
PR企業の詳細および申し込み方法は裏面をご確認ください

長野県SDGs 推進制度登録企業から選ばれた７つのPR企業が登壇します！

SDGsに熱心な企業と
コラボして、

ICS-net株式会社

BtoBの食品原料マッチングプラットフォームで

産業用「食品ロス問題」を解決する

株式会社アトリエデフ

“本気”の“徹底的”な自然由来の家づくりを通じ

森林と子供の未来を守る
株式会社ウォームブランケット

地域密着型メンタルヘルスサービスで

社員の働きがいをサポートする

株式会社エコマコ

企業間コラボ×エシカル消費・“色育”の普及により

循環型社会の形成を目指す

齋藤木材工業株式会社

地元木材の用途・地産地消の拡大を通じ

地域経済の自立的好循環を目指す

信州吉野電機株式会社

企業・学生間コラボ×生分解性プラ用途拡大で

プラスチック課題の解決を目指す

株式会社モキ製作所

「燃焼」・「分別」の世界初・唯一無二の技術で

SDGsの環境課題解決を目指す

SDGs貢献のための

新たなビジネスを
創出したい

PR企業の製品・
サービスを取り入れ、

自社・社会の
SDGs課題を
解決したい

PR企業の発表を
聞いて刺激を受け、

自社の
SDGs取組を
ブラッシュアップ

したい

単に
興味がある
という企業も
大歓迎

SDGsビジネスマッチングイベント
パートナー候補企業＆オーディエンス 募集のご案内

2021年３月５日(⾦)

13:00〜17:00
開催方式︓Web開催（Zoom）

参加
無料

長野県SDGs推進制度登録企業が
SDGsに関連する製品・サービス・取り組み
についてプレゼンを⾏い、ビジネスパートナー
との新たな出会いの場を創出するための
イベントです。

PR企業のプレゼンを聞いて”下記の取組みを進めたい企業”を広く募集します︕



お問合せ先: MS&ADインターリスク総研株式会社
担当︓加藤、粟ヶ窪
Tel：03-5296-8913 E-mail:kankyo@ms-ad-hd.com

主 催 ：長野県
事務局：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
協 力 ：三井住友海上火災保険株式会社

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社は、「令和2年度SDGs推進企業支援事業」業務の委託を受け、本プロジェクトのコーディネート・推進をご支援しております。長野県SDGs推進企
業登録制度の創設にはじまり、長野県庁のSDGs取り組みの推進を幅広くご支援させていただいております。

PR企業詳細 50音順（発表順序、時間帯は参加者向けに後日ご案内いたします）

参加
申し込み
方法

下記URLまたは右記二次元バーコードより申し込み用サイトに
アクセスいただき、必要事項を入力の上お申込ください。

URL：https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/7644

 本イベントに参加したことに伴い生じた不利益・トラブルについて、主催者、事務局、協力者は一切責任を負いません。

企業名 PR予定の製品・サービス概要
パートナー
候補業種

ICS-net株式会社
（長野市）

食品原料輸入商社、
WEB事業、

コンサルティング事業

大切な食資源を無駄なく活かし切ること。崩れつつある食料の需給バランスを適正なものにする
こと。私たち食に携わる事業者は「食」のことを改めて見つめ、常に未来の食環境について考える
責任があります。世界中の人々の「食」が変われば、きっと世界も未来も変わるはずです。まずは
できるところから。食品原料を扱う「食品メーカー・食品工場」のためのB to Bマッチングサービ
ス、『シェアシマ』をご紹介します。『シェアシマ』はこの度、株式会社経済界が主催する「金の卵
発掘プロジェクト2020」にてグランプリを受賞しました。

食品メーカー
総合商社

株式会社アトリエデフ
（原村）
建設業

日本の山は荒れ果てています。そのことにより環境循環の生態は乱れ、温暖化に伴い土砂災
害が起きています。山の整備をすることにより、木々は根を張り大地が豊かになり水が良くなりま
す。それは森が元気になるということ。森が元気になることにより、川や海が潤い、巡りめぐって人
や動物、植物たちにいい環境が生まれます。昔の方たちが育てた木々を使い、家や家具を作る
ことは、「日本の山を守り育てる」ことに繋がり、暮らしをも豊かにします。みらいの子ども達のため
に、今できることを積極的に取り組みます。当社の“本物の自然素材の家づくり”の取り組みと、
小物を販売している物販サイト『みらいの森』についてご紹介します。

卸売、小売、
飲食業、

小物販売店、
ホテル、
食品会社
全般

株式会社ウォーム
ブランケット
（上田市）

障害福祉サービス、
企業メンタルコンサルティング

サービス

企業のココロの悩み、私たちにお任せください。地域密着型メンタルヘルスサービス「メグパス」は
メンタルヘルスのプロフェッショナルが安心で健康な職場実現のお手伝いをいたします。製品や
サービスが高度化・複雑化するに伴って企業とそこに働く人のストレスもまた高まっています。義務
化されたストレスチェックだけでなくメンタルヘルス全般のサポートを導入することによって、ストレス
にココロを病んで働けなくなってしまう人を減らし、健康を害し休職した人あるいは障がい者の就
労を支援することで「誰一人取り残さない」そして安心して働きがいを持った企業、社会の実現
に貢献します。

全業種

株式会社エコマコ
（長野市）

婦人服、雑貨小物、
ウエディングドレス
企画製造販売

「色」「笑顔」をテーマに子どもたちの感性を育てる「光のカケラプロジェクト」をご紹介します。
本プロジェクトは、企業様との共催による子供向けワークショップや、エシカル消費の普及のための
商品の共同開発を通じエシカル消費の普及・拡大を目指すものです。これまで大手百貨店や
大手金融機関とのコラボレーションをはじめ様々な企業様と一緒に子どもたちの参加型ファッショ
ンショーや、デザイナー体験ワークショップ、弊社が得意とするポリ乳酸繊維を活用した商品開発
を⾏ってきました。

全業種

齋藤木材工業株式会社
（長和町）

木材・木製品製造業（家具を除く）、
建築業

森林県である長野県は、県土の約８割を森林が占めます。その中で最も多いカラマツを使った
集成材を弊社では製造販売しており、様々な規模の木造建物に利用されています。カラマツは
成長量に比べて消費量が極めて少ない状態であり、消費拡大が社会課題になっています。当
社では、このカラマツを使った建物以外の商品開発を考えており、商品の共同開発にご興味
を持たれた企業様とパートナーシップを組みたいと考えております。また、木材や森林を使った、
カーボンネガティブにご興味のある企業様のご相談を受け付けています。

全業種

信州吉野電機株式会社
（塩尻市）

製造業(金型設計・製作・ﾌﾟﾚｽ
加工・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形加工)

弊社ではPBS（生分解性プラスチック）を活用した製品開発・デザイン・⾦型設計、製作・
成形・パッケージングまでを一貫して⾏っています。ストローやレジ袋だけでなく、石油由来のプラ
スチックは依然として多くの用途で使用されており、マイクロプラスチック問題の解決までの道のり
は長く険しいのが実情です。弊社ではこれまで、大学生とのコラボレーション等を通じ、PBSを活
用した製品開発に取り組んできました。生分解性プラスチックの普及・利用拡大を一緒に考え
取り組んでいただける企業様とパートナーシップを組みたいと考えております。

屋外消耗部
品取り扱い
メーカー（農
業・アウトドア
関連）

株式会社モキ製作所
（千曲市）
製造業

「燃焼」と「分別」の技術を追求し環境問題を解決する。
森林資源の活用と省エネを実現する「無煙薪ストーブ」、全国で社会問題となっている放置
竹林整備の必需品「無煙炭化器」、食品リサイクルに不可欠な「分離職人シリーズ」。私たち
は、世界初・唯一無二の自社特許製品の開発により地球環境問題の解決に貢献し続けます。

建設、建築、
ﾚｼﾞｬｰ施設、
食品メーカー

イベント
構成・定員

第1部 PR企業プレゼン 13:00-15:50 定員 150 社

第2部 PR企業との個別面談 16:00-17:00 定員 PR企業１社につき３社

https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/7644


登壇時間 PR企業 目的 概要
食品
メーカー

商社
建設・
建築

宿泊・
レジャー

卸売・
小売

飲食 メーカー 全業種

13:10～
13:30

ICS-net
株式会社

製品・
サービスPR

食品原料を扱う「食品メーカー・食品工場」の食品ロス問題の
解決を目指すB to Bマッチングサービス、『シェアシマ』のご紹
介 ★ ★

13:30～
13:50

株式会社
モキ製作所

製品・
サービスPR

森林資源の活用と省エネを実現する「無煙薪ストーブ」、全国
で社会問題となっている放置竹林整備の必需品「無煙炭化
器」、食品リサイクルに不可欠な「分離職人シリーズ」のご紹介 ★ ★ ★

13:50～
14:10

株式会社
アトリエデフ

製品・
サービスPR

森林と子供の未来を守るために、”本物の自然素材の家づくり
をしている工務店“による建築廃材を使用した木製・竹素材
小物・製品のご紹介 ★ ★ ★

14:10～
14:30

株式会社ウォーム
ブランケット

製品・
サービスPR

「誰一人取り残さない」そして安心して働きがいを持った企業、
社会の実現に貢献する、地域密着型メンタルヘルスサービス
「メグパス」のご紹介 ★

14:30～
14:50

信州吉野電機
株式会社

コラボ・
パートナー
シップ

PBS（生分解性プラスチック）を活用した製品開発・デザイ
ン・金型設計、製作・成形・パッケージングまでを一貫して生産
できる能力を活かし、PBSの普及・利用拡大を一緒に考え取
り組んでいただける企業様とパートナーシップを組みたい

★

14:50～
15:10

株式会社
エコマコ

コラボ・
パートナー
シップ

大手百貨店や大手金融機関とコラボレーション実績のある、エ
シカル消費の普及・拡大を目指す「光のカケラプロジェクト」のコ
ラボレーション企業の募集 ★

15:10～
15:30

齋藤木材工業
株式会社

コラボ・
パートナー
シップ

地域の森林課題解決のために、当社では建設用カラマツ材
（信州唐松丸）の利用普及を図っているが、“建物以外の
商品開発”を考えており、商品の共同開発にご興味を持たれ
た企業様とパートナーシップを組みたい

★

PR企業／パートナー候補業種一覧

https://www.ics-net.com/
https://www.ics-net.com/
https://shareshima.com/
https://www.moki-ss.co.jp/
https://www.moki-ss.co.jp/
https://www.moki-ss.co.jp/burning/smokeless-wood-stove
https://www.moki-ss.co.jp/burning/anthracite-equalizer
https://www.moki-ss.co.jp/separator
http://a-def.com/
http://a-def.com/
https://mirainomori358.stores.jp/
https://warmblanketrhythm.com/service/
https://warmblanketrhythm.com/service/
https://warmblanketrhythm.com/service/
http://www.syd-tech.jp/
http://www.syd-tech.jp/
http://www.syd-tech.jp/products/
https://ecomaco.com/
https://ecomaco.com/
https://ecomaco.com/hikarinokakera/
https://saito-mokuzai.co.jp/
https://saito-mokuzai.co.jp/
https://saito-mokuzai.co.jp/images/files/karamatsumaru_pnf.pdf

