
展示期間 No 出展者名 業種 展示内容 今後の目指す姿 連絡先

1 角文株式会社 総合建設業
私たち角文は「不易流行」の
精神で「SDGs」に取り組んで
います。

SDGｓの活動を通じて幸せで
持続可能な社会の創出

TEL：0120-55-2050　長村

2 河村電器産業株式会社 製造業
中学生を対象とした
サッカークラブ「カワムラＦＣ」
の設立・指導

SDGs目標達成に向けた
当社の貢献

河村電器産業株式会社
総務部施設環境係
TEL：080-3552-1390

3 材惣木材株式会社
製造業・
木材流通業

「木」と「人財」から生み出す
ＥＣＯ環境の創造

「木」を活かした豊かな生活
空間・文化を提案します

生産本部　成瀬
MAIL：s.naruse@zaiso.co.jp

4 昭和土木株式会社 建設業
人と地球環境に配慮した
サステナブルな都市空間に
貢献

「人と人との繋がりで
サステナブルな地域社会
の実現に貢献」

総務経理部　河竹
TEL：052-831-5191
MAIL：kawatake@showa-ce.co.jp

5
株式会社ソミックマネージ
メントホールディングス
（ソミックグループ）

製造業
命を守る製品づくり
～「ひとづくり」からはじまる
「ものづくり」～

変化はチャンス、「変革」と
「協働」により社会に貢献し続
ける事業創出を

TEL：053-425-2108
MAIL：kaori-ichikawa@somic.co.jp

6 濃飛倉庫運輸株式会社

運輸業
（倉庫業・運輸に
附帯するサービ
ス業）

生産性の向上や物流効率化
によるＣＯ₂排出量削減の取り
組み

地域社会を支える
「サステナブルな物流」の
創造

濃飛倉庫運輸㈱　経営企画部　出嶋
TEL：058-251-0111
MAIL：mdejima@nohhi.co.jp

7 株式会社浜乙女 食品製造業
～買う身になって商品を
生産・販売し、食卓に満足と
笑顔を届けよう～

「食卓に満足と笑顔をお届け
すること」を通じて社会に貢献
しSDGsを推進

人事課
TEL：052-582-5551

8 マルサンアイ株式会社 食品製造業
バイオマスプラストローを
採用し「ひとつ上の豆乳」
リニューアル

『健康で明るい生活への
お手伝い』のもと、持続可能
な社会へ貢献

総務人事課　深津
TEL：0564-27-3700
MAIL：hiromi.fukatsu@marusanai.co.jp

9 名鉄運輸株式会社 運送業
地球とドライバーにやさしい
EV（電気）トラックを導入

社員が誇りを持って働ける
会社であり続けること

名鉄運輸㈱　総務部
MAIL：m-soumu@meitetsuunyu.co.jp

10
VTホールディングス
株式会社

小売業
産学金連携プロジェクト
 ～ 未来の創造的な自動車
社会に向けて ～

サステナブルな企業グループ
へ
「暮らしと未来をつなぐSDGs」

MAIL：soumu@vt-holdings.co.jp

11 アイカ工業株式会社 化学 SDGs関連商品のご紹介
｢化学｣と｢デザイン｣の力で
持続可能な社会づくりへ
貢献

サステナブル推進部
TEL：052-533-3136

12 株式会社アグリトリオ
インターネット
サービス

農福連携マッチングサービス
『農Care』

農福連携でSDGsに貢献

石川 浩之
TEL：090-9819-4617
MAIL：
HIROYUKI_ISHIKAWA@musashi.co.jp

13
ＦＣ岐阜
（株式会社
岐阜フットボールクラブ）

プロサッカー
クラブの運営

避難情報を子どもたちに
わかりやすく

サッカーを通じて社会を
つなぐ

事業グループ　広報チーム
TEL：058-231-6811

14 株式会社武田工業所
輸送用機械器具
製造業

工場女子の合言葉から女性
雇用促進しダイバーシティへ
の取組強化

安全と信頼を積み上げる。
TAKEDAはつくる力で人と社
会を幸せにする。

曽根
TEL：0569-29-7301
MAIL：k.sone@takedakogyosho.com

15 株式会社ダイワテック 建設業 ダイワテック・エコプロジェクト
自然エネルギー
（太陽光・風力）を活用した
サステナブルな社会へ

営業部
TEL：052-506-7281
MAIL：dt@daiwatech.info

SDGs発信拠点「SDGsテラス」出展者一覧
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16 豊田合成株式会社
自動車部品
製造業

～SDGs関連商品～
端材活用の取り組み

豊田合成の本業を通じて
社会課題の解決に貢献

経営企画部　サステナビリティ・IR室
SDGs関連商品G　山田・浅沼
TEL：052-400-5105
MAIL：re-s@toyoda-gosei.co.jp

17 株式会社福祉の里 福祉業
【すべての人々に健康的な生
活を】介護するご家族を支え
ます

介護の仕事を通じ、すべての
方々が暮らしやすい社会を目
指します

株式会社福祉の里
TEL：0568-23-5232
MAIL：info@fukushinosato.co.jp

18
名鉄観光サービス
株式会社

旅行業 全社を挙げたSDGs推進 旅行事業を通してSDGs推進
担当：教育推進部　蒲野　和敬
MAIL：kazutaka.gamano@mwt.co.jp

19
リスパック株式会社
（岐阜プラスチック工業グ
ループ）

製造業
（食品包装容器）

持続可能なバイオマスプラ
容器で環境に配慮しSDGsを
推進

食卓から守る私たちの地球
環境 ～人にやさしいバイオマ
スプラ容器～

リスパック株式会社　総務部
TEL：0568-67-5507

20 SAロジテム株式会社
道路貨物運送
業・
保険代理店

経済と暮らしを支える社会
インフラとして地域社会に
貢献

安心・安全な社会の実現と、
物流業界のサステナブルな
未来を作る

ＳＡ保険サービス
TEL：052-957-5788
MAIL：ins.info@sains.sa-logi.jp

21 愛知ダイハツ株式会社 自動車販売
モビリティライフをより安心・
安全なものにするための取り
組み

人、街、ダイハツがつながる
未来へ。

MAIL：taniguchi@daihatsu-aichi.co.jp

22 株式会社エコフォレスト

産業廃棄物処理
業・
建築業・
不動産業

独自サービス「コワステール
サポート」により地域社会へ
貢献

住み続けられる街を
エコフォレストが描く

総務課・佐藤
TEL：052-414-6030
MAIL：info@ecoforest.jp

23 加山興業株式会社

サービス業
（廃棄物の中間
処理・リサイク
ル）

加山興業株式会社が推進す
る「持続可能な環境事業モデ
ル」

“ Our Planet, Our Home ”
「緑あふれるクリーンな日常を
世界に」

加山興業株式会社　企画部
中嶋あゆみ
TEL：080-2659-8923
MAIL：nakajima@kayama-k.co.jp

24
株式会社
グローバルキャスト

サービス業
企業様の利益を追求しながら
SDGs取組をサポート致します

誰にとってもしあわせで
望ましい未来を実現できる
企業へ

経営戦略グループ 企画戦略部
SDGs事務局
MAIL：info@sxsurvey.net

25 コマニー株式会社

製造業
（間仕切（パーティ
ション）製造、施工を
通じた空間創造）

安心安全を確保した、
新たな働き方を提供する
リモート・キャビン

Empower all Life
～一人一人が光り輝く社会に
貢献～

サステナビリティ経営推進部
TEL：0761-21-1201

26 中部交通共済協同組合 金融・保険
相互扶助の精神と
パートナーシップを活かして
社会課題を解決する

～100年後も持続可能なトラッ
ク運送業界を目指して～

牧野　友治
MAIL：makino-yuji@chukokyo.jp

27 株式会社日本タクシー
タクシー業・
バス業・
観光業

誰もが平等に働ける
環境整備に向けた取り組み

女性が働きやすい職場環境
づくり・環境負荷の低減、IoT
を導入した技術革新・ユニ
バーサルデザイン

TEL：058-247-8881

28
ほていやグループ
（株式会社ほていや、
株式会社東亜）

呉服販売・
宝石販売・
縫製加工

サステナブルな衣服「着物」で
日本の文化を守ります

ほていやグループの
「日本の文化」を次世代に
つなげる想い

SDGｓ担当
MAIL：
m.yanagisawa@kimono-hoteiya.com

29 ヤハギ緑化株式会社 造園・土木業
「緑のチカラ」で経済と環境が
両立できる社会の構築を目
指す

緑のチカラで、
よりよい未来を。

TEL：052-937-6551
MAIL：info@yahagi-green.co.jp

30 Man to Man株式会社 人材サービス

【採用サバイバルの本格化】
10年後、20年後に必要な人
材はもう揃っていますか？
～未来の会社への贈り物～

【人材のプロが採用強化全面
支援】中小企業こそ今動くこと
が必然です！

Gozaru部　原田 豪己
TEL：052-855-3140

展示期間毎　五十音順・A～Z順
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