
  

企業・団体パートナーの 
森林活動の取り組み 

（一覧） 
 

2013年３月現在 

イーズ未来共創フォーラム 異業種勉強会 



イーズ未来共創フォーラム 
企業・団体パートナーの取り組み 

 国土の67％が森林という日本では、森林をどのように
守り、育てるかが国土保全にも直結します。森林保全に
関して、政府や住民だけでなく、企業も大きな役割を果
たすことが期待されています。 

 私たちイーズ未来共創フォーラムにパートナーとして
参加している企業・団体も、それぞれの考えや方針で、
さまざまな取り組みを行っています。 

 企業がどのような森林保全活動を行っているのかをぜ
ひ見て、知って下さい。よりよい活動や連携のきっかけ
になることを願っています。 



公益財団法人秋山記念生命科学振興財団 
社会貢献活動助成 
「特定非営利活動法人大沼・駒ヶ岳ふるさとづくりセンター」など 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
公益財団法人秋山記念生命科学振興財団　社会貢献活動助成　http://www.akiyama-foundation.org/history4/



旭化成ホームズ あさひ・いのちの森 
（2012年CSR報告書より） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
旭化成ホームズ　あさひ・いのちの森（2012年CSR報告書より）　　詳細はhttp://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/environment_human04.html/

http://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/environment_human04.html/�


イオン株式会社  
イオン ふるさとの森づくり 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
イオン　環境の取り組み　http://www.aeon.info/environment/environment/furusato.html

http://www.aeon.info/environment/environment/furusato.html�


カーボンフリーコンサルティング株式会社 
Tree Station 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
カーボンフリーコンサルティング株式会社　Tree Station　http://carbonfree.co.jp/tree-station/

http://carbonfree.co.jp/tree-station/�


環境ビジネスエージェンシー  
プレゼントツリー 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
環境ビジネスエージェンシー　プレゼントツリー　http://www.presenttree.jp/

http://www.presenttree.jp/�


グラム・デザイン 私の森.jp 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
グラムデザイン　私の森.jp　http://watashinomori.jp/

http://watashinomori.jp/�


高知県 協働の森づくり 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
高知県　協働の森づくり　http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiski/030701/i-ver.html



国土防災技術株式会社 
Soumoku倶楽部 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
国土防災技術株式会社　Soumoku倶楽部　http://www.jce.co.jp/about/10.html

http://www.jce.co.jp/about/10.html�


株式会社駒井ハルテック 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
駒井ハルテック　環境に対する取り組み　http://www.komaihaltec.co.jp/ENV/environment/index.html

http://www.komaihaltec.co.jp/ENV/environment/index.html�


株式会社サステイナブル 
・インベスター 
森林FUND 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
株式会社サステイナブル・インベスター　森林FUND　https://www.sustainable-investor.co.jp/si/fund/detail.html?fundId=2

https://www.sustainable-investor.co.jp/si/fund/detail.html?fundId=2�


サントリーホールディングス 
「天然水の森」 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
サントリーホールディングス　天然水の森　http://www.suntory.co.jp/eco/forest/

http://www.suntory.co.jp/eco/forest/�


株式会社資生堂  
椿の森 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
資生堂　椿の森　http://group.shiseido.co.jp/csr/community/social/env/

http://group.shiseido.co.jp/csr/community/social/env/�


昭和シェル石油株式会社 
「富士山の森づくり」プロジェクト 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
昭和シェル石油株式会社　「富士山の森づくり」　http://www.showa-shell.co.jp/society/philanthropy/morizukuri.html

http://www.showa-shell.co.jp/society/philanthropy/morizukuri.html�


JX日鉱日石エネルギー株式会社 
ENEOSの森 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
JX日鉱日石エネルギー株式会社　ENEOSの森　http://www.noe.jx-group.co.jp/enegori/index.html

http://www.noe.jx-group.co.jp/enegori/index.html�


住友商事株式会社 
生物多様性への取り組み 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
住友商事株式会社　生物多様性への取り組み　http://www.sumitomocorp.co.jp/society/biodiversity/index.html

http://www.sumitomocorp.co.jp/society/biodiversity/index.html�


株式会社木楽舎/月刊ソトコト 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ソトコト住育　人と家と森をつなぐ、森林ツアー　http://www.sotokoto.net/jp/juiku/tips/03/index.html

http://www.sotokoto.net/jp/juiku/tips/03/index.html�


有限会社高島油店  
ペレットストーブ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
高島油店　ペレットストーブ　http://www.takashima-e.com/philo.html

http://www.takashima-e.com/philo.html�
http://es-inc.jp/network/img/f58ac5c7df3e19257c60bda5caa86408.jpg�


株式会社大地を守る会 
森と木の住まいづくりフォーラム 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大地を守る会　森と木の住まいづくりフォーラム　http://www.daichi.or.jp/corporate/business/action/housing/

http://www.daichi.or.jp/corporate/business/action/housing/�


大日本印刷株式会社 
生物多様性への取り組み 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大日本印刷株式会社　生物多様性への取り組み　http://www.dnp.co.jp/csr/theme11g.html

http://www.dnp.co.jp/csr/theme11g.html�


帝人株式会社 
生物多様性の保全 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
帝人株式会社　生物多様性の保全　http://www.teijin.co.jp/eco/environment/protection.html

http://www.teijin.co.jp/eco/environment/protection.html�


株式会社電通 
「国際森林年」プロジェクト 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
株式会社電通　パブリック・テーマへの取り組み　http://www.dentsu.co.jp/csr/environment/communication/public_theme.html

http://www.dentsu.co.jp/csr/environment/communication/public_theme.html�


東京海上日動火災保険株式会社 
マングローブの森づくり 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
東京海上日動火災保険　マングローブの森づくり　http://www.tokiomarinehd.com/social_respon/mangrove/index.html

http://www.tokiomarinehd.com/social_respon/mangrove/index.html�


東京ガス株式会社 
わたしの森プロジェクト 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
東京ガス株式会社　わたしの森プロジェクト　http://www.tokyo-gas.co.jp/env/forest/index.html

http://www.tokyo-gas.co.jp/env/forest/index.html�


東洋紡株式会社 
「東洋紡みらいの森」 
（CSR報告書2012年より) 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
東洋紡株式会社（CSR報告書2012年より)　　http://www.toyobo.co.jp/csr/report/pdf/2012/csr2012.pdf

http://www.toyobo.co.jp/csr/report/pdf/2012/csr2012.pdf�


株式会社西尾家具工芸社 
・「木づかい運動」への参加 
・ならのこ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
株式会社西尾家具工芸社　ならのこ　http://www.nishio-jp.com/naranoco/home.php

http://www.nishio-jp.com/naranoco/home.php�


日産自動車株式会社 
生物多様性の保全 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日産自動車株式会社　生物多様性の保全　http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/SOCIAL/BIODIVERSITY/

http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/SOCIAL/BIODIVERSITY/�


日本興亜損害保険株式会社 
「日本興亜の森林(もり)」 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日本興亜損害保険株式会社　「日本興亜の森林(もり)」　http://www.nipponkoa.co.jp/environment/forest.html                                                                             http://www.nipponkoa.co.jp/environment/forest_report.html

http://www.nipponkoa.co.jp/environment/forest.html�
http://www.nipponkoa.co.jp/environment/forest_report.html�


株式会社日本エコシステム 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
株式会社日本エコスステム　http://www.j-ecosystem.co.jp/

http://www.j-ecosystem.co.jp/�


日本海ガス株式会社 
森づくり活動 
(2012 CSR報告書より) 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日本海ガス株式会社　森づくり活動　(2012　CSR報告書より)　http://www.ngas.co.jp/co/eco/report2012-8.pdf

http://www.ngas.co.jp/co/eco/report2012-8.pdf�


日本経済新聞社 
エコプロダクツ展主催 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日本経済新聞社　エコプロダクツ展　http://www.eco-pro.com/eco2012/

http://www.eco-pro.com/eco2012/�


日本コカ・コーラ株式会社 
コカ・コーラ森に学ぼうプロジェクト 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
株式会社コカ・コーラ　コカ・コーラ森に学ぼうプロジェクト　http://www.cocacola.co.jp/morimana/

http://www.cocacola.co.jp/morimana/�


日本テトラパック株式会社 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日本テトラパック株式会社　森林管理と原材料　http://www.tetrapak.com/jp/environment/forestry_and_materials/Pages/default.aspx

http://www.tetrapak.com/jp/environment/forestry_and_materials/Pages/default.aspx�


株式会社博報堂 
フォレストサポーターズ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
株式会社博報堂　フォレストサポーターズ　http://www.mori-zukuri.jp/

http://www.mori-zukuri.jp/�


富士通株式会社 
・熱帯雨林再生活動 
・里山保全活動 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
富士通株式会社　・熱帯雨林再生活動　http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/biodiversity/vision3/protect/rainforest/・里山保全活動　http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/biodiversity/vision3/protect/satoyama/

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/biodiversity/vision3/protect/rainforest/�
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/biodiversity/vision3/protect/satoyama/�


株式会社ブリヂストン  
Ｂ・フォレスト エコピアの森 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ブリヂストン　Ｂ・フォレスト　エコピアの森　http://www.bridgestone.co.jp/csr/soc/eco/japan/ecopia_forest/index.html

http://www.bridgestone.co.jp/csr/soc/eco/japan/ecopia_forest/index.html�


平和紙業株式会社  
more trees paper 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
平和紙業　more trees paper　http://www.heiwapaper.co.jp/j/index.html

http://www.heiwapaper.co.jp/j/index.html�


一般財団法人ベターリビング 
BLUE&GREEN PROJECT 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
財団法人ベターリビング　BLUE&GREEN PROJECT　http://www.gasdemori.jp/

http://www.gasdemori.jp/�


三井物産株式会社 
三井物産の森 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
三井物産　三井の森　http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contribution/forest/about/index.html

http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contribution/forest/about/index.html�


矢崎エナジーシステム株式会社  
木質バイオマス地域循環モデル事業 
（高知県梼原町）、矢崎の森 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
矢崎総業　木質バイオマス地域循環モデル事業（高知県梼原町）、矢崎の森　http://www.yazaki-group.com/pdf/ser2012/22-25.pdf

http://www.yazaki-group.com/pdf/ser2012/22-25.pdf�


株式会社山田養蜂場 
安徽省での植樹活動 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
株式会社山田養蜂場　安徽省での植樹活動　http://beekeeper.3838.com/activity/shokuju/mongol/2012.html

http://beekeeper.3838.com/activity/shokuju/mongol/2012.html�


イーズ未来共創フォーラム 
企業・団体パートナーの会  

共創へ向けて 
 

私たちは、組織や業種・セクターを超え
て、課題を共有し、「共創のための作法
と力」を身につけ、日本全体の取り組み
を少しでも良い方向に動かしていくこと
で、持続可能で幸せな未来を共に創って
いきます。 
 
 

（2013年3月現在） 
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