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啓発 導入 事業

開発
シーズ型

支援 サービス概要 URL 担当者 連絡先 メール

1

一般社団法人福岡
県中小企業診断士
協会 SDGs推進ネッ
トワーク福岡

福岡市 ◎ ◎ ○ ○

●中小企業へSDGsを普及・啓発するためのSDGs研修
●SDGs経営の導入を希望する企業・団体への訪問面談によるサポート
●SDGs経営の導入状況に関するSDGs評価書の発行
●SDGs視点による新事業創出・事業計画策定・経営課題解決の支援

https://sdgsnwf.busi
ness.site/

越川 智幸 050-5583-
3480

sdgsnetworkf@gmail.
com

2
株式会社野口 ビジネ
スコンサルティグ

福岡県
宗像市 ○ ◎

「福岡から世界へ良い商品を輸出する」を基本とし、パートナー企業として次の２つのサービスを提供します。
1.海外へ「メイドインジャパン商品」をWEBで販路拡大を提供します。
・ユーザー12億人が利用するWechatアプリミニプログラムを活用した「あらたな越境EC サービス」を提供しま
す。
2.ベトナムからの技能・介護実習生の受け入れをしていきます。
・ベトナムからの実習生を介護・福祉事業に受け入れ、介護・福祉事業者のサポートをします。
・ベトナムの送り出し機関２社と契約を結んでいます。また福岡には受け入れ機関組合もありスムーズなサービ
スが可能です。

http://wwww.noguch
i-bc.biz

代表取締役
野口 幸男

090-1519-
9397

Yukio.mks.831@gmai
l.com

3
株式会社経営支援セ
ンター

長崎市 ○ ◎

●並走型経営コンサルタント業務
（補足）
・経営理念を時代に合わせて変更する必要はありませんが、それを具現化する中期計画は、時代に合わせて
変化させることが重要
・国の認定経営革新等支援機関として、企業に密着し、経営支援のホームドクターとして経営者とともに歩ん
でいく

http://www.ksien.co
m

髙濵 有志 095-895-
5950 info@ksien.com

4
株式会社中村製材
所

佐賀市 ○ ◎
●「植林～保育～伐採」のサイクルを適正に管理し、生態系にも配慮した森林木材利用への理解をより多く
の方々に求め、啓蒙していく社会問題解決活動
●FSC®認証木材及び全国地域産材の取扱い並びに弊社特許商品製造・販売 （SKINWOOD®）

http://kanejin.jp/ 古賀 晋一郎 0952-47-
3100 s.koga@kanejin.jp

5
株式会社ナカムラ消
防化学

長崎県
大村市 ◎ ◎

●自社設計・開発によるソーシャルビジネス解決への提案
【取扱製品等】
・1km送水出来る自社開発ポンプ（タイ国では消防と農業用として提案中）
・消防関連製品（消防自動車の製造・販売,環境に優しいフッ素が含まれない消火薬剤、消火器を使わな
い簡易な投擲型消火ボール、単体で稼働する自動スプリンクラー、浄水装置など）
・自社にて設計・開発スタッフが在籍

http://www.n-fc.com
取締役
中頭 徹男

0957-52-
1617 chuto@n-fc.com
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6 オフィースハチドリ 福岡市 ◎ ◎ ○

「あなたたちが望もうと、望むまいと変化は訪れる。」
スウェーデン環境活動家  グレタ・トゥーンベリ

貴社の文化・風土・歴史・社風を基礎として、
3現主義(現場・現物・現実)に則り、
変えるべき点を変え、変えてはいけない点を変えず、
コンサルとして培った20年以上の経験を生かし、皆さんと一緒にSDGs構築を進めます。

－ 鳥越 信 090-3078-
1776

shinsan@poem.ocn.n
e.jp

7
中倉ビジネスコンサル
ティング

福岡市 ○ ◎
●研修・コンサルティング
・誰もが働きやすい職場作りを進めるための意識改革研修、業務改善研修
・社内で働き方改革を推進するにあたってのコンサルティング

https://nakabiz.jp/ 中倉 誠二 info@nakabiz.jp

8
株式会社学生情報セ
ンター

京都市 ◎ ○ ◎
●学生インターンシップを活用した課題解決プロジェクトの立ち上げと運営
・サステナビリティ宣言策定支援（社内ヒアリング、評価、言語化、中期経営計画への接続）
・SDGs関連事業の開発支援（例 古紙再生アート、段ボールアート制作等）

https://tokyu-
nasic.jp/

児玉 尚樹 092-736-
0551

naoki-
kodama@tokyu-
nasic.jp

9

特定非営利活動法
人APUグローバルビジ
ネスネットワーク
（APU-GBN）

大分県
別府市 ◎ ○ ○

●セミナー開催、海外ネットワークを活用したビジネス支援
①SDGs普及啓発のためのセミナー開催（セミナーの実施、講師派遣等）やSDGsに沿った経営戦略や新
たなビジネス形成、中小企業の海外進出等へのアドバイス
②国際機関や公的機関へのSDGsに関する政策提言、民間企業や団体に対する地域の社会課題解決と
ビジネスの両立の実現、学生等若者の起業や事業承継等に関するコンサルテーション及びAPU国際生や卒
業生と連携した海外進出等の支援

http://apu-gbn.com/ 須藤 智徳 0977-78-
1111 info@apu-gbn.com

10
株式会社サティスファク
トリー

東京都
中央区 ◎

●環境配慮型ごみ袋の提供
・再生材を99％使用したごみ袋「FUROSHIKI」
各企業から廃棄物として排出されたストレッチフィルムを、主な原料として使用している為、廃プラスチックの削

減を各企業の取り組みとして実現することが可能
・事業内容は、廃棄物マネジメント事業、環境コンサルティング事業、環境教育事業

https://www.sfinter.
com/

水野 雄太 03-5542-
5300 mizuno@sfinter.com
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11 株式会社丸信
福岡県
久留米
市

○ ◎

●SDGs発信の制作サポート、環境配慮型のパッケージ製品の提案
①企業がSDGsの取り組みを社内および外部へ発信する際のWebサイトやポスター・チラシ、POP等の制作
のサポート。Web制作部隊やデザイナー多数。
②FSC認定工場としてFSC認証紙を使った製品をはじめとする環境配慮製品について、SDGs達成を実現す
るシール・ラベル、パッケージ製品の提案。

https://www.maru-
sin.co.jp/

田中 敏彦 0942-43-
6621

t.tanaka@maru-
sin.co.jp

12
株式会社モリサワ 福
岡営業所

福岡市 ◎

●ユニバーサルデザインフォント（UDフォント）、MCCatalog+による「伝わるコミュニケーション」の提供
・わかりやすく、読みやすく、間違えにくいをコンセプトとした「UDフォント」の提供。
・最大10言語の多言語自動翻訳、音声読み上げなど、高い配信効果をもたらす多言語ユニバーサル情報
配信ツール「MCCatalog+」の提供。
・UDフォントの基礎知識、活用事例、伝わる制作物のセミナー実施。包括契約をされたお客様向けにUDフォ
ントを効果的に使っていただくためのフォローアップ、個別サポートなどを提供いたします。

https://www.morisa
wa.co.jp/

古賀 充祥 092-411-
5875

mkoga@morisawa.co
.jp

13
株式会社 LbE
Japan

福岡市 ◎ ◎ ○ ○

●教育・研修支援、交流・啓発
①グローバルなサステナビリティ教育・研修の支援
・サステナビリティ教育のイニシアティブとして日本・アメリカ・台湾を舞台にしたグローバル教育（2019 年：
220 案件、約22,000 人に研修実施）
・異なる意見や文化を持つ人と協働する体験型研修
・学習者のレベルに合わせたサステナビリティ学習プログラムの作成、企業内SDGsの推進
②サステナビリティ教育推進を図るウェブサイトを通じ、ESD を推進する教職員コミュニティ作りや世界に向けた
啓発活動
・サステナビリティに興味がある個人・団体が情報交換が出来る場所を提供
・無料レッスンプラン、SDGs 達成に向けた具体的実践例などを発信

http://lbejapan.co.jp
/

牛尾 利香 092-791-
6581 ushio@lbejapan.co.jp

14
SDGパートナーズ有限
会社

東京都
中央区 ◎ ◎

●SDGs講演・総合コンサルティング、ESG対応支援
①SDGsに関する基礎的な内容やSDGsに取り組む意義に関する講演・ワークショップの実施
②企業や自治体等のサステナビリティ推進に関する総合的なコンサルティング
③ 企業のESG対応、サステナビリティの社内浸透、ビジネスと人権への対応、ダイバーシティ推進、長期ビジョ
ン策定、マテリアリティ特定、統合報告書作成に関する各種支援

http://www.sdgpartn
ers.jp

柴田 美紀子
川崎 暢子

03-5829-
4373 info@sdgpartners.jp

15
三井住友海上火災
保険株式会社

福岡市 ◎ ◎

●SDGs勉強会、制度設計等の取組サポート
【企業向け】
・役職員のSDGsに対する理解を促進させるための社内勉強会講師
・貴社のSDGs取組方針策定に対するアドバイス
【自治体向け】
・企業向けＳＤＧｓ推進登録・認証制度の設計アドバイス
・自治体主催セミナーの講師対応
【商工団体・金融機関向け】
・商工団体・金融機関役職員向け勉強会の講師
・企業向けSDGs取組セミナーの講師対応、会員・お取引先企業様への取組支援
※原則無料、必要に応じ外部専門家に対するフィーが発生する場合あり

http://www.ms-
ins.com

柳沢 健 092-722-
6383

Ken.yanagisawa@ms
-ins.com
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16
合同会社松下生活
研究所

熊本市 ◎ ◎

●SDGs推進サポート、農家等支援
①SDGs事業立ち上げ、事業課題解決に向けたサポート、SBやCBの推進
・事業性と社会性を明確にしたSDGsポジショニング、SDGsMixを検討し、プロジェクトやデザイン作業（HP
等含む）、カウンセリングセールスなどのコーチングを行う。
②オーガニック直売所の経営（１億円程）を通じた六次化による農家支援や消費者への健康へのアプロー
チ
③六次化による木材流通支援

http://msk1985.soci
al/about/

松下 修 096-202-
4136 tsg@indigo.plala.or.jp

17
株式会社倖乃舎
（呼称：サチノヤ）

福岡県
飯塚市 ◎ ○ ○ ◎

●飲食・まちづくり事業、相互理解・人材育成事業支援
①地域のオーガニック野菜を中心とした飲食事業やまちづくり事業
・自社事業の実績（フードロス削減をテーマとしたお弁当、ランチの提供等）も踏まえた飲食系・製造系・教
育系事業者向けSDGs 研修やコンサルティング、サポート事業
②日本とアフリカの相互理解・人材育成事業
・日本とアフリカ（福岡県飯塚市は南アフリカのパラリンピックホストタウン）の子どもたちがお互いを理解し、持
続可能な社会の形成に寄与する人材を育成することを目的に実施（厚生労働省補助事業）。テレビ会議
システム（zoom）を使用して、アフリカ・マラウイと福岡県久留米市の学校を中継し授業を展開
①②にて、年間20件ほどの企業や教育機関、行政機関にてSDGs講演会の実績あり

※現在制作中
（https://sachino
ya.com/）

代表取締役
稲富 隆太

0948-52-
3582
080-6882-
0474(担当:稲
富)

inatomi.r0701@sachi
noya.com

18

一般社団法人SINKa
（社会起業家創出
支援ネットワーク九州・
アジア）

福岡市 ◎ ◎ ◎

●SDGs普及・経営サポート、課題解決ソリューション・スキルの提供
①SDGsの普及・啓発やSDGs経営のサポート
・ソーシャルビジネス、SDGsに関する個別相談会、研究会、セミナー・フォーラムの開催
②SDGsのゴール達成や地域・社会課題の解決に向けたソリューションやスキル
【取組事例】
・災害支援
・地域コミュニティ
・公共施設運営
・地方創生・持続可能な地域づくり
・NPO等の伴走支援
・社会的インパクト評価普及・啓発

https://www.sinkweb
.net/

092-762-
3789 info@sinkweb.net

19
株式会社パルクス・プ
ロジェクトミライズ

福岡県
春日市 ◎

●研修・ワークショップ
・学校や地域・企業研修でのキャリア教育系出張授業やSDGsワークショップを開催
【取組例】
・キャリア教育コーディネーター（学習指導要領に則った授業提案）
・春日市環境審議会委員
・SDGs forSchool認定エデュケーター（新聞記事を使用した深く考えるSDGｓワークショップの提案）
・笑下村塾公認SDGsファシリテーター（ババ抜きゲームを使った楽しいSDGｓワークショップの提案）

https://www.miraizu.
org/

石橋 輝政 092-404-
8704 info@miraizu.org

http://www.itakurakyok
ai.or.jp/

https://engakusha.jp/

●木造建築構法の普及・啓発
・板倉構法等を用いた一般住宅から大断面集成材等を用いた大規模木造建築まで、我が国の木造建築の
伝統と技術を生かした構法の普及・啓発活動
・特に文化・芸術との関連が問われる意匠設計の立場から、観光や産業への貢献も視野に入れた活動も実
施

佐々木 郁夫 092-673-
4416

ikuosasaki108@mac.
com

20
燕楽舎一級建築士
事務所

福岡市 ◎
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21 株式会社フラウ 福岡市 ◎ ○

●SDGs広報・イベントサポート、企画提案
①SDGsの普及・啓発を行う上での広報活動・イベント運営のサポート
②SDGs次世代育成普及活動としての小学校出前講座等企画の提案
③地域・課題の解決に向け「ヒト・モノ・コト」を活用したリサーチ・企画提案
④28年間で構築した九州・全国の子育て支援社会起業家ネットワークの主宰であり、ネットワークを駆使して
広報・拡散・展開の提案

http://www.frau-
net.com/

工藤 隆宏 092-751-
8830 archi@frau.co.jp

22
柳井電機工業株式
会社

大分市 ◎

●IT活用支援
・下記に掲げる用途に合わせたITを用い、設備の情報管理、熟練者のノウハウのデータ化、製造工程の見え
る化、5G時代の地域分散クラウドシステムなどを構築し、遠隔で監視・操作を行うことで場所を選ばずに情報
の把握が可能となります。
【活用事例】
①設備台帳システム
②ナレッジデータシステム
③醸造IoT（醸造工程の遠隔管理による見える化）
④5G建設機械・ドローンのリモート操作システム

http://www.yanaiden
ki.co.jp/

井上 国広 097-537-
5367

k-
inoue@yanaidenki.co
.jp

23 リューコス株式会社
長崎県
佐世保
市

◎ ◎ ○

●研修
・個人～99名規模の会社の、経営資源を最大化させるための支援
・SDGsカードゲーム（３種類）の実施
・社内にSDGｓを導入、推進していくための仕組みつくり、研修の実施
・SDGｓの課題に対する実際の取り組みの推進支援
・SDGｓへの取り組みに関する広報

http://www.leukos.jp 内海 梨恵子 0956-26-
5560 info@leukos.jp

24 シンワラボ株式会社 福岡市 ◎ ◎ ◎ ○

●研修・社内推進サポート
①SDGs研修、社内プロジェクトチーム立上げ～運営サポート
・企業ブランディング（対外発信）
・金融機関との連携によるSDGsゴール達成と連動したビジネスプラン策定

②ゴール課題を共有する企業コラボレーションによる新規事業開発

https://shinwalab.jp 加藤 シゲキ 090-5087-
3711

shigeki.kato@shinwal
ab.jp

25
株式会社九州フィナン
シャルグループ

熊本市 ◎ ◎ ○

●SDGsコンサルティング、金融支援
①SDGsパンフレットを作成し、営業活動を通じて行員・地域のSDGs意識醸成。
地元の企業向けにSDGsコンサルティングを展開（熊本、福岡県内のみ）

②本業の投融資にESG目線を入れ、地域の課題解決・SDGsの達成に寄与する企業の活動を後押し

https://www.kyushu
-fg.co.jp

西田 貴之 096-326-
5608

keiki2@ml.kyushu-
fg.co.jp


