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～Association for the Promotion of Social Products～ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

◆ピックアップ・ニュース 
―ソーシャルプロダクツを中心に、「ソーシャル」に関する国内外の最新ニュースをご紹介 

 
 

◆今月の企業・商品紹介 
―バリュードライバーズ株式会社「tabeloop」 

  

 
◆法政大学大学院「CSR とマーケティング」講座 第 5 回 
―株式会社トライフ 手島 大輔 様 

ロアジスジャパン株式会社 岡田 雅子 様 

 

 

◆ソーシャルプロダクツの動向 
―ソーシャルプロダクツに関連する世の中の動向をレポート 

 「社会的な価値とエンゲージメント」 
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◆きかんしゃトーマス SDGs（持続可能な開発目標）を題材にした新作が放送決定 

 

国連は、英国の幼児向け人気テレビ番組「きかんしゃトーマス」

が、SDGs（持続可能な開発目標）の内容を題材にした新作を放送

することを発表しました。今秋以降に世界各地で放映される新シ

リーズ 26話のうち 9話において、目標 4「質の高い教育をみんな

に」／目標 5「ジェンダー平等を実現しよう」目標 11「住み続け

られるまちづくりを」など、5つの目標を扱うそうです。SDGs

とは、国連で採択された 2030年までに誰一人取り残さない世界を

実現するための 17の目標で、知名度向上が大きな課題となってい

ます。 

 

詳細：https://this.kiji.is/410950873452135521?c=39546741839462401 

 

 

◆島村楽器 環境にやさしい楽器を販売し、その売上の一部を寄付する「Evergreen Project」を開始 

 

島村楽器株式会社は、環境配慮型の素材で作られたリコーダー、

鍵盤ハーモニカ、オカリナ、おもちゃなどを対象に、売上の一部

を公益社団法人国土緑化推進機構が主導する「緑の募金」に寄付

する「Evergreen Project」を開始させました。集まった寄付金は

国内外での森林保護活動に使われるそうです。対象商品は全国の

島村楽器店舗と、島村楽器オンラインストアにて購入することが

できます。 

 

詳細：https://kyodonewsprwire.jp/release/201809107766 

 

 

◆逗子フェアトレードタウンの会 障がい者アートをラベルに施したフェアトレードチョコ「逗子チョ

コ」を 12月に発売 

 

逗子市の市民グループ「逗子フェアトレードタウンの会」などは、障が

い者が描いた絵をラベルに施したフェアトレードチョコレート「逗子チ

ョコ」を 12月に発売します。今年 2月に初の試みとして発売したとこ

ろ好評を博し、第 2弾に乗り出すことになったそうです。国内 3番目の

フェアトレードタウンである同市は、ウェルフェア（福祉）と フェア

トレード（公正な貿易）をかけ合わせた「ウェルフェア・トレード」に

ピックアップ・ニュース 

https://this.kiji.is/410950873452135521?c=39546741839462401
https://kyodonewsprwire.jp/release/201809107766
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力を入れています 。 

 

詳細：http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201809/CK2018091202000141.html 

 

 

◆H&MとWWF 環境配慮を訴えるサステイナブルなキッズコレクションを発表 

 

H&MとWWFは、人々の地球環境への関心を高めるキッカケとして、

サステイナブルな素材でできた「WWF x H&M キッズコレクション」

を発売しました。同コレクションは、トラ、ユキヒョウ、シロクマ、

クジラ、ゾウ、ペンギンといった現在危機にさらされている野生生物

などにスポットをあてています。各商品の売上のうち 10%が、WWF

の環境保全活動に寄付されるそうです。日本全国の H&Mキッズ取り

扱い店舗および、H&M公式オンラインストアで購入することができま

す。 

 

詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000241.000011958.html 

   https://www2.hm.com/ja_jp/kids/shop-by-feature/4208a-44v-hm-supports-wwf.html 

 

 

◆dot science 日本の伝統食である干物をフレンチの技術でアップデートした新商品を発売 

 

シェフ、マーケター、科学者を中心に食の領域の課題解決に取り

組むスタートアップ企業の dot science株式会社は、日本を代表

する伝統食「干物」を、フレンチの技術でアップデートすること

を目指すブランド「アタラシイヒモノ」を発表しました。同ブラ

ンドの第 1弾商品である「金目鯛」は、創業明治十年の老舗干物

店「魚伝」と協働で開発されました。プロのシェフによる様々な

レシピが HP上で公開されており、15分で本格的なアクアパッ

ツァに仕上げることができるそうです。 

 

詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000030481.html 

   https://himono.design/ 

 

 

◆Heulie ペット用オーガニック消臭スプレー「Rinenna#3」を発売  

 

洗剤などを手掛ける株式会社 Heulie（ユーリエ）は、ペットのくさいニオイをごっそり落とせる消臭ス

http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201809/CK2018091202000141.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000241.000011958.html
https://www2.hm.com/ja_jp/kids/shop-by-feature/4208a-44v-hm-supports-wwf.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000030481.html
https://himono.design/
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プレー「Rinenna#3」を発売しました。同商品は、植物成分 100%

にこだわったオーガニック商品です。ペットに直接かかったり、

ヒトの目や口に入ったりしても問題ないほど安全でありながら、

高い消臭・消毒力も兼ね備えているそうです。同社の ECサイト

で購入することができます。 

 

詳細：https://www.value-press.com/pressrelease/208510 

   http://rinenna.jp/product/#p-n3-single 

 

 

◆フェアトレードコットンイニシアティブ フェアトレード&オーガニック国際認証を取得した「2way マルシェバッグ」

を発売 

 

株式会社フェアトレードコットンイニシアティブが展開するフェ

アトレード&オーガニックブランド「Organi&Co」から新商品と

して、デリケートな商品も潰さず運べる「2way マルシェバッグ」

が発売されました。同商品は、上部に収納部分を上下 2段に分け

るハンモックのようなスペースを設けたデザインとなっています。

これにより、破損、型崩れしやすい商品を他の食品から隔離し、

浮かせて運ぶことが可能となり、卵やイチゴといったデリケート

な商品を潰してしまうことなく、安心して持ち帰ることができま

す。 

 

詳細：https://www.value-press.com/pressrelease/208540 

https://sooooos.com/products/detail/8239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.value-press.com/pressrelease/208510
http://rinenna.jp/product/#p-n3-single
https://www.value-press.com/pressrelease/208540
https://sooooos.com/products/detail/8239
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日本は、まだ食べられる食品が年間 646 万トン（環境省推計値）

も廃棄されているフードロス大国です。その廃棄量は、国連WFP

による世界全体の食糧支援量の約 2 倍に相当します。今回取り

上げるのは、生産現場や流通過程においてやむを得ず発生し、

通常は廃棄されてしまう食材（「規格外品」や「賞味期限切れ間近

の品」）を、飲食店や学生寮などに販売する EC プラットフォーム

「tabeloop（たべるーぷ）」です。事業立ち上げの経緯やマーケテ

ィング上の工夫、今後の展望などについて、運営母体であるバリ

ュードライバーズ株式会社の山本和真様（取締役副社長／同事業 

部長）に具体的なお話を伺いました。 

 

―まずは、「tabeloop（たべるーぷ）」のビジネスモデルを教えてください。 

 

「tabeloop」は、賞味期限の都合で店頭にならばない食品、美味

しくても形が不揃い・表面に傷がついているなどの理由で市場に

流通されない農作物などを販売するための EC プラットフォーム

です。登録料・月額費用などは一切かかりませんが、売買が成立

した際に、成約額の最大 15％を手数料として頂戴しています。ま

た、売上の1－2％はFAO（国連食糧農業機関）等の飢餓撲滅の

ために活動している団体に寄付をしています。 

 

売り手には、生産者、食品メーカー、卸売業者さんなどがいらっし

ゃいます。買い手は、飲食店さんなどの法人顧客が中心です。最

初は BtoB 取引のみを対象としていましたが、消費者からのお問

い合わせも多数頂いたため、現在は誰でも購入できるようにして

います（一部、BtoB でしか取引されない商品もあります）。 

 

―ユーザーを獲得するための、マーケティング上の工夫などがあれば教えてください。 

 

作り手の想いやこだわりを大切にし、それらを買い手に伝える努力を最大限しています。そのために私たちは、

生産者さんから直接お話をうかがっています。農業には、実際に見たり肌で感じたり味わったりしないと気が付

かない魅力が沢山あるのです。農作物の独自基準も設けているため、「tabeloop」に出品されている野菜や果

物のクオリティは高いです。また、農家の方々とより密なコミュニケーションを図り、農業・販売支援に活かすため、

社で都内に畑を借りて、自分たちも土仕事に親しんでいます。 

 

今月の企業・商品紹介 
― バリュードライバーズ株式会社「tabeloop」― 

「tabeloop」事業部長：山本 和真 様 

「tabeloop」の仕組み 



6 

買い手のユーザーを獲得するためのプロモーション施策などは特段行っておりませんが、フードロスの解消とい

ったテーマで各種メディアに何度か取り上げて頂いたことがあり、ユーザー登録数やお問い合わせが増加したと

いう経緯があります。 

 

―そもそも、なぜ事業を通したフードロスの解消に取り組もうと思ったのですか？ 

 「tabeloop（たべるーぷ）」立ち上げの経緯を教えてください。 

 

弊社は元々、飲食店や小売店向けに店舗コンサルティングや、

Web マーケティングの支援などを行っておりました。ある時、お付

き合いのあった経営者の方から、賞味期限の都合で通常の流通

ルートでは売れなくなってしまった商品の在庫に悩んでいるという

お話を伺いました。これをキッカケに、2014 年、賞味期限間近（1

か月以上は余裕があります）のお菓子 4000 円分をランダムに詰

め合わせて、半額の 2000 円で海外に向けて販売する事業

「Sweets Pocket（スイーツポケット）」を開始します。ただし、この

時はフードロスの解消といった点は、それほど意識しておりません

でした。 

 

今年に入り改めて自社の強みや事業について見つめなおした際に、Webマーケティング力や既存顧客である飲

食店や食品メーカーなどとのつながりを活かせる、食というフィールドの事業として着想したのが、「tabeloop」で

す。私自身が、元々食品卸出身の人間で、食品廃棄の惨状を目の当たりにしており、もったいないと感じる日々

を過ごしていたことも事業着想に影響したと思います。 

 

また、きちんと利益を上げた上で、社会のニーズに応えたいという思いから、NPO や慈善事業といった形ではな

く、事業を通してフードロスの解消に取り組むことを決めました。 

 

―自社の強みや顧客のニーズと、社会のニーズを結び付けたわけですね。 

では最後に、今後の課題・展望について教えてください。 

 

大きく 3つあります。➀ブランド毀損への対策、②食料残渣のエネルギー化、③食育活動の展開です。 

 

➀取引先の中には、規格外品を出品することでブランドイメージを損ねてしまったり、値崩れを起こしたりするこ

とを懸念する売り手もいらっしゃいます。例えば、「Sweets Pocket（スイーツポケット）」では、国内お菓子メーカ

ーのブランド毀損を防ぐために、海外取引を中心に展開しています。「tabeloop」もアジア地域などへの海外展

開を見据えています。 

 

➁規格外品を「tabeloop」で出品して食品ロスを減らしたとしても、農場や食品メーカーの現場では食料残渣・農

業残渣などが、どうしても発生してしまいます。弊社では、「tabeloop」の売り手からその残渣を仕入れてエネル

「Sweets Pocket」 商品イメージ 
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ギー化し、売り手の方々に電力を販売できないかと考えています。事業化には、まだまだ多くの課題があります

が、これに成功すれば、メーカーや生産者さんは食品を完全に無駄なく活用しきることが出来ます。今後、食品

残渣のエネルギー化事業にも注力していくつもりです。 

 

③子供たちに食べる喜びや食への感謝の気持ちを伝えるための食育活動を展開していきたいです。現在、世界

的に人口増加が進行しており、食糧の大半を輸入に頼っている日本は、このままいくと将来、食べるものが無く

なってしまいます。しかし、コンビニやファーストフード店が街にあふれる飽食の現在、この現実を子供たちに伝

えることは難しいのが現状です。今後、飲食店などの他団体とも協力をしながら、こども食堂などの様々な食育

活動を展開し、子供たちが食糧問題やフードロスについて考える機会を創出していきたいです。 

 

「tabeloop」は、立ち上げて間もないため、まだまだ課題も沢山ありますが、直近では買い手と売り手の登録数を

増やして EC プラットフォームを活性化させ、中長期的な視点では➀➁③で挙げた課題にも取り組んでいきたい

と考えています。私たちは今後も、将来世代の豊かな食生活のために、事業を通して食に関する社会課題を解

決していく所存です。 

 

―ありがとうございました。 

 

 

【参考資料】※最終閲覧日：2018年 10月 23日 

◆『tabeloop（たべるーぷ）HP』（https://tabeloop.me/） 

◆『Sweets Pocket（スイーツポケット）HP』（http://sweetspocket.com/） 

◆ 環境省「平成 30年度版 環境白書」（http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h30/index.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tabeloop.me/
http://sweetspocket.com/
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h30/index.html
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◆TABLE FOR TWO http://jp.tablefor2.org/ 

 

 

今年の 6月～7月、法政大学大学院の「CSR とマーケティング」講座（毎週月曜 18 ：35～22：00 担当：茂木 信

太郎先生、法政大学非常勤講師／ソーシャルプロダクツ普及推進協会副会長／亜細大学経営学部教授）では、

ソーシャルプロダクツ・アワード（SPA）の受賞者をゲスト講師に招いて、受賞商品の開発経緯やマーケティング

上の工夫、市場の反響や課題などについての話を聞く機会を設けました。本特集では、その内容について簡単

にご紹介していきます。 ※講座についての詳細：https://goo.gl/1ZxbvF 

 

第 5回は、オーガニック口腔ケア製品メーカーの「トライフ（オーラルピース）」様と、オーガニックペ

ットフードメーカーの「ロアジスジャパン」様に、具体的な取り組みをお話し頂きました。 

 

【タイトル】革新的な口腔ケア製品で世界の健康長寿の伸延と障がい者の仕事創出                 

「オーラルピース」事業 

【 講演者 】株式会社トライフ 代表取締役 手島 大輔 様 

【受賞商品】オーラルピース：SPA2015 生活者審査員賞 

 

トライフは、オーガニック口腔ケア製品（歯磨きジェル、マウスウォ

ッシュ）「オーラルピース」※写真を展開するバイオベンチャー企業で

す。同製品は、産学連携で開発した乳酸菌バイオテクノロジーと、天

然由来の食品原料によって、高い殺菌性と安全性（誤って飲み込んで

しまっても問題ありません）を実現しました。昨今、高齢化社会の進

行に伴い、抗生物質や合成殺菌剤を含む口腔ケア製品の誤飲が社会問

題化しています。「オーラルピース」は、そのような社会問題の解決 

に貢献しています。 

 

「オーラルピース」は、障がい者の仕事の創出・充実にも取り組んでいます。具体的には、全国各地の

障がい者福祉施設に、販売代理店業務を委託しています。障がい者の低工賃も社会問題化していますが

（障がい者のための就労継続支援 A型事業所の平均工賃は時給 700円台）、弊社では製品 1本の販売に

つき報酬 200－350円を約束しています。販売業務は収入増のみならず、地域とのつながりを実感するこ

と（仕事のやりがい）にもつながっているそうです。この仕組みは、ムハマド・ユヌス氏が提唱する「ソ

ーシャル・ビジネス」の事例として取り上げられている、メーカーが途上国の女性に現地での販売業務

を委託するビジネスモデルからヒントを得ました。「オーラルピース」は「国内版のソーシャル・ビジネ

ス」とも言えるかもしれません。 

 

「オーラルピース」には、（社外の）研究者や医療従事者といったプロボノ（専門的な知識やスキルなど

を活かした社会貢献活動）支援者が沢山います。沢山の方々に協力してもらえるのは、弊社が社会的な

目的（健康長寿の伸延、障がい者の仕事創出など）のためにビジネスを展開していることに、共感して

－法政大学大学院「CSR とマーケティング」講座 第 5 回－ 
株式会社トライフ 手島 大輔 様、ロアジスジャパン株式会社 岡田 雅子 様 

http://jp.tablefor2.org/
https://goo.gl/1ZxbvF
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頂いているからだと思います。社会的な活動を継続していく上で、骨太のビジネスを産み出し、それを

通して多様なパートナーと社会問題を解決していくという発想は、とても大切です。 

 

【タイトル】ロアジス ともに生きるしあわせを 

【 講演者 】ロアジスジャパン株式会社 代表取締役 岡田 雅子 様 

【受賞商品】ヒマラヤチーズスティック：SPA2017 奨励賞 

 

ロアジスジャパンは、国内のペットフード業界において、オーガニック商品の

市場を切り拓いたパイオニア企業です。主力商品の「ヒマラヤチーズスティッ

ク」※写真は、愛犬の健康を考えた日本で初めてのオーガニックチーズガムです。

原料には、ネパールの高地で放牧されているヤク（牛の仲間）と牛の乳を使用

しており、塩分・油分を極力抑えているため、高タンパク質で低脂肪な犬用お

やつとなっています。 

 

同商品は、愛犬への配慮のみならず、ネパールの生産地にもさまざまな形で貢献しています。（現地の生

活基盤の改善や震災復興のような形もありますが）それらは、基本的にビジネスを通しての支援です。

例えば、品質の高い商品を生産するための技術的な指導や、適正な価格で継続的に仕入れることを約束

するといった支援です。他にも、現地の子供たちを人身売買から守るためのシェルターを建設し、職業

訓練も含む教育を提供するといった取り組みも展開しています。単なる金銭的な寄付よりも、このよう

な自立を促す形での支援の方が、生産地にとっても弊社にとっても長期的な利益につながるのです。 

 

国内市場での商品展開については、以下の点を意識しました。最初は、多くの消費者に「ヒマラヤチー

ズスティック」を知ってもらうため、BtoBでの販路開拓に力を入れました。しかし、中間業者を介する

と利益率は下がってしまいますので、現在は少しずつ自社 EC サイトなどを通した直販にシフトしてい

ます。市場やターゲットを分析するといった基本的な事項はもちろんですが、タイミングに応じたマー

ケティング戦略を展開することも重要です。 

 

（文責 ソーシャルプロダクツ普及推進協会 学生部代表 樋口晃太） 
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本コーナーでは、ソーシャルプロダクツに関連する世の中の動向（生活者調査、規制や国際枠組みなど）

をレポートしていきます（不定期連載）。今回は、ソーシャルプロダクツ普及推進協会の学生部が実施し

た「商品の『社会的価値』が若年層消費者とのエンゲージメントに及ぼす影響調査」の結果を簡単に紹

介します。 

 

 

【調査目的】 

商品の「社会的価値：より良い社会の実現に貢献する価値（環境に優しい素材を使用、生産過程の一部

を障がい者就労施設に委託、売上金の一部を被災地や動物保護団体に寄付など）」が、若年層消費者との

エンゲージメントを強化（商品への愛着、継続的な購入、知人への推奨など）する可能性について明ら

かにすることが本調査の目的です。 

 

 

【調査概要】 

調査対象：全国 18－29歳の男女 482名（うち 285名は学生） 

調査方法：インターネット 

調査期間：2018年 3月 11－18日 

調査実施者：APSP 学生部代表 樋口 晃太（中央大学大学院 商学研究科 博士前期課程 2年） 

 

 

【調査結果Ⅰ】 

自分が使用・購入している商品がより良い社会の実現に貢献していると知ることは、「①商品への愛着」

「②継続的な購入・リピート」「③知人への推奨・SNS発信」につながることが明らかになりました（図

表 1参照）。 

 

最寄り品（食品、化粧品、日用雑貨）においてそれぞれの項目に「つながる」「ややつながる」と肯定的

な回答をした人の割合は、①69.9％ ②69.7％ ③52.5％でした。買回り品（衣類、アクセサリー、家電、

家具）の場合は、①65.6% ②56.0％ ③50.0％となり、半数以上の人が、社会的価値によってエンゲージ

メントが強化され得るという結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

ソーシャルプロダクツの動向 

「社会的な価値とエンゲージメント」 
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＜図表 1＞ 
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【調査結果Ⅱ】 

ソーシャルプロダクツを購入している人は、商品のより良い社会の実現に貢献する活動に参加したいと

考えている人が多いことが分かりました（図表 2参照）。また、現在ソーシャルプロダクツを使用・購入

していない人でも、機能性や価格の手ごろさ、デザイン性などが伴えば、購入してみたいと考える人が

多いことも明らかになりました（図表 3参照）。 

 

現在、より良い社会の実現に貢献している商品（ソーシャルプロダクツ）を使用・購入している人の割

合は、21.2%にとどまりました 。また、ソーシャルプロダクツを使用・購入している人の 80.4%は、商

品のより良い社会の実現に貢献する活動（被災地での植樹、海岸の清掃、無農薬栽培の体験など）に「ぜ

ひ参加してみたい」「内容や日時・場所によっては参加してみたい」と回答しています。さらに、ソーシ

ャルプロダクツを使用・購入していない人、ソーシャルプロダクツを使用・購入しているかどうかを把

握していない人でも、機能性や価格の手ごろさ、デザイン性などが伴えばソーシャルプロダクツを今後

購入してみたい（「手頃な価格の商品：64.5％」「品質や機能性が高い商品：55.5%」「ユニークな（珍し

い）商品：45.3%」「デザインが良い商品：33.7％」）と回答した人の割合が、「今後も購入するつもりは

ない：3.2％」「そもそも興味がない：5.5％」と回答した人の割合を大きく上回りました。 

 

 

＜図表 2＞ 
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＜図表 3＞ 

 

 

 

【まとめ】 

若年層をターゲットとしている商品において、社会的価値を創出したり、そのコミュニケーションに力

をいれたりすることで、エンゲージメントを強化し得ることが明らかになりました。日頃からソーシャ

ルプロダクツを使用・購入している層に対しては、社会的価値を創出する活動に巻き込むこと、現在は

ソーシャルプロダクツを使用・購入していない層に対しては、商品としての基本的な価値（機能性、デ

ザイン）などを高めた上で、社会的価値も訴求していくことが、エンゲージメントを高める上でのポイ

ントになることも、本調査から示唆されました。 
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●●● イベント情報 ●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

●編集担当者より● 
 
今号のニュースレターはいかがでしたでしょうか。 
先日、賞味期限間近の食材や余り物を持ち寄って、プロのシェフに美味しく調理してもらう「サルベージ・パーティー」に
参加してきました。使い残しの野菜や、持て余したお歳暮などが、フレンチ風にアレンジされていく様子には目を見張
りました。サルベージ・パーティーや、レター内で紹介した「tabeloop」のような、生活者が気軽にフードロスを削減でき
る取り組みが拡大していくと良いですね。 
※ニュースレターへのご意見・ご感想を下記までお寄せいただければ幸いです。 

 
 
 
    
    

 

 

 

 

 

APSP 第 23回定例セミナー 

 

「選ばれるための戦略視点～顧客は何を購入する

か？！～」 

 

つくり手の想いや、人や地球、社会への配慮とこ

だわりがこめられたソーシャルプロダクツも、実際

のマーケットでどのように評価されるかは手に取る

人の視点や考え方次第です。モノが溢れて類似

化する今の時代において、選ばれる商品となるた

めには、戦略的な価値創造や差別化などの工夫

がかかせません。そこで今回はマーケティングの

専門家である当協会会長の江口泰広（学習院女

子大学名誉教授）より、「戦略的価値伝達の視点」

についてお話をさせて頂きます。 

 

【日時】2018年 11月 28日（水）18:00～ 

【場所】東京都中央区銀座 5-12-5 白鶴ビル 3F 

【料金】セミナー：2000円、交流会：1500円 

【主催】ソ－シャルプロダクツ普及推進協会 

【詳細】http://www.apsp.or.jp/seminarlist/seminar23/ 

 

 

 

APSP第 22回定例セミナー 

 

「ソーシャルプロダクツ・アワード 2018大賞受賞商

品に学ぶ“フェアトレードにおける価値創造”」 

 

今回は、ソーシャルプロダクツ・アワード 2018にお

いて、カカオ原産国での児童労働問題や、国内の

虐待・貧困・親の離婚などを理由とする児童養護問

題など、様々な社会問題解決に取り組み、審査員

からも高い評価を得た国際部門大賞受賞企業に、

商品開発の裏側や、どのようにそのストーリーを構

築していったのか、また、価値を高めるための工夫

について具体的にお話をうかがいます。 

 

【日時】2018年 11月 14日（水）18:30～19:45  

【場所】専修大学神田キャンパス１号館５階 

【料金】無料 

【主催】専修大学 商学研究所 

     ソ－シャルプロダクツ普及推進協会 

【詳細】http://www.apsp.or.jp/seminar/ 

【編集・発行】 
2018年 10月 25日発行 

一般社団法人 ソーシャルプロダクツ普及推進協会 
TEL：03-3248-5755   メール：info@apsp.or.jp 

            編集担当：百武・樋口 
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