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コメント＆�票

もっとSDGsを�しく�

COM-PJピッチ⼀�

Special Thanks



���題を�決するビジネスの立ち上げの

�⾛をしています。��150事業ほどのご�

援を⾏いました。

1→10事業

taliki

0→1事業

���題�決ビジネスに�して��やオー

プンイノベーションを⾏います。2021年10

⽉時点で累�1�円を��しています。

メディア事業

���題の�決とビジネスを同時に��す

るコツなど、�業�の�さんのこだわりを

�材しています。→taliki.org

「�もが⽣まれてよかったと思う�界へ」

というコンセプトを掲げ、

���題�決のエコシステムを

構築しています。

⽬�へ�る

https://taliki.org/


BEYOND
���題�決は、�常1プレイヤーの

みでは成し�げられません。

⾏政、��利団体、�間�業、��

�、研���など、クロスセクター

で��することによって�決が��

されます。

そこで、talikiは「�々な�界�を

�え⼿を�り�う��」を��する

ために、�種��なバックグラウン

ドの�と�い未来について�える場

としてBEYONDを開�しています。

2018年から��4回開�し、�べ

1000��上の�にお�しいただきま

した。

⽬�へ�る



SDGs

持�可�な開発⽬標（SDGs：Sustainable

Development Goals）とは、2015年9⽉の

国�サミットで�盟国の��⼀�で採択さ

れた「持�可�な開発のための2030アジェ

ンダ」に��された、2030年までに持�可

�でよりよい�界を⽬指す国�⽬標です。

17のゴール・169のターゲットから構成さ

れ，地�上の「�⼀��り�さない」こと

を�っています。

��

SDGsの前�であるミレニアム開発⽬標

（MDGs）は主に�上国に�する⽬標だった

のと�べ、SDGsは先�国が持�可�な地

�・��のために積�的な⾏動を�こすこ

とが�められています。

�徴

⽬�へ�る



4.5 2030年までに、��におけるジェン

ダー��を�くし、��者、先���び脆

�な立場にある�供など、脆��があらゆ

るレベルの��や�業��に平等にアクセ

スできるようにする。

169Targets
SDGsには17の⽬標があり、それぞれを�

成するための�体的な�え�や�策をまと

めたものが169のターゲットです。�さん

に��な⼀�を挙げてみました。

⽬�へ�る

8.3 ⽣�活動や�切な�⽤��、�業、

��性�びイノベーションを�援する開発

重�型の政策を促�するとともに、金�サ

ービスへのアクセス��などを�じて中⼩

零��業の�立や成�を奨励する。

12.3 2030年までに⼩売・消�レベルにお

ける�界�体の⼀�当たりの�料の��を

半減させ、���損失などの⽣�・サプラ

イチェーンにおける�品ロスを減�させ

る。



TIME TABLE
13:10-14:00

14:10-16:15

U25���業��成プログラム

「COM-PJ」��発��

（14:35-14:45 休�）

ピッチテーマ⼀�

16:45-17:35

Session2

「�される��成�とは、

�から�たちにできること」

�問/�想はコチラから

Session1

「SDGsに�む問題と消�に

向き�う」

�問/�想はコチラから

⽬�へ�る

https://app.sli.do/event/p4s3ag7m/live/questions
https://app.sli.do/event/p4s3ag7m/live/questions
https://app.sli.do/event/p4s3ag7m/live/questions


バーチャル�界

—BEYONDしない未来

EXHIBITION

VRで気��動が�んだ地�

を体�できます。

てがるエシカル⽣活体�

�の回りのものをエシカル

にした⽣活�間を味わって

ください。

���題のカンセイ�

�えても�しい���題を

�性で受け⽌めるアート�

⽰を⾏っています。

⽬�へ�る



�⻄電⼒�

EXHIBITION

「⼤⼿�業のど�ん中で⾏う��ビジ

ネス」という、�しいキャリアの�択

�をご�いただけます。

COOON�
オリジナルSDGsダイアリー、SDGsカー

ドゲームの�⽰を⾏なっています。

⽬�へ�る

ESSENCE�⽰
�業�ではない、�業�が���題�

決のためにアクションを�こすプログ

ラム「ESSENCE」��者によるブー

ス。「かっこいいおじさん」へメッセ

ージを�ります。



岩﨑 仁�

GUEST

株式��ヒューマンフォーラム

代������

⻘⽊ 正久
株式���井グループ �⾏�員

tsumiki��CEO

（前・共�����）

�� 桃�
⼀��団��NO YOUTH NO JAPAN

代�理事

トーク①

「SDGsに�む問題と消�に向き�う」

⽬�へ�る

�しいプロフィールはこちら

https://beyondtaliki.info/


⼯� 柊

GUEST

株式��ブイクック

代���� /デザイナー

�野 英�
アミタホールディングス株式

��

代������兼CEO

⽯⽥ �
ニュース��者

The HEADLINE���

⽬�へ�る

トーク②

「�される��成�とは、

�から�たちにできること」

�しいプロフィールはこちら

https://beyondtaliki.info/


�� �
株式��バリュークリエイト

代�

ピッチ�査員

中� �伽
株式��taliki代�

トーク②モデレーター

ピッチ�査員

�⽥ ��郎
株式��taliki

NPO��Mielka 理事

トーク①モデレーター

GUEST
&MODERATOR

⽬�へ�る



作⽥��

PITCH-前半

ミャンマーからタイへの

��の�労�援

��愛理
「⽣きづらさ」に��と�り�

うオンラインカウンセリング

阿��⼤
アカデミア����をつく

る論�共有アプリ

⽬�へ�る

�票はこちら

隅⽥��
地域で��する

コンポストプロジェクト

https://app.sli.do/event/p4s3ag7m/live/polls


���平

PITCH-�半

野⽣の鹿の利⽤�⼤のための

鹿⾰オンラインショップ

�⻄杏奈
�科の����をサポートす

るミュニケーションツール

⼤野陽菜
��なマイボトルに��え

る�筒専⾨ショップ

⽬�へ�る

⼩野耕平
�物アレルギーを�える

⼩�⽣のためのカードゲーム

�票はこちら

https://app.sli.do/event/p4s3ag7m/live/polls


とぅるもち

PITCH-�半

女性のリズムをサポートする

セクシャルウェルネスブランド

⽯���
�員の労働����のための

��指��の共有サービス∕

労働時間測�アプリ

⽬�へ�る

�内萌⽃
�もがエシカルな暮らしを�

現できるセレクトショップ

�票はこちら

https://app.sli.do/event/p4s3ag7m/live/polls


COMMENT
&

VOTE

�問・�想を�時受け付けています。�

�しているモデレーターが��拾いま

す。匿�で受付できますのでドンドンお

�りください�

ピッチを⾏なった�業�へ�票ができま

す。得票�が⼀��かった�業�に�し

て、�票された��員のチケット代の⼀

�を賞金としてお�しします。ドンドン

�しましょう�

コメントする

�票する

⽬�へ�る

https://app.sli.do/event/p4s3ag7m/live/questions
https://app.sli.do/event/p4s3ag7m/live/polls


＼もっと�しく�∕

2021年8⽉に�開された「気��動に�す

る政�間パネル」の�告書と政策決�者向

けの��です。�界中の14,000��上の論

�や�測・予測データをもとに、66カ国

200��上の専⾨�によって作成されてい

ます。気��動が��活動に��するもの

であると�めて�⽰し、2050年までにカー

ボンニュートラルを�成できなければ��

界的な��が⽣じると�告しています。

IPCC�6��告書

�����の国�的なグループにより策�

され、��、��、ガバナンスを重�した

活動を⾏う��的責任が��されていま

す。署����は3500�上、�⽤����

は�１�1000兆円となっています。⽇�で

は�⼤�模の�����である年金積立金

�理�⽤独立⾏政��(GPIF)が署�してい

ますが、各国に�べ�ないのが現状です。

PRI（責任���則）

⽬�へ�る



＼SDGs×�業�∕

⽬�へ�る

各⽬標をタップすると、��するtalikiオ

ススメの�業�のインタビュー�事へジャ

ンプします。

Relight ECOLOGGIE OUI Inc.

COLEYO anone, BOTLTO

⽇��物�料 ⾰�をはいた猫 共同�⼯

https://taliki.org/archives/2628
https://taliki.org/archives/3940
https://taliki.org/archives/3964
https://taliki.org/archives/1982
https://taliki.org/archives/1779
https://taliki.org/archives/2894
https://taliki.org/archives/2618
https://taliki.org/archives/3486
https://taliki.org/archives/3178


＼SDGs×スタートアップ∕

⽬�へ�る

各⽬標をタップすると、��するtalikiオ

ススメのスタートアップの�事へジャンプ

します。

スルシィ ツナグム LOVST TOKYO

ブイクック イノカ �ノ�中

taliki PoliPoli

https://taliki.org/archives/2942
https://taliki.org/archives/2138
https://taliki.org/archives/4090
https://taliki.org/archives/1788
https://taliki.org/archives/3658
https://taliki.org/archives/3692
https://taliki.org/archives/1739
https://taliki.org/archives/2411


SPECIAL
THANKS
�都リサーチパーク�

�都�⽤金��

�⻄電⼒�

⽬�へ�る

井上さん、杉�さん、柴⽥さん、その他いつも⾒

�ってくださるKRPの�さん、愛してます❤ 

いつもご�援ありがとうございます�

�き�き⼀�に盛り上げていきましょう

こうしてご�ができて�しいです

末�くよろしくお願いいたします�

talikiファミリーの��
����者の�、インターンズ、メディア�材�業の�

�、��先の��、いつもたくさんのお⼒�えありがとう

ございます☺ talikiも��をずっとずっと�援してま
す��

クラファンご�援者の��
�めましての�もお��になっておりますな�も�当にあ

りがとうございます。��のおかげでBEYOND2021を�事

開�できました。

BEYOND2021が�しでも��の�となりますように�



優しい⾰�をおこそう。

 

 

�かを傷つけるためではなく、

�かを�うための⾰�を。

 

 

��の構�を否�するのではなく、

��の構�を再�義する⾰�を。

 

 

⾃�⾃�を犠牲にするのではなく、

⾃�⾃�を愛するための⾰�を。

 

 

��を乗り�えろ。

 

��主義に�り�め。

 

 

 

�界を�えるのは、

キミの�中だ 。


