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（２）お取り組みいただける内容 

 

① アイビムス株式会社 

 

アイビムス株式会社は、「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＞ 

・ 「私のチャレンジ宣言カード」を弊社に持参された方に［I-bmssクリアファイル］を贈呈致

します。 

 

・ 「私のチャレンジ宣言カード」を弊社にFAX又は持参された方で希望者には、厳選な抽選に

より１名様に施設（事業所・工場が対象。個人宅・集合住宅は不可とさせていただきます。）

の無料省エネ診断を実施いたします。 

 

＜お問合わせ先＞ 

アイビムス株式会社 

業務部 赤司（アカシ） 

TEL：055-991-2150 

FAX：055-991-2152 

E‐mail：info@i-bmss.com 

HPアドレス http://www.i-bmss.com 

 

 

② 青木信用金庫 

 

あおしんは、「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＞ 

  ・ ご預金を新規にご契約いただいたお客さまを対象にエコに関連する粗品をご用意し、プレ

ゼントを実施してまいります。 

＊ １人、１日、１kg ＣＯ２削減にチャレンジされ「私のチャレンジ宣言カード」をご提示

ください。 

＊ リサイクル乾電池（リュ－ス品）プレゼント 

 期間 平成19年12月1日より、各営業店（38店）先着で 

   ・普通預金ご契約いただいた方2本セット200名さま 

    ・定期預金10万円以上ご契約いただいた方4本セット100名さま 

 

・ あおしんの役職員による「私のチャレンジ宣言」・広報活動 

＊ 青木信用金庫の役職員は、自分のライフスタイルなどを見直し、チーム・マイナス６％

のチーム員として「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」に取組みます。 

＊ 店頭に「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」ポスター等を掲示し、「１人１日１kg！～みん

なで止めよう温暖化 チーム・マイナス6％～」への参加を呼びかけます。 

 

※ プレゼントの内容、ご預金の詳細は、青木信用金庫 営業統括部へお問い合わせください。 
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＜お問合わせ先＞ 

青木信用金庫 営業統括部 

井上・星野 

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2-13-21 

TEL：048‐251‐5880 

FAX：048‐257‐5023 

E‐mail：aoki-eigyotokatu@apost.plala.or.jp 

HPアドレス http://www.shinkin.co.jp/aoshin/ 

 

 

③ 有限会社 王生工業（おうしょうこうぎょう） 

 

有限会社 王生工業は、「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＞ 

・ ｢私のチャレンジ宣言カード｣をご提示されたお客様に、我が社が宮崎県の施工代理店とな

っております地盤改良工事「HySPEED工法」の施工金額を１万円値引き致します。 

＊ 実施期間 平成１９年１１月１３日より１年間 

 

・ 当社事業所へのポスター掲示等により、お客様及び従業員に「１人、１日、１kg ＣＯ２削

減」に向けた行動を呼びかけます。 

 

＜お問合わせ先＞ 

有限会社 王生工業（おうしょうこうぎょう） 

担当  中原伸博 

TEL：０９８５－３９－００１８ ／ I P：０５０－３４９９－１４１８ 

FAX：０９８５－３９－８９３６ 

E-mail：oushou@wonder.ocn.ne.jp 

HPアドレス：http://oushou.com/ 

HySPEED工法 本部HPアドレス http://www.hotta-grp.co.jp/anshinzou/ 

 

 

④ 小田急不動産株式会社 

 

  小田急不動産株式会社は、「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＞ 

・ 小田急志津ゴルフクラブのショートコース割引 

当社が運営する「小田急志津ゴルフクラブ」（千葉県佐倉市下志津 1300 番地）に

て、フロントに「私のチャレンジ宣言カード」をご提示いただいたお客様に、ショートコ

ースのご利用を５００円割引いたします。 

＊ 実施期間 2008年7月31日（木）まで 

＊ ご提示いただいた方含め、4名様まで割引させていただきます。 

＊ 他の優待券との重複割引はありません。 
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＊ ジュニアにつきましては、当初より割引料金を設定していますので、対象外となりま

す。 

※ 小田急志津ゴルフクラブＵＲＬ http://www.odakyu-shizugolf.jp/ 

 

・ 従業員もチャレンジ 

当社従業員に対し、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンのPRを実施し、チ

ャレンジ宣言カードの作成を呼び掛けます。 

 

・ 社内外にキャンペーン参加を呼び掛け 

本社事務所入口へのポスターの掲示により、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」の紹介と参

加を呼び掛けます。 

   

＜お問合わせ先＞ 

  小田急不動産株式会社 ＣＳＲ推進グループ 

  TEL：０３－３３７０－５９７９ 

  HPアドレス http://www.odakyu-fudosan.co.jp/ 

 

 

 ⑤ 株式会社ケーズホールディングス 

 

ケーズホールディングスは、チーム・マイナス６％のチーム員に加わり、『１人、１日、１kg Ｃ

Ｏ２削減』応援キャンペーンに協賛し、省エネ製品の普及推進に取組みます。 

 

＜お取り組み内容＞ 

・ 「私のチャレンジ宣言カード」をお買い上げの際、ご提示頂いたお客様へ 

    実施期間：平成19年11月17日～平成20年3月31日 

① 電球型蛍光灯お買い上げのお客様へ店頭表示価格より『10％現金値引』 

   ② 三洋エネループ店頭表示価格より『10％現金値引』 

   ※ 他の値引券との併用は出来ません。 

   ※ 台数限定商品、日替わり商品にはご利用頂けません。 

 

・ 当社社員は全員『私のチャレンジ宣言』に参加します。 

   社員一人一人が地球温暖化と真剣に向き合い、ＣＯ２削減に取組みます。 

 

・ お客様への活動呼びかけをします 

   店頭ポスター掲示を順次行います。 

チラシ・ＨＰで『１人、１日、１kg ＣＯ２削減』運動を紹介し、参加への呼びかけを行いま

す。 

  ケーズデンキホームページURL：http://www.ksdenki.com/ 

 

＜お問合わせ先＞ 

ケーズデンキ看板の各店舗へお問合せ下さい。 
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⑥ 首都圏新都市鉄道株式会社 

 

  つくばエクスプレスは、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンに賛同し、「GO！GO！

ＴＸつくばウォ－キング」の実施を通じて、「私のチャレンジ宣言」を応援します。 

  

＜お取り組み内容＞ 

・ 平成１９年１１月２３日（金・祝）開催のTXイベント「GO！GO！ＴＸつくばウォ－キング」

に参加される方の中で、「チャレンジ宣言カード」をお持ちいただいた方に、ＴＸオリジナ

ルグッズをプレゼントいたします。 

 

・ 「GO！GO！ＴＸつくばウォ－キング」の詳細については、こちらをご覧下さい。 

HPアドレス http://www.mir.co.jp/topics/topics_detail.php?topics_id=443 

 

・ 上記以外の企画も今後も検討して参ります。 

 

＜お問合わせ先＞ 

首都圏新都市鉄道株式会社 

担当：経営企画部 日暮  

TEL：０３－３８３９－７３２７ 

  HPアドレス http://www.mir.co.jp/ 

 

 

⑦ 東急ホーム株式会社 

 

  東急ホーム株式会社は、「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、建売団地等へ来場された以下の方で「チャレンジ宣言カード」をご提示いた

だいた方にミルクリークecoバックを進呈いたします。また、「チャレンジ宣言カード」作

成されていない方については参加を呼びかけます。 

１）ミルクリーククラブ入会の方（展示場等来場） 

    http://www.tokyu-home.co.jp/area/index.html 

２）リフレスト建売団地に来場しアンケートに記名された方 

    http://www.tokyu-home.co.jp/products/spechome/refrest/index.php 

３）FC代理店、FC展示場に来場しアンケートに記名された方 

    http://www.millcreek.jp/area/network/index.html 

※ 上記ミルクリークecoバック配布は先着各２０名様に限定させていただきます。 

 

・ 東急ｸﾞﾙｰﾌﾟ主催：「とうきゅう ＫＩＤＳ ＰＲＯＧＲＡＭ（ｷｯｽﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）」 

   （親子で職業等体験をする企画です。開催：12月初旬～1月中旬） 

参加者（決定済み）で、「チャレンジ宣言カード」をご提示いただいた方に、ミルクリー

ク eco バックを進呈します。また、「チャレンジ宣言カード」作成されていない方につい

ては参加を呼びかけます。 

   http://tokyu-mirai.com/kids/ 
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【これまでの取組実績】 

１） 当社全社員に１０月２２日（月）に説明会を行い、ミルクリークecoバック・リーフレ

ットを配布し、「私のチャレンジ宣言」への応募を呼びかけました。 

２） 当社環境・安全協力会の協力会社にミルクリークecoバックを配布（１０月中旬）し、

安全大会等で「私のチャレンジ宣言」への応募を呼びかけました。 

３） 東急グループ主催１１月３日（土）開催「東急沿線エコウォーク」に参加された方の中

で「チャレンジ宣言カード」を持参された方にミルクリークecoバックを差し上げまし

た。（実績３５名様） 

       http://www.tokyu.co.jp/group/eco-walk-2007/index.html 

 

＜お問合わせ先＞ 

  東急ホーム株式会社 

環境推進部 

担当：黒川 

  TEL：０３－３４６２－６８０１ 

  E-mail：Yasuhiro_Kurokawa@tokyu-home.co.jp  

東急ホーム㈱HPアドレス http://www.tokyu-home.co.jp/contact/index.html 

  環境への取組HPアドレス http://www.tokyu-home.co.jp/aboutus/environment/index.html 

  

 

⑧ 株式会社ハイサイド 

 

  ハイサイドは「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＞ 

・ ｢チャレンジ宣言カード｣をご提示いただいたお客様に、エンジンオイルを標準小売価格の

１０％ＯＦＦにて販売いたします。 

＊ 実施期間 平成２０年７月３１日まで 

 

＜お問合わせ先＞ 

株式会社 ハイサイド 

TEL：０７２-２８１-８７８９ 

FAX：０７２-２８１-８７８８ 

E-mail：info@highside.co.jp 

HPアドレス http://www.highside.co.jp 

 

 

 ⑨ ホープのクリーニング 

 

  ホープのクリーニングは「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＞ 

・ 「私のチャレンジ宣言カード」をご持参のお客様にドライクリーニングを１０％引きでお   

受けします。 
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※  神奈川県内有名ショッピングセンター８０数店の直営店でお待ちしております。 

※  実施期間は平成２０年４月末日まで。 

 

  ・ 「私のチャレンジ宣言カード」をお持ちの団体様（保有者１名で可、５～１０名程度）に

工場見学をお勧めし、お持ち頂いたセーター又はベスト（お１人１枚限定）をオゾン破壊

係数ゼロで、風合いを損なわない 新式ソルカンドライ機にて無料クリーニングサービス

いたします。 

※  お申し込みは下記のお問い合わせまで。 

 

＜お問合わせ先＞ 

  株式会社 南洋舎 経営管理部 大谷 浩一 

  TEL：０４５－７８１－３６６１ 

  E-mail：nanyosha@topaz.ocn.ne.jp 

 

 

⑩ 有限会社ミネラルサイエンス 

 

ミネラルサイエンスは「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＞ 

・ ソーラー式ポータブル発電器「ソラ・ウナギ」ご購入に際し「チャレンジ宣言カードを提

示された方」に、通常価格の１０％OFFにて販売させていただきます。 

 

・ 弊社特約店及びお客様へ「１人、１日、１KgCO2削減」に向けた行動を広く呼びかけます。 

 

・ 節電方法について積極的に啓発し「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」に取り組む仲間を増や

していきます。 

 

＜お問合わせ先＞ 

有限会社ミネラルサイエンス 

担当：下地 

TEL：０７９７－８５－５７５５ 

FAX：０７９７－８５－５７５６ 

HPアドレス http://www.mimiral.com 

 

 

⑪ 株式会社メック 

 

メックは、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーンに協賛企業として参加し、「私の

チャレンジ宣言」を応援いたします！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・ 「私のチャレンジ宣言カード」をメック（東京校、大阪校、名古屋校、福岡校、金沢校）

にご持参された方に、スキミング防止カードを贈呈いたします。（先着５００名様） 

＊ 実施期間 平成１９年１１月１３日～平成２０年５月３０日 
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＜お問合わせ先＞ 

  株式会社メック 

  担当：織戸 

  TEL：０３－３２９２－３８９１ 

  E-mail：orido@gomec.co.jp 

 

 

⑫ レンゴー株式会社 

 

レンゴー株式会社は、「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＞ 

・ 2007年12月13日（木）～15日（土）に東京ビックサイトで開催するエコプロダクツ2007(Ｈ

Ｐアドレス http://www.eco-pro.com/)のレンゴーブース(東２ホール 2031)にて、「チャ

レンジ宣言カード」を提示頂いた方先着500名様に高機能性不織布マスクを進呈します。 

 

・ 従業員に「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」活動を周知し、チャレンジ宣言の実施を推進い

たします。 

 

＜お問合わせ先＞ 

レンゴー株式会社 環境対策室 

TEL：06-4706-9645 

E-mail：eco@rengo.co.jp 




