
 

 

（２）お取り組みいただける内容 

 

 

①アサヒペット株式会社 

 

アサヒペットは、「1 人、1 日、１kg の 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」を御提示いただいたお客様に、当店指定の省エネペット

用マット（保温・保冷用）を通常価格の１０％OFF にて販売いたします。 

・実施期間：８月１日（水）～１年間  

 

＜お問い合わせ先＞ 

アサヒペット株式会社 

TEL.045-362-6100 

FAX.045-363-3395 

 

 

②天野ペット 

 

天野ペットは、「1 人、1 日、1kg の 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」を御提示いただいたお客様に、当店の犬猫を通常価格の

６％OFF にて販売いたします。 

・実施期間：８月１日（水）～９月２日（日） 

 

＜お問い合わせ先＞ 

天野ペット 

TEL.0566-22-3896 

FAX.0566-22-5087 

 

 

 

 

 



 

③イーキュービック株式会社 

 

 イーキュービックは、「１人、１日、１ｋｇCO2削減」応援キャンペーンに協賛し、チ

ャレンジ活動への参加を応援いたします！ 

 

 ＜お取り組み内容＞ 

  ・「私のチャレンジ宣言カード」をイーキュービック本社（神田）にご持参された方

に、CO2 排出削減を実施していることをアピールする「ストップ温暖化」特製ス

テッカーを贈呈いたします。 

   ※実施時期は８月下旬からを予定しています。 

  ・ホームページでもサービス内容を紹介しております。 

 

 ＜お問い合わせ先＞ 

  イーキュービック株式会社 池田 

  TEL：03-5825-3511 

    http://www.ecubic.co.jp/ 

  窓口受付時間 9：00～18：00 

 

 

④イズミヤ株式会社 

 

イズミヤは、「CO２削減！省エネライフ応援キャンペーン（仮称）」を実施し、地域の

皆様の「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」を持参されたお客様を対象に、省エネ関連商品を割引販

売させていただきます。 

※詳細は検討中。実施時期は 10 月を予定。" 

・イズミヤ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。 

・店内放送やポスター掲示等により、お客様へ「1 人 1 日 1kg の CO2削減」に向け

た行動を呼びかけます。 

 

 ＜お問い合わせ先＞ 

イズミヤ株式会社 エコロジー推進部 

TEL：06-6657-3455 

 

 

 



 

⑤九州アメリカンフード株式会社 

 

九州アメリカンフードは、「1 人、1 日、１kg の 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」を御提示いただいたお客様に、当店の犬猫を通常価格の

６％OFF にて販売いたします。 

・実施期間：８月１日（水）～10 月 31 日（水） ３ヶ月間  

 

＜お問い合わせ先＞ 

九州アメリカンフード株式会社 

TEL.096-384-2255 

FAX.096-384-2349 

 

 

⑥九州電力株式会社 

 

九州電力は、「1 人、1 日、１kg ＣＯ2削減」応援キャンペーンに参加し、「私の 

チャレンジ宣言」を応援いたします！ 

 

 ＜お取り組み内容＞ 

・「チャレンジ宣言カード」をご提示のお客さまへ粗品を進呈する等の応援企画を計 

画しております。 

※詳細内容決定次第、弊社ホームページ等でご案内いたします。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

http://www.kyuden.co.jp/environment_activity_team-6_try1kg 

 

 

⑦近畿日本鉄道株式会社 

 

近畿日本鉄道株式会社は、CO2 排出量の少ない、地球環境にやさしい鉄道を皆様にご

利用していただくため、「1 人 1 日１kg の 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＞ 

下記ハイキングに参加された皆様の中で、「チャレンジ宣言カード」を当日受付にて

ご提示されたお客様に対し、近鉄電車特製クリアファイルを進呈いたします。 



 

対象となるハイキング 

①平成１９年９月１日（土） 

東海の自然歩け歩け大会 『川越電力館テラ４６』 

②平成１９年９月８日（土） 

お伊勢さんへのみち 『八風街道・山城から富田一色』 

③平成１９年９月９日（日） 

近鉄万歩ハイキング 伊勢参宮本街道シリーズ（５） 

            『天理の町並みから古墳巡りコース』 

④平成１９年９月１６日（日） 

近鉄万歩ハイキング 伊勢参宮本街道シリーズ（６） 

            『初瀬街道・西峠越えコース』 

※対象ハイキングの詳細につきましては、当社ホームページをご覧下さい。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

①、②につきましては、近鉄 名古屋イベント係  TEL（０５９）３５４－７００７ 

③、④につきましては、近鉄 大阪イベント係   TEL（０６）６７７５－３５６６ 

 

 

⑧クロキペットサロン 

 

クロキペットサロンは、「1 人、1 日、1kg の 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」を御提示いただいたお客様に、当店の犬猫を通常価格の

６％OFF にて販売いたします。 

・実施期間：７月３１日（火）～９月２０日（木）  

 

＜お問い合わせ先＞ 

クロキペットサロン 

TEL.053-422-0400 

FAX.053-422-5345 

 

 



 

⑨株式会社ＫＤＣ空港ドッグセンター 

 

ＫＤＣ空港ドッグセンター（全店）は、「1 人、1 日、１kg の 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」を御提示いただいたお客様に、当店の犬猫を通常価格の

６％OFF にて販売いたします。 

・実施期間：８月１日（水）～年末  

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社ＫＤＣ空港ドッグセンター 

TEL.06-6844-1110 

FAX.06-6844-1121 

 

 

⑩株式会社 Circle Line 

 

サークルラインは、太陽光発電の提供を通じて、「私のチャレンジ宣言」を応援しま

す！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・「チャレンジ宣言カード」を御提示いただいたお客様に、太陽光発電を定価の１０％

OFF にて販売いたします。同時に売り上げの中から、サークルラインのタイアッ

プ企業の植林事業に協力しお客様に植林証明書を送付いたします。 

・実施期間：７月３１日（火）～ 

 

＜お問い合わせ先＞ 

㈱Ｃｉｒｃｌｅ Ｌｉｎｅ 

TEL (089)925-6503 

FAX (089)925-6506 

E-mail circle-line.masa@trad.ocn.ne.jp 

担当 大岡 

 



 

⑪サワデンキ 

 

あなたの街のサワデンキは「１人、１日、１ｋｇＣＯ2 削減」チャレンジ活動への参

加を応援いたします！ 

 

 ＜お取り組み内容＞ 

 ・２０１０年度省エネ基準達成の「省エネエアコン」に当店で交換され「チャレン

ジ宣言カード」をご提示されたお客様に、3675 円値引きいたします。 

  ・「チャレンジ宣言カード」をご持参されたお客様に省エネ電球型蛍光灯（パルック

ボール・ネオボール）、省エネ型高出力蛍光灯（ツインパルック・ネオスリム）の

１０％引を行います。 

  ・省エネ型照明器具に当店で交換され「チャレンジ宣言カード」をご提示されたお

客様に交換工事費を５０％引させていただきます。 

  

＜お問い合わせ先＞ 

  サワデンキのホームページ 

  http://www14.plala.or.jp/sawadenki/ 

 

 

⑫四国電力株式会社 

 

四国電力は、「1 人､1 日､1kg CO2削減」チャレンジ活動への参加を応援いたします！ 

  

＜お取り組み内容＞ 

・「チャレンジ宣言カード」をご持参いただいたお客さまへ、景品を進呈させていた

だくことを計画しております。 

   詳細内容決定次第、当社ホームページ等でご案内いたします。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

四国電力株式会社「環境問題への取組み」のホームページ 

http://www.yonden.co.jp/environ/index.html 

 



 

⑬シャープ株式会社 

 

シャープは、「1 人、1 日、1kg CO2 削減」の実現に向けた「私のチャレンジ宣言」を

応援します！ 

 

 ＜お取り組み内容＞ 

・全国の小学校における環境教育を通じて、子どもたちとそのご家族の皆様に「1

人 1 日 1kg」の大切さを伝え、実践を促してまいります（今年度 1 年間で 500 校 3

万人の児童に対して実施予定）。 

・「私のチャレンジ宣言」をされた AQUOS オーナーの皆様には、「オーナーズラウン

ジ AQUOS.jp」（https://aquos.jp）を通じて素敵なプレゼントを抽選でお送りい

たします。 

※実施時期、具体的な内容については追ってお知らせいたします。 

 

＜お問い合わせ先＞  

シャープ株式会社 環境安全本部 

   電話： 06-6625-0438 

    E-mail： try-1kg@sharp.co.jp  

   ウェブサイト： http://www.sharp.co.jp 

 

 

⑭西部ガス株式会社 

  

西部ガスは、「高効率ガス機器普及キャンペーン」（仮称）を実施し、「私のチャレンジ

宣言」を応援します！ 

 

 ＜お取り組み内容＞ 

・高効率ガス給湯器であるエコウィル、エコジョーズを西部ガス及び西部ガスの機

器販売店である西部ガスリビングメイトから購入され、かつ「私のチャレンジ宣

言カード」を提示されたお客さまに、粗品をご提供させていただきます。 

・また、西部ガス主催のイベントにおいて「私のチャレンジ宣言カード」を提示さ

れたお客さまに、粗品をご提供させていただきます。 

※実施時期は１１月（予定）、粗品の内容については検討中です。 

 

 ＜お問い合わせ先＞ 

  西部ガス株式会社 営業企画部 リビング企画グループ 

  松田和久 

  電 話：０９２－６３３－２２５０  

  Ｅ‐ｍail：diet-cp@saibugas.co.jp 



 

⑮石油連盟及び会員９社（出光興産株式会社、東燃ゼネラル石油株式会社、コスモ石油

株式会社、九州石油株式会社、三井石油株式会社、昭和シェル石油株式会社、新日本

石油株式会社、株式会社ジャパンエナジー、エクソンモービル有限会社） 

 

石油連盟は、「高効率石油給湯機 エコフィール普及キャンペーン」を実施し、「私の

チャレンジ宣言」を応援します！ 

 

 ＜お取り組み内容＞ 

・高効率石油給湯機「エコフィール」を購入し、かつ「私のチャレンジ宣言カード」 

をご提示された方に粗品をご提供させていただきます。 

※ 実施時期、応募方法、粗品の内容等詳細については、検討中です。 

詳細内容は決定次第、石油連盟のホームページ等でご案内します。 

 

 ＜お問い合わせ先＞ 

〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町１－９－４（経団連会館ビル） 

石油連盟 流通・石油システム部 石油システム推進グループ 

半田、加藤、中村、田尻 

電話：０３－３２７９－３８１５ 

  E-mail:sakugen1kg@sekiren.gr.jp 

 

 

⑯チャンピオン 

 

チャンピオンは、「1 人、1 日、1kg の 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」を御提示いただいたお客様に、当店の犬猫を通常価格の

６％OFF にて販売いたします。 

・実施期間：８月１日（水）～１年間  

 

＜お問い合わせ先＞ 

チャンピオン 

TEL.072-876-0546 

FAX.072-877-4111 



 

⑰中日信用金庫 

 

ちゅうしんは、エコ定期「“私はＣＯ2 削減を宣言します！”定期」を発売し、「私の

チャレンジ宣言」を応援します。 

 

 ＜お取り組み内容＞ 

 

①エコ定期「“私はＣＯ2 削減を宣言します！”定期」の発売（平成 19 年 8 月～平成

20 年 3 月末） 

・「チャレンジ宣言カード」（１日１㎏以上）をご持参され、１人、１日、１㎏

のＣＯ2削減にチャレンジされるお客様に定期預金の金利を優遇します。 

・同定期預金残高の一定割合を、環境保全支援団体等に当金庫が寄付します。 

②役職員全員の「チャレンジ宣言」・広報活動 

・中日信用金庫の役職員は、一人ひとりが、自分のライフスタイルなどを見直

し、ＣＯ2削減に取組みます。 

・店頭に「１人、１日、１㎏のＣＯ2削減」ポスター等を掲示し、お客様に「チ

ャレンジ宣言カード」への参加を呼びかけます。 

 

※商品内容の詳細は、営業担当者又は窓口へお問い合わせください。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

中日信用金庫 業務統括部   冨 田・五十川 

〒462-0844 名古屋市北区清水二丁目９番５号 

電話 : 052‐913‐7005   FAX : 052‐913‐3565 

E‐mail：s1565009@facetoface.ne.jp 

http://www.shinkin.co.jp/chunichi/ 



 

⑱株式会社ティップネス 東武練馬店 

  

ティップネス東武練馬店は「１人、１日、１ＫｇＣＯ２削減」キャンペーンに賛同し、

ECO 活動に取り組み、「私のチャレンジ宣言」を応援します！ 

 

 ＜お取り組み内容＞ 

会員様 ：「私のチャレンジ宣言」カードをご持参いただいた会員様は、ブティック

商品１０％ＯＦＦ（サプリメントを除く￥１，０００以上、一部対象外

商品もございます）、更にスポーツドリンクを１本プレゼントします。 

非会員様：「私のチャレンジ宣言」カードをご持参いただいた方は、通常体験￥２，

１００を￥５２５にてご体験いただけます（非会員様のみの対象となり

ます）。 

  ※上記サービス内容は変更する場合がございます。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社ティップネス東武練馬店 入江 毅 

ＴＥＬ０３－３５５９－３７１１ 

ＨＰ http://tip.tipness.co.jp/ 

店舗ＨＰ 

  http://tip.tipness.co.jp/shop/intro/shop_branch.php?branch_code=SHP025 

 

 



 

⑲西日本鉄道株式会社 

 

西鉄グループは「『１人１日１ｋｇのＣＯ２削減』応援キャンペーン」に協賛します！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・ 平成１９年８月１日（水）より１年間、対象施設等※に「私のチャレンジ宣言

カード」を持参された方を対象に、割引や記念品のプレゼント等を進呈します。 

※対象施設は下記を参照 

 

施設名 特典内容 

西鉄電車  

「レールあんどハイク」 

本イベントにご参加された方にもれなく「オリジナル

クリアファイル」進呈 

西鉄グランドホテル レストラン 10％割引 

ソラリア西鉄ホテル レストラン 10％割引 

ソラリアスポーツ 

（フィットネスクラブ） 

入会金無料（通常個人会員 31,500 円） 

ソラリアシネマ 

 

封切作品 1,800 円を 1,500 円、再映作品 850 円を 500

円に割引 

福ビル芝生 

ビアガーデン※ 

飲み食べ放題 3,400 円を 3,000 円に割引 

西鉄エムテック  太陽熱温水器「ゆワイター」本体価格 20％割引 

※「福ビルビアガーデン」の営業は本年９月８日（土）まで   

 

＜取材のお問合わせ先＞ 

  西日本鉄道株式会社 広報室 阿部まで 

  電話 ０９２－７３４－１２１７ 

 



 

⑳株式会社 NATUR 

 

株式会社 NATUR（ナトゥーア）は、省エネ機器の提供等を通じて、「私のチャレンジ宣

言」を応援します！  

 

＜お取り組み内容＞ 

・「チャレンジ宣言カード」を御提示いただいたお客様に、定価の１０％OFF にて販

売いたします。 

  ①節水装置「アクアビジョン」 

②高圧デマンド削減装置「BeONE シリーズ」 

③雨傘ふき取り器「すいとるクリーン」（特許承認済） 

 ※商品の詳細につきましては、ホームページにて御紹介しております。 

    http://www.natur.co.jp 

実施期間：７月３１日（火）～ 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社 NATUR(ナトゥーア） 

企画部 渡会 覚（Ｓａｔｏｒｕ Ｗａｔａｒａｉ)  

〒５４０－００３４ 

大阪市中央区島町２－４－３Villa 島町５０１ 

TEL.06-4790-0017    FAX.06-4790-0027 

E-mail ｓ.watarai@natur.co.jp 

 

 



 

○21株式会社富士住建 

 

ハウスメーカー富士住建は、「暮らしの中で CO２削減！太陽光発電・エコキュート特価

キャンペーン」を実施し、「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」をご持参のお客さまで、弊社とご契約いただき太陽光発電 

システム設置をご希望の方に、特別価格でご提供いたします。 

・「チャレンジ宣言カード」をご持参のお客さまで、弊社とご契約いただきエコキュー

ト設置をご希望の方に、通常価格の５％引でご提供いたします。 

 

 上記取り組みの実施期間：８月４日（土）～ 

 

・富士住建本社・全ショールームで地域環境・美化活動を推進し、毎週１時間全社員

で地域清掃を行い、分別ゴミ・リサイクル活動を行います。 

・「彩の国ロードサポート」参加企業として地域環境・美化活動を推進し、分別ゴミ・ 

リサイクル活動を行います。 

・「日本一キレイな現場」を目指して、施工現場１日５回清掃を行い地域環境・美化・ 

分別ゴミ・リサイクル活動を行います。 

 ・「チーム・マイナス６％」参加企業として活動を行います。 

・毎年６月中旬から９月末までクールビズの推進を行います。 

 

 

＜取材のお問い合わせ先＞ 

株式会社富士住建 本社 企画部  千葉 

ＴＥＬ：０４８－７７８－３３０２  ＦＡＸ：０４８－７７８－３３１３ 

メールアドレス：fullmark@fujijuken.co.jp 

ホームページ：http://www.fujijuken.co.jp/ 

 

＜一般のお問い合わせ先＞ 

株式会社富士住建 各ショールーム 

（埼玉、神奈川、千葉、東京、群馬、茨城、栃木に１０店舗） 

ＴＥＬ：０１２０－４３－２２１０（お近くのショールーム直通） 

資料請求メールアドレス：fullmark@fujijuken.co.jp 

ホームページ：http://www.fujijuken.co.jp/ 

 



 

○22株式会社ペットサロンミッキー 

 

ペットサロンミッキーは、「1 人、1 日、1kg の 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」を御提示いただいたお客様に、当店の犬猫を通常価格の

６％OFF にて販売いたします。 

・実施期間：８月２１日（火）～９月３０日（日） 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社ペットサロンミッキー 

TEL.042-471-2254 

FAX.042-471-2254 

 

 

○23株式会社ペットランド 

 

ペットランドは、「1 人、1 日、１kg の 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」を御提示いただいたお客様に、当店のしつけ教室（ベビ

ー～パピー向け）の初回参加料を無料にします。 

・実施期間：７月下旬～年内  

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社ペットランド 

TEL.011-532-5331 

FAX.011-511-8317 

 



 

○24北海道旅客鉄道株式会社 

 

ＪＲ北海道は、「１人１日１ｋｇの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」を応援します！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・ 平成１９年８月３日(金)～５日(日)に「アクセスサッポロ」（札幌市白石区流通

センター４丁目３－５５）にて開催される「環境広場さっぽろ２００７」会場

のＪＲ北海道グループ展示ブースにて、「チャレンジ宣言カード」を提示された

お客様のうち、先着１００名様にＤＭＶ（ﾃﾞｭｱﾙ・ﾓｰﾄﾞ・ﾋﾞｰｸﾙ）関連グッズを

差し上げます。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

  ＪＲ北海道 広報室（報道） 

  電話 011-700-5731 

 

 



 

○25  株式会社ユーグレナ 

 

ユーグレナは、「ユーグレナでＣＯ２削減キャンペーン！」を実施し、「私のチャレン

ジ宣言」を応援します！ 

 

 ＜お取り組み内容＞ 

①「東京大学内ユーグレナ研究ラボ 見学ツアー」へのご招待 

LOHAS 商品「ユーグレナ サプリメント」の購入時、チャレンジ宣言カードをご提

示いただいた方は、「東京大学内ユーグレナ研究ラボ 見学ツアー」にご応募いた

だけます。その後、ご応募いただいた方の中から、抽選で数名の方を研究ラボに

ご招待します。見学ツアーでは、ユーグレナを活用した温暖化・二酸化炭素削減

に関する特別コンテンツの提供を通じて、チャレンジ宣言カードに対する理解を

深めていただくことを目指します。 

②特設ページの開設 

当社Ｗｅｂサイトにて、「１人１日１kg のＣＯ２削減」の特設ページを設けます。 

③啓発ポスターの掲示 

全国のユーグレナ販売代理店における「１人１日１kg のＣＯ２削減」の啓発ポス

ターの掲示を、順次お願いしていきます。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社ユーグレナ マーケティンググループ 

大立目 尚子（おおたつめ なおこ）／ 浅岡 良彦（あさおか よしひこ） 

TEL:03-5428-3118 FAX:03-3770-2665 

メールアドレス：info@euglena.jp 

ホームページ ：http://www.euglena.jp 

 

 

 



 

○26  株式会社ローソン 

 

ローソンは、自分のバッグやお箸をつねに持ち歩く「ケータイ運動」を推進し、「私の

チャレジ宣言」を応援します！ 

 

 ＜お取り組み内容＞ 

  ・ローソンパス、マイローソンポイント会員の方で、ケータイお箸「みどりのかけ

箸」（1800 円）をご購入の際に「私のチャレンジ宣言」カード、携帯電話宣言画

面をご提示されたお客様には、１００円値引きいたします。 

（ご購入は、全国のローソン店に設置されたマルチメディア情報端末Ｌｏｐｐｉ

を使用します） 

   ※９月開始予定。詳細につきましては、ローソンのホームページにてご案内しま

す。 

・関東圏及び近畿圏のナチュラルローソン店で、お買い物の精算時に「私のチャレ

ンジ宣言」カード、携帯電話宣言画面をご提示されたお客様各店舗先着１００名

様に、エコバッグ（コンビニｅｃｏバッグ）をプレゼントします。 

※８月下旬開始予定。詳細につきましては、ローソンのホームページでご案内し

ます。 

   

＜お問い合わせ先＞ 

  株式会社ローソン ＣＳＲ推進ステーション 

ローソンホームページ URL http://www.lawson.co.jp 


