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プレスリリース  
 

今年のテーマは「幸せにつながるグリーンな選択を！」 
5⽉の新宿御苑に「チャレンジ25ハウス」も出現します！ 

第５回ロハスデザイン⼤賞２０１０ 新宿御苑展 
開催のご案内 

２０１０年５⽉１３⽇（⽊）〜１６⽇（⽇）
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⼀般社団法⼈ロハスクラブ （東京都中央区、代表理事：⼩⿊⼀三）は、 今年も５⽉１３⽇（⽊）から
１６⽇（⽇）までの４⽇間、国⺠公園 新宿御苑にて「第５回ロハスデザイン⼤賞２０１０新宿御苑展」
を開催いたします。 
本展は６⽉５⽇（⼟）・環境の⽇に⾏われる⼤賞発表に先駆け、「第５回ロハスデザイン⼤賞２０１０」
最終エントリーの展⽰・投票を含む７つのロハスコンテンツで構成された、地球温暖化防⽌や⽣物多様
性保全のための様々なアクションを「⾒て」「触って」「学ぶ」ことができる参加体験型イベントです。 
 

-７つのロハスコンテンツ- 
 

① ロハスデザイン⼤賞「ヒト」「モノ」「コト」最終エントリー候補の屋外展⽰・投票プログラム 
② ⾃然エネルギーを楽しむエコハウス「チャレンジ25ハウス」が、緑あふれる新宿御苑に出現します！ 
③ 世界No.1のソーラーカー「Tokai Challenger号」登場、週末⼟⽇はデモ⾛⾏も実施！ 
④ 「⽣物多様性の⼤切さ」を⾷べて理解しよう！ ⾷の多様性を体感するフードイベントを開催。 
⑤ 5/13は「⾼橋尚⼦さん」も来苑！ ⼦どもたちをシューズでつなぐ〜ランニング・イベント開催。 
⑥ 今年で3年⽬！ 世界29カ国800万⼈のお⾷事会「隣⼈祭り＠新宿御苑」にお越しください。 
⑦ その他（多彩な⾳楽ステージ/ロハスな健康講座/ワークショップなど） 
 
 
今年のロハスデザイン⼤賞のテーマは、 
「Become a Green Shopper! 幸せにつながる、グリーンな選択を！」 
 
⾃分にとって快適な選択が、社会や地球の幸せにもつながっていく。 
そんなライフスタイルやデザインを求める⼀⽅で、⾃らの選択に責任を
持つこと。⾃分⾃⾝の⽣活は、社会や地球と密接につながっていること
を理解し、⾃分⾃⾝の⽣活における選択次第で、この世界を”グリーン”
に変えていくことができるはずです。 
 
環境につながるグリーン、そして、安全・安⼼につながるグリーン。2010
年の「ロハスデザイン⼤賞」は、そんな想いを、皆さんと共に広く共有
し、私たちが暮らしのなかで実践できる様々なエコアクションを集めて
展⽰いたします。 
 
会場では「第５回ロハスデザイン⼤賞・ヒト・モノ・コトの最終エントリー約１２０点」のほか、国産の⽊材を使
⽤し、太陽光発電や空気熱などの再⽣可能エネルギーや、窓の有効活⽤など、「暮らしを楽しみながらCO2を削減
できるエコハウス＝チャレンジ25ハウス」を設営します。また、2009年にオーストラリアで開催されたソーラー
カーレース「グローバル・グリーン・チャレンジ」で⾒事優勝を飾った「Tokai Challenger号（東海⼤学チャレン
ジセンター／シャープ製太陽光パネル搭載）」も登場し、⼟⽇はデモンストレーション⾛⾏も⾏います。 
 
そのほか、⽣物多様性の⼤切さを、⾷べることから感じて、学ぶ「ソトコト⽣物多様性キッチン＆フードイベント」
や、ステージではJ-WAVEの協⼒による⾳楽イベントなど、ロハスなＮＥＷＳ満載のイベントとなっています。 
（詳細は次ページ以降をご覧ください）。
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第５回ロハスデザイン⼤賞２０１０ 新宿御苑展のご紹介 

■開催概要■
催事名称 ：第５回ロハスデザイン⼤賞２０１０ 新宿御苑展 
主  催 ：⼀般社団法⼈ロハスクラブ 

  

共  催 ：チャレンジ２５キャンペーン
開催場所 ：東京／国⺠公園 新宿御苑（東    (環境省) 

京都新宿区内藤町11） 
開催期間 ：平成２２年５⽉１３⽇（⽊）〜１６⽇（⽇）４⽇間  
時  間 ：９：００〜１６：３０（⼊場は１６：００まで） 
⼊園料⾦ ：新宿御苑⼊園料として ⼤⼈１名２００円／⼩中学⽣５０円／未就学児童無料 
特別協賛 ：シャープ／東京電⼒／YKK AP／セディナ 
特別協⼒ ：⽇本郵便／エヌ・シー・エヌ／東海⼤学チャレンジセンター 
制作運営 ：⽉刊ソトコト(⽊楽舎) 
後  援 ：⽇本経済新聞社、J-WAVE、BS朝⽇  援 ：⽇本経済新聞社、J-WAVE、BS朝⽇ 

  

  

  

①ロハスデザイン⼤賞「ヒト」「モノ」「コト」最終エントリー候補の屋外展⽰・投票プログラム①ロハスデザイン⼤賞「ヒト」「モノ」「コト」最終エントリー候補の屋外展⽰・投票プログラム 
市⺠・企業・⾏政にとって、「ロハス」（＝地球環境保護と健康な⽣活を優先し、⼈と地球が共
栄共存できる持続可能なライフスタイル）は、⽋かすことのできない重要なテーマです。 
そのような観点から、ロハスクラブでは、第５回⽬となる本年度のロハスデザイン⼤賞のテーマ
を「Become a Green Shopper! 幸せにつながる、グリーンな選択を！」とし、「ヒト」「モノ」
「コト」の３つカテゴリー別にエントリーの⼀般公募を⾏いました。 
当イベント会場では、⼀般会員（個⼈インターネット審査会員）からの予備投票とロハスクラブ
評議会による予備審査にて選ばれた、最終エントリー約１２０点を展⽰いたします。 

⼤賞は、当イベントの来場者による投票と⼀般会員によるインターネット投票（http://www.lohasclub.jp/）
によって決定し、６⽉５⽇（⼟）・環境の⽇に「第5回ロハスデザイン⼤賞2010発表記念シンポジウム」（東京・
丸ビルホール）にて、「ヒト」「モノ」「コト」3部⾨の⼤賞を発表いたします。 
 
 
②⾃然エネルギーを楽しむエコハウス「チャレンジ25ハウス」が、緑あふれる新宿御苑に出現します！ 
地球温暖化をとめるには、企業や個⼈の「チャレンジ」が必要です。私たちのチャレンジが社会をつくり、私たち
の選択で、未来の地球を変えていくことができます。 
「チャレンジ25キャンペーン」は、CO2マイナス25%を達成することを⽬的にスタートした、新しい国⺠運動。
オフィスや家庭など私たちの暮らしの中で実践できる具体的なアクション「6つのチャレンジ」に楽しみながら取
組んでみませんか？ロハスデザイン⼤賞・新宿御苑展では、新しい社会を創っていくための、知恵と技術を集めて
展⽰します。 
そんな、新宿御苑展の⽬⽟企画が、「チャレンジ25ハウス」です。5⽉の太陽と、⾵と、緑があふれる新宿御苑に、
エコハウスが登場します。⽊という天然の素材を使い、太陽の光や空気の熱エネルギーをとり⼊れる。窓を通して
季節を感じながら、⾃然の恵みを活かす家・・・。CO2を削減して、地球とつながる暮らしを感じてみませんか？ 
 
 ＜チャレンジ 25 ハウス・主な協⼒企業＞

●写真左から 
 シャープ 「太陽光発電＆LED による省エネ家電製品」 
 東京電⼒ 「オール電化、空気熱を利⽤するヒートポンプ技術」 
 YKK AP 「グリーンブリーズ、ウチとソトをつなぐ窓、複層窓の提案」
 エヌ・シー・エヌ 「⽊の温もりを、最先端の技術で。重量⽊⾻の SE 構法」 

 
 
 
 
 
 



③［環境ゾーン］ 
世界No.1のソーラーカー「Tokai Challenger号」登場、週末⼟⽇はデモ⾛⾏も実施！  
世界No.1の性能を誇るソーラーカーが新宿御苑に登場します！ 地球温暖化防⽌のために、いま最も注⽬されてい
る⽇本の環境技術が太陽光発電。シャープ製の太陽光パネルを搭載し、昨年のソーラーカーレース世界⼤会で⾒事
優勝を飾った「Tokai Challenger号（東海⼤学チャレンジセンター）」が新宿御苑に特別出展されます。 
週末の5⽉15⽇（⼟）・16⽇（⽇）の午後には、デモンストレーション⾛⾏も実施する予定。わくわくする未来型
太陽エネルギー社会を感じてみてください！ 
 
 
 
 ⽇本の科学技術の粋を集めたソーラーカー 

「Tokai Challenger 号」が登場。  
 
 

＜注＞「Tokai Challenger号」のデモンストレーシ
ョン⾛⾏は、５⽉１５⽇（⼟）の午後、及び、１６
⽇（⽇）の午後、それぞれ１回のみ実施いたします。
また⾛⾏は晴天時のみの実施となります。詳細な時
間帯については、当⽇会場にてご確認ください。 
 

 
 
④［⽣物多様性ゾーン］ 
「⽣物多様性の⼤切さ」を⾷べて理解しよう！ ⾷の多様性を体感するフードイベントを開催。 
⽣物多様性ゾーンのテーマは「地球と握⼿」。多様な⾷⽂化は、⽣物多様性の恵みであり、⼈間の健康は、地球が健
康であることと分かち難く結ばれています。 
2010 年は国際⽣物多様性年であり、10 ⽉には名古屋にて⽣物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）も開催さ
れます。ロハスデザイン⼤賞・新宿御苑展「⽣物多様性ゾーン」では、この新しい環境のキーワードを、「⾷の多様

」をテーマとしたフード＆マルシェイベントを中⼼に体験型のイベントとして展開します。 性 
かつては内藤農業試験場でもあった新宿御苑に、地産地
消や旬産旬消をコンセプトに東京や北海道の⽣産者が
もちよる野菜の即売会や「オテル・ドゥ・ミクニ」の三
國清三シェフ、フードディレクター野村友⾥さんらによ
る試⾷＆トークイベントも開催します。 
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（※詳細スケジュールは随時ロハスクラブのホームペ
ジにて発表していきます）。 ー 

さらに、ソトコトが全⾯協⼒して誕⽣した⽣物多様性保
全に貢献するゴールドカード「セディナカードAXU（ア
クシュ）」の提供により、5 ⽉ 13 ⽇（⽊）には、三國
清三シェフとアルピニスト・野⼝健さんらによるトーク
＆フードイベントを開催します（プレス／⼀般来場者対象）。⽣物多様性保全の⼤切さを語り合いながら、江⼾東京
野菜を使ったフィンガーフードなどもお楽しみいただけます。 

三國シェフによるトーク＆フードイベント（2009 年度実施⾵景）

 
＜トークセミナーイベント＞ 
「セディナカード AXU（アクシュ）提供／⾷べることで考える⽣物多様性の恵み（仮称）」 
 ●⽇時：5 ⽉ 13 ⽇（⽊） 10:30 スタート（予定） 
 ●場所：ロハスデザイン⼤賞・新宿御苑展／⽣物多様性ゾーン 
 ●取材申込＆お問合せ： 

株式会社セディナ 新カード PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 
Tel：03-6894-3200 ／ Fax：03-5413-3050 
担当：佐藤／島⾕（しまや）／今井 

 



⑤［環境ゾーン］ 
5/13 は「⾼橋尚⼦さん」も来苑！ ⼦どもたちをシューズでつなぐ〜ランニング・イベント開催。 
太陽の下、⻘々とした芝⽣の上を爽やかな⾵を感じて⾛る。新宿御苑を⾛りながらCO2削減の⼤切さを考える、⼈
気の「エコ・ランニング」。今年は、使われなくなったシューズを回収して、アフリカの⼦どもたちに寄贈するス

イル アフリカ プロジェクトとの共同開催です。 マ 
⼦どもたちが成⻑するに従って、まだまだ使うことができるのに履けなくなってしまったシューズを回収して、裸
⾜での⽣活を余儀なくされているアフリカ・ケニアの⼦どもたちに寄贈するスマイル アフリカ プロジェクトは、
シューズがつなぐ国際社会貢献であり、環境貢献活動（省資源）です。今回のスマイル エコ・ランニングでは、ご
参加いただける⽅々に、ご⾃宅などで不要となったシューズを持ち寄っていただくことを呼びかけながらの開催と

ります。 な 
なお、5⽉13⽇（⽊）は、同プロジェクトのフロントランナーであり、シドニー五輪⼥⼦マラソン⾦メダリストの
「⾼橋尚⼦さん」が来苑し、トークイベントも実施します。また、スマイル アフリカ プロジェクトは今年、ソー
ラーカーのコラボレーションも展開。ドライバーの篠塚建次郎さんも来苑されます。 
 
＜トークセミナーイベント＞ 
「スマイル アフリカ プロジェクト提供／⾼橋尚⼦ラン＆トーク（仮称）」 
 ●⽇時：5 ⽉ 13 ⽇（⽊） 13:00 スタート（予定） 
 ●場所：ロハスデザイン⼤賞・新宿御苑展／環境ゾーン 
 ●取材申込＆お問合せ： 
 スマイル アフリカ プロジェクト事務局（⽊楽舎 内） 
 Tel:03-3524-9572   e-mail:smileafrica@sotokoto.net 
 担当：⼤⽯／増⽥／佐々⽊ 
 
⑥［隣⼈祭り］ 
今年で3年⽬！ 世界29カ国800万⼈のお⾷事会「隣⼈祭り＠新宿御苑」にお越しください。 

パリで⽣まれたご近所同⼠のコミュニケーションを深めるパーティ「隣⼈祭り」を今年も開催。
テーブルとイスを設置して、出展者や⽣産者、来場者をつなぐコミュ⼆ティスペースとなります。 
３年⽬となる今年は、スタンプラリーなどのアトラクションも実施します。 
「隣⼈祭り」についての詳しい情報は、右記ＨＰまで。http://www.rinjinmatsuri.jp/ 
 
 

⑦その他（多彩な⾳楽ステージ/ロハスな健康講座/ワークショップなど） 
ロハスステージプログラムには、⼀緒になって体験できる「朝ヨガ／昼ヨガ」、「体幹講座」などの健康イベント
のほか、J-WAVE の公開収録ライブなど、盛りだくさんです。また、「マイ箸づくり」などのワークショップも開
催します。 
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[グリーンオペレーション] 環境負荷の⼩さな運営、⾃然エネルギーの活⽤について 
本展の設営及び運営にあたっては、都会のオアシスである「新宿御苑」の環境になるべく負荷をかけないエコロジカルな展⽰運
営を⾏います。本展に使⽤する電気については、昨年に引き続き、バイオディーゼルにより稼働するジェネレーターを設置。燃
料には、てんぷら油の廃油由来のバイオ燃料・VDF（Vegetable Diesel Fuel）を使⽤することで、CO2排出量ゼロのカーボン
ニュートラルな運営を実現します。また今年から太陽光発電パネルも導⼊し、クリーンなエネルギーを提供いたします。来場者
の⽅々にも、公共交通機関の利⽤、クルマ利⽤時の乗り合わせの⼯夫、マイ箸やマイボトルの持参を呼びかけ、環境負荷の低い
イベント開催を⽬指します。 

●ステージでの⾳楽イベント 
 写真左から時計回りで… 
 5／15（⼟） 
 東⽥トモヒロ （13:00〜）
 D.W.ニコルズ （14:00〜）
 
 5／16（⽇） 
 ⽺⽑とおはな （13:00〜）
 ECO アイドリング!!! （14:30〜）

●ステージでのロハスイベント 
 写真左から 
 ⼩林愛のヨガ 
 5 ⽉ 14 ⽇（⾦）12:00〜／15 ⽇（⼟）09:30〜
 原英晃（フリースタイル）の体幹講座  

5 ⽉ 16 ⽇（⽇）09:30〜 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜第５回ロハスデザイン⼤賞 2010 発表について＞ 
⽇時：２０１０年６⽉５⽇（⼟） 午前１０時〜 
場所：丸ビルホール（〒１００-６３０７ 東京都千代⽥区丸の内２－４－１ 丸ビル７階） 
 

●第⼀部：セディナカード AXU（アクシュ）presents 
「
 

あなたが、⽣物多様性のためにできること」 
⽣物多様性って何だろう？ 遠く、アマゾンのジャングルやアフリカのサバンナ、北極海に⽣息する多様な⽣物
たちが織りなす、壮⼤な⽣態系バランス？ ニッポンの⾥⼭が育む、豊かな⽣態系バランス？いずれもイエス。
でも、地球規模で考える⼀⽅で、もっと⾝近な私たちの⽣活を考えてみよう。 
そんな思いからソトコトの全⾯協⼒により⽣まれたゴールドカード「セディナカード AXU（アクシュ）」の誕⽣を
記念して、その提携団体であるバードライフアジア、ボルネオ保全トラストの代表者の⽅々や、分⼦⽣物学者の
福岡伸⼀⽒、アロマテラピストの⼤橋マキさんらを迎えてのトークセッションを開催いたします。 
 
●
 

第⼆部：第 5 回 ロハスデザイン⼤賞 発表・表彰 
「ロハスデザイン⼤賞 2010 新宿御苑展」の来場者による投票と⼀般会員によるインターネット投票によって決
定した、本年度の⼤賞を発表・表彰いたします。 
 
 
主  催：ロハスクラブ／⽉刊ソトコト 
特別協賛：株式会社セディナ 
⽇  時：2010 年 6 ⽉５⽇（⼟）世界環境デー 10:00〜15:00 
会  場：東京・丸の内／丸ビル７Ｆ・丸ビルホール 
定  員：300 名   ⼊  場：無料 
申  込：http://www.lohasclub.jp  （５⽉ 13 ⽇受付開始） 
※ホームページでの事前予約制／定員になり次第受付け終了となります。 

 
＜ロハスクラブ評議会理事メンバー／企業・団体メンバーについて＞ 
2005年10⽉に発⾜した、⼀般社団法⼈ロハスクラブは、2010年４⽉現在、１０名の理事、及び、１７
企業・団体が参加する評議会により運営しています。 
 

［ロハスクラブ評議会参加企業］ 
東京電⼒／ANA／パナソニック／LVJグループ ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー／トヨタ⾃動⾞／三菱地
所／三越／王⼦ネピア／キリンの健康プロジェクト「KIRIN Plus-i」／ベストアメニティ／アースホールディ
ングス／積⽔ハウス／YKK／サラヤ／スルガ銀⾏／ローソン／ハーバー研究所（順不同） 以上 

 

＜このリリース・取材に関するお問い合わせ＞
⼀般社団法⼈ロハスクラブ 宣伝広報室 増⽥ 千絵⾥ 

〒104-0045 東京都中央区築地7-12-7 築地FTSビル5F 
Tel：03-3524-9757 /  Fax：03-3524-9675 

ＨＰ：080-1382-0903  
e-mail：masuda@sotokoto.net 
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