
2020 年 8月 24日 
大丸有 SDGs ACT5 実行委員会

大手町・丸の内・有楽町地区を舞台にサステナブルなアクションを。 
企業の枠を超えたパートナーシップにより、３１個のアクションを推進！

～丸ビル外構「サステナブルゾーン」の展開や、「大丸有 SDGs映画祭 2020」など 7 か月にわたり実施～

三菱地所株式会社、農林中央金庫、株式会社日本経済新聞社、株式会社日経 BP 等で構成される大丸有 SDGs 
ACT5 実行委員会は、2020 年 5 月に開催された「日経大丸有エリア SDGs フェス」を皮切りに、就業者約 28 万人、約
4,300事業所が集う大丸有エリアを活用し、「大丸有 SDGs ACT5」として、SDGs に関連する様々な取り組みを推進しており
ます。 
初年度となる 2020 年度は、「サステナブル・フード」 「気候変動と資源循環」「WELL-BEING」「ダイバーシティ」｢コミュニケー
ション｣という 5 つの ACT（テーマ）を設定し、5 月より約 7 か月間にわたって 31 個のアクションを展開してまいります。これらは、
合計約45社（実行委員企業を含めない）と連携した取り組みとなっており、多くの企業と協業することで、大丸有エリアを中心
によりたくさんの人々に対して SDGs への共感を深めるものです。 

期間 5 月～11 月の 7 か月間 

テーマ 
サステナブル・フード 

（7 アクション） 

気候変動と資源循環

（5 アクション） 

Well-Being 

（5 アクション） 

ダイバーシティ 

（8 アクション） 

コミュニケーション 

（6 アクション） 

主な 

アクション

・社食でのフードロス削

減実験 

・食のサステナビリティワ

ークショップ 

・「産地直送バスあいの

り便」を活用した新たな

産地との取り組み 

他 4 アクション 

・都市と地方のサーキュ

レーション~生分解性プ

ラスチックの再利用によ

る資源の循環~

・丸の内エコ弁プロジェ

クト~持続可能なお弁

当容器~

他 3 アクション 

・ワークカルチャーラボ始

動！

・With コロナ時代にお

ける交流スペース提案 

・TOKYO OASIS 

・丸の内スポーツフェス 

他 1 アクション 

・街の研修プログラム①

（ユニバーサルマナー）

・街の研修プログラム②

（性的指向、性自認

について） 

・都市と地方の障がい

者雇用の取り組み 

他 5 アクション 

・大丸有SDGs映画

祭 2020

・大丸有 SDGs 

ACT5×東京ビエンナ

ーレ 2020/2021 

・日経大丸有エリア 

SDGs フェス 秋の陣 

他 3 アクション 

東京駅前にある丸の内ビルの敷地内外構部スペースを活用する取り組み「サステナブルゾーン」では、2020 年 7 月 27 日
(月)から食を起点とした取り組みの他、8月21日(金)より9月6日(日)までの期間においては、東京ビエンナーレ2020/2021
と連携し、アートを起点としたメッセージを発信してまいります。 
また、8月31日(月)からは、「大丸有SDGs ACT5」のシンボルイベントとして「大丸有SDGs映画祭2020」を開催します。
大丸有エリアの様々な会場で、SDGs を切り口に集めた長編・短編映画を上映するほか、トークショーやオンライン上映も実施し
ます。

大きい人©栗原良彰 「サステナブルゾーン」での展示 「大丸有 SDGs 映画祭 2020」 



■5つの ACT（テーマ） に基づく 31 個のアクション
詳細は大丸有 SDGs ACT5 公式 HP（https://act-5.jp/）をご確認下さい。
※下記取り組みは実施予定であり、今後の状況に応じて内容が変更になる可能性があります。



■各アクション協力先（順不同）
東邦レオ株式会社、三菱地所プロパティマネジメント株式会社、Tokyo Marunouchi Innovation Platform、 
株式会社アップクオリティ、一般社団法人 全国農業協同組合中央会、全国漁業協同組合連合会、 
株式会社ONE DROP FARM、一般社団法人東京ビエンナーレ、株式会社 Inter Local Partners、 
株式会社ノンピ、株式会社サンプラックス、株式会社鈴生、京丸園株式会社、全国農業協同組合連合会、 
株式会社農協観光、一般社団法人ファームステイ協会、株式会社オンデザインパートナーズ、エームサービス株式会社、 
good mornings 株式会社、一般社団法人Tokyo Good Manners Project、株式会社ミライロ、株式会社アカルク、 
株式会社ビジュアルボイス、株式会社スタートライン、丸の内ハウス、株式会社 FIT、一般社団法人日本ジビエ振興協会、 
Social Gastronomy Movement Japan Chapter、株式会社Story、特定非営利活動法人ごみじゃぱん、 
株式会社ゼンリン、東京地下鉄株式会社、森永乳業株式会社、株式会社マーベラス、アストラゼネカ株式会社、 
日本クロージャ―株式会社、株式会社スペース、ゼオンメディカル株式会社、学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院、
イーグル工業株式会社、ボルボ・カー・ジャパン株式会社、クックメディカルジャパン合同会社、株式会社アシスト、 
有楽町「micro FOOD&IDEA MARKET」、Marunouchi Happ. Stand & Gallery、社会福祉法人東京コロニー 
(2020 年 8月時点で実行委員企業含めず約 45 社） 

■丸の内ビルディング敷地外構部「サステナブルゾーン」 取り組みの詳細 

開催場所 コンテンツ別
展開期間

1週目
7月27日(月)～
8月2日(日)

2週目
8月3日(月)～
8月9日(日)

3週目
8月10日(月)～
16日(日)

4週目
8月17日(月)～
8月21日(金)

5週目
8月21日(金)～
8月30日(日)

6週目
8月31日(月)～
9月6日(日)

コンテンツ①
バスあいのりマルシェ
野菜販売

山形県鮭川村の薔薇配布
コンテンツ②

バスあいのりマルシェ
八ヶ岳サステナブル野菜販売

コンテンツ③
長野県のジビエ

（鹿肉・精肉）加工品の
キッチンカー販売

コンテンツ④
東京ビエンナーレ2020/2021

アート展示

コンテンツ⑤
映画「もったいないキッチン」発

キッチンカー出店

大丸有SDGs映画祭2020

日経大丸有エリア
SDGsフェス 秋の陣

丸ビル
外構

大丸有
エリア内

開催期間 開催期間

開催期間

開催期間

開催期間

「大きい人」展示期間

「Emote-Girl」展示期間

開催期間

開催期間

開催期間

「フォレストボール」展示期間
※展示場所・期間は下記詳細参照



①もらって応援！丸の内×バラの産地応援プロジェクト＜開催終了＞
期間：7月 27日(月)～8月 2日（日）、17日(月)～21日(金)
概要：高速バスの荷台を活用した「バスあいのりマルシェ」の開催による生産者のロスを減らす取り

組みに加え、バスあいのり協議会に参加している山形県鮭川村のバラ農家において新型
コロナウィルスの影響により発生した過剰在庫を買い取り、同マルシェにおいて購入者へ
配布する。

共催：株式会社アップクオリティ

②バスあいのりマルシェ×八ヶ岳のサステナブル野菜
期間：7月 27日(月)～8月 9日(日)、8 月 31日(月)～9月 6日（日）
概要：八ヶ岳南嶺にある別荘地域で排出、廃棄される大量の落ち葉を活用し、地元の酒蔵で発生

する米糠と混ぜ合わせることで製造される、地産地消かつ地域資源を循環利用した落ち葉
堆肥で作られた野菜を販売。現在は現地農家協力のもと、生分解性プラスチックのコンポスト
実証実験を行っている。

共催：株式会社 FIT（大地への恩返しプロジェクト）
株式会社アップクオリティ

③地域課題を知るジビエキッチンカー＜開催終了＞
期間：8月 10日(月)～16日(日)
概要：ジビエは数多くの社会課題と密接に絡み合っており、ジビエの消費を通じて背景に

ある里山保全、加工、流通などの課題に触れる機会を創出する。
但し、社会課題を全面に押し出すだけではなく、国産ジビエ認証の概要や正しい
調理法、ジビエの栄養面など「美味しさ」や「健康」といったジビエの流通量拡大に
向けた情報発信も本キッチンカーと同時または別企画にて発信する。

共催：一般社団法人日本ジビエ振興協会
 株式会社アップクオリティ

④大丸有SDGs ACT5 × 東京ビエンナーレ 2020/2021＜開催中＞
期間：8月 21日(金)～10月 25 日(日)※作品によって展示期間が異なります。
概要：アーティストの感性から表現されるサステナビリティをテーマにしたメッセージの

アート作品を展示。作品を体感し、人々が語らうことで社会課題と向き合う
時間を創出する。

共催：一般社団法人 東京ビエンナーレ
協力：特定非営利法人大丸有エリアマネジメント協会

 一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会
展示作品：
（１）栗原良彰 「大きい人」
・期間：8月 21日(金)～8月 30日(日)
・会場：丸ビル外構「サステナブルゾーン」
・作品概要：ヒートアイランド現象で暑くなった都心に、夏の暑さを利用したクール

スポットが登場する。高さ 3mの巨大彫刻「大きい人」が丸ビルに
出現。彫刻に向かって打ち水のように柄杓で水をかけると、気化熱

                    の仕組みで周囲を涼しくする。
※水かけ体験はどなたでもご参加いただけます。ぜひお越しください。

栗原良彰「大きい人」 



（２）Hogalee 「Emote-Girl」
・期間：8月 21日(金)～9月 6日(日)
・会場：丸ビル 1階 マルキューブ
・作品概要：5 つの表情のオンナノコが 30m×7mの丸ビルのガラス面に登場

します。タイトルの emote(エモート)とは emotion(感情)からの
逆成で出来た言葉で、「大げさな振る舞いやジェスチャー」などの意味
を持ち、action(行為)を伴う意思を持つ感情表現。一瞬の表情の
変化に内面の動きを捉え表現しています。アニメやマンガのかわいい
キャラ像とは一線を画し、その時代の女性像を色濃く反映させた女性像は、イコン(女神)としてメタリアルな
「TOKYO」を創出しています。Hogalee の東京ビエンナーレ 2020/2021 作品第 2弾。

（３）廣瀬智央「フォレストボール」
・期間：8月 21日(金)～10月 25 日(日)
・会場：新有楽町ビル
 ・作品概要：2020年のアーツ前橋「廣瀬智央地球はレモンのように青い」展の

ために制作された作品《フォレストボール》。直径 2.5mの球体の
表面は、まるで植物が繁茂する森のように人工植物によって
覆われている。
遠くからだと巨大な苔玉のように見えるが、あくまでも人工物による
オブジェである。“人工”でできた“自然”という二つの相反するものが、
球体という地球や宇宙を想起させる形になっている。普段当たり前
のように接する“人工”や“自然”という概念を改めて問い直し、
意味を転倒させることで新たな想像が広がっていく。

⑤もったいないキッチンカー～ロス食材を救え～
期間：8月 31日(月)～９月 5日(土)
概要：廃棄食材を活用した料理を届けながらヨーロッパをめぐる旅を追った

ドキュメンタリー「０円キッチン」を手掛けたオーストリアのジャーナリスト、
ダービド・グロス氏が日本各地をキッチンカーでめぐり制作し、今夏公開予定の
ドキュメンタリー映画「もったいないキッチン」に登場するキッチンカー（実物）を
使った食品販売。コンビニや一般家庭、加工製造業現場にある、まだ食べら
れるのに捨てられる運命にある”０円食材”を救済し、シェフや生産者の協力を
得て、美味しい料理に生まれ変わらせることでフードロスを減らすとともに啓発を
図る。

共催：ユナイテッドピープル株式会社

Hogalee「Emote-Girl」 

Forest ball, 2020, Installation view 
at Arts Maebashi, Photo: Shinya Kigure



■「大丸有 SDGs映画祭」 開催概要
詳細は大丸有 SDGs ACT5 公式 HP（https://act-5.jp/）を
ご確認下さい。
会期 ：2020年 8月 31日（月）～9月 5日（土）
協力 ：株式会社ビジュアルボイス、ユナイテッドピープル株式会社
プロデュースチーム：

井上 成 （大丸有 SDGs映画祭 2020 総合プロデューサー、
大丸有 SDGs ACT5 運営委員会委員長、
三菱地所株式会社エリアマネジメント企画部担当部長）

別所 哲也 （大丸有 SDGs 映画祭 2020 Co プロデューサー、俳優、
ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア代表）

関根 健次 （大丸有 SDGs 映画祭 2020 Co プロデューサー、ユナイテッドピープル株式会社 代表取締役）
映画祭アンバサダー：

アーヤ 藍 （大丸有 SDGs映画祭 2020 アンバサダー、モーションギャラリーコミュニティディレクター）
会場 ：大丸有エリア内のビル 10棟、全 12 か所のスペース
作品 ：長編作品 全 17作品、短編作品 全 7作品を上映予定

※1大丸有 SDGs ACT5 とは
2030年までに持続可能でよりよい世界を目指すSDGs目標期限の10年前にあたる今年、大丸有エリアでは改めて「SDGs
元年」とし、大丸有に拠点を置く企業が企業の枠を超えて連携することで、SDGs モデル都市の構築を目指します。
初年度となる 2020 年度は「サステナブル・フード」 「気候変動と資源循環」「WELL-BEING」「ダイバーシティ」｢コミュニケーシ
ョン｣の5つのテーマを設定し、各アクションを実践、効果の検証、社会課題の構造的な問題を明らかにすることをミッションとして
います。今後も、5 つのテーマに則した具体的なアクション、検証、発信を継続的に実施して参ります。

【実行委員会構成企業・団体】
三菱地所株式会社（委員長）、農林中央金庫（副委員長）、株式会社日本経済新聞社（副委員長）、
株式会社日経BP、丸の内熱供給株式会社、
一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、特定非営利法人大丸有エリアマネジメント協会、
一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会

【協賛】
東邦レオ株式会社

【報道関係の方のお問い合わせ先】
大丸有 SDGs ACT5 実行委員会事務局（株式会社 STORY内）

担当：小安（info@act-5.jp） TEL:03-6260-6808  (平日のみ 10時~17時)


