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アースデイ丸の内2006実行委員会

アースデイ丸の内 2006
「グリーン・トランスポート」〜地球に優しい交通社会の未来～

期日：2006年4月15日〜23日
会場：東京駅周辺（大手町・丸の内・有楽町地区）各所

アースデイ丸の内2006実行委員会では、来る4月15日（土）〜 4月23日（日）に、東京

駅周辺の大手町／丸の内／有楽町地区において｢アースデイ丸の内2006｣を初めて開催致

します。

当地区では既に無料巡回の電気バス「丸の内シャトル」やカーシェアリング等地区全

域にわたる取組から、生ゴミリサイクルの実施等個別ビルにおける取組を含め地球環境

に配慮した街づくりを進めてまいりました。

この度、世界 大の環境イベントである「アースデイ」の主旨に賛同し、当地区なら

ではのテーマとして「グリーン・トランスポート／地球に優しい交通社会の未来」と題

する「アースデイ丸の内2006」を開催いたします。

同期間中は、丸ビルを始め当地区内６つのビルで、環境に配慮した電気自動車等の展

示を行ったり、アースデイ宣言、シンポジウム、ワークショップ、トークショーなど

様々な楽しい参加型のイベントが開催されます。

4月22日に世界各地で開催される「アースデイ」は、1970年、ウィスコンシン州選出

のG・ネルソン上院議員が、４月22日を“地球の日”であると宣言した事からスタートしま

した。その動きは当時全米学生自治会長をしていたデニス・ヘイズ氏の全米への呼びか

けへとつながり、さらには、世界中に呼びかけられ、アースデイは、世界141の国・地域

で２億人が参加する一大イベントとなりました。

毎年代々木公園をメイン会場に開催される「アースデイ東京」は、参加団体数、内容、

来場者数も年を重ねるごとに大きくなっており、国内 大の市民ボランティアによる環

境フェアとして、すっかり定着しています。

「アースデイ丸の内」は、「アースデイ東京」との連動、さらには各地との連動を視

野に入れつつ活動を開始致します。

ご取材又はお問い合わせの際は、事務局までご連絡下さい。

■本件に関する問い合わせ先■ 〒153-0043 東京都目黒区東山 3-16-34 Smile Studio
特定非営利活動法人ビーグッドカフェ内
アースデイ丸の内2006 事務局 担当：森脇
TEL  03-5773-0225 FAX  03-5773-0226
携帯：070-6558-9007当日

初開催

参考資料



【開 催 概 要】

タイトル ：アースデイ丸の内 2006
「グリーン・トランスポート」〜地球に優しい交通社会の未来～

開 催 日 ：2006年4月15日(土)〜23日(日)

会 場：大手町、丸の内、有楽町地区／東京サンケイビル・大手町カフェ・
oazo・丸ビル・MY PLAZAホール・東京国際フォーラム

主 催：アースデイ丸の内2006実行委員会

（千代田区、大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会、

NPO法人大丸有エリアマネジメント協会、

アースデイ東京実行委員会メンバー）

協 賛：三菱地所株式会社、ヤマハ発動機株式会社、東京電力株式会社、

東京ガス株式会社、株式会社ビーアンドエル（ステビア）、

株式会社エコウッド、丸の内熱供給株式会社、

株式会社ナチュラス・ジャパン、三菱レイヨングループ、

会津心水株式会社、シーオーツープラス株式会社

協 力：株式会社東京国際フォーラム、株式会社サンケイビル、
日の丸自動車株式会社、日産自動車株式会社、慶応SFC、出光興産、
マツダ株式会社、コードコム株式会社、シーイーヴイシェアリング株式会社、
Earth Literacy Program、チーム・マイナス６％、
社団法人日本メンズファッション協会、ユーシステムズ株式会社
株式会社ゆうファッションスタジオ、株式会社AOKIホールディングス
全国理容生活衛生同業組合連合会、アラミス

制 作 協 力：NPO法人ビーグッドカフェ

概 要：１）『グリーン・トランスポート』〜地球に優しい交通社会の実施〜

（1-1) 大手町／丸の内／有楽町内 グリーン・トランスポート実施

：4月15日〜23日

電気バス、カーシェアリング、ベロタクシー、レンタサイクルの

運行実施及び、慶応SFCが開発した排気Oの究極のエコカー、

リチウムイオン８輪電気自動車「Eliica」やNISSAN「PIVO」等、

環境に配慮した『グリーントランスポート』を展示。

２）トーク／シンポジウム／街角アースデイ

（2-1）アースデイ宣言2006 4月15日(土) 会場：大手町カフェ

（2-2）シンポジウム「2025年のひと、まち、暮らし」

〜未来のビジョンを一緒に考えてみませんか？〜

4月21日(金) ：MY PLAZAホール

（2-3）「街角からアースデイ」4月15〜23日 会場／サンケイビル、oazo、

丸ビル、東京国際フォーラム、大手町カフェ

4月15日〜23日までの間、街角で展示／ワークショップ／

出展ブース／トークショー／ライブが展開されます。



＜会場MAP＞

東京国際フォーラム
４／２２（土）・２３（日）

・ブース出展＆ワークショップ

・ベロタクシーステーション

丸ビル（脇、マルキューブ、カフェEASE）

４／１７（月） -- ２３（日）
・グリーントランスポート展示

（ヤマハ、東京ガス）
・ベロタクシーステーション
・レンタサイクルステーション・ワークショップ
・トークショー「ふんわりアクセル『eスタート』からはじめるエコドライブ」

oazo
４／２２（土）・２３（日）
・グリーントランスポート展示
（ELIICA、日産PIVO、ゼロスポーツ）

OTEMACHI CAFE

４／１５（土） -- ２１（金）
・アースデイ宣言
・「これがMARUNOUCHI COOLBIZ」
・セミナー

東京サンケイビル

４／１７（月） -- ２１（金）

・リサイクルファニチャー
・廃材アート展示
・セミナー
・ワークショップ

MY PLAZA ホール

４／２１（金）
・言の葉さらさらシンポジウム

大手町・丸の内・有楽町エリア内の６会場において、開催いたします。



＜会場別開催概要＞

●oazo （展示）4/22(土)-23(日) 10:00-19:00

１．日産「Pivo」→日産独自の高性能なコンパクトLi-ionバッテリーと
スーパーモーターを搭載。

２．慶応ＳＦＣ「Eliica」→リチウムイオン8輪電気自動車
３．ゼロスポーツ「ZERO EV Elexceed RS」
４．※出展ブース：チーム・マイナス6％、他

●丸ビル （展示、他）4/17(月)-23(日) 10:00〜19:00

１．YAMAHA→１００％電気のチカラで走るから排出ガス、ゼロのエレクトリック・
コミューター Passol-L、EC-02

２．東京ガス燃料電池車→圧縮水素を燃料とする燃料電池車（FCEV）
３．レンタサイクル→環境に優しく楽しい自転車で丸の内を走りましょう。

★アースデイウィーク特別キャンペーン→１ｈ：1000円
★アースデイウィーク特別発着所：丸ビル
★ご利用の方に地域通貨（アースデイマネー）プレゼント

４．ベロタクシー 環境に優しく街を充分に楽しむためにドイツで誕生。
丸ビルと東京国際フォーラムを繋ぎます。

★アースデイウィーク特別キャンペーン→乗車無料
★アースデイウィーク特別発着所：

丸ビルステーション／フォーラムステーション
★地域通貨（アースデイマネー）プレゼント

５．日替わりワークショップ開催！ ＠NATURE CAFE（丸ビル外オープンカフェ）
６．カフェEASEにて、4/23(sun) 13:30-14:30トークショー「ふんわりアクセル『e

スタート』からはじめるエコドライブ」 ＠丸ビル１Fカフェ イーズ
・松任谷正隆（音楽プロデューサー）
・高平高輝（ＮＡＶＩ(二玄社)編集長）

ELIICA

YAMAHA EC-02 ベロタクシー

PIVO



●東京サンケイビル・メトロスクエア：4/17(月)-20(木)

１．アースデイ丸の内街角ライブ＜フラット＞（4/17〜4/20 12:00-13:00）
LIVE：大樹（フィンガー・スタイル・アコースティックギター）、他

２．リサイクルファニチャー！＜フラット＞ （4/17〜20：展示）
・オフテリア・ファニチャー・ベンチ（エコウッド）
・サステナブル・リサイクルベンチ（三宝）

３．リサイクルファニチャー！＜B2F＞（3/27-4/21：展示＆ワークショップ）
・Re-arise（不用品引取のエコランド）

http://www.eco-land.jp
・4/17,4/19：PM2:00-PM4:00：東京造形大学の学生さんによるワ−クショッ
プ
・4/20：PM6:30-PM7:30：廃たたみコースターワークショップ開催！

●東京国際フォーラム： 4/22(土)-23(日) 10;00 - 17:00

１．各種ワークショップ＆ブース出展

２．ベロタクシーアースデイウィーク特別発着所：フォーラムステーション

● MY PLAZA ホール：4/21(金） 18:30 - 20:45

アースデイ丸の内シンポジウム
「2025年のひと、まち、暮らし～未来のビジョンを一緒に考えてみませんか？」

◆日時 ４月21日（金） 18時30分～20時45分（開場18時）
◆会場 MY PLAZAホール（東京都千代田区丸の内） tel.03-5219-5602
◆入場料金 1000円
◆主催 言の葉さらさらプロジェクト実行委員会
◆共催 アースデイ丸の内2006実行委員会
◆後援（予定） 環境省／国土交通省／経済産業省／農林水産省／文部科学省
◆プログラム（敬称略）
◇第一部 ビジョントーク「未来を描き、未来を変える」

木内孝 （NPO法人GRI日本フォーラム会長、2020年の日本を創る会座長）
薗田綾子 （言の葉さらさらプロジェクト実行委員長、株式会社クレアン代表取締役）

◇第二部 パネルディスカッション「2025年 都市をこう変える」
<パネリスト>

木内孝
星川淳（NPO法人グリーンピース・ジャパン事務局長、作家・翻訳家）
竹村真一（京都造形芸術大学教授、Earth Literacy Program代表）
鈴木英敬（資源エネルギー庁電力市場整備課課長補佐、ソーシャルアクションスクール実行委員長）
井上成 （大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会・環境エリアマネジメント委員会コアスタッフ）

<コーディネーター>
薗田綾子



●OTEMACHI CAFE： 4/15(土)-21(金)

１．4/15（土）13:00-17:30 アースデイ宣言2006＠OTEMACHI CAFE

２．4/17(mon) 19:00〜 参加費：無料
・ベストドレッサー選考委員長 池田ゆうによる

「これがMARUNOUCHI COOLBIZ」
＜主催＞アースデイ丸の内2006実行委員会
＜協力＞社団法人日本メンズファッション協会

株式会社 ゆうファッションスタジオ、全国理容生活衛生同業
組合連合会、アラミス、ＡＯＫＩ
supported by チーム・マイナス6％

３．4/18(tue) 19:00〜 参加費：1000円（申し込み先着50名）
・リサイクルCO2をとりいれたストレスマネージャー

〜新リラクゼーションでさびない体づくり〜
＜主催＞（株）ナチュラス・ジャパン、三菱レイヨン・エンジニアリン

グ会社、会津心水（株）、シーオーツープラス（株）
supported by チーム・マイナス6％

４．4/19(wed) 19:00〜 参加費：無料
・お天気お姉さんの気象＆温暖化セミナー
ゲスト：中嶋美年子さん(日本テレビ気象キャスター) 

ホスト：竹村真一さん（京都造形芸術大学教授、ELP代表）
＜主催＞OTEMACHI CAFE＜協力＞NPO法人 気象キャスターネットワーク

supported by チーム・マイナス6％

５．4/20(Thu) 19:00〜 参加費1,000円（要予約）地球環境セミナー「地球大学」
・デジタル地球儀「触れる地球」（2005年グッドデザイン賞・金賞受賞）
で学ぶ“地球温暖化”。

＜主催＞OTEMACHI CAFE
＜企画＞Earth Literacy Program 

６．4/21(Fri) 18：30〜映像＆トーク＆ワイン懇親会 参加費1,000円（要予約）
ロハスな暮らしと自然を体験する旅・ニュージーランド体験エコツアー
＜企画プロデュース＞リボーン www.reborn-japan.com

TEL:03-5363-9216 
＜協力＞環境Goo、他
＜賛同＞ニュージーランド政府観光局、ニュージランド航空



LOHAS CLUB Product No.001  
My Designエコバッグ
［100％循環型リサイクル素材・Eco Circle バージョン］

●“アースデイウィークにMyエコバッグを作っちゃおう！ ”

＜TOPIC＞

坂本龍一氏の提案により、ロハスクラブが制作した「My Design エコバッ
グ」は、シンプルでプレーンな白地のバッグに、様々なロゴを自由にスタン
プすることで、自分だけのデザインのエコバッグを作ってもらおうというも
のです。「レジ袋削減を、楽しみながら広げていこう！」というコンセプト
から製作しました。テイジンが開発したペットボトルのリサイクル100％循
環型素材を使用、CO2の排出量を約77%削減できます！

●アースデイ丸の内では、ここで購入できます！（¥５００）
→SOTOKOTO LOHAS KITCHEN&BAR 、NATURE CAFÉ、OTEMACHI-CAFE 

※エコバッグには地域通貨（アースデイマネー）が200rまで使えます！

アースデイマネー
●アースデイ丸の内2006アースデイマネーをプレゼント！

・地球に優しい移動体に乗るともらえる！（ベロタクシー、レンタサイクル）
・てんぷら油の回収に協力するともらえる！

（大手町カフェ、NATURE CAFÉ、SOTOKOTO LOHAS KITCHEN&BAR）

・短冊に願いを書くともらえる！4/21 アースデイシンポジウム＠MYPLAZAホール

●アースデイマネーここで使える
・カフェで使える！ ----- 100r=100円／１回として
（大手町カフェ、NATURE CAFÉ、SOTOKOTO LOHAS KITCHEN&BAR）

・My Designエコバッグが買える！ --- 300円＋200r
（大手町カフェ、NATURE CAFÉ、SOTOKOTO LOHAS KITCHEN&BAR）

・アースデイ宣言2006！4/15＠大手町カフェ
入場料として1000円＋500r使える！

・アースデイシンポジウム4/21＠MYPLAZAホール
入場料として800円＋200r使える！

・出光美術館 ：入館料として600円＋200r使える
・丸の内ガイドツアー ：参加費として500円＋500r使える


