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SDGs の達成に向け
の達成に向けた新プロジェクト「
新プロジェクト「SSU
SSU’s
s Social Action 3.2 for SDGs
SDGs」発足のお知らせ
」発足のお知らせ
当社は、国際サミットで採択された SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向け、新プロジェクト「
SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向け、新プロジェクト「
（持続可能な開発目標）の達成に向け、新プロジェクト「SSU
SSU’ss Social
Action 3.2 for SDGs
SDGs（以下、
（以下、Social
Social Action 3.2
3.2）」を 2019 年 3 月 2 日に発足しましたので、お知らせ致します。
「Social
Social Action 3.2」は、「たのしいさわぎをおこしたい」というスローガンのもと
」は、「たのしいさわぎをおこしたい」というスローガンのもと
」は、「たのしいさわぎをおこしたい」というスローガンのもとで
で培ってきた当社
当社のマーケティング・コミュニ
マーケティング・コミュニ
ケーションノウハウを活かし、
ケーションノウハウを活かし、SDGs の達成に貢献することを目的とした活動を実施・サポートしていくプロジェクトです。
当社は 1985 年の創業以来、PR
年の創業以来、 会社として様々なプロジェクトの PR やプロモーションに携わり、人の可能性や未来に
希望を感じさせるムーブメントを世の中に発信してきました。貧困撲滅の世界的アドボカシー活動「ホワイトバンドプロジェク
ト」に始まり、サッカーを通じた地域活性化と社会貢献を実現させたチャ
ト」に始まり、サッカーを通じた地域活性化と社会貢献を実現させたチャリティマッチ「
リティマッチ「TAKE
TAKE ACTION FOUNDATION
FOOTBALL MATCH
MATCH」、日本最大級の
」、日本最大級の LGBT 関連イベント「
関連イベント「TOKYO
TOKYO RAINBOW PRIDE
PRIDE」、⾳楽の⼒で企業と地域
」、⾳楽の⼒で企業と地域
社会と人々を結び付けた社会貢献プロジェクト「RockCorps
社会と人々を結び付けた社会貢献プロジェクト「 RockCorps」など、
」など、SDGs が国連で採択される以前から様々な活動に
携わってまいりました。
今回、新たに発足した
今回、新たに発足した「Social
Social Action 3.2」においても、これまで手がけてきた活動のノウハウを十分に活かし、
3.2」においても、これまで手がけてきた活動のノウハウを十分に活かし、
」においても、これまで手がけてきた活動のノウハウを十分に活かし、SDGs
SDGs
が掲げる貧困、教育、ジェンダー、エネルギーといった 17 の課題解決へ積極的に
の課題解決
に取り組むととも
もに、今後 SDGs に取り組
取り組
む企業・団体・
団体・プロジェクト等
等のＰＲ支援
支援にも取り組ん
んでまいります。
す。
ニュースやコンテンツづくりを通して多くの人々に共感を与え、その人々の⾏動を喚起しながら
ニュースやコンテンツづくりを通して多くの人々に共感を与え、その人々の⾏動を喚起し
ら、世界を変えて
、世界を変えていくことこそ
ことこそ
が「コミュニケーション」という目に⾒えないものを取り扱う当社の社会的な責務だと考えており、「
「コミュニケーション」という目に⾒えないものを取り扱う当社の社会的な責務だと考えており、「
「コミュニケーション」という目に⾒えないものを取り扱う当社の社会的な責務だと考えており、「Social
Social Action 3.2」を通
3.2」を通
じて SDGs の達成に貢献し、誰もが明日に希望を持てる時代を創れるよう、活動を進めてまいります。
なお、本件に関する詳細につきましては、別紙プレスリリースをご参照ください。
本件に関する詳細につきましては、別紙プレスリリースをご参照ください。

以上
（本件に関するお問合せ先）
株式会社サニーサイドアップ グループ管理本部 経営企画部 TEL 03-6894
03 6894-2241
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