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※本セミナー会費は、年会費に含まれます。※お食事・お飲み物のご用意ございます。
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オークヴィレッジ株式会社
代表取締役

井上岳一氏

株式会社 日本総合研究所
創発戦略センター 主任研究員

・東急東横線 代官山駅より徒歩３分
・東京メ
トロ日比谷線 恵比寿駅（４番出口）
より徒歩３分
・ＪＲ山手線 恵比寿駅（西口）
より徒歩５分
ＪＲ山手線 恵比寿駅西口を出て、横断歩道を東京三菱銀行側（ケンタッキー側）
に渡り、駒沢通りを
代官山方向へ。
そのまま直進し、ampmの看板が見えてきたら、
その手前にある
「札幌らーめん」横の
坂を上ります。

グリーンな経営者たちの全国ネットワークを活用して、
グリーンなビジネス・商談の『きっかけ』
をつくります！
バブル崩壊以来、
日本の労働人口は減少の一途をたどり、
この20年

このままでは日本が少しずつ崩壊していきます。
「グリーンな経団連」
を

間、
ＧＤＰはほぼゼロ成長が続いています。

結成し、
「グリーン・ブランディング」
を駆使して競争力を高めることが

特に地方の疲弊が激しく、
このままでは地域ごとのコミュニティの存続

重要です。

すら危ぶまれています。農林水産業も高齢化により、存続の危機を迎え

グリーン経営者フォーラムは「グリーンな、
ノアの箱舟」になります。

ています。

グリーンな中堅企業の皆さん、
この時代の荒波を
「グリーンたる」
ことで

そこで、
オルタナは、環境やＣＳＲなど
「グリーン」
な価値観を持つＡＢＣ

乗り切って行きましょう
！

（オルタナ・ビジネス・コミュニティ）
の中に、
グリーン経営者フォーラムを
つくり、全国に展開していきます。

オルタナ編集長

森摂

グリーンな経営者たちのネットワークをつくり、環境やＣＳＲなどグリーンな知見を共有し、

グリーン経営者
グリーンなビジネス・商談の『きっかけ』
をつくります。
フォーラムとは… ※グリーン経営＝エコ＋ソーシャル＋エシカル 環境、ＣＳＲなど地球規模の問題や社会全体の問題に問題意識を持ち、それを経営に反映させること。
※位置づけ＝グリーンな経団連。
グリーンな
「ノアの箱舟」

①環境やＣＳＲへの関心が高い経営者
②「グリーン」
で競争力をつけたい経営者
このような経営者の
参加を募集して
います！

③グリーンな製品・サービスを全国や海外のマーケットに届けたい経営者
④グリーンな自分の会社を、
マスメディアやソーシャル・メディアで広く知らしめたい経営者
⑤「志」
を同じくするグリーンな経営者とネットワークを築きたい方
※会員は原則的に、
グリーンな中堅企業、
ＮＰＯや商店街組合など非営利団体のトップ、
個人事業主などの方に限らせていただきいただきます。

活 動 内 容 など に 関して は 、裏 面をご 参 照ください 。

活動内容と料金

グリーン経営者フォーラムの分科会

①全会員を結ぶソーシャル・メディアによるネットワーク作り

①グリーン・ブランディング分科会

フェイスブック、twitter、
メーリングリストなど

②グリーン・ブランディングに関する知見の共有
メーリングリストやメルマガによるニュースレター

③御社ビジネスや商品・サービスのご紹介
オルタナ本誌やオルタナ・オンライン、Yahoo!ニュースで

④分科会ごとの会員限定セミナーを開催
⑤地区別の会員限定セミナーを開催
◆料金：グリーン経営者フォーラム年会費31,500円（年３回セミナー付き）
・同一企業の申し込みは、
２人目以降、
お1人様15,000円となります。
・2011年12月まで有効、途中入会も同一料金です。
・④⑤は別料金となります。

セミナー内容予定
グリーン・ブランディング、
グリーン・マーケティング、
グリーン・コミュ
ニケーション、
グリーン商店街戦略、
ＩＳＯ２６０００など主要テーマ
のほか、著名なグリーン経営者を招いてのトークセミナーを開催
します。
（詳細は追って連絡いたします）

グリーンなブランド作りの理論と実践をともに学びます。

②グリーン・マーケティング分科会
ｅコマース、
グリーンなカタログ、
グリーン・ギフトなどを
共同運営します。

③グリーン・コミュニケーション
（広報）分科会
最小の費用で最大効果を得る、戦略的な広報戦略を学びます。

④グリーン商店街戦略分科会
全国の商店街を
「グリーン」
で活性化するチームです。

⑤Ｉ
ＳＯ２６０００分科会
使いこなす側の主体的な判断力が問われる
「新機軸」
を
学びます。
※グリーン経営者フォーラムの会員さまは、
ご希望の分科会にいくつでも
所属できます。基本参加費は無料で、
メーリングリストを通じて、情報交換
していただきます。別途開催するセミナーは有料です。

は全国へ！
グリーン経営者フォーラム幹事の皆さま
（順不同、敬称略）

北海道
greenize発起人 森本洋昌 横山光紀 小野寺明則
株式会社エコノス 代表取締役社長 長谷川 勝也

神奈川

東京

遊緑地設計有限会社 代表取締役

高橋 寛和

愛知
社団法人環境対策支援センター 専務理事

江口 重夫

カワセ印刷株式会社 代表取締役社長 川瀬 健二
有限会社人事・労務 代表取締役 矢萩 大輔
久米繊維工業株式会社 代表取締役社長 久米 信行
株式会社アットパス 代表取締役 小池 勝也
馬楽株式会社 代表取締役 甲良 みるき
株式会社ただいま 代表取締役 佐藤 翼
白井グループ株式会社 代表取締役社長 白井 徹
株式会社レッドスパイダー 代表取締役 杉山 香林
株式会社オルタナ 代表取締役 森 摂

関西
株式会社福市 代表取締役 髙津 玉枝
有限会社ビッツクリエート 村上 千寿
株式会社エイワット 代表取締役 柴田 政明
SIOネットワーク 代表／株式会社遊企画 代表取締役

山口
有限会社しらい 代表取締役 白井 紀行
プルデンシャル生命 岡田 将光

高知
ＧＡＲＲ
Ｉ
ＳＯＮ 代表取締役 船井 孝久
こうち暮らしの楽校 代表取締役 松田 高政

このほかの地区の幹事様を募集しています。
※これまでのＡＢＣ北海道やＡＢＣ関西などの地方組織は、今後（2011年以降）、
「グリーン○○」
に改称いたします。
ＡＢＣは、
オルタナの企業読者組織全体としての象徴的な名称になります。

お申し込みはこちらから

http://j.mp/hLtX4d

施 治安

