
（２）お取り組みいただける内容 

 

 

①NPO 法人環境リレーションズ研究所 

 

環境リレーションズ研究所は、「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 FAX の後、ホームページからお申し込みいただいた方々

は、当所の進める以下の植林プロジェクトへ通常価格の 10％OFF にて参加いただ

けます。 

＜対象プロジェクト＞ 

Present Tree in 北海道（限定 100 本）･･･3500 円/口⇒3150 円/口 

Present Tree in 南八ヶ岳（限定 400 本）･･･10000 円/口⇒9000 円/口 

 

＊植林により CO2が吸収され、地球環境の保全に役立ちます。 

＊Present Tree in 北海道（森林再生プロジェクト）とは？ 

・笹地となった場所の森林再生のための植林プロジェクトです。1 口で 1 本の

木が北海道に植わり、植林証明書 1 セットが届きます。 

    ・1 口ごとに木にプレート（ナンバーのみ）をつけ、どの木を植えたか識別で

きます。 

＊Present Tree in 南八ヶ岳（里山保全プロジェクト）とは? 

・森に広葉樹を植林し、長期間にわたって管理、育成します。1 口で 1 本の木

が南八ヶ岳に植わり、植林証明書 1 セットが届きます。１本の木毎にプレー

トを付けて識別するとともに、参加者のお名前等を入れることができます。 

・希望者はときどき森を見に来ることができ、管理者から森のことを教えても

らったり、遊んだりできます。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

  NPO 法人環境リレーションズ研究所 

TEL：03－5283－8143 

FAX：03－5283－8144 

E-mai：info@env-r.com 

URL：NPO 法人環境リレーションズ研究所 http://www.env-r.com/ 

     Present Tree プロジェクト http://www.presenttree.jp/ 

     Present Tree in 北海道 http://www.presenttree.jp/hokkaido/ 

   Present Tree in 南八ヶ岳 http://pacolog.cocolog-nifty.com/yamamori/ 

 



 

②関西国際空港株式会社 

 

関西国際空港株式会社は、「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＞ 

・「チャレンジ宣言カード」を持参されたお客さまに粗品を進呈いたします。 

・関西国際空港株式会社ホームページに「めざせ！1 人、1 日、１kg CO2 削減」の

取り組みを紹介し応援します。 

 

 ※詳細につきましては、関西国際空港株式会社ホームページにてご案内いたします。 

  http://www.kiac.co.jp/ 

 

＜取材のお問合わせ先＞ 

   関西国際空港株式会社 総務部 総務グループ 南 義人 

   電話：072－455－2103    Fax：072－455－2041 

   E-mail：y-minami@kiac.co.jp  

 

 

③九州旅客鉄道株式会社 

   

ＪＲ九州は、「1 人 1 日１kg の CO2削減」応援キャンペーンに参加し、「私のチャレ

ンジ宣言」を応援します！ 

 

＜取り組み内容＞ 

  ・当社主催のウォーキングに参加されたお客さまの中で「チャレンジ宣言カード」

を当日受付に提示された方へ当社オリジナルの「のるだけエコロジーバック」を

プレゼントいたします。（各コース先着１０名様） 

  

  ※対象期間：平成１９年９月８日（土）～１２月１日（土）までの各ウォーキング

設定日（８９コース） 

※詳細につきましては、当社の主な駅に設置しているウォーキングのパンフレット

又は当社のホームページ（http://www.jrkyushu.co.jp/tabi/walking/）をご覧く

ださい。（ホームページへの掲載は９月７日（金）を予定しています。） 

 

＜取り組みのお問合わせ先＞ 

九州旅客鉄道株式会社 経営企画部 山田まで 

TEL: 092-474-0747 



④太陽石油株式会社 

 

太陽石油株式会社は、「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 

 

 

⑤東京空港交通株式会社 

  

リムジンバスの東京空港交通は、「1 人 1 日１kg の 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＞ 

・東京シティエアターミナル(TCAT)において、「東京シティエアターミナル～成田空

港間往復割引乗車券」をご購入頂いた際、「チャレンジ宣言カード」をご提示され

たお客様に、弊社特製「リムジンバス圧縮タオル」を差し上げます。 

   実施場所：東京シティエアターミナル 3 階チケットカウンター 

   実施期間：2007 年 9 月 7 日(金)～2007 年 12 月 24 日(月)  

 

＜取材のお問合わせ先＞ 

東京空港交通株式会社    

経営企画室計画部計画課  

担当：山口・野川            

電話：03-3665-7125 

  ホームページ：http://www.limousinebus.co.jp/index_ja.html  

 

 



⑥東芝グループ 

 

 東芝グループは「1 人、1 日、１kg CO2 削減」運動に協賛し、全社従業員が主体的に

キャンペーンに参加するとともに、お客様の「私のチャレンジ宣言」を応援します！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・東芝グループのホームページなどを通して「1 人、1 日、１kg CO2 削減」運動を

社内外に向けて紹介し、取組みを応援します。 

・東芝グループの創業１５０周年を迎える２０２５年に向けて、世界で総計１５０

万本規模の森林整備に取り組む「東芝グループ１５０万本の森づくり」プロジェ

クトを推進し、参加者の皆さんとともに「1 人、1 日、１kg CO2 削減」の大切さ

を世界に発信します。 

・「私のチャレンジ宣言」をされた東芝のエコ製品のユーザーの皆様に、抽選で素敵

なプレゼントを差し上げます。 

  ※実施時期、具体的内容については、追ってご案内します。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

  株式会社 東芝 環境推進部 

お問い合わせページ  

 http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/contact/index_j.htm 

関連情報：東芝グループ環境経営のホームページ  

 http://www.toshiba.co.jp/env/jp/index_j.htm 

 

 

⑦南海電気鉄道株式会社 

 

南海電気鉄道株式会社は、「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＞ 

  下記のハイキングにご参加された皆様の中で、当日、ゴール受付にて『チャレン

ジ宣言カード』を当日受付にてご提示いただいた方に対し、南海電気鉄道㈱特製の

クリアファイルを進呈いたします。 

・内容 第４回 読売ヘルシーハイク＆ウォーク 

「幸村、必勝祈願！堺で軍備を整え、住吉大社に武運を祈る」 

 ・日時 ９月 30 日（日）※荒天中止 

 

＊詳しくは当社ホームページをご覧ください。

http://www.nankai.co.jp/odekake/hiking/index.html 



＜取材のお問合わせ先＞ 

   南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部営業推進室  

   TEL 06-6644-7155  

 

 

⑧西鉄イン（西日本鉄道株式会社） 

 

西日本鉄道株式会社は「1 人 1 日１kg の 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＞ 

  ・西鉄インの各施設で宿泊される際、「チャレンジ宣言カード」を提示いただくと全

施設で５００円（心斎橋は７００円、別府は３００円）の宿泊料割引を行います。 

   実施期間：2007 年 9 月 1 日（土）～2008 年 7 月 31 日（木） 

 

＜取材のお問合わせ先＞ 

西日本鉄道株式会社 

自動車事業本部計画部営業企画課     

担当：亀崎 元治     

電話：092-734-2683 

  ホームページ：http://www.nishitetsu.co.jp/newsrelease.htm 

 

⑨西鉄バス（西日本鉄道株式会社） 

 

西日本鉄道株式会社は「1 人 1 日１kg の 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＞ 

・ 対象としているバス定期券発売窓口に、「チャレンジ宣言カード」を提示いただ

いたうえで、バス普通通勤定期券を購入された先着５００名様に「温度計付オ

リジナル目覚まし時計」をプレゼントします。 

   実施期間：2007 年 9 月 1 日（土）～ 

 

＜取材のお問合わせ先＞ 

西日本鉄道株式会社 

自動車事業本部計画部営業企画課     

担当：亀崎 元治     

電話：092-734-2683 

  ホームページ：http://www.nishitetsu.co.jp/newsrelease.htm  



⑩社団法人日本自動車工業会 

 

第 40 回東京モーターショー2007 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＞ 

・チーム・マイナス６％（リンク：http://www.team-6.jp/）のホームページでダウ

ンロードできる「1 人、1 日、１kg CO2 削減」の“チャレンジ宣言カード”を持

参された方に限り、東京モーターショーオフィシャルグッズを販売価格より５％

割引で販売いたします（オフィシャルグッズ以外の商品に関しましては、割引対

象外となります）。 

 ※オフィシャルグッズは東京モーターショー会期中、会場内でしか購入できません。 

  ※詳細については、下記ＵＲＬ『オフィシャルグッズ』を参照ください。 

http://www.tokyo-motorshow.com/show/2007/public/guide/index.html 

 

＜お問い合わせ先＞ 

  下記にアクセスし、お問い合わせフォームに記入してください。  

   http://www.tokyo-motorshow.com/app/contact/ 

 

⑪日本マクドナルド株式会社 

 

マクドナルドは、「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＞ 

・全従業員に「私のチャレンジ宣言カード」登録に関する啓発を行っています。 

・全店舗（約 3800 店舗）で、「1 人、1 日、1kg CO2削減」応援キャンペーン啓発活

動に取り組みます。具体的には、お客様にお食事をご提供するトレイマットに、

本キャンペーンの告知及び「私のチャレンジ宣言カード」登録に関する内容を掲

載し、キャンペーンへの参加を促します。（登録ページへのスムーズな誘引のため、

ＱＲコードを作成しました。） 

またマクドナルド ホームページでも同様の告知を行います。 

 

さらに、「私のチャレンジ宣言カード」をご提示いただいたお客さまに、「ビッグ

マック」を特別価格 150 円（税込）でご提供します。（携帯電話の画面、又はパソ

コンの場合プリントアウトでのご提示が必要です。） 

   【 実施期間：2007 年 9 月 7 日（金）～9 月 30 日（日）】  

<トレイマット配布期間：2007 年 9 月 7 日（金）～9 月 20 日（木）> 



・地球温暖化防止イベント「モーニング娘。熱っちい地球を冷ますんだっ。文化祭

2007 in 横浜」ブース参加時に、「私のチャレンジ宣言」啓発コーナーを設けます。 

【2007 年 10 月 7 日（日）・8 日（月・祝）、パシフィコ横浜にて開催。】 

詳しくはこちらをご覧ください。http://www.morningmusume-bunkasai.com/ 

 

＜お問い合わせ先＞ 

この取組みについてのお問い合わせ先  

http://www.mcdonalds.co.jp/cservice/information/q_a/form/attention.html 

マクドナルドの環境の取組みについては、こちらをご覧ください。 

http://www.mcdonalds.co.jp/company/eco/eco.html 

 

 

⑫マルシェ株式会社 

 

マルシェは、「マイ箸プレゼントキャンペーン」を実施し、「私のチャレンジ宣言」

を応援いたします！ 

 

＜お取り組み内容＞ 

・マルシェグループの直営店２５０店舗（八剣伝、酔虎伝、居心伝等）において、

「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、マイ

箸をプレゼントします。 

   ＊期間中お一人様 1 回限り 

＊直営店は当社ホームページ、もしくは店舗入り口付近の直営店のステッカーで

ご確認ください。 

・実施期間：平成 19 年 9 月 4 日～11 月 30 日 

 

＊マルシェグループではグループ全店で割り箸をやめ、洗箸に変更すると共に、平

成 19 年 4 月より「愛のマイ箸１億人運動」を推進しております。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

  マルシェ株式会社 

http://www.marche.co.jp/ 

愛のマイ箸１億人運動のＨＰはこちら 

http://www.marche.co.jp/contents/act/my_hashi.htm 

 

 

 

 



⑬医療法人わかば会俵町浜野病院 

 

医療法人わかば会は、「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」を当院受付へご提示の方へ、佐世保が生んだ音楽の天才、

わかば会が応援する掛屋剛志君の CD「やすらぎの時代へ」を、先着 100 名様にプ

レゼントいたします。 

・実施期間：平成 19 年９月３日（月）～ 

 

＜お問い合わせ先＞ 

医療法人わかば会俵町浜野病院 

企画室 深江鉄兵 

電話   0956-22-6548 

FAX     0956-24-7270 

E-mail: hamanohp@wakabakai.or.jp  

HP    : http://wakabakai.or.jp 


