
（２）お取り組みいただける内容 

 

① アニュー株式会社 

 

アニュー株式会社は、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンに協賛し「私のチャレ

ンジ宣言」を応援します！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・店頭でお買上の際、「私のチャレンジ宣言カード」を御提示いただいたお客様に、１エコマ

ネー差し上げます。このエコマネーを基金箱に寄付していただくと、１エコマネーにつき数

円が環境保全基金としてＣＯ２排出抑制のため「太陽光発電装置」（自然エネルギー）普及

基金として寄付されます。なお、これ以外にアニュー自慢の特選商品の売上の一部も当該基

金に算入されます。 

※この基金によって年間３件の太陽光発電装置を弊社の契約農家の屋根に設置する予定です。 

※詳しくはホームページをご覧ください。 

HPアドレス http://www.anew.co.jp/promotion/eco/ 

 

＜お問い合わせ先＞ 

アニュー株式会社 総合戦略室  高橋 

TEL：03-5423-1873  

FAX：03-5420-0286 

 

 

② 株式会社荒木 

 

株式会社荒木は、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」キャンペーンに賛同し「私のチャレンジ宣言」

を応援します！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・私共が運営するENEOSのサービスステーション※にて、「私のチャレンジ宣言カード」を御提

示された方へ、燃料油を１リッターあたり６円割り引かせて頂きます。 

・ＣＯ２削減と燃費向上の為、タイヤの空気圧チェック（無料）や無料安全点検も行っており

ますので、合わせてご利用ください。お客様の快適なカーライフをサポートする事が私共の

ミッションです。 

※ 対象サービスステーション５ケ所については、弊社のサイトをご覧ください。 

HPアドレス http://www.arakiss.co.jp/ 

・実施期間：２００７年末まで 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社 荒木 

〒106-0047  

東京都港区南麻布２－２－９  

取締役 荒木敬大（アラキ ケイダイ）  

TEL:03-3454-0011  

FAX:03-3454-0021  

E-mail:kankyo@arakiss.co.jp  



③ 神奈川中央交通株式会社 

  

神奈川中央交通株式会社は、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンに賛同し、「私

のチャレンジ宣言」を応援します！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・本年１０月１３日（土）から横浜駅前サービスセンター、平塚駅前サービスセンター、本厚

木駅前サービスセンター、町田駅前サービスセンターにおいて、「チャレンジ宣言カード」を

御提示のうえ、当社バス定期券をご購入の方へ、当社オリジナルのクリアファイルをプレゼ

ントいたします。（配布枚数合計１,０００部。なくなり次第終了。） 

 

＜お問い合わせ先＞ 

神奈川中央交通株式会社 総務課 遠藤 

TEL：0463-22-8800  

HPアドレス http://www.kanachu.co.jp/ 

 

 

④ 川崎重工業株式会社 

 

川崎重工業は、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンに協賛し、「私のチャレンジ宣

言」を応援いたします。 

 

＜お取り組み内容＞ 
・当社企業博物館「カワサキワールド」に来場し、「チャレンジ宣言カード」を御提示されたお

客様に、当社オリジナルグッズを進呈します。 

カワサキワールドHPアドレス http://www.khi.co.jp/kawasakiworld/ 

・実施期間：２００７年１０月～２００８年３月 

 

＜お問い合わせ先＞ 

川崎重工業株式会社 

地球環境室 

TEL：078-371-9542 

FAX：078-360-8700 

 

 

⑤ 株式会社グラスアシスト 

 

～窓から止めよう温暖化～をキャッチコピーにしている私たちグラスアシストは、「１人、１

日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンに賛同し、「私のチャレンジ宣言」を応援します！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・窓ガラス開口部の断熱性･遮熱性を高め、CO2削減に貢献出来る各種「複層ガラス」「樹脂

製内窓」をご検討頂けるお客様が商談のはじめに「私のチャレンジ宣言カード」をご提

示していただいた場合、ご成約頂いた開口部面積の２０％相当分の追加施工を無料でお

受けさせて頂き、更なるＣＯ２削減貢献を担っていただきます。（人数制限無し） 

・実施期間：平成１９年１２月３１日（月）まで 



＜お問い合わせ先＞   

株式会社グラスアシスト 

TEL：0120-49-8449（年中無休・携帯可） 

E-mail：soudan@glass-assist.com 

 

 

⑥ 四国旅客鉄道株式会社（ＪＲ四国） 

 

ＪＲ四国は地球環境にやさしい鉄道を皆様にご利用いただくため、「１人、１日、１kg ＣＯ２

削減」キャンペーンに協賛し、「私のチャレンジ宣言」を応援します！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・私のチャレンジ宣言カードを持って「車ｄｅトレイン」または「パーク＆ライド」をご利用

されたお客様に抽選で、素敵な賞品が当たります。 

※ 賞品内容  

ＪＲ四国旅行券３万円分   １名 

ＪＲ四国旅行券１万円分 １０名 

千円分のオレンジカード ３０名 

 

・実施期間：平成１９年１０月９日（火）～１２月９日（日） 

   

「車ｄｅトレイン」・「パーク＆ライド」とは、鉄道を利用して旅行して頂いたお客様が自宅

近くの対象駅駐車場に最大２日間無料または割引料金で駐車することができるシステ

ムです。詳しくは四国旅客鉄道株式会社のホームページをご覧ください 

HPアドレス http://www.jr-eki.com/ktc/ 

 

＜お問い合わせ先＞ 

四国旅客鉄道株式会社営業部販売促進課 

TEL：087-825-1635 

 

 

⑦ セイコーエプソン株式会社 

 

エプソンは、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンに協賛し、「私のチャレンジ宣言」

を応援いたします！  

 

＜お取り組み内容＞ 

・「チャレンジ宣言カード」を掲示頂いた方に、次のような特典を提供いたします。 

（１）エプソンの通販ショップで、純正リサイクル・インクを購入した方にエコグッズをプレ

ゼント。 

（２）エプソン・ダイレクト・プラザでＰＣを購入された方にエコグッズをプレゼント。 

（３）エプソン品川アクアスタジアム内のフォト･マーケット「Delphie」にお立ち寄り頂いた

方にエコグッズをプレゼント。 

（４）おおさかATCグリーンエコプラザのエプソン･ブースでアンケートを記入して頂いた方に

通常差し上げているエコグッズに加えてエプソン・オリジナルグッズをプレゼント。     

 



※ それぞれのキャンペーンで、キャンペーン期間や「チャレンジ宣言カード」のご掲示方

法が異なりますので、必ず事前に下記エプソンのホームページでキャンペーン内容の詳

細をご確認ください。 

エプソンHPアドレス http://www.epson.jp/ec/campaign/try1kg/  

※ エコグッズは、全国に設置された回収ポスト及び、企業、ベルマーク運動により回収さ

れた使用済みインクカートリッジからリサイクルして作ったボールペン他を予定してい

ます。 

※ このほかにも、追加キャンペーンを行うことを検討しています。詳しくはエプソンのホ

ームページでご確認ください 

 

・エプソンの従業員全員にチャレンジ宣言活動への参加を呼びかけます。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

ホームページ内「環境活動関するお問い合わせ」 

HPアドレス http://www.epson.jp/ecology/contact/ 

 

 

⑧ 大和ハウス工業株式会社 

 

大和ハウス工業株式会社は、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンに賛同し、「私の

チャレンジ宣言」を応援します！  

 

＜お取り組み内容＞ 

・当社展示場、事業所へのポスター掲示等により、お客様へ『１人、１日、１kg ＣＯ２削減』

に向けた行動を呼びかけます。 

 

・環境省の「チーム・マイナス６%」のホームページ内特設サイトからダウンロードできる、「私

のチャレンジ宣言カード」を当社ホームページの応募フォームに添付し、お申込みいただい

た方に、もれなく当社オリジナルエコバック、または『環境住宅読本※』のいずれか 1 点を

プレゼントします。 

※ 地球環境問題や環境にやさしい暮らし方をまとめた読本です。 

（１）実施期間：２００７年１１月１日～２００７年１２月末日（予定） 

（２）応募方法：具体的な内容及び、応募フォームについては、１０月下旬に当社ホームペ

ージで公開予定です。 

HPアドレス http://www.daiwahouse.co.jp/eco/index.html 

 

・当社グループの全従業員に「私のチャレンジ宣言カード」の登録・参加を呼びかけま

す。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

大和ハウス工業株式会社 環境技術部 

TEL：06-6342-1346 

E-mail：eco@daiwahouse.jp 

大和ハウス工業㈱ HPアドレス http://www.daiwahouse.co.jp/ 

環境への取り組み HPアドレス http://www.daiwahouse.co.jp/eco/index.html 

 



 

⑨ 東武鉄道株式会社 

 

東武鉄道（株）は「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンに協賛し、「私のチャレンジ

宣言」を応援します。 

 

＜お取り組み内容＞ 

・12月8日（土）に開催する「第251回とーぶ健康ハイキング『古きよき新しきよき、佐野ハ

イキング』」に「私のチャレンジ宣言カード」をご持参いただいた方に、オリジナルクリアフ

ァイルをプレゼントいたします。 

   

＜お問い合わせ先＞ 

東武鉄道株式会社 広報部（吉野、神山、網） 

TEL：03-3621-5640 

 

 

⑩ 株式会社日本エコシステム 

 

株式会社日本エコシステムは、「『創エネ＆省エネ』太陽光発電・風力発電・エコキュート・オー

ル電化エアコンで、おうちのCO2まるごと削減！」をテーマに「私のチャレンジ宣言」を応援し

ます！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・太陽光発電、風力発電、エコキュート、オール電化エアコンのいずれかの当社取扱い製品を

設置または導入される際に「私のチャレンジ宣言カード」をご提示頂いた方へ、くらしと環

境に役立つエコグッズ（充電式乾電池・ソーラー便利灯・オーガニックコットンタオル、等

からいずれかひとつ）をもれなくプレゼントいたします。詳しくは、太陽光発電の総合サイ

ト『省エネドットコム』をご覧下さい。 

HPアドレス http://www.shouene.com/ 

・実施期間は１２月頃までを予定しています。ホームページでご確認ください。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

  株式会社日本エコシステム 本社 

担当：小島(こじま)・亀浜（かめはま） 

  TEL： 03-5368-7801   

  E-mail：info@j-ecosystem.co.jp 

 

 

⑪ 株式会社ホンダ花園・株式会社環境革命 

 

株式会社ホンダ花園（ホンダカーズ花園）と株式会社環境革命は、「１人、１日、１kg ＣＯ２削

減」キャンペーンを応援します。 

 

＜お取り組み内容＞ 

・株式会社ホンダ花園（ホンダカーズ花園）では、「チャレンジ宣言カード」を御提示いただい

たお客様に、「ホンダカーズ花園」にて販売している当社指定の商品（１０品目）を５％OFF



にて販売させていただきます。 

※当社指定の商品（１０品目）につきましてはこちらを御参照ください。 

HPアドレス http://www.hondacars-hanazono.co.jp/ 

 

・株式会社環境革命では、「チャレンジ宣言カード」を御提示いただいたお客様に、当社にて

販売している省エネルギー商品を5%OFFにて販売させていただきます。 

※当社にて販売している省エネルギー商品の詳細につきましては、こちらを御参照ください。 

HPアドレス http://kankyoukakumei.biz/ 

 

・実施期間：平成２０年３月３１日（月）まで 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社ホンダ花園 

大阪府東大阪市玉串元町２丁目１２番２９号 

TEL：072-965-1909 

担当：広瀬格・新谷勇気 

HPアドレス http://www.hondacars-hanazono.co.jp/ 

 

株式会社環境革命 

大阪府東大阪市玉串元町２丁目１２番２９号 

TEL：072-966-5744 

担当：吉田一・南埜義博 

HPアドレス http://www.kankyoukakumei.biz/ 

 

 

⑫ 株式会社メゾネット 

 

メゾネットは、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンに賛同し、「私のチャレンジ宣

言」を応援いたします。 

 

＜お取り組み内容＞ 

・京都 伏見力の湯では「私のチャレンジ宣言」カードをご提示のお客様にご入浴料を半額の

３００円にいたします。 

(券売機で｢整理券３００円｣券をご購入いただき、フロントにて｢私のチャレンジ宣言｣を

ご提示下さい。) 

・神戸 HAT なぎさの湯では「私のチャレンジ宣言」カードをご提示のお客様にお風呂利用料

の１００円引きにいたします。 

・枚方 スパバレイ枚方南では「私のチャレンジ宣言」カードをご提示のお客様にロハスなエ

コバッグ又は極みの天然水をプレゼント！（お一人様１つ。先着１００名様）。 

※ 実施期間：平成１９年１２月末までの土日祝日を除く平日（３店舗共通） 

 

・メゾネットグループの全従業員へ呼びかけ、「私のチャレンジ宣言カード」登録への参加を促

します。 

 

 

 



 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社メゾネット 

TEL：075-823-4108 

FAX：07FAX：075-823-4110 

HPアドレス http//www.mezone.co.jp 

 

 

⑬ 株式会社よみうりランド 

 

よみうりランドは、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンに賛同し、「私のチャレン

ジ宣言」を応援します！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・「チャレンジ宣言カード」をご提示いただいた来場者の方に割引サービスをいたします。 

 

・「チャレンジ宣言カード」１枚で５名さままで有効 

 

・来園当日よみうりランド入園窓口にてご提示ください 

 

（割引） 

【入園料】 

「おとな」１,６００円 → １，２００円（４００円引き） 

「こども」 ８００円 → ６００円（２００円引き） 

【キッズライド】 

「おとな」２,６００円 → ２,４００円（２００円引き） 

「こども」１,８００円 → １,６００円（２００円引き） 

【ワンデーパス（入園＋のりもの乗り放題＋アシカショー）】 

「おとな」３,９００円 → ３,５００円（４００円引き） 

「こども」２,９００円 → ２,７００円（２００円引き） 

※１「おとな」１８才以上、「こども」３才～高校生 

※２ その他の割引との併用は不可 

※３ 期間中の休園日 毎週火曜日（10/9・12/25を除く）及び12/3（月）～12/7（金）  

 

・実施期間 平成１９年１０月９日（火）～平成１９年１２月３１日（月）まで 

 

＜お問合わせ先＞ 

株式会社よみうりランド ランド事業部営業課 

川島、通川   

TEL：044-966-1133 

 
 
⑭ ＹＫＫ株式会社 

 

ＹＫＫは、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンに協賛し、「私のチャレンジ宣言」

を応援します！ 



 

＜お取り組み内容＞ 

・エコプロダクツ２００７で粗品プレゼント 

２００７年１２月１３（木）～１５日（土）に開催される「エコプロダクツ２００７」会場

のＹＫＫグループ展示ブースにおいて、「私のチャレンジ宣言カード」を提示され、かつク

イズに参加された方（先着５００名様／日）に粗品をプレゼントします。 

 

【地球と私のためのエコスタイルフェア～エコプロダクツ２００７】 

会期：２００７年１２月１３日（木）～１５日（土） １０:００～１７：００   

会場：東京ビッグサイト［東展示場］  

主催：（社）産業環境管理協会、日本経済新聞社 

  

・全従業員へ呼びかけ 

ＹＫＫグループの全従業員へ呼びかけ、「私のチャレンジ宣言カード」登録への参加を推進

します。 

 

・その他 

上記以外の新企画を今後も検討し、決定次第当社ホームページでご案内します。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

ＹＫＫ株式会社 環境・安全衛生グループ 

TEL：0765-54-8161 

FAX：0765-54-8149 

E-mail：kankyo@ykk.co.jp  

ＹＫＫグループ「環境活動」のホームページ  

HPアドレス http://www.ykk.co.jp/japanese/corporate/eco/index.html 




