー（2022年4月末時点、170団体）

【順不同】

団体名 所在地 登録日

一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォーム 島根県松江市 2020.10.28

一般社団法人Next Commons Lab 東京都渋谷区 2020.10.28

株式会社ボーダレス・ジャパン 東京都新宿区 2020.10.28

株式会社マクアケ 東京都渋谷区 2020.10.28

ミュージックセキュリティーズ株式会社 東京都千代田区 2020.10.28

株式会社リンクアンドモチベーション 東京都中央区 2020.10.28

学校法人京都精華大学 京都府京都市 2020.11.30

経済産業省 近畿経済産業局 大阪府大阪市 2020.11.30

学校法人先端教育機構事業構想大学院大学 東京都港区 2020.11.30

テレビ大阪株式会社 大阪府大阪市 2020.11.30

読売新聞社 大阪府大阪市 2020.11.30

泉大津市 大阪府泉大津市 2020.12.28

株式会社WAVERIDGE
ウ ェ ー ブ リ ッ ジ

大阪府大阪市 2020.12.28

大阪商工会議所 大阪府大阪市 2020.12.28

大阪府中小企業団体中央会 大阪府大阪市 2020.12.28

関西SDGsプラットフォーム 兵庫県神戸市 2020.12.28

株式会社JTBコミュニケーションデザイン 東京都港区 2020.12.28

株式会社次世代共創企画 兵庫県淡路市 2020.12.28

パラレルキャリア推進委員会 東京都渋谷区 2020.12.28

株式会社morning after cutting my hair 東京都渋谷区 2020.12.28

株式会社アーバンリサーチ 大阪府大阪市 2021.01.29

株式会社池田泉州銀行 大阪府大阪市 2021.01.29

大阪大学社会ソリューションイニシアティブ 大阪府吹田市 2021.01.29

”大阪を変える100人”会議 大阪府大阪市 2021.01.29

一般社団法人関西イノベーションセンター 大阪府大阪市 2021.01.29

けいはんなで大阪・関西万博を考える会 京都府精華町 2021.01.29

株式会社電通 東京都港区 2021.01.29

株式会社にっぽんの宝物 東京都港区 2021.01.29

株式会社人間 大阪府大阪市 2021.01.29

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区 2021.01.29

特定非営利活動法人MERRY PROJECT 東京都港区 2021.01.29

アジア太平洋トレードセンター株式会社 大阪府大阪市 2021.02.26

and Beyond カンパニー 東京都渋谷区 2021.02.26

一般社団法人エコビジネス推進協会 大阪府大阪市 2021.02.26

一般社団法人おうえんフェス 神奈川県川崎市 2021.02.26
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関西大学 大阪府吹田市 2021.02.26

サラヤ株式会社 大阪府大阪市 2021.02.26

大日本印刷株式会社 東京都新宿区 2021.02.26

公益社団法人日本技術士会近畿本部 大阪府大阪市 2021.02.26

万博みらい研究会 大阪府大阪市 2021.02.26

一般社団法人ベンチャー・カフェ東京 東京都港区 2021.02.26

立命館大学 京都府京都市 2021.02.26

株式会社OSGコーポレーション 大阪府大阪市 2021.03.31

国立大学法人大阪大学 大阪府吹田市 2021.03.31

国立大学法人神戸大学 兵庫県神戸市 2021.03.31

独立行政法人国際協力機構 東京都千代田区 2021.03.31

一般財団法人国際ユニヴァーサルデザイン協議会 神奈川県横浜市 2021.03.31

公益財団法人信頼資本財団 京都府京都市 2021.03.31

一般社団法人全国介護事業者連盟 東京都千代田区 2021.03.31

タカラベルモント株式会社 大阪府大阪市 2021.03.31

一般社団法人日本工芸産地協会 奈良県奈良市 2021.03.31

日本コンベンションサービス株式会社 大阪府大阪市 2021.03.31

株式会社日本政策金融公庫大阪支店 大阪府大阪市 2021.03.31

独立行政法人日本貿易振興機構 東京都港区 2021.03.31

日本みどりのプロジェクト推進協議会 大阪府大阪市 2021.03.31

ニューワールド株式会社 東京都港区 2021.03.31

一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構 大阪府大阪市 2021.03.31

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市 2021.03.31

一般社団法人離島総合研究所 埼玉県寄居町 2021.03.31

一般財団法人ACCN 東京都港区 2021.04.30

公益財団法人大阪産業局 大阪府大阪市 2021.04.30

一般社団法人子ども・青少年育成支援協会 大阪府大阪市 2021.04.30

Peatix Japan株式会社 東京都渋谷区 2021.04.30

一般社団法人ぷちでガチ 京都府京都市 2021.04.30

Plug and Play Japan株式会社 東京都渋谷区 2021.04.30

みせるばやお 大阪府八尾市 2021.04.30

株式会社YOUI 福岡県福岡市 2021.04.30

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 東京都千代田区 2021.05.31

SGSジャパン株式会社 神奈川県横浜市 2021.05.31

株式会社NHKエンタープライズ 東京都渋谷区 2021.05.31

国立大学法人大阪大学産業科学研究所 大阪府茨木市 2021.05.31

一般社団法人GREEN 東京都港区 2021.05.31

西尾レントオール株式会社 大阪府大阪市 2021.05.31
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箕面市 大阪府箕面市 2021.05.31

一般社団法人Local innoventures 大阪府大阪市 2021.05.31

株式会社朝日新聞社 大阪府大阪市 2021.06.30

アルマ・クリエイション株式会社 東京都渋谷区 2021.06.30

公益財団法人大阪観光局 大阪府大阪市 2021.06.30

大阪スマートシティパートナーズフォーラム 大阪府大阪市 2021.06.30

株式会社オカムラ関西支社 大阪府大阪市 2021.06.30

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会 大阪府大阪市 2021.06.30

損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区 2021.06.30

日刊工業新聞社 東京都中央区 2021.06.30

農林中央金庫 東京都千代田区 2021.06.30

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区 2021.06.30

武庫川女子大学 兵庫県西宮市 2021.06.30

株式会社F.C.大阪 大阪府東大阪市 2021.07.30

凸版印刷株式会社 東京都文京区 2021.07.30

一般社団法人日本介護協会 兵庫県神戸市 2021.07.30

特定非営利活動法人日本ファシリテーション協会 東京都渋谷区 2021.07.30

株式会社博報堂 東京都港区 2021.07.30

フェンリル株式会社 大阪府大阪市 2021.07.30

特定非営利活動法人大阪NPOセンター 大阪府大阪市 2021.08.31

一般社団法人大阪中小企業診断士会 大阪府大阪市 2021.08.31

OSAKA KOUMIN Action Platform 大阪府大阪市 2021.08.31

株式会社関西みらい銀行ビジネスプラザびわこ 大阪府大阪市 2021.08.31

学校法人近畿大学 大阪府東大阪市 2021.08.31

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 大阪府吹田市 2021.08.31

日本経済新聞社 東京都千代田区 2021.08.31

一般社団法人日本セルフケア推進協議会 東京都中央区 2021.08.31

一般社団法人日本美容サロン協議会 東京都千代田区 2021.08.31

阪南市 大阪府阪南市 2021.08.31

りそな総合研究所株式会社 大阪府大阪市 2021.08.31

株式会社IOBI 大阪府大阪市 2021.09.30

MBSラジオ 大阪府大阪市 2021.09.30

関西学院大学 兵庫県西宮市 2021.09.30

日本歯科医学会 東京都千代田区 2021.09.30

日本弁理士会 東京都千代田区 2021.09.30

株式会社ハークスレイ 大阪府大阪市 2021.09.30

毎日放送 大阪府大阪市 2021.09.30

イベント学会 東京都千代田区 2021.10.29
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一般社団法人大阪府木材連合会 大阪府大阪市 2021.10.29

株式会社ジェイコムウエスト 大阪府大阪市 2021.10.29

一般社団法人セーフティネットリンケージ 北海道札幌市 2021.10.29

BEYOND 2020 NEXT FORUM実行委員会 東京都渋谷区 2021.10.29

枚方市 大阪府枚方市 2021.10.29

毎日新聞社 大阪府大阪市 2021.10.29

「民都・大阪」フィランソロピー会議 大阪府大阪市 2021.10.29

IDEC株式会社 大阪府大阪市 2021.11.30

特定非営利活動法人大阪環境カウンセラー協会 大阪府大阪市 2021.11.30

大阪環境測定分析事業者協会 大阪府大阪市 2021.11.30

公益財団法人大阪コミュニティ財団 大阪府大阪市 2021.11.30

株式会社髙山堂 兵庫県西宮市 2021.11.30

道頓堀商店会 大阪府大阪市 2021.11.30

橋本市 和歌山県橋本市 2021.11.30

一般社団法人ホストタウンアピール実行委員会 東京都墨田区 2021.11.30

株式会社みなと銀行 兵庫県神戸市 2021.11.30

公益財団法人大阪国際交流センター 大阪府大阪市 2021.12.28

岸和田市 大阪府岸和田市 2021.12.28

京都光華女子大学 京都府京都市 2021.12.28

修成建設専門学校 大阪府大阪市 2021.12.28

第一生命保険株式会社 東京都千代田区 2021.12.28

株式会社丹青社 東京都港区 2021.12.28

特定非営利活動法人日本ヘルスツーリズム 振興機構 東京都千代田区 2021.12.28

一般社団法人母親アップデート 東京都港区 2021.12.28

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 大阪府大阪市 2022.01.31

大阪信用保証協会 大阪府大阪市 2022.01.31

一般社団法人セーフティグローバル推進機構 大阪府大阪市 2022.01.31

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区 2022.01.31

日本WHO協会 大阪府大阪市 2022.01.31

ひかりのくに株式会社 大阪府大阪市 2022.01.31

松原市 大阪府松原市 2022.01.31

株式会社矢動丸プロジェクト 東京都中央区 2022.01.31

株式会社アカカベ 大阪府大東市 2022.02.28

大阪府信用金庫協会 大阪府大阪市 2022.02.28

株式会社オマツリジャパン 東京都渋谷区 2022.02.28

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 東京都新宿区 2022.02.28

株式会社産業経済新聞社 大阪府大阪市 2022.02.28

株式会社TOKYO EDUCATION LAB 東京都港区 2022.02.28

4 / 5 ページ



団体名 所在地 登録日

一般社団法人プレゼンテーション協会 東京都台東区 2022.02.28

大阪経済大学 大阪府大阪市 2022.03.31

カイトコーポレーション株式会社 兵庫県西宮市 2022.03.31

株式会社三晃社 愛知県名古屋市 2022.03.31

株式会社セレスポ 東京都豊島区 2022.03.31

豊中市 大阪府豊中市 2022.03.31

2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首

長連合
東京都千代田区 2022.03.31

一般社団法人日本空間デザイン協会 東京都港区 2022.03.31

姫路市 兵庫県姫路市 2022.03.31

一般社団法人ミナミ御堂筋の会 大阪府大阪市 2022.03.31

八尾市 大阪府八尾市 2022.03.31

株式会社ラック 東京都千代田区 2022.03.31

株式会社漁師鮮度 大阪府阪南市 2022.03.31

学校法人エール学園 大阪府大阪市 2022.04.28

株式会社ＮＭＲ流通総研 大阪府大阪市 2022.04.28

大阪経済法科大学 大阪府八尾市 2022.04.28

大阪デザイン団体連合 大阪府大阪市 2022.04.28

一般社団法人関西経済同友会 大阪府大阪市 2022.04.28

一般社団法人日本繊維機械学会 大阪府大阪市 2022.04.28

一般社団法人廃棄物資源循環学会・環境学習施設研究部会 東京都港区 2022.04.28

株式会社兵左衛門 福井県小浜市 2022.04.28
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