
 

（２）お取り組みいただける内容 

 

 

①アースサポート株式会社 

 

アースサポート株式会社は、「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＞ 

・土壌活性液（液体肥料）プレゼント 

「チャレンジ宣言カード」を提示されたお客様には、食品残さをリサイクルして

つくった土壌活性液（液体肥料）をプレゼントいたします。 

  ・季節のお野菜プレゼント 

「チャレンジ宣言カード」を提示された方に、アンケートハガキをお渡しします。

ご回答いただいた方の中から抽選で季節のお野菜をプレゼントいたします。 

農薬・化学肥料を使用せず、土壌活性液（液体肥料）のみで栽培していますの

で、安全でおいしい野菜となっています。 

（10 月スタート予定にしております。詳細はＨＰにてご案内いたします。） 

  ・社員にチャレンジ宣言カードの作成を呼びかけます。 

・隔月発行している「アースサポートＮＥＷＳ」とメールマガジンに「私のチャレ

ンジ宣言」に関する記事を掲載し、呼びかけします。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

  アースサポート株式会社 

担当：総務・企画部 細川 

  ＨＰアドレス http://www.earth-support.jp 

 

 

 

②小田急商事株式会社 

 

Odakyu OX 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＞ 

・チャレンジカードでポイントサービス 

Odakyu OX ストア各店舗で、レジ精算時に「私のチャレンジ宣言カード」をご提

示していただいたお客さまに 

○小田急ポイントカード会員さまには５ポイントをお付けいたします。 



 

○小田急ポイントカード会員さま以外の方には、お買い物袋スタンプカードに

１個スタンプを押印いたします。 

＊実施期間は１０月、１１月を予定しています。詳細は決まり次第、当社ホーム    

ページにて発表いたします。 

 

＜お問合わせ先＞ 

小田急商事株式会社 

ストア営業本部店舗運営部 

FSP・販売促進グループ 椋
むくの

木
き

 

TEL ０３－３４３９－８１６６ 

（土・日・祝日除く 10：00~18：00） 

URL：http://www.odakyu-ox.net/ 

 

 

 

③小田急電鉄株式会社 

 

小田急電鉄株式会社は、「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＞ 

・特急ロマンスカー利用でオリジナルグッズプレゼント 

実施期間中に新宿駅西口地上営業センターにて「私のチャレンジ宣言カード」を

提示し、特急券を購入されたお客さまに当社オリジナルグッズをプレゼントいた

します。（オリジナルグッズがなくなり次第終了します。） 

※実施期間 ２００７年１０月１日（月）～５日（金）、９日（火）～１２（金） 

１２時から１６時までの間 

 

 

・「小田急のんびりハイク＆ウォーク」スタンプ２倍サービス 

  「小田急のんびりハイク＆ウォーク」の下記のコースに参加されるお客さまで、

「私のチャレンジ宣言カード」をご提示いただいた方に対し、参加スタンプを２

倍お付けいたします。（スタンプを一定数集めるとプレゼントを進呈いたしま

す。） 

   対象コース（予定） 

    ・２００７年１１月３日（土）  日向薬師と七沢温泉郷を訪ねるコース 

    ・２００７年１１月１０日（土） 紅葉の表丹沢県民の森散策コース 

    ・２００８年２月２日（土）   箱根旧街道東坂コース 

    ※コースの詳細、ご参加方法につきましては、当社ホームページをご覧下さい。 



 

・ファミリー鉄道展で小田急の環境活動を知ろう 

１０月２０日（土）、２１日（日）に海老名総合基地にて開催する「ファミリー鉄

道展２００７」において、小田急電鉄の環境活動を紹介するブースにお立ち寄り

いただき、「私のチャレンジ宣言カード」をご提示いただいた方に、当社オリジナ

ルグッズをプレゼントいたします。 

・「自然観察会」で小田急沿線の身近な自然に触れ合おう 

「小田急沿線自然ふれあい歩道」を活用して開催している「自然観察会」に参加

されるお客さまで、「私のチャレンジ宣言カード」をご提示いただいた方に、当社

オリジナルグッズをプレゼントいたします。 

※「自然観察会」は１１月と来年１月に開催する予定です。開催日、コースにつ

きましては、決まり次第、当社生活情報誌「ＣＵＥ（キュー）！」にて発表い

たします。 

・従業員もチャレンジ 

小田急グループの従業員に対し、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペー

ンの PR を実施し、参加を呼び掛けます。 

 

＜お問合わせ先＞ 

小田急電鉄株式会社 法務・環境統括室   

TEL  ：０３－３３４９－２５０４ 

E-mail：eco@odakyu-dentetsu.co.jp 

URL ：http://www.odakyu.jp 

 

 

④株式会社小田急百貨店 

 

小田急百貨店は、「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＞ 

・オリジナルエコバッグをプレゼント 

小田急百貨店 新宿店、町田店、藤沢店で１レシート３，０００円（税込）以上

お買い上げいただき、「私のチャレンジ宣言カード」をご提示されたお客様、先着

５００名様（三店計）にオリジナルエコバッグをプレゼントいたします。 

   ※お渡し場所は各店１階インフォメーションカウンターになります。 

実施期間は１０月１日（月）～１０月３１日（水） 

 

＜お問合わせ先＞ 

株式会社小田急百貨店 



 

業務部環境担当  中川、山崎 

TEL ： ０３－５３２５－３４１５ 

     （木・日曜日を除く １０：００～１８：００） 

Ｅ-mail ： eco@odakyu-dept.co.jp 

URL ： http://www.odakyu-dept.co.jp/corporation/index.html 

 

 

⑤株式会社小田急レストランシステム 

 

小田急レストランシステムは、「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＞ 

・「食」でチャレンジ宣言をサポート 

下記の期間中、以下の５店舗をご利用いただき、「私のチャレンジ宣言カード」を

ご提示されたお客さまの飲食代を１０％割引いたします。 

・ フレンチ ボン・リアン       新宿西口ハルク８F 

・ パスタダイニング モルテ ヴォルテ 小田急百貨店 新宿店 本館１２F 

・ 喫茶＆軽食 ブリヤン カフェ    小田急百貨店 新宿店 本館１１F  

・ 喫茶＆軽食 テラス・カフェ     小田急百貨店 新宿店 本館１０F 

・ 旬・菜・彩 さわらび庵       小田急百貨店 新宿店 本館１２F 

＊実施期間 ２００７年９月１日（土）～１１月３０日（金） 

 

＜お問合わせ先＞ 

株式会社小田急レストランシステム 

営業推進部 推進課  松岡 

ＴＥＬ：０３－３３７９－６１４７ 

URL：http://www.odakyu-restaurant.jp/ 

 

 

 

⑥相模鉄道株式会社 

 

相模鉄道は、「相模鉄道創立９０周年記念事業および沿線イベントへのご招待」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＞ 

  ・相模鉄道創立９０周年記念事業「相鉄ほどがや能」へ「私のチャレンジ宣言カー

ド」を送付のうえ応募された方を優先的にご招待（一般入場券 3,000 円） 



 

  ・当社主催の沿線イベント「ＪＩＺＯＵＨＡＲＡ ＣＡＮＤＬＥ ＮＩＧＨＴ（地蔵

原キャンドルナイト）」の音楽イベントの特別観覧席へ「私のチャレンジ宣言カー

ド」を送付のうえ応募された方を優先的にご招待（２００名を無料ご招待のうち） 

 

＜お問合わせ先＞ 

相模鉄道株式会社 

鉄道カンパニー 事業統括部  小  川 

ＴＥＬ：０４５－３１９－２１１６ 

 

 

⑦上新電機株式会社 

 

Ｊoshin 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＞ 

  ・Ｊoshin 各店店頭にて「私のチャレンジ宣言カード」（パソコンからプリントアウ

トしたもの、または携帯の画像）をご提示頂いたお客様に、電球型蛍光灯を店頭

表示価格の１０％引きで販売します。 

  ・「省エネ型製品買い替え応援キャンペーン」を実施し、買い替え応援ポイントなど、

お買得価格で提供致します。 

   ＊ 買い替え応援ポイント進呈商品は当社指定商品に限らせて頂きます。 

  ・Ｊoshin 各店で「1 人、1 日、1kg CO2 削減」の啓発ポスター等を順次掲示します。 

 

＜お問合わせ先＞ 

最寄のＪoshin 各店舗までお問い合わせください。  

  http://www.joshin.co.jp 

 

 

 

⑧株式会社損害保険ジャパン 

 

損保ジャパングループは、「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｣を損保ジャパン本社ビル（東京都新宿区西新宿１－２６－１）１Ｆ

受付にご提示いただいた方に、損保ジャパン本社ビル４２階『損保ジャパン東郷青児美

術館』で開催する美術展の無料招待券を差し上げます。 



 

   ＊詳細につきましては、損保ジャパンホームページにてご案内いたします。 

URL  http://www.sompo-japan.co.jp/ 

＊損保ジャパン東郷青児美術館ホームページ 

ＵＲＬ  http://www.sompo-japan.co.jp/museum/ 

 

【損保ジャパングループの温暖化への取り組み】 

・「地球温暖化対策のために､個人ができること、企業ができることとは？」につ

いて、「オンライン CSR 会議」で対話を実施中です。 

オンライン CSR 会議への参加はこちら→ http://sompo-japan.stadiams.jp/ 

・損保ジャパンは、９月から１２月にかけて、「温暖化」と「日本の知恵」をテー

マにした『市民のための環境公開講座』を開催します。 

    講座の詳細はこちら→ http://www.sjef.org/kouza/ 

 

＜お問い合わせ先＞ 

  株式会社損害保険ジャパン 

コーポレートコミュニケーション企画部 ＣＳＲ・環境推進室 

電話：０３－３３４９－９２５８ 

月～金（祝日は除く）９：００－１７：００ 

 

 

⑨東急グループ 

   

東急グループでは、「東急沿線エコウォーク」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＞ 

  ・１１月３日（土）開催の「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」をお持ちいただいた方にはプレゼントを差し上げ、「私のチャ

レンジ宣言」を応援します！ 

 

＜お問合わせ先＞ 

 東京急行電鉄株式会社 

社長室 秘書・広報部 ブランド担当 大瀧  

ＴＥＬ：０３－３４７７－６０９５ 

 

 

 

 

 



 

⑩トヨタ自動車株式会社 

 

トヨタ自動車は、「１人、１日、１kg ＣＯ２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＞ 

・下記施設にて、「チャレンジ宣言カード」を提示されたお客様に対して、利用料、

または、入場料の割引を行います。 

   ＜割引対象施設＞ 

・トヨタ白川郷自然学校：２０％割引（1 泊２食料金） 

http://www.toyota.eco-inst.jp/ 

・トヨタ博物館：２０％割引（入場料） 

http://www.toyota.co.jp/Museum/index-j.html 

・産業技術記念館：１０％割引（入場料） 

http://www.tcmit.org/ 

・テーマパーク「ラグナシア」（ラグーナ蒲郡内）：１０％割引（入場料） 

http://www.laguna-gamagori.co.jp/lagnasia/index.html 

（注）JAF 会員割引等他の割引との重複割引はありません。 

・実施期間：平成 19 年 9 月～平成 20 年 7 月 

 

＜お問い合わせ先＞ 

  トヨタ自動車株式会社 

CSR・環境部 

TEL.0565-23-1333 

FAX.0565-23-5754 

 

 

⑪奈良交通株式会社 

   

奈良交通株式会社は、「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」を応援します！ 

 

＜取り組み内容＞ 

・スルッと KANSAI 協議会がバスの日を記念して、９月１６日（日）に滋賀県大津市

で開催する「第７回スルッと KANSAI バスまつり」において、奈良交通のブースで

「チャレンジ宣言カード」をご提示されたお客様に、奈良交通特製クリアファイ

ルを進呈いたします。 

 



 

＜お問合わせ先＞ 

奈良交通株式会社経営企画部 

黒田 

ＴＥＬ:０７４２－２０－３１１４ 

 

 

⑫社団法人日本アロマ環境協会 

   

社団法人日本アロマ環境協会は、「１人、１日、１kg ＣＯ２削減」応援キャンペーン

に協賛し、その認知度向上に向けて、アロマテラピーフェア 2007 において応援キャン

ペーンを実施いたします。 

 

＜取り組み内容＞ 

  ・平成 19 年 10 月 30 日（火）～11 月 5 日にプランタン銀座で開催される、

「アロマの日」記念 アロマテラピーフェア 2007 会場において以下の応

援キャンペーンを実施。 

○「アロマの日」記念折りたたみ式エコキャリーバッグプレゼント 

フェア会場にて、「私のチャレンジ宣言カード」（CO2 削減チャレンジ数値が

1kg を超えるもの）を持参されたお客様に対して、「アロマの日」記念折りたた

み式エコキャリーバッグをプレゼント。 

＊数量は、「私のチャレンジ宣言カード」（CO2 削減チャレンジ数値が 1kg を

超えるもの）又はフェア会場での「お買い上げレシート」を提示の方に、1

日 1,000 枚を限定。 

○展示用ドライラベンダー束プレゼント 

本館 1 階正面口で展示する「稲架
は さ

掛
が

け」用ドライラベンダー300 束を、「私の

チャレンジ宣言カード」（CO2削減チャレンジ数値が 1kg を超えるもの）を持参

されたお客様に対して、優先してプレゼント。（実施日時： 11 月 5 日（月）17

時） 

 

＜お問合わせ先＞ 

社団法人 日本アロマ環境協会 事務局 

   担 当：宮崎・吉田 

  ＴＥＬ：03-3538-0681 

  ＦＡＸ：03-3538-0683 

  E-mail：aromaday@aromakankyo.or.jp 

  ＵＲＬ：http://www.aromakankyo.or.jp 

＊「アロマの日」記念 アロマテラピーフェア 2007 のホームページ 

http//www.aromakankyo.or.jp/aeaj/activity/aromatherapy/index.html 

 

 



 

⑬日本通運株式会社 

 

 日本通運は、「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＞ 

  ・当社の「えころじこんぽ」（単身パックを除く）での引越しをご成約いただき、か

つ「チャレンジ宣言カード」をご提示いただいたお客様に対して粗品をプレゼン

トします。  

    ＊プレゼント期間：平成１９年１０月から１年間を予定しています。 

    ＊プレゼント内容：魔法の土付き“フラワープランツ”を予定しています。 

（魔法の土付き“フラワープランツ”とは、ジッパー付きクリアーケースの

上部を切り取り、その中に発芽用の土（魔法の土）を入れ、水を注ぐと４

～５倍に膨れ、そこに種子を蒔くものです。 

なお、ジッパー付きクリアーケースの素材については、土に戻り環境に

優しい食物性由来のバイオプラスチックの使用も検討しています。）  

・社員も「私のチャレンジ宣言カード」を取得 

    ＊社員に「私のチャレンジ宣言カード」取得を呼びかけ、「１人、１日、１㎏ 

     ＣＯ２削減」の趣旨の理解を深めます。 

・具体的開始時期、期間、プレゼント内容は当社ホームページでご案内します。 

 上記以外の企画も今後検討し、決定次第当社ホームページでご案内します 

 

＜お問合わせ先＞ 

 日本通運株式会社 環境部 （担当） 麦田、矢野 

 ＴＥＬ：０３－６２５１－１４２１ 

  ホームページ： http://www.nittsu.co.jp/ 


