
シダックス
第6回SDGｓビジネスセミナー結果報告



ベンチャー企業8社によるSDGｓプレゼン大会開催
今回はプレゼンベンチャー企業のうち、SDGｓ研究所の志に近く、SDGｓの活動
として優れていたベンチャー企業に対し、「シダックス・ホープ賞」の表彰を行
うこととしました。

SDGs研究所運営委員が「社会性」「持続可能性」を各5点満点、「事業性」を10
点満点とし、３つの指標により審査し、最も合計得点の高い企業を表彰するもの
です。合計8社の企業様が参加。

1社8分のプレゼンを行い優秀な企業を表彰。

プライム・スター株式会社は見事表彰状をいただきました。



大変素晴らしい賞、ありがとうございました。







WWW.PRIMESTAR.CO.JP

この地球がいつまでもプライムであり続けるために

プライム・スター株式会社
www.primestar.co.jp



東京電力他
約500社

の全国販売店

WHO ARE WE…?

一般社団法人日本照明工業会
正会員の総合照明メーカー

TEPCO
東京電力出資会社

一般社団法人防災事業経済協議会会員
東京都格付Aランク事業者
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建設業法上の
電気工事元請け会社

全国350社の協力店
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CO2削減

レジリエンス感染症対策

創エネ

プライム・スターのコアビジネスのバリューチェーン
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電気
工事

太陽光
パネル

紫外線
殺菌灯
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SDGｓ取り組み事例
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１Light
for

１Green

LED照明で、地球温暖化防止・気候変動予防・CO2削減
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森を育むことは、吸収する二酸化炭素を増やすこと。
どちらも大事な取り組みだから、 プライム・スター株式会社は、 森づくり
に取り組んで参ります。 日本のクレジットを購入し、林業従事者に資金が
回る仕組みを採用し、日本の森を育てるプロジェクトです。

具体的には、LED照明を購入いただいたクライアントに、LEDを 1本購入頂
く毎に、 森林約1㎡分のCO2吸収量クレジットをプレゼントする取り組み
です。

森は、水を生み、大地を守り、命を育む。
CO2を排出する都会と森を育てる田舎を繋ぐプロジェクト

カーボンニュートラル １Light for 1Green プロジェクト

LED1本購入毎ごとにCO2クレジットプレゼント

ＬEDを使うことは、排出する二酸化炭素を減らすこと。
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文化学園様 アサヒビール様

武庫川学院様 東京成徳学院様
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LED照明設置事例（病院）LED照明設置事例（医療機関）
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ZEROコストレンタル

初期費用無料・工事を含めて保証

不良時の工事を含めてすべて保証対象

下がった電気代金で毎月経費でお支払い
交換したその日から黒字が増加

プライム・スター X みずほリース株式会社



年間支払い電気代等コスト

4,860万円

年間電気代コスト
1,200万円

年間レンタル料
1,380万円

年間メリット

全期間7年間合計では、1億5,960万円のお得

年間お得金額
2,280万円

CO2削減額⇒4,960,780Kg削減に繋がる

CO2削減シミュレーション

約75％の電気代削減

サステナブルに事業を行うには国に頼らない事



防災対策が急務な背景



政府の中央防災会議は、最大クラスの「南海トラフ大地震」が科学的に想定され
ると発表しています。また、気候変動により、巨大台風が各地で被害を拡大して
います。2019年は千葉県を中心に大きな被害をもたらしました。

2011年の東日本大震災以降、事業継続計画（BCP）を策定する企業が増え、大企
業では「策定済」と「策定中」を加えると、8割強が対策を進めています。これに
比較して、中堅企業では5割に届いていません。

①まだまだ足りない「BCP防災対策」状況



②過去の大規模災害を振り返ると
長時間に渡って電力供給がストップする事態は十分に想定される。

・熊本地震（平成28年4月14日）～5日
・北海道胆振東部地震（平成30年9月6日）～2日

・2018年9月 台風21号 5日間
・2018年7月 西日本豪雨 4日間

参照：自治体通信Online https://www.jt-tsushin.jp/interview/report05_crisis-management/
経済産業省 資源エネルギー庁 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/typhoon.html

電力供給がストップした期間
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・東日本大震災（平成23年3月11日）～ほぼ1週間

・2019年9月 台風15号 12日間

・台風10号 34万9000戸が停電
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③その時、本当に必要なものは何だったのでしょうか。

災害後の3日間で「あってよかったもの」「なくて困ったもの」、災害を経験し
「これは絶対用意すべきと感じたもの」はなんですか（複数回答可）

2018年自然災害被災者に聞いた、防災についてのアンケート

圧倒的に高い
モバイルバッテリーの需要。

安否確認
災害情報
位置情報/GPS
真っ暗な中、明りの確保…



朝日新聞デジタル2018年9月7日 11時47分
札幌市役所で携帯充電サービス 「３時間待ち」長蛇の列
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180907001204.html

④しかし、今年はいままでのように、１箇所に集まっ
ての充電はできません。
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今年はコロナウイルス感染症対策が必要に！
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サステナブルな防災推進パートナー大募集
全国100万台を広げるための

事業パートナーを募集いたします

自立型防災タワーEPB



EPB Emergency Power Boxとは？
再生可能エネルギー自立型防災タワーEPB

☆EPB（エマージェンシー・パワー・ボックス）とは、
地震、洪水など地域災害が起きた時に地域住民や職場スタッフなど、
EPB設置場所によって命を繋ぐプラットフォームです。

☆今や、スマートフォンはコミュニケーションや災害情報共有、
安否情報などの取得のために、欠かせないものとなっています。

☆災害発生時に、スマートフォンなどのバッテリー不足により、
情報が分断されてしまいます。

☆EBPには、サバイバル時に欠かせないリチウムイオン蓄電池、
専用太陽光パネル、サバイバルSOSライト、大容量LED投光器、
LED電球などが基本セットされています。

☆AED（自動体外式除細動器）はすでに90万台の設置完了。
横に置くコンセプトにより100万台の防災インフラを目指します。

☆意匠登録・実用新案取得済み
Primestar Co.,Ltd All rights reserved 23
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世界同時の価値転換

存在価値から貢献価値へ

新型コロナウイルス感染症で変わること
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企業が選ばれる理由・・・社会的責任を果たす

SDGs
Sustainable 

Development Goals

CSR
Corporate

Social Responsibility

BCP
Business 

Continuity Plan

コストをバリュ―に変える

ESG
Environment

Social Governance

サステナブルに事業を行うには国に頼らない事



内閣府国土強靭化計画
2020年第5回・6回ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）

「再生可能エネルギー自立型 防災タワーEPB（エマージェンシーパワーボックス）」

《優勝賞》受賞製品
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目標全国100万台

地域防災に新しいバリューを創造する



2021/10/13

クラウドファンディング防災

防災したくても、地方自治体は予算が乏しい
宮崎県国富町役場がHUG400Aをふるさと納税で導入
当初の予想をはるかに超える420万円を集める
公助・共助・自助・クラウド助（三方良し！）

宮崎県国富町 三方良しのクラウド防災始まる

資金不足な自治体の避難所にクリーンなエネルギーと蓄電池を！
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再生可能エネルギーを利用した自立型防災タワーEPB

クリーンエネルギーの太陽光パネルで自立型の電力確保が可能



電気を持ち運ぶ新発想！
災害時における充電方法は

①市役所など避難所のACコンセントから
②専用の太陽光パネルから
③ガソリンの発電機から
④車を発電機に変えるHUG-CARから

の4WAYです。電気を持ち運びましょう！



HUG400Aは小型・軽量（5.3㎏と）とポータ
ビリティーに優れデザインもスタイリッシュ。
非常時でも持ち運び可能なサイズです。
（屋内専用）

ガス発電機やガソリン発電機は、数時
間で使えなくなります。
しかし、HUG400Aは、専用太陽光パネ
ル※で何度も充電が可能！
※パネルオはプションで2種類ご用意

HUG400Aは、USBポートが12口つ
いておりますので、ハブポートを
使うことで最大60人が一度に充電
することができます。
ワンコール充電なら600人！
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防災時には持ち運び、必要な場所に移動可能

日本人がノーベル賞受賞し
たリチウムイオン電池技術



蓄電池を分散し、避難所での密の発生を抑え込む。

2m

2m 2m

2m

簡単に持ち運べ、
距離を置いた設置が可能。

5.3
kg

＋マスク
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＋消毒液 ＋小型電気

＋ソーシャル
ディスタンス

コロナウイルス対策・ソーシャルディスタンス型防災用蓄電池



コロナウイルス対策・ソーシャルディスタンス型防災用蓄電池

サテライトオフィス・ワーケーションにも好評です



国が選んだ「高性能」・「安全性能」

防災専用の蓄電池

蓄電池はエネルギーの塊です
爆発・延焼しないよう検査を徹底！

キャンプ用ではありませんが・・・
もちろんキャンプにもご利用ください！

安全性能を一番に検証実験合格製品



アメリカUnderwriters Laboratories・UL (安全機関)試験合格

アメリカの安全規格UL規格合格

爆発しない蓄電池・釘差し試験合格



国際検査機関・TUV（テュフ）・HUG400A・試験合格

テュフ・ラインランド（ドイツ語：TÜV Rheinland）
とは、技術、安全、証明サービスに関する世界第７位
の認証機関である(1位はSGS)。

1872年に設立され、ドイツのケルンに本部を置く。
69ヶ国に19,320人を雇用し、17億ユーロ（うちドイ
ツ国外で40%）の収入がある。

グループの方針は人、テクノロジー、環境（これらが
会社ロゴの三角形に象徴される）の間での相互作用が
生じている難題に対処するため、安全と品質に関する
継続した開発を行うこととしている。

https://www.tuv.com/world/en/

ドイツの安全規格TUV試験合格



HUG400A 国際検査機関TUV試験合格



耐火性試験：2000度の炎で燃焼耐火試験を実施（HUG400A）

ネットに出回っているリチウムイオン蓄電池で大丈夫ですか？
日本人研究者がノーベル賞を受賞したリチウムイオン電池製品です。

国土交通省の燃焼試験合格しています。
耐火試験など、第三者機関にて試験実施した製品を選択してください。



お風呂も沸きます！

給湯器も動きます！
LPガスがあっても、
灯油があっても

水はあってもお湯が
沸かない！

給湯器のスタート時に
必要な電気も
供給可能！

千葉県の台風被害者様
の実例写真



真っ暗な生活は疲れや
不安が増す原因です。

HUG400AならACコン
セントからテレビ
ラジオ・冷蔵庫

LED照明も動きます。

千葉県の台風被害者様
の実例写真



千葉県様台風15号・19号緊急対応時写真

太陽光パネル（別売）で最短
5時間半でフル充電

千葉県の台風被害者様の
実例写真



千葉県木更津市役所 避難場所16か所にEPBを設置

千葉県木更津市役所 自立型防災タワーEPBを設置記事

安心・安全な
避難場所
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選ばれる金融機関

地域防災のキーステーションづくりに着手
第一勧業信用組合様
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帰宅困難者支援ステーションとして
停電時のLED照明による灯りの確保

タリーズに行けば、スマホの充電が可能

選ばれるカフェ



選ばれるレストラン

地域一番店を目指してEPB導入決定
かっぱ寿司に行けばスマホの充電が可能
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BCP対策として
CSRポスターの店内掲示

安心をアピールし
売り上げアップを狙う

SDGｓ・CSR
コーズマーケティング

結果として選ばれる施設・株価上昇・ESG

ブランドイメージ向上
地域一番店を目指す



【学校】千葉商科大学 様「EPB（防災タワー）」を導入
同校は「千葉商科大学SDGs行動憲章」に基づき、幅広くSDGsの目標をカバーし、
社会に貢献するために教育研究、地域貢献活動を推進されています。
様々な取り組みを実施されている中、ゴールの1つである「11:住み続けられる
まちづくりを~都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続的にする~」に
関連する防災対策として、EPBを導入いただきました。

SDGｓ憲章に則りBCP対策を推進
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選ばれる大学



【病院】日本赤十字社 古河赤十字病院 様「EPB（防災タワー）」を導入

地域医療支援病院である同院は、患者さまの症状にあった医療を適切な場所で提
供していくことを目的とし、地域の医療機関と連携しています。
病院は入院を中心に外来医療は地域の診療所・医院が担っていくという役割分担
で地域住民の医療の向上を進める考え方です。
医療以外にも地域住民へ安心安全の環境づくりの為、災害発生時に電気と明かり
の確保が可能なEPBを設置いただきました。

地域防災の拠点となる医療機関を目指す



長谷工コーポレーション様



群馬県庁様

県庁



北海道整形外科記念病院様

病院



こんな場所にご提案可能です。
スーパーマーケット

消防署・交番 ホテル 工場・物流基地

マンション 役所・公民館
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全国に100万台設置が目標

EPBと言う「安心・安全」を
バリュー化し、規格化し、統一化し

全国に普及させていく



発電機との比較ほか



HUG400A



発電機の燃料は多くがガソリンです。ガソリンは揮発性が高い危険物ですの
で、保管方法はきちんと缶詰め状態にした方が良いでしょう。

発電機、危険な屋内使用 停電中三人CO中毒死

最大震度７の地震を観測し、ほぼ全域が停電する「ブラックアウト」に見舞われ
た北海道で、土砂崩れなどによる死者４１人とは別に、家庭用の小型発電機を屋
内で使っていた男性３人が一酸化炭素（ＣＯ）中毒により相次いで亡くなってい
た。東日本大震災でも同様の死亡事故が起きており、経済産業省は「屋内では絶
対に使用しないで」と注意喚起している。
引用：https://www.yomiuri.co.jp/national/20180916-OYT1T50028.html

ガソリンは危険物ですので、取り扱いには注意が必要です。灯油などを入れるポリ
タンクは使用できず、携行缶と呼ばれる金属製の容器に入れなければなりません。
また、購入はガソリンスタンドで行いますが、セルフのガソリンスタンドでは携行
缶での購入はできないため、セルフスタンドの増えている現在は、購入場所を探す
のにやや苦労するかもしれません。

発電機は屋内では使用不可

https://www.yomiuri.co.jp/national/20180916-OYT1T50028.html
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2021年度東京都港区役所様 防災用品あっせん販売中



リチウムイオン蓄電池を採用いただいた企業様など
自由民主党本部・金融庁・群馬県庁・国立市役所・鹿児島市役所・目黒区役所

佐倉市役所・羽村市役所・太田区役所・茂原市役所・多摩市役所他多数自治体様が採用済み

KDDI株式会社グループ
JA東京グループ
千葉商科大学
上智大学
凸版印刷株式会社
学校法人横浜雙葉学園
みわ保育園
積水化学株式会社
コンビプラザ金沢八景保育園
株式会社ふじや幼保部
株式会社竹中工務店
スクルドエンジェル保育園
住友不動産株式会社
三井不動産株式会社
アフラック保険株式会社
東京エレクトロン株式会社
川崎近海汽船株式会社
松島港湾運輸株式会社
アデニウム東京
北海道大学
第一勧業信用組合
ANAシステムズ株式会社
共栄火災海上保険株式会社
株式会社リクルート
株式会みずほ信託銀行
株式会社NHK
丸和運輸機関株式会社
順不同

おふろの大様全店舗
東京建物リゾート
東京電力株式会社グループ
北海道整形外科記念病院
福田心臓血管外科
明治安田生命保険相互会社
住友生命株式会社グループ
日本生命株式会社グループ
アフラック保険サービス株式会社
SOMPOケア株式会社グループ
丸和運輸機関株式会社
医療法人社団永生会永生病院
みずほリース株式会社
双日株式会社グループマンション
ラ・アトレ株式会社グループマンション
NOK株式会社グループ工場ほか
カッパ・クリエイト株式会社
タリーズコーヒージャパン株式会社
ユニマットホールディング株式会社
ちばぎん証券株式会社
リコーロジスティクス株式会社
日本大学豊山女子高等学校中学校
キヤノンマテリアル株式会社
ライオン事務機株式会社
東京ガス株式会社
株式会社NTT東日本プロパティーズ
ライオンズマンション株式会社

LINE株式会社
どんぐり保育園ラゴム
学校法人芝浦工業大学
株式会社LIXIL
目黒日本大学
JFE株式会社
住友重機械工業株式会社
株式会社関電工
学校法人駒澤大学
河口湖カントリークラブ
くっくおさんぽ保育園
西日本高速道路株式会社
新宿町 防災会
鴻池運輸株式会社
東大和市清掃事業協同組合
かえつ有明高等学校
コープ鎌倉管理組合
旭化成ホームズ株式会社
ホテルレジーナ河口湖
エア・ウォーター株式会社
株式会社ENEOS
協和警備保障株式会社
HITOWA株式会社グループ
NTTテルウエル株式会社
NTTドコモ株式会社
高齢者総合福祉施設 喜楽苑
JR東日本ビルテック株式会社



プライム・スター株式会社
www.primestar.co.jp
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エアロゾル除菌に、最大出力6,200μW/㎝²の高性能UVC殺菌灯

コンセントに繋ぐ、工事不要のスタンドタイプ
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米疾病予防管理センター（CDC）が新型コロナウイルスのガイダンスを変更し、変異株などは従来よりも遥
かに強い感染力を持っているとして、ウイルス対策の見直しと強化を呼び掛けました。

新しいガイダンスで新型コロナウイルスの飛沫感染は6フィート（約2メートル）以上の距離でも発生する
と言及した上で、市販のマスクを着用しても粒子が入り込んで感染することがあると指摘。
事実上の空気感染と変わらないとして、密接な接触行為が無いパターンでも感染はあり得るとまとめていま
した。

新型コロナの変異株は空気感染に匹敵・マスク着用でもほぼ意味無し
米CDC「６フィートを超えても空気経由で感染」

東京大学・日本大学・理化学研究所の共同研究
変異株にも有効であり、ワクチン接種に加えた更なる対策がスタートしました。
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すれ違うだけで感染する可能性が指摘
感染者の抑え込みに成功していたオーストラリアでも、シドニーの大型ショッピングモールで21人が感染するインド型のク
ラスターが発生した。 ニューサウスウェールズ州のブラッド・ハザード保健相は「監視カメラの映像を精査したところ、感
染した男性は感染源となった男性の近くにほんの数秒いただけでした。彼らは10～60センチほど離れてすれ違ったようで
す」と説明。
従来型との比較実験結果
ハザード保健相は「たまたまエスカレーターや通路で感染者とすれ違った場合、あるいは感染者が呼吸した場所に行った場
合に陽性になる可能性がある。このデルタ型（インド型）は、感染者の近くにいれば、誰にとっても身近に存在する脅威だと
言えます」と警鐘を鳴らし、繰り返し検査を受けるよう呼びかけた。
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コロナウイルスの
DNA・RNAを破壊
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ホワイトハウス・FBI・CIAペンタゴン本部で採用

米国炭疽菌バイオテロ事件で実績6,200μW/㎝²の高出力



アメリカ
ＵＶＣランプの歴史
2001年9月18日
同時多発テロの僅か
7日後に発生した

アメリカ
炭疽菌事件
で活躍した
実績ある
最強ランプ

62

市販の空気洗浄機や紫外線殺菌灯とはレベルが違います

世界最強の殺菌力6200
マイクロワット／㎝2

約16倍以上の殺菌力
（市販製品400VS同社製品6200）
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とにかく
殺菌力が違います！

コロナ患者受け入れ
病院で約92％不活化



コロナZEROレストラン

喫緊の課題であるウイルス対策としては、UVCランプを使ったエアロゾル空間除菌
が可能な『B-ZONE』を導入した。多店舗にて導入中！
店内に2台・厨房に1台を設置。お客様と従業員をウイルス感染から守る！！
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Before After

不活化成功 最大96.7%死滅



コロナZERO学校・予備校
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ウイルスZEROホーム

工事不要で置くだけ簡単
インフルエンザノロウイルス・
PM2.5やアレルギー対策にも



コロナZEROレストラン個室・トイレに

ウイルスZEROレストラン
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BCP対策をビジネスに変換
サステナブルに収益化を目指す

ありがとうございました

防災に対する「コストをバリュー」に変えて行く！

「EPB」がある街は安全である



ありがとうございました。
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