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                                平成 24 年 12 月 3 日 

 

エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト。 

「eco japan cup 2012」入選者発表および 

エコプロダクツ 2012 でのパネル展示、審査会のお知らせ 

 

エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト。eco japan cup 2012。各部門の入選者が決まりまし

た。本年もエコプロダクツ 2012 の会場において入選者のパネル展示および最終審査を行います。 

eco japan cup 公式ホームページ http://www.eco-japan-cup.com 

 

12 月 13 日（木）～12 月 15 日（土） 東京ビッグサイトで開催されるエコプロダクツ 2012。 

本年も会場内 eco japan cup ブースにて 2012 年度入選者のビジネスプラン、アート作品、 

市民活動、政策提言などをパネル展示にて発表いたします。また、カルチャー部門、ライフスタイ

ル部門、ポリシー部門は昨年に引き続き、公開での最終審査を特設ステージ等にて行います。 

 

◆エコプロダクツ 2012 12 月 13 日（木）～12 月 15 日（土）10:00～18:00(最終日は 17:00 まで) 

 【会場】東京ビッグサイト eco japan cup ブース：東棟 1ホール 小間番号 1-901 

 

 【内容】 

◇開会の挨拶＆トークショー 12 月 13 日（木）10:00～（eco japan cup 末吉竹二郎実行委員長 他） 

◇eco japan cup2012 各部門入選者のパネル展示、作品展示（開催期間中） 

◇カルチャー部門、ライフスタイル部門、ポリシー部門最終審査会（eco japan cup ブース） 

12 月 13 日（木）エコアート、環境ニューディール政策提言 

12 月 14 日（金）エコデザイン、エココミュニケーション、エコチャレンジ！ 

12 月 15 日（土）エコミュージック、市民が創る環境のまち元気大賞 

＊審査結果の発表は平成 25 年 1 月上旬を予定しております。 
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◆各部門の入選者および最終審査会の日程 

 

【ビジネス部門】 

◇環境ビジネス・ベンチャーオープン 

最終審査会は 12 月 9 日（日）日本政策投資銀行会議室にて開催 

 

株式会社あかりカンパニー 

「太陽光を部屋の明かりに変換する採光ブラインド『アカリナ』の、消灯による節電」 

ia corporation 株式会社  

「大半が未だに廃棄されている廃食油を、日本のエネルギー資源にする」 

石川中央魚市株式会社 

「『朝セリ』の実施と若年層をターゲットにした魚の地産地消推進プロジェクト」 

Ｅ・Ｔ・Ｅ株式会社 

「『Mi（ミ）ラクルコイル』で、大幅な電力削減が可能。全国展開で着実に事業を伸ばす」 

株式会社エコリオ 

「食品残さ（揚げカス）の環境ソリューション」 

株式会社海月研究所 

「未利用クラゲ廃棄物の高度利用による資源化」 

株式会社 清水製作所  

「レアメタル不要の低価格・高性能透明断熱シートの量産化技術の開発」 

辰星技研株式会社 

「移動型廃棄物再資源化装置の開発・製品化・販売事業」 

初野建材工業株式会社 

「再生骨材から溶出する６価クロムを無害化する浄化剤、及び浄化技術の提供」 

有限会社バンベン 

「ビジネスを通じた内モンゴル・オルドスの砂漠緑化事業～塩を売って緑を買う男の挑戦～」 

株式会社ピリカ 

「ゴミ拾いアプリ『ピリカ』の運営事業」 
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【カルチャー部門】 

◇エコアート 12 月 13 日（木）11:30～13:05 

GOMI ファンタジスタプロジェクト 「砂月 Social Mosaic Art」 

西川 祥子 「空樹」 

林 憲昭  「げんき海（かい）プロジェクト」 

吉田 幸代 「あかりプロジェクト２０１２」 

盛 世匡  「気づきの庭」 

 

◇エココミュニケーション 12 月 14 日（金）10:30～12:05 

深澤 孝史 「とくいの銀行 TokuinoBank」 

鞍谷 万樹 「ECO への道路標識」 

小川 邦雄 「浅草サンバカーニバル『地球が元気：歌姫ディーバ』」 

特定非営利活動法人 水守の郷・七ヶ宿  「山づかいで、リバースジャパン」 

辰巳 雄基 「Japanese tip」 

 

◇エコデザイン 12 月 14 日（金）13:00～14:35 

植松 利郎 「バンブー・ハンドライト」 

木寅 篤人 「ついたて」re-design,japanese traditional beauty. 

関 達也  「Roll Socket」 

瀬木 雅博 「earth rule」 

籔下 聡希   「Hushime（ふしめ）」 

 

◇エコミュージック 12 月 15 日（土）15:00～16:35 

jabami-じゃばみ- 「いのちのもり」 

ひとつ屋根の下  「耕せ！どじょうおじさん」 

益子 ふみえ   「ボク、バク」 

小林 真人    「栄光のエコ」 

  AikaH （アイカ） 「MOTTAINAI ～ワンガリ･マータイに捧げる～」 

 

【ライフスタイル部門】 

◇エコチャレンジ!  12 月 14 日（金）10:30～12:05 

創価大学経営学部経営学科野村ゼミチーム マーガハウス       「エコチャレンダー」 

八幡酒蔵工房代表 小関 皆乎「放置竹林の間伐“竹粉”が地域を変える！」 

米川 裕之        「マキワリステーション：都会に響くワイルドなスポット」 

徳田 幸子        「干し野菜でおもてなしお菓子」 

小山 智恵子       「エコバック」 
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◇市民が創る環境のまち“元気大賞 2012” 12 月 15 日（土）10:30～14:35 

青森県立名久井農業高等学校 TEAM FLORA PHOTONICS  

「『花のチカラ』復興支援プロジェクト」 

特定非営利活動法人 グリーンシティ福岡 

「志賀島 歴史と自然のルートづくり事業」 

特定非営利活動法人 国頭(くにがみ)ツーリズム協会 

「やんばる国頭の森の水路再生・棚田ビオトープ整備による地域活性化プロジェクト」 

佐渡島加茂湖水系再生研究所 

「新潟県佐渡市 トキ舞う加茂湖の水辺再生プロジェクト」 

ＮＰＯ法人 湘南スタイル 

「地域資源『湘南みかん』の『ひと・もの・こと』を活用した持続可能な社会づくりを目指す

『湘南「みかんの木パートナーシップ」プログラム』」 

藤野電力 

「旧牧郷小学校 100%自給プロジェクト」 

特定非営利活動法人ブリッジ エーシア ジャパン 

「ベトナム中部の農村 誇りを持てる環境循環型の村づくりの実践」 

守谷あんしんお散歩プロジェクト 

「美しいまちを笑顔でお散歩！市民、行政、専門家が立場を超えてみんなで歩いてあんしんの

まちづくり！」 

 

【ポリシー部門】  

◇環境ニューディール政策提言 12 月 13 日（木）13:30～15:30 

下平 利和 

「脱原発・低炭素化社会の実現に向けた『地域分散型再生可能エネルギーシステムの構築』」 

渡辺 保 

「森林吸収の環境効果をクレジット化する事で、大規模ソーシャルビジネスを創出する」 

山本 泰弘 

「日本再生プロジェクト「抜擢」国民投票 ―No Moon Shot, No Sun Rise―」 

中川 修治 

「市民共同発電を中心とした再エネ発電事業と地域経済活性化プロジェクト」 

西村 ユタカ 

「耕作放棄地再生団（非農家自給耕作チームによる耕作放棄地解消スキーム）」 

 

                                  （入選者順不同） 
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主  催： 

環境省／国土交通省／総務省／環境ビジネスウィメン／日本政策投資銀行／三井住友銀行 

 

後  援： 

外務省／経済産業省／内閣府／農林水産省／文部科学省／朝日新聞社／産経新聞社／東京新聞／ 

日本経済新聞社／毎日新聞社／読売新聞社／日経 BP 社／NPO 法人環境経営学会／東京商工会議所／ 

(公社)経済同友会／ (社)日本インテリアデザイナー協会／ (社)日本経済団体連合会／ 

(社)日本グラフィックデザイナー協会／日本商工会議所／ (社)日本パッケージデザイン協会／ 

(社)日本青年会議所／日本ベンチャーキャピタル協会／低炭素都市推進協議会／全国知事会／ 

北海道／青森県／岩手県／宮城県／秋田県／山形県／福島県／茨城県／栃木県／群馬県／ 

埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県／新潟県／富山県／石川県／福井県／山梨県／長野県／ 

岐阜県／静岡県／愛知県／三重県／滋賀県／京都府／大阪府／兵庫県／奈良県／和歌山県／ 

鳥取県／島根県／岡山県／広島県／山口県／徳島県／香川県／愛媛県／高知県／福岡県／ 

佐賀県／長崎県／熊本県／大分県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県 

 

パートナー・コンテスト[企業賞]提供団体： 

一般財団法人セブン-イレブン記念財団／日本郵政グループ／一般社団法人環境ビジネスウィメン 

株式会社三井住友銀行 

 

一般協賛団体： 

パナソニック株式会社／三井不動産株式会社／三井住友ファイナンス＆リース株式会社 

～水俣地域の発展のために～ JNC 株式会社／株式会社電通／前田建設工業株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

 

連携団体： 

NPO 法人持続可能な社会をつくる元気ネット／ 深瀬記念視覚芸術保存基金 

                                   

 

 

＜お問い合わせ＞ 

eco japan cup 総合運営事務局 

一般社団法人 環境ビジネスウィメン内 

Tel : 03-5888-9139 / Fax : 03-5888-9140 / E-mail : ejc@eco-japan-cup.com 

 


