
地域貢献活動
　認知症お買い物セーフティーネット
　高齢化社会が進みつつある中で、ユニーでは認知症の方にも安心してお買い物を楽しんで
いただけるようサポートに努めています。従業員には認知症への理解と見守りの役割を担う
ための教育を行い、店内での困りごと対応やお手伝いで支援しています。また一般のお客様
にもご理解・協力をしていただくために店内で認知症支援のボランティアや市の職員、支援
している大学と一緒にお買い物サポート啓発イベントを開催しています。

　ネットスーパー
　店舗に行かなくても買い物ができる「ネットスーパー」は、高齢者
など買い物が困難なお客様や時間がないお客様の強い味方です。
　またお客様の使用済み容器包装を商品納品の時に回収するなどリ
サイクルも推進しており、お客様に便利で環境にも配慮した取り組み
を進めていきます。こども虐待防止オレンジリング運動に協力し高齢
者だけでなく地域のこどもの見守りの啓発に取り組んでいます。

　お買い物セーフティーネット店舗
　店長はじめ従業員が認知症サポーター教育を受け、地域と連携し
認知症のお客様でも安心してお買い物ができる店舗を「認知症買い
物セーフティーネット店舗として認証しています。お店では認知症サ
ポーターバッジを付けた従業員がお客様の対応をします。

　サービス介助士の養成
　ユニーでは2007年からサービ
ス介助士の資格取得を進めてい
ます。高齢化社会が進み、高齢
者や障がいをお持ちの方にも安
心してお買い物をしていただくた
めに、サービスレベルの向上を
目指し、店長、副店長から資格
の取得を進めてきました。現在
サービス介助士の資格取得者人
数は1,657名です。今後も高齢
者や障がいをお持ちのお客様の
お買い物サポートに取り組んでい
きます。

●店長（キャラバン・メイト）

●自治体担当者（キャラバン・メイト）

●協力NPO（HEART TO HEART）

店舗での教育担当者

●店舗従業員

●グループ会社従業員

店　　舗

●市役所

●包括支援センター

●社会福祉協議会

自　治　体

連携教育

　高齢者見守りネットワーク事業に協力
　桑名市のアピタ、ピアゴが市の高齢者見守り
ネットワーク事業に協力し、店舗での認知症の
お客様の対応や、ネットスーパーの商品を配達
時に異変に気付いた場合は包括支援センターに
連絡するな
ど、地域の
高齢者の見
守りに協力
します。

ＮＰＯ ＨＥＡＲＴ ＴＯ ＨＥＡＲＴ
代表　尾之内 直美さん

　各地のアピタ店舗での「認知症啓発イ
ベント」も、早いもので6年目を迎えるまでに
なりました。また、認知症サポータ養成講座
には店長さんはじめ沢山の従業員の方に
受講していただいています。先日ある介護
家族から「アピタで妻が迷子になり従業員
の皆さんに助けてもらった。本当にありがた
かった」という嬉しいお話を聞きました。これ
からも認知症になっても安心して買い物が
できるようご支援よろしくお願いいたします。

認知症お買い物サポートを支援

衣料・住関本部
ホームファニシング担当

チーフバイヤー
墨 康秀

　リデザインプロジェクトにはプロジェクト立ち上げ当初か
ら関わっていますが、企業の皆さまや学生の皆さまから「あ
たたかい気持ち」をいただき本当にありがたく思っていま
す。製作は障がい者支援施設の方々の力をお借りして商
品化しており、皆さまの繋がりを大切にしています。今年も
リデザインプロジェクトの商品をたくさんの方へお届けでき
るように進めてまいります。

商品化に向けて

従業員への認知症サポーター教育を実施 店舗で認知症アンケートを実施 店舗での啓発イベント

車椅子の介助訓練

高齢者体験ネットスーパーの紹介 ネットスーパー配送車

オレンジリング運動に協力

認知症
買い物セーフティー

ネットマーク

桑名市との協定書締結式

審査をするタキヒヨー 滝社長

津島毛織工業組合 安達様

　地域の緑化活動を支援
　地球温暖化を防ぎ、ますます気温が高くなる夏の暑さを緩和するためには、地域に緑を増やすことが有効です。植樹や花壇など地域の緑化
活動を支援し、地球温暖化防止と緑地の生物多様性に貢献しています。

　大垣市「レジ袋　市民の森」活動
　岐阜県大垣市のアクアウォーク大垣には、大垣市環境市民会議と
の協働で作り上げ、環境大臣賞受賞の「レジ袋　市民の森」があり、
市民のボランティ
ア「グリーンサポー
ター」が木や花の
管理に活躍してい
ます。

　名古屋市名城公園　花の山プロジェクト
　名古屋市の名城公園の花
のエリアにある「ユニーの花
壇」を、市民ボランティアと
一緒に花を植えたり雑草を駆
除したりする活動をしていま
す。小さな子ども達も家族と
一緒に参加してくれました。

地域に緑を増やす

レジ袋 市民の森
グリーンサポーター活動

市民ボランティア ユニーの花壇の花植え
サポーターへ感謝状を贈る

●アピタ稲沢東店
●アピタ千代田橋店
●アピタ名古屋南店

●アピタ静岡店
●アピタ東海荒尾店
●アピタ長久手店

●アピタ安城南店　　
●アピタ長津田店

●愛知文化服装専門学校
●成安造形大学
●中部ファッション専門学校
●名古屋学芸大学

●名古屋コミュニケーションアート専門学校
●名古屋モード学園
●名古屋ファッション専門学校

7校310名参加（2015年度）

4施設参加（2015年度）

●社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会　名身連第一ワークス・第一デイサービス
●社会福祉法人すぎな　作業所えがお
●社会福祉法人あさひ会　守山作業所
●障害者就労継続支援Ｂ型事業所　chord

チャリティ販売を実施
　リーフウォーク稲沢で2015年12月13日に開催された「あったかいクリスマス
チャリティイベント」で音楽を専門に学ぶ学生達によるゴスペルライブとRe 
DESIGN PROJECTのチャリティ販売をしました。収益金は東北の子ども達へ
プレゼントを贈る資金としました。

障がい者支援施設とのコラボレーション

ファッション性を取り入れたエコ商品の開発

24社5組合協力（今まで協力していただいた企業・団体）
㈱板倉産業、㈱イノアックコーポレーション、㈱イノアックリビング、㈱ウエイスト
ボックス、オパレックス㈱、音部㈱、CANTON、かきもと㈱、蔭山㈱、清原㈱、興
和㈱、タキヒヨー㈱、㈱高正商店、田宮服飾㈱、㈲テクスワン、㈱テクノフォーム
ジャパン、㈲東新化工、豊島㈱、パール金属㈱、丸安ニット㈱、三ケ日工業㈱、和
吾毛織㈱、日本毛織物等工業組合連合会：岐阜県毛織工業組合、津島毛織工業組
合、尾西毛織工業組合、尾北毛織工業組合、名古屋毛織工業組合、一般財団法人
カケンテストセンター、㈲パンサー

　ファッション性のある商品の生産は障がい者の仕事へのやりがいと
楽しさにつながります。毎年縫製技術が磨かれ、一つひとつ丁寧に
作っていただいています。ユニーは障がい者の働く機会を創出し、公
正な対価を支払うことで、障がい者の自立を支援しました。

　検査機関で検査を行い、ユニーの販売品質基準をクリアしたもの
をアピタの限定店舗で販売しました。協力企業・若者・障がい者、
そして買ってくださるお客様が、お買い物を通してつながりました。

学生への「環境・社会貢献」の啓発

世界をお買い物でハッピーに！
　「地球」「若者」「障がい者」、そして買ってくださるお客様がつながるリ デザイン プロジェクトは、規格外製品や端
材などの循環資源を繊維商社や企業などからご提供いただき、それらを使ってデザイン学校の生徒達がデザインしま
す。商品は地域の障がい者支援施設の方々に生産していただき、冬の時期にユニーの限定店舗で販売します。生産
に携わる人々も、商品を選ぶお客様も、お買い物を通してつながりあい、地域貢献・社会貢献をすることができます。

　ユニーの本社がある愛知県尾張地方は繊
維業が盛んで、多くのテキスタイルメーカー
があります。ご提供いただくものは倉庫に
眠っているサンプル生地や少しの傷のために
廃棄される生地ですが、この地方に古くから
伝わる伝統技術で織られた貴重なものばか
りでした。2015年は、尾州産地を代表する
テキスタイルメーカーのタキヒヨーが初めて
参加しました。

　デザインを専門に学ぶ学生達は、発想力豊かで魅力あふれる商品
をデザインします。センスとアイディアを活かしながらも、限られた素
材と障がい者支
援施設で生産可
能な縫製につい
ても考え、デザイ
ンの力でプロジェ
クトを支えました。

循環資材の活用

Re DESIGN PROJECT（リ デザイン プロジェクト）
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す。商品は地域の障がい者支援施設の方々に生産していただき、冬の時期にユニーの限定店舗で販売します。生産
に携わる人々も、商品を選ぶお客様も、お買い物を通してつながりあい、地域貢献・社会貢献をすることができます。

　ユニーの本社がある愛知県尾張地方は繊
維業が盛んで、多くのテキスタイルメーカー
があります。ご提供いただくものは倉庫に
眠っているサンプル生地や少しの傷のために
廃棄される生地ですが、この地方に古くから
伝わる伝統技術で織られた貴重なものばか
りでした。2015年は、尾州産地を代表する
テキスタイルメーカーのタキヒヨーが初めて
参加しました。

　デザインを専門に学ぶ学生達は、発想力豊かで魅力あふれる商品
をデザインします。センスとアイディアを活かしながらも、限られた素
材と障がい者支
援施設で生産可
能な縫製につい
ても考え、デザイ
ンの力でプロジェ
クトを支えました。

循環資材の活用

Re DESIGN PROJECT（リ デザイン プロジェクト）
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2015 年

◆2015年～2016年エコ博、エコフェスタ一覧
年 期　間

10月3日～4日

10月10日～11日

11月22日～23日

4月2日～3日

5月14日～15日

6月4日～5日

6月4日～5日

6月25日～26日

アピタ松任エコ博

東海三県一市グリーン購入
キャンペーン

東海三県一市グリーン購入
キャンペーン

10月17日～18日

10月24日～25日

10月24日～25日

11月7日～8日

アピタ長岡エコ博 アピタ長岡店（新潟県）

東海三県一市グリーン購入
キャンペーン

東海三県一市グリーン購入
キャンペーン

アピタ福井大和田エコ博

ラスパ御嵩エコフェスタ

アピタ富山東エコ博

けやきエコ博

リーフエコ博

アクアエコ博

アピタ松任店（石川県）

ヒルズウォーク徳重ガーデンズ
（愛知県）

10月3日～4日 ヴェルサウォーク西尾（愛知県）

アピタ美濃加茂店（岐阜県）

アピタ松阪三雲店（三重県）

ラザウォーク甲斐双葉（山梨県）

アピタ福井大和田店（福井県）

ラスパ御嵩（岐阜県）

アピタ富山東店（富山県）

けやきウォーク前橋（群馬県）

リーフウォーク稲沢（愛知県）

アクアウォーク大垣（岐阜県）

名　称 開　催　店

2016 年

10月17日～18日 アピタ長津田エコ博 アピタ長津田店（神奈川県）

10月24日～25日 アピタ伊東エコ博

ラザエコ博

アピタ伊東店（静岡県）

キリングループの容器包装３Ｒの
取り組み（キリン）

「いっしょに eco」を伝える
（花王）

段ボールコンポストの紹介
（大垣市環境市民会議）

サスティナブルコーヒーの試飲（珈
琲工房ひぐち）

リターナブルビンの使用
（明治）

環境にやさしい商品や環境社会
貢献活動を紹介（ライオン） 私達が生活し、生きていく中で、最も大切なものの１つである「水」について、

一般のお客様にも、生活における水との関わりについて知っていただき、今
私達ができることは何かを考えるきっかけにしていただくことができました。

ボトルキャップ運動で植木鉢プレ
ゼント（いその）

未来のあたりまえを作るエコ工
作（大日本印刷）

ヤマザキのエコプロダクツ減装
ショッピング（山崎製パン）

自然と共に生きるをテーマにした
ミュージカル（劇団シンデレラ）

白川郷の動物と自然の紹介
（トヨタ白川郷自然學校）

　ユニーでは、全国のモールや大型ショッピングセンターでエコライフを体験できる「エコ博」「エコフェスタ」を
開催しています。お買い物をきっかけにして環境に興味を持っていただけるよう、展示やエコ工作、ステージイベ
ントで「未来に地球をまるごととっておく」ために一人ひとりができることを伝えています。
　環境に興味のある方も、そうでない方も、大人も子どもも楽しみながらエコライフを知り、体験していただけます。

　「エコ博」は、モール型店舗やアピタで開催する、地球にや
さしいライフスタイルの体験ができるイベントの総称です。
　環境活動を積極的に推進している地域に根ざした企業様、
団体様と一緒に進めることで、「未来の子ども達に美しい自然
を残す」というメッセージをより強く発信できることになると考
えています。

エ コ 博 の テ ー マ は、「お 買 い 物 でCOOL 
CHOICE」。私たち消費者が日々行っている選択
に「CO2を抑えるモノ・コトであるか？」という視
点を加えて、未来のために「賢い選択＝COOL 
CHOICE」をすることで、普段の生活をエコライ
フにするお手伝いをします。

アピタ富山東店
（富山県富山市）

アピタ富山東店
（富山県富山市）

アピタ松任店
（石川県白山市）

アピタ松任店
（石川県白山市）

ヴェルサウォーク西尾
（愛知県西尾市）

ヴェルサウォーク西尾
（愛知県西尾市）

ヒルズウォーク徳重ガーデンズ
（名古屋市緑区）

ヒルズウォーク徳重ガーデンズ
（名古屋市緑区）

アピタ長岡店（新潟県長岡市 ）アピタ長岡店（新潟県長岡市 ）

ラスパ御嵩
（岐阜県可児郡）

ラスパ御嵩
（岐阜県可児郡）

アピタ美濃加茂店
（岐阜県美濃加茂市）

アピタ美濃加茂店
（岐阜県美濃加茂市）

アピタ松阪三雲店
（三重県松阪市）

アピタ松阪三雲店
（三重県松阪市）

ラザウォーク甲斐双葉
（山梨県甲斐市）

ラザウォーク甲斐双葉
（山梨県甲斐市）

アピタ伊東店
（静岡県伊東市）

アピタ伊東店
（静岡県伊東市）

アピタ長津田店
（横浜市緑区）

アピタ長津田店
（横浜市緑区）

けやきウォーク前橋
（群馬県前橋市）

けやきウォーク前橋
（群馬県前橋市）

リーフウォーク稲沢
（愛知県稲沢市）

リーフウォーク稲沢
（愛知県稲沢市）

アクアウォーク大垣
（岐阜県大垣市）
アクアウォーク大垣

（岐阜県大垣市）

アピタ福井大和田店
（福井県福井市 ）
アピタ福井大和田店

（福井県福井市 ）

エコ工作

エコ宣言

水の展示とクイズ

2016 年

2015年は「地球は水の惑星 命につなが
る水を大切に」を全体テーマとして展示を

行いました。エコ博・エコフェスタを通して、地球にやさしいライ
フスタイルのきっかけづくりを行っています。

2015年

お店でエコライフを体験できるエコ博

エコ博って何！？

地球温暖化防止や CO2 を減らす取り組みを展示・紹介いただきました。

長岡市（アピタ長岡エコ博） 横浜市（アピタ長津田エコ博） 愛知県（ヴェルサエコ博）

山梨県（ラザエコ博） 前橋市（けやきエコ博） 白山市（アピタ松任エコ博）

環境紙芝居で子どもにも大人にもわか
りやすい「賢い選択」を学びました。

おがくず粘土で世界に 1 つだけの鉛筆
をつくりました。

ユニーの環境展ブース ユニーブース前でエコロキッズツアー

CO2CO2 減装パッケージ
（日本ハム）

動物たちとの触れ合い
（日本モンキーセンター）

グリーンダウンプロジェクトの活
動紹介（GreenDownProject）

行政による出展ブース

伊東里山クラブ（アピタ伊東エコ博） 山梨県地球温暖化防止活動推進センター
（公益財団法人 キープ協会）（ラザエコ博）

福井小水力利用推進協議会
（アピタ福井大和田エコ博）

地元の団体による出展ブース

丸富製紙（ラザエコ博） フジタ（アピタ伊東エコ博） 伊藤園（アピタ長津田エコ博） 北陸コカ・コーラボトリング（アピタ福井大和田エコ博） 味の素ゼネラルフーヅ（ヴェルサエコ博）

ごみじゃぱん（ヴェルサエコ博） 金沢エコライフくらぶ
（アピタ松任エコ博）

ゼロエネルギー住宅・省エネリノ
ベーション相談会（積水ハウス）

企業出展ブース
ステージ

富山県/公益財団法人環日本海環境協力センター/公益財団法人とやま環境財団/高岡市衛生公社・クリーン産業/雪印メグミルク 特約店サンライト/丸越/日産プリンス群馬販売/キリンビバ
レッジ/パックタケヤマ/AJU自立の家小牧ワイナリー/UCS/リサイクル楽団/大垣市環境市民会議/岐阜県園芸福祉協会西濃支部/竹竹バンブー隊/いまいせ心療センター/ミニ天丼/もりの
学舎自然学校/東海子どもの本ネットワーク/東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行委員会/エコマーク事務局/西尾市/EXPOエコマネー事務局/北陸電力/名古屋市環境局/生ごみ出
さないプロジェクト/名古屋商業高校/三重県環境生活部地球温暖化対策課/神奈川県/テレビ神奈川/九都県市廃棄物問題検討委員会/岐阜県環境生活部廃棄物対策課/美濃加茂市環境
課/坂井商事/静岡県 くらし・環境部環境局/伊東市 市民部 環境課/伊豆半島ジオパーク推進協議会/NPO法人伊豆の風/太陽光発電所ネットワーク/NPO法人全国盲導犬施設連合会/静
岡油化工業/富士サファリパーク/山梨県エネルギー局/甲斐市環境課/公益財団法人やまなし環境財団/エコ環境練楽甲斐/幼児緑育研究会/認定NPO法人スペースふう/富士川クリーン/
アースサポーター福井会/福井市/福井テレビ/エコ・ファースト推進協議会（下記写真に掲載のない参加企業・団体）

84社の行政・企業・団体・NPOと協働で実施しました
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2015 年

◆2015年～2016年エコ博、エコフェスタ一覧
年 期　間

10月3日～4日

10月10日～11日

11月22日～23日

4月2日～3日

5月14日～15日

6月4日～5日

6月4日～5日

6月25日～26日

アピタ松任エコ博

東海三県一市グリーン購入
キャンペーン

東海三県一市グリーン購入
キャンペーン

10月17日～18日

10月24日～25日

10月24日～25日

11月7日～8日

アピタ長岡エコ博 アピタ長岡店（新潟県）

東海三県一市グリーン購入
キャンペーン

東海三県一市グリーン購入
キャンペーン

アピタ福井大和田エコ博

ラスパ御嵩エコフェスタ

アピタ富山東エコ博

けやきエコ博

リーフエコ博

アクアエコ博

アピタ松任店（石川県）

ヒルズウォーク徳重ガーデンズ
（愛知県）

10月3日～4日 ヴェルサウォーク西尾（愛知県）

アピタ美濃加茂店（岐阜県）

アピタ松阪三雲店（三重県）

ラザウォーク甲斐双葉（山梨県）

アピタ福井大和田店（福井県）

ラスパ御嵩（岐阜県）

アピタ富山東店（富山県）

けやきウォーク前橋（群馬県）

リーフウォーク稲沢（愛知県）

アクアウォーク大垣（岐阜県）

名　称 開　催　店

2016 年

10月17日～18日 アピタ長津田エコ博 アピタ長津田店（神奈川県）

10月24日～25日 アピタ伊東エコ博

ラザエコ博

アピタ伊東店（静岡県）

キリングループの容器包装３Ｒの
取り組み（キリン）

「いっしょに eco」を伝える
（花王）

段ボールコンポストの紹介
（大垣市環境市民会議）

サスティナブルコーヒーの試飲（珈
琲工房ひぐち）

リターナブルビンの使用
（明治）

環境にやさしい商品や環境社会
貢献活動を紹介（ライオン） 私達が生活し、生きていく中で、最も大切なものの１つである「水」について、

一般のお客様にも、生活における水との関わりについて知っていただき、今
私達ができることは何かを考えるきっかけにしていただくことができました。

ボトルキャップ運動で植木鉢プレ
ゼント（いその）

未来のあたりまえを作るエコ工
作（大日本印刷）

ヤマザキのエコプロダクツ減装
ショッピング（山崎製パン）

自然と共に生きるをテーマにした
ミュージカル（劇団シンデレラ）

白川郷の動物と自然の紹介
（トヨタ白川郷自然學校）

　ユニーでは、全国のモールや大型ショッピングセンターでエコライフを体験できる「エコ博」「エコフェスタ」を
開催しています。お買い物をきっかけにして環境に興味を持っていただけるよう、展示やエコ工作、ステージイベ
ントで「未来に地球をまるごととっておく」ために一人ひとりができることを伝えています。
　環境に興味のある方も、そうでない方も、大人も子どもも楽しみながらエコライフを知り、体験していただけます。

　「エコ博」は、モール型店舗やアピタで開催する、地球にや
さしいライフスタイルの体験ができるイベントの総称です。
　環境活動を積極的に推進している地域に根ざした企業様、
団体様と一緒に進めることで、「未来の子ども達に美しい自然
を残す」というメッセージをより強く発信できることになると考
えています。

エ コ 博 の テ ー マ は、「お 買 い 物 でCOOL 
CHOICE」。私たち消費者が日々行っている選択
に「CO2を抑えるモノ・コトであるか？」という視
点を加えて、未来のために「賢い選択＝COOL 
CHOICE」をすることで、普段の生活をエコライ
フにするお手伝いをします。

アピタ富山東店
（富山県富山市）

アピタ富山東店
（富山県富山市）

アピタ松任店
（石川県白山市）

アピタ松任店
（石川県白山市）

ヴェルサウォーク西尾
（愛知県西尾市）

ヴェルサウォーク西尾
（愛知県西尾市）

ヒルズウォーク徳重ガーデンズ
（名古屋市緑区）

ヒルズウォーク徳重ガーデンズ
（名古屋市緑区）

アピタ長岡店（新潟県長岡市 ）アピタ長岡店（新潟県長岡市 ）

ラスパ御嵩
（岐阜県可児郡）

ラスパ御嵩
（岐阜県可児郡）

アピタ美濃加茂店
（岐阜県美濃加茂市）

アピタ美濃加茂店
（岐阜県美濃加茂市）

アピタ松阪三雲店
（三重県松阪市）

アピタ松阪三雲店
（三重県松阪市）

ラザウォーク甲斐双葉
（山梨県甲斐市）

ラザウォーク甲斐双葉
（山梨県甲斐市）

アピタ伊東店
（静岡県伊東市）

アピタ伊東店
（静岡県伊東市）

アピタ長津田店
（横浜市緑区）

アピタ長津田店
（横浜市緑区）

けやきウォーク前橋
（群馬県前橋市）

けやきウォーク前橋
（群馬県前橋市）

リーフウォーク稲沢
（愛知県稲沢市）

リーフウォーク稲沢
（愛知県稲沢市）

アクアウォーク大垣
（岐阜県大垣市）
アクアウォーク大垣

（岐阜県大垣市）

アピタ福井大和田店
（福井県福井市 ）
アピタ福井大和田店

（福井県福井市 ）

エコ工作

エコ宣言

水の展示とクイズ

2016 年

2015年は「地球は水の惑星 命につなが
る水を大切に」を全体テーマとして展示を

行いました。エコ博・エコフェスタを通して、地球にやさしいライ
フスタイルのきっかけづくりを行っています。

2015年

お店でエコライフを体験できるエコ博

エコ博って何！？

地球温暖化防止や CO2 を減らす取り組みを展示・紹介いただきました。

長岡市（アピタ長岡エコ博） 横浜市（アピタ長津田エコ博） 愛知県（ヴェルサエコ博）

山梨県（ラザエコ博） 前橋市（けやきエコ博） 白山市（アピタ松任エコ博）

環境紙芝居で子どもにも大人にもわか
りやすい「賢い選択」を学びました。

おがくず粘土で世界に 1 つだけの鉛筆
をつくりました。

ユニーの環境展ブース ユニーブース前でエコロキッズツアー

CO2CO2 減装パッケージ
（日本ハム）

動物たちとの触れ合い
（日本モンキーセンター）

グリーンダウンプロジェクトの活
動紹介（GreenDownProject）

行政による出展ブース

伊東里山クラブ（アピタ伊東エコ博） 山梨県地球温暖化防止活動推進センター
（公益財団法人 キープ協会）（ラザエコ博）

福井小水力利用推進協議会
（アピタ福井大和田エコ博）

地元の団体による出展ブース

丸富製紙（ラザエコ博） フジタ（アピタ伊東エコ博） 伊藤園（アピタ長津田エコ博） 北陸コカ・コーラボトリング（アピタ福井大和田エコ博） 味の素ゼネラルフーヅ（ヴェルサエコ博）

ごみじゃぱん（ヴェルサエコ博） 金沢エコライフくらぶ
（アピタ松任エコ博）

ゼロエネルギー住宅・省エネリノ
ベーション相談会（積水ハウス）

企業出展ブース
ステージ

富山県/公益財団法人環日本海環境協力センター/公益財団法人とやま環境財団/高岡市衛生公社・クリーン産業/雪印メグミルク 特約店サンライト/丸越/日産プリンス群馬販売/キリンビバ
レッジ/パックタケヤマ/AJU自立の家小牧ワイナリー/UCS/リサイクル楽団/大垣市環境市民会議/岐阜県園芸福祉協会西濃支部/竹竹バンブー隊/いまいせ心療センター/ミニ天丼/もりの
学舎自然学校/東海子どもの本ネットワーク/東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行委員会/エコマーク事務局/西尾市/EXPOエコマネー事務局/北陸電力/名古屋市環境局/生ごみ出
さないプロジェクト/名古屋商業高校/三重県環境生活部地球温暖化対策課/神奈川県/テレビ神奈川/九都県市廃棄物問題検討委員会/岐阜県環境生活部廃棄物対策課/美濃加茂市環境
課/坂井商事/静岡県 くらし・環境部環境局/伊東市 市民部 環境課/伊豆半島ジオパーク推進協議会/NPO法人伊豆の風/太陽光発電所ネットワーク/NPO法人全国盲導犬施設連合会/静
岡油化工業/富士サファリパーク/山梨県エネルギー局/甲斐市環境課/公益財団法人やまなし環境財団/エコ環境練楽甲斐/幼児緑育研究会/認定NPO法人スペースふう/富士川クリーン/
アースサポーター福井会/福井市/福井テレビ/エコ・ファースト推進協議会（下記写真に掲載のない参加企業・団体）

84社の行政・企業・団体・NPOと協働で実施しました
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社会貢献・地域貢献

環境レポート2016


