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豊かな「四方良し」社会を育み、 関係し、 循環し、 これからの1000年を紡いでいく ─
この認定制度では、 そんな企業を「四方良し」社会を支える企業として認定します。

四方良しの社会づくりに取り組む企業を認定し、多面的なサポートを行うことで、
四方良しが加速して持続可能な社会に！

制度についてはこちら ▶

第6回認定企業一覧
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第6回 第1回～第5回認定企業（24社）
これからの1000年を紡ぐ企業認定
認定企業一覧
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[五十音順]

漆を現代の生活に取り戻し、きれいな地球とともに漆文化を次世代につないでいく。
○事業概要
採取された漆樹液を仕入れ、生漆精製から塗漆精製、調合、調色を一貫して自社で行っている漆メーカーです。
伝統を重んじる一方で、新たな商品開発にも柔軟かつ積極的に取り組み、漆の素材としての魅力や可能性を伝えています。

○事業を通じて実現したい未来
今の時代だからこそ、漆や自然素材は人々が築き上げてきた知恵とともにより良い方向に向けることができると信じています。
漆を通して人と自然の関係性を繋ぎなおし、地球と寄り添う循環的な暮らしのあり方を再発見する機会を提供し、より良い
世界を作ることを目指しています。

○審査会での評価ポイント
素材や製品だけでなく、漆という文化の価値を捉え直し、多方面に発信しています。　漆を通じて様々なパートナーと関係性を
繋ぎ、人と自然が共創する持続可能なモノづくりに取り組み、新たな生態系を作ろうとしている点を評価しました。

彼方此方屋

代表 : たなか きょうこ | KYOKO TANAKA

「おしゃれ+エコ＝京都流　Reキモノ！」 着物を基に循環型の日本文化を伝えます
○事業概要
自然を大切にした先人の知恵を活かし、実用的で気軽な着物の普及を目指し、リサイクル着物やオリジナル着物の販売、
情報発信、着物を廃棄せず端布を活かした小物作りなど、エコ衣料・キモノの魅力を伝える事業を展開しています。

○事業を通じて実現したい未来
戦後80年弱で変容した着物文化を、取り戻すのではなく未来に向けて興隆するため、今ある資源（自然素材・工芸技術）を
きちんと見直し活用しています。より日常使いの着物の普及を推進し、街行く人の2割が文化的背景を楽しみ着物を好んで
使用する社会を目指しています。

○審査会での評価ポイント
19年前から人の暮らしと自然との調和・共存を目指したリサイクル着物販売をされています。近年は「京木棉プロジェクト」
として綿栽培や廃棄衣料を活用した織布により、さらなる循環型社会の実現に取り組まれていることを評価しました。

ADD : 〒600-8054
  京都市下京区仏光寺通柳馬場東入ル
  仏光寺東町112-1
URL : www.ochicochiya.com
MAIL : info@ochicochiya.com

株式会社堤淺吉漆店

代表 : 堤 孝 | TAKASHI TSUTSUMI
ADD : 〒600-8098
  京都市下京区間之町通松原上る
  稲荷町540
URL : www.kourin-urushi.com
MAIL :urushiya@kyourushi-tsutsumi.co.jp

「箔をつけるシゴト」顔料箔を中心とした”脱VOC”ソリューションで世界と戦う
○事業概要
1952年創業。ブロンズパウダー（真鍮粉）を使用した日本初の転写箔開発のパイオニアとして、自動車部品や家電製品、
化粧品パッケージや食品包装、文房具や雑貨に至るまで、あらゆる分野で「熱転写顔料箔」製品を提供しています。

○事業を通じて実現したい未来
私たちは印刷業界のVOC問題のソリューションの一つとしてMade in KYOTOの顔料箔を世界に向けて提案していき
「小さくても世界と戦える会社」として発信していきます。「つくる」と「つたえる」の両輪で日本の中小企業のものづくりを
アップデートし、次世代にバトンを繋いでいきます。

○審査会での評価ポイント
顔料箔を「脱VOC印刷ソリューション」と位置づけ、堅実に社内の体制を整えながら、小規模でも世界と戦える会社として環境
問題にも取り組んでいる。事業承継型ベンチャーとして社会性を取り入れながら成長している点を評価しました。

関西巻取箔工業株式会社

代表 : 久保 武久 | TAKEHISA KUBO
ADD : 〒601-1245
  京都市左京区大原戸寺町368
URL : www.kanmaki-foil.com
MAIL : info@kanmaki-foil.com

一般社団法人アーツシード京都

代表 : 吾郷 賢 | SATOSHI AGO

京都発の舞台芸術への灯火を守るため、100年先も続く小劇場を地域とともに育む
○事業概要
つくり手と市民の舞台芸術への想いが形となり、2019年に開館した小劇場「THEATRE E9 KYOTO」を運営しています。
また、全国の小劇場とのネットワーク形成や文化芸術における創造発信を展開しています。

株式会社和える
日本の伝統や先人の智慧を、 暮らしの
中で活かしながら次世代につなぐ

代表 ： 矢島 里佳

○事業を通じて実現したい未来
これまで京都の小劇場が担ってきた「創造環境」を守り、引き継いでいくと同時に、劇場文化を背景にして、地域・暮らし・経済・芸術が
シームレスに繋がる先端的社会の実現を目指します。まちにアートが育つことを願い、ジャンルの枠組みを超えた様 な々舞台芸術を地
域とともに育んでいきたいです。

○審査会での評価ポイント
文化芸術活動の未来を見据えた劇場運営が、多くの市民・事業者の共感を集めている。新型コロナウイルスの影響を受け
ながらも、京都内外で、地域社会と芸術拠点との新たなつながりや取り組みを生み出し続けている点を評価しました。

ADD : 〒601-8013
  京都市南区東九条南河原町9-1
URL : askyoto.or.jp
MAIL : info@askyoto.or.jp

IKEUCHI ORGANIC株式会社
最大限の安全と最小限の環境負荷を
常に見据える、トータルオーガニック
テキスタイルカンパニー

代表 ： 池内 計司

株式会社坂ノ途中
百年先も続く、農業を。

代表 ： 小野 邦彦

有限会社シサム工房
お買いものの力で 思いやりに満ちた社会
をつくる。

代表 ： 水野 泰平

株式会社食一
全国各地の浜を渡り歩く、漁港の伝道師

代表 ： 田中 淳士

Dari K株式会社
カカオを通して世界を変える
 ～All-winチョコレートを目指して～

代表 ： 吉野 慶一

株式会社アラキ工務店
「先人の技と智恵を生かして、京町家を
再生する」 「千年先まで続き、増やして
いく、歴史的な京都の町並」

代表 ： 荒木 勇

特定非営利法人テラ・ルネッサンス
ひとり一人に未来をつくる力がある

代表 ： 小川 真吾

株式会社フラットエージェンシー
社会や地域の課題を「不動産」で解決。
まちづくりに貢献できる企業を目指し
ます。

代表 ： 吉田 創一

株式会社ヘルプ
食の安全を考え、環境負荷の少ない
生き方を提案し、「本当の豊かさとは
何か」を世に問い続けます。

代表 ： 宗接 元信

有限会社セメントプロデュースデザイン
日本の製造業とデザイン業との持続可能
な需要創出も考えた次の関係づくりを
目指す

代表 ： 金谷 勉

特定非営利活動法人寺子屋プロジェクト
子どもと大人が学び合う「現代の寺子屋」

代表 ： 荒木 勇輝

株式会社日本の窓
Touch ing  l i ves　～魂にふれる旅、
人類の未来のために～

代表 ： アブラハム ルガシ

株式会社イワタ
快適で安全な寝床環境を通して睡眠を
改善。 人と自然に優しい寝具を提供します

代表 ： 岩田 有史

株式会社カンブライト
缶詰×ITによる地方創生事業に取り組
むフードテックベンチャー

代表 ： 井上 和馬

有限会社匠弘堂
社寺建築業界に新風を吹き込む若い
宮大工集団。 過去と現在と未来の日本
文化をつなぐ！

代表 ： 横川 総一郎

株式会社発酵食堂カモシカ
嵐山の発酵専門カフェ・レストラン・
製造・物販店。 発酵食を台所に取り
戻す♪が合言葉。

代表 ： 関 恵

プレマ株式会社
持続可能で、誰も取り残さない「食」「人」
「もの」「場所」「機会」を一貫して紡ぐ

代表 ： 中川 信男

株式会社マザーハウス
途上国から世界に通用するブランドを
つくる

代表 ： 山口 絵理子

有限会社ワックジャパン
日本文化に精通した、経験豊かな女性
たちが体験型観光でおもてなし

代表 ： 小川 美知

アボワールインターナショナル株式会社
乳がんを経験しても、 自信を持って生きる
ことのできる社会をつくりたい

代表 ： 中村 真由美

株式会社L&G グローバルビジネス
「ライフスタイルにおいて、選択肢の
多様性のある社会」をつくるための引き
金になる

代表 ： 龍崎 翔子

株式会社ナールスコーポレーション
研究開発を基盤とした人々の健康で快適
な生活に貢献する新しい価値の創造

代表 ： 川崎 元士

株式会社FUKUDA
液体輸送の課題解決に取り組み、あら
ゆる液体のラストワンマイルを届ける！

代表 ： 福田 喜之


