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「エコロお店探検隊」って知ってる？

お店の中を探検しながらお買い物～

アピタのお店には、どんなエコがあるの？　実は、

2001 年から、小学 3年～6年生を対象に、「エコロお店

探検隊」という、ユニーがお店で行っている環境への取

り組みを楽しく知ることができたり、環境にやさしい買

い物を体験したり、いつもとは違うお店のうら側を見る

イベントを夏休みを中心に開催しています。

小学生のお子さんがいらっしゃる方は

ぜひ参加してみてはいかがでしょうか？

　大人の方たちからも「お店探検隊」してみたい！

という声を多くいただいています。

今回は、お店の中のエコを案内します！商品はもち

ろん、普段は見ることのできないお店の裏側や、リ

サイクルの仕組みなどもご紹介しますよ。毎日の生

活になくてはならないスーパーマーケット。どんな

環境への工夫があるのかでしょうか？　

『大人のお店探検隊』
eco!on の商品ってどこの売り場にあるの？皆さんはご存知でしょうか？

いつものお買い物、商品だけではなく、色々なエコがあるんですよ。

気にしてみると、いつも買っていた商品が実は eco!on だった！

なんて事もあるかもしれませんね。

今回のOsusume Cafe は、お店の中のエコなところ を紹介します！

「エコロお店探検隊」の募集は、各アピタのサービスカウンターでお問い合わせください。

1.「エコステーション」って知ってる？

2.お店の裏側を見せてもらいました！

4.たくさんのエコを発見！私たちにできることは？

　お店で買ったお肉やお魚などが入っている食品ト

レイや、牛乳パック、アルミ缶、ペットボトルなど、

食べ終わった後、皆さんは捨てていませんか？

お店の入り口などに設置されている「エコステー

ション」へ持って来くと、リサイクルセンターへ送

られ、また新しい製品に生まれ変わるんです。

お客様のお買い上げ後にゴミになるものを回収し、

リサイクルしています。

　お店の休憩スペースなどにあるベンチ。実は、

食品トレイを再生資源とし、作られたベンチなの

です。何気なくいつも座っていたベンチにもス

トーリーがあります。

　お店で出たゴミは、きちんと分別して計量され

ています。どれだけの量のゴミがお店から出てい

るのか、きちんと記録しているんですね。ゴミの

量を知ることで、ゴミが減ったか

知ることができます。

　お店の売り場で、アピタのオリジナル

環境配慮商品『eco!on』を探しに行きま

しょう！

まずは食料品コーナーから行きましょう。

毎日の生活に欠かせない食料品、

未利用食品でできた堆肥から作られた

「エコ野菜」や、ゴミとなってしまう容器

を減らす取り組み、パッケージがエコで

安全安心なものなどがあります。

皆さんは、お店のエコ、知っているもの

はありますか？

　たくさんの商品を仕入れているお店だからこそ、

ダンボールの使用を減らす為に、折りたたんで何回も

使用できる折り畳み式コンテの「オリコン」を使用し

ています。

未使用時には折りたたんで保管ができ、ダンボールに

比べて段積みしても箱が潰れないのです。

　お店から出た食べられな

かった食品を堆肥にし、畑

でお野菜を作っています。

一部の店舗では、子ども達

がエコ野菜の収穫体験をし

たり、店頭でエコ野菜の販

売もしています。

スタイルワン　学習帳シリーズ

適切に管理された森の木を原料に作っていま

す。(FSC 認証紙）このノートの売上の一部は「あ

しなが育英会」に寄付されます。本文に植物油

インキを使用しています。
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お店の中のエコを

探しに行こう！

再生資源としてベンチなどにリサイクルされています！

e・cotton オーガニックコットン
Tシャツ

丁寧に収穫された良質なオーガニックコットン

を、毛羽が少なく艶やかな色に仕上げ、使用し

ています。

アピタ・ピアゴ
で買えます

未利用食品でできた堆肥から『エコ野菜』を育てていたのね！　　

食品はエコなパッケージへの取り組みがされているのね！

生活用品も、リサイクルされた商品があるのね！

eco Point! オーガニックコットンでエコな洋服発見！

アピタ・ピアゴ
で買えます

FSCって、何？

Forest Stewardship Council、森林管理協議会

容器包装を
ゴミにしない

取り組みなのね。

スタイルワン
マーガリン入りバターロール

従来の包装形態から、留め具の使用を中止し、

袋をコンパクトにすることで容器包装の重量を

約３０％削減しました。（当社比）これにより、

プラスチック資源の節約と地球温暖化の原因で

ある二酸化炭素排出量の削減につなげています。

食品プライベートブランド商品

食品プライベートブランド商品のパッケージ

を、環境に配慮した水性グラビア印刷に切り替

え、順次変更しています。

アピタ・ピアゴ
で買えます

回収された牛乳パックを使った
トイレットペーパー　12ロール入

原料に回収牛乳パックを 100％使用した、お肌

にやさしいしっとりしたティッシュです。この

牛乳パックはアピタ・ピアゴ各店で回収された

牛乳パックも含まれています。牛乳パックを

コーティングしているポリは工場内の熱エネル

ギーに再使用しています。

アピタ・ピアゴ
で買えます

PrimeONE薬用泡のハンドソープ
本体・詰替用

飲食店・小売店の厨房で使用済みとなった揚げ油

を回収、精製して作ったハンドソープです。動植

物性油なので手肌にはもちろん、川や海にもやさ

しいハンドソープです。殺菌成分トリクロサンと、

保湿成分アロエエキスを配合しています。

アピタ・ピアゴ
で買えます

19種類に分別しているのね！

お店から出る全ての

ゴミを計量して

いるんですって！

お店の商品搬入口お店の商品搬入口お店の商品搬入口お店の商品搬入口

シ
ールを貼ります。シ
ールを貼ります。

　森林は私たちが吸っている空気、飲んでいる水、私たちが

暮らしていく上で必要な資源をもたらしてくれています。違

法な伐採や森林破壊につながるやみくもな伐採によって作ら

れた紙ではなく、適切に管理された森林から作られたもので

すよ、ということを、証明する、認証制度です。 FSC 認証製品

を買うことで、世界の森林を守る役割を誰でも担うことがで

きるのです。

FSC認証マーク

選んで買うように

しよう！

子どもが使う文具にもFSC認証商品、発見！

3.お買い物の中からエコを見つけよう！

いつも来ている

食料品売り場で

「eco
」を探そう！

家族にはなるべく

オーガニックコットン

を選んでいます！

エコ
野菜

必要な電灯だけ

点けましょう！

という発想で

下げ札を付けていたわ。

省エネ！

お店からでた未利用食品

（野菜クズ、魚のあら等）

も、ゴミではなく

堆肥となって活用

されているのね！
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　自然のチカラで育った綿花に

こだわった Tシャツは、柔らか

い肌ざわりで着心地抜群！

オーガニック
コットン

小学3年生～6年生までが参加できます。

※お店のカウンターで開催日を聞いて申し込んでね！

　お店の中にはたくさんの『エコ』がありましたね。いつも買っていた商品が実はエコだった！という方もい

らっしゃるかもしれません。選ぶのなら、エコな商品を選んで買うと、地球にも優しいですね。皆さんも、お

買い物で選ぶ時、ぜひ気にしてみてください！

たくさんの発見があり、

エコへの意識も高まりました。

これから私は「eco!on」を

選んで買うようにします！

お店で出るゴミの計量

ダンボール代わりのオリコン

バックヤードの電灯

　店 舗 の バ ッ ク ヤードや、事務所の電灯には

プルスイッチ ( 紐 ) をつけています 。 

特 に バ ック ヤ ード に は 、 作 業 や 設 置 

場 所 の 状 況 を 調 べ 、 一つひとつのス

イッチに「常に点灯」「必要な時だけ」

を表 示しています。

リサイクル堆肥を使った
畑で落花生を収穫したよ！

アピタ・ピアゴ
で買えます

油性インキから水性インキ

に変えることで、インキの

強いニオイが軽減され、

消費者にも、そして作る人たちにも安

全・安心なパッケージになりました。

この商品を買うと

こんなにCO2 を削減

できてるんですね！

容器包装の重量を約30％削減することで、1商品あたり

バージンパルプを使用した場合に比べて、1個あたり 原料に廃食油を使用することで、1商品あたり

商品を買うだけで

こんなに地球に

優しいの！！

リサイクル
ベンチ

食品トレイ食品トレイ
食品トレイからできたベンチ食品トレイからできたベンチ

アピタでは

子ども向けに

「お店探検隊」を

やっているのね！

お店には

どんな秘密が

あるのかな？

※ユニー調べ

※ユニー調べ ※ユニー調べ

※一部店舗では取り扱いがありません

※記載内容の商品詳細が、変更 終了になっている場合がございます。お探しの商品等に関するお問い合わせは、お近くの店舗までお問い合わせくださいませ。

http://www.uny.co.jp/csr/event/expedition/index.html

