（２）お取り組みいただける内容

①愛・地球通信株式会社
愛・地球通信は、「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 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＞
・「ちきゅうとのやくそく」を毎月 5 冊プレゼント
チャレンジ宣言カードを E メールに添付し送信していただいた方には、環境教
育に役立つ絵本＆CD「ちきゅうとのやくそく」を 2007 年 10 月から 2008 年 7 月ま
での 10 ヶ月間、抽選で毎月 5 冊プレゼントいたします。
・「モリゾー・キッコロとなかまたち」を毎月 10 冊プレゼント
チャレンジ宣言カードを E メールに添付し送信していただいた方には、シール
つき絵本「モリゾー・キッコロとなかまたち」を 2007 年 10 月から 2008 年 7 月ま
での 10 ヶ月間、抽選で毎月 10 冊プレゼントいたします。
・「愛・地球マイ箸」を毎月 15 セットプレゼント
チャレンジ宣言カードを E メールに添付し送信していただいた方には、キッコ
ロのとめ具がついた「愛・地球マイ箸」を 2007 年 10 月から 2008 年 7 月までの
10 ヶ月間、抽選で毎月 15 セットプレゼントいたします。
＜お問い合わせ先＞
愛・地球通信株式会社
担当：伊藤、鈴木、古橋
E メール：present@aichikyunews.jp
HP アドレス

http://www.aichikyunews.jp

②Eco-Branch（エコ・ブランチ）
Eco-Branch（エコ・ブランチ）は、「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 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＞
・
「私のチャレンジ宣言」カードをご注文時に FAX またはメールに添付してご提示い
ただいたお客様に、｢ひろりんたわし｣を進呈させていただきます。
＊『ひろりんたわし』とは、繊維工場から出る残糸を利用して作られ、使用する
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ことにより、洗剤の使用量を減らすことができる「たわし」です。
・社員にチャレンジ宣言カードの作成を呼びかけます。
・事務所入り口でのポスターの掲示・ホームページでの「１人、１日、１kg ＣＯ２
削減」の紹介と参加を呼びかけさせていただきます。
・実施期間は、平成 19 年 12 月 31 日までです。
＜お問い合わせ先＞
株式会社鶴田商会

環境事業部エコ・ブランチ

TEL：052-509-1680
FAX：052-509-1683
E-mail：webmaster@eco-branch.com
HP アドレス
株式会社

鶴田商会

http://www.eco-branch.com/turuta/index.htm

環境事業部 エコ・ブランチ

http://www.eco-branch.com/

③横断バッグのミヤハラ
横断バッグのミヤハラは、「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 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＞
・ホームページを通して「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 削減」運動を紹介し、取り組み
を応援します。
・ご注文の際に、「私のチャレンジ宣言カード」を FAX またはメールに添付してご提
示いただいたお客様に、親子で楽しく環境問題を確認していただける「温暖化が
進むとどうなっちゃうのかな？ぬりえ」とハンカチやお財布が入る「ミニミニ横
断バッグ」を、先着 100 名様に差し上げます。
・ぬりえや バッグの仕様等 詳しくはホームページに掲載します。
・開始は 10 月中旬を予定しています。ホームページでご確認ください。
＜お問い合わせ先＞
横断バッグのミヤハラ
TEL：054-281-8468

業務担当

杉山

FAX：054-281-8429

E-mail：oudanbag@shizuoka.tnc.ne.jp
HP アドレス

http://www.oudanbag.com/index.htm

④ガーデングループ

(株式会社

遊楽)
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ガーデングループでは、
「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 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致します!
＜お取り組み内容＞
・
「私のチャレンジ宣言カード」を、ガーデングループ各店にご持参頂いたお客様へ、
エコバックを贈呈致します。
・実施予定日
※

１１月１日(木)からを予定致しております。

エコバックは、各店舗１００枚ご用意致しております。無くなり次第、終了
させて頂きます。

・ガーデングループ各店では、店内空調を適度に調整致しております。
環境改善の為、ご協力をお願い致します。
・ガーデングループでは、お客様のご協力のもと、「エコガーデン」として、
様々な取り組みを行っております。
☆エコガーデンの取り組み☆
①ゴミの分別強化。缶・ペットボトルのリサイクルを実施しております。
②レジ袋削減運動。お客様へ、レジ袋削減のご協力をお願いしておりま
す。
③植林活動への協賛。さいたま緑のトラスト協会へ寄付を行いました。
＜お問い合わせ先＞
ガーデングループ(株式会社

遊楽)

埼玉県さいたま市高砂２－８－１６
TEL：０４８－８３４－８６００
FAX：０４８－８３４－８６０１
HP アドレス
※

www.garden-group.co.jp

ガーデングループ各店舗については、上記ホームページをご覧下さい。

⑤かんでんＥハウス株式会社
かんでんＥハウス株式会社は「エコロジーキャンペーン２００７秋」を実施し、
「 １人、
１日、１kg ＣＯ ２ 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＞
・
「エコロジーキャンペーン２００７秋」期間中、弊社キャンペーン協賛店にて高効
率電気給湯器「エコキュート」をご購入され、「チャレンジ宣言カード」をご提示
されたお客さまに記念品を贈呈致します。
3

・実施期間：平成１９年１０月１日(月)～１２月３１日(月)
※

詳細内容につきましては、当社ホームページをご覧ください。

＜お問い合わせ先＞
かんでんＥハウス株式会社
HP アドレス

http://www.k-ehouse.com/campaign/eco2007.html

TEL：06-6396-1091

⑥近鉄バス株式会社
近鉄バス株式会社は、
「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 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＞
・平成１９年１０月１日から平成１９年１２月末までに近鉄バス本社で「チャレン
ジ宣言カード」を提示されたお客様のうち先着１５０名様に当社記念品を進呈い
たします。
＜お問い合わせ先＞
近鉄バス株式会社
TEL

営業部

乗合営業課

島

06-6618-5301

HP アドレス

http://www.kintetsu-bus.co.jp/

⑦京成電鉄株式会社
京成電鉄株式会社では、「１人、１日、１kg ＣＯ２ 削減」応援キャンペーンに賛同し、
「さわやかウォーク」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＞
・平成１９年１０月２０日（土）開催の、第５０回さわやかウォーク「秋風に誘わ
れ

野鳥の楽園谷津干潟と幕張ベイエリアを歩こう!!」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、京成電鉄オリジナルグッズ
をプレゼントします。
さわやかウォークの詳細については下記の URL をご覧下さい。
http://www.keisei.co.jp/keisei/kouhou/news/19-032.pdf
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＜お問い合わせ先＞
京成上野案内所
TEL

０３－３８３１－０１３１

（年中無休

９：００～１８：００）

⑧三洋電機株式会社
三洋電機は、環境･エナジー先進メーカーとして「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 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＞
・環境配慮型商品「eneloop（エネループ）」の関連サイト内で「私のチャレンジ宣
言」を紹介するとともに、「私のチャレンジ宣言カード」の写しを送付いただいた
方のうち、抽選で 50 名様に素敵なプレゼントをお送りします。
（※詳細は、http://www.eneloopy.com/をご覧ください）
・太陽電池科学館ソーラーラボ（岐阜県安八郡）にご来場いただいた際、「私のチャ
レンジ宣言カードまたは携帯画像」をご提示いただいた方に、素敵なプレゼント
を差し上げます。
・全国の小学校における環境教育（出前授業）を通じて、子どもたちに「１人、１
日、１kg ＣＯ ２ 削減」の大切さを周知してまいります。
・当社の社会人スポーツチーム（三洋電機ワイルドナイツ、サンヨーバドミントン
チーム）のグッズをオンラインショップからご購入いただいた方のうち、「私のチ
ャレンジ宣言カード」をお持ちの方、先着 100 名様に素敵なプレゼントをお送り
します。
（※実施時期や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＞
三洋電機株式会社

コーポレートコミュニケーション本部

E-mail：syou1012582@sanyo.co.jp
⑨株式会社ジェット旅行
ジェット旅行は、「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 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、貸別荘プランを通常価格
の 10％OFF にて販売いたします。
＊ご予約は下記ホームページからお受け致します。
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・実施期間：10 月１日（月）～１年間
＜お問い合わせ先＞
株式会社ジェット旅行
TEL：092-714-3235
FAX：092-752-1070
E-mail:jetinfo@jet-ryokou.com
HP アドレス

http://www.jet-ryokou.com

⑩株式会社新日本電気サービス
新日本電気サービスは、「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 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＞
・ホームページにて「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。
ホームページアドレス

http://www.njes.co.jp/

・弊社にてエコキュートまたは太陽光発電システムをご契約いただいたお客さまで
「チャレンジ宣言カード」をご提示の方に、粗品を進呈する等の応援企画を行い
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。
・お客様に定期的に発行している情報誌「HAPPY LIFE」にて本キャンペーンを紹介
し応援します。
＜お問い合わせ先＞
株式会社新日本電気サービス
マーケティング部
〒530-0001

新田

大阪市北区梅田 1-1-3

大阪駅前第 3 ビル 5F

電話：06-6450-0710
FAX：06-6450-0712
HP アドレス

http://www.njes.co.jp/inquiry/index.html

⑪西武鉄道株式会社
西武鉄道は「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 削減」応援キャンペーンに協賛し、「私のチャ
レンジ宣言」を応援いたします！
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＜お取り組み内容＞
・
「ウォーキング＆ハイキング」にご参加いただき、「小さな旅スタンプカード」に
１０個スタンプを集め、郵送いただいた方に「西武沿線小さな旅１日フリーきっ
ぷ（非売品）」を１枚進呈しています。そこで、「私のチャレンジ宣言」を応援す
るため、スタンプ１０個目の押印時にご自身の「私のチャレンジ宣言カード」を
ご提示いただいた方には、確認スタンプを押印し、確認スタンプ付きの「小さな
旅スタンプカード」を郵送いただいた方には「西武沿線小さな旅１日フリーきっ
ぷ（非売品）」をさらにもう１枚進呈いたします。
＊

実施期間

２００７年９月２９日（土）～

＜お問い合わせ先＞
西武鉄道株式会社
鉄道本部 計画管理部 安全対策課
TEL：04－2926－2140
HP アドレス

http://www.seibu-group.co.jp/railways/

⑫株式会社ゼンリン
株式会社ゼンリンは、「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 削減」応援キャンペーンに協賛し、
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＞
・ゼンリン地図の資料館（北九州市）に入館する際に「私のチャレンジ宣言カード」
を提示された方と、同伴者全員の入館料を無料とします。
＊株式会社ゼンリンのホームページはこちら
http://www.zenrin.co.jp/
＊ゼンリン地図の資料館のホームページはこちら
http://www.zenrin.co.jp/mapgallery/index.html
・実施期間：平成 19 年 10 月 1 日(月)～平成 20 年 9 月 30 日(火）
＜お問い合わせ先＞
協賛内容
株式会社ゼンリン

広報室

TEL：093-592-9056
ゼンリン地図の資料館
ゼンリン地図の資料館
TEL：093-592-9082
開館時間

10:00～17:00(但し入館は 16:30 まで)

休 館 日

土曜･日曜･祝日、年末年始･夏期休業日
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そうどう

⑬装 道 礼法きもの学院

装道礼法きもの学院は「1 人、１日、１ｋｇＣＯ ２削減」応援キャンペーンに賛同し、
和装を通して「私のチャレンジ宣言」を応援します。
＜取り組み内容＞
・装道礼法きもの学院の全国本校で、「チャレンジ宣言カード」を提示の上、新入学
にご入学申込みをされた皆さんに、入学金１０,５００円から５０％割引致します。
＊実施期間：平成１９年１０月１日～１０月３１日まで
平成２０年

３月１日～

４月３０日まで

（ただし、他の特典との併用はできません。詳細は各校にお問い合わせ下さい。）
＊対象校：東京本校（麹町）
・横浜校・札幌校・仙台校・名古屋校・大阪校・広島
校・福岡校
・全国本校に「1 人、１日、１ｋｇＣＯ ２削減」応援キャンペーンのポスターを掲示
するとともに、全国９０００認可教室、また全国の会員及び生徒に「私のチャレ
ンジ宣言」参加を呼びかけていきます。
・当社社員もチャレンジ宣言をして、キャンペーンに参加します。
・詳細につきましては、装道礼法きもの学院ホームページをご覧下さい。
http://www.sodo.or.jp

＜お問い合わせ先＞
装道礼法きもの学院

教務本部

TEL：０３－３５１１－３０１０
FAX：０３－３５５６－３８８８
HP アドレス

http://www.sodo.or.jp

E-mail：e-sodo@sodo.or.jp
⑭株式会社ノーリツ
ノーリツは、「1 人、１日、１ｋｇＣＯ ２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！
＜取り組み内容＞
・「私のチャレンジ宣言カード」をショールームにてご提示いただき、アンケート
にご協力いただいた方に、間伐材を原料としたオリジナル入浴材「フォレストス
パ」を粗品として提供させていただきます。
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※
※

札幌ショールームは除かせていただきます。
お一人様１回限りとさせていただきます。

※

万一、品切れなどの場合には、他の粗品にて代替させていただく場合がござ
います。

・期間は平成 19 年 11 月から平成 20 年 3 月末日まで。
・ショールームの所在地、営業日、営業時間などは弊社ホームページで御確認下さ
い。
＜お問い合わせ先＞
株式会社ノーリツ

営業本部

担当：桐野江、平野
TEL：078-391-3377
＊株式会社ノーリツについて
ノーリツホームページ
http://www.noritz.co.jp
環境への取り組み
http://www.noritz.co.jp/csr/kankyoutorikumi/index.html

⑮ハートのしっぽ（株式会社バンダイ）
プリモプエル専門店＜ハートのしっぽ＞では、「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 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＞
・2008 年 3 月末までの期間、プリモプエル専門店＜ハートのしっぽ＞（東京・浅草）
にて商品をお買い求めの際にレジにて「チャレンジ宣言カード」を提示されたお客
様には、ポイントカードに 2 ポイント、プレゼントします。
※

通常は、商品お買い上げ 500 円ごとに 1 ポイント、プレゼントしています。

・ポイントカードに 25 ポイント貯まった時点で引き換えられる景品に、＜ハートのし
っぽ＞特製エコバックをご用意しました。
・2008 年 3 月末までの毎週土曜日と日曜日、＜ハートのしっぽ＞はグリーン電力（※）
で運営します。
※

グリーン電力とは、環境に負荷をかけることの少ない自然エネルギー（太陽
光発電、風力発電、バイオマス発電、など）でつくられた電気の総称です。

・2008 年 3 月末までの期間、＜ハートのしっぽ＞にて「1 人、1 日、1kg CO2 削減」の
告知を行います。
また、随時、はーとねっと（ホームページ）やプリモプエル新聞（フリーペーパ
ー）内の記事を通じて「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 削減」への参加を広く呼びかけま
す。
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＜お問い合わせ先＞
プリモプエル専門店＜ハートのしっぽ＞
〒１１１－００３４

東京都台東区雷門１－１５－１０

電話：０３－３８４７－５０９３
HP アドレス（はーとねっと）
＊

http://primopuel.net/

株式会社バンダイ・環境への取り組み
http://www.bandai.co.jp/corporate/safety_etc.html

⑯ハッピークリーニング（ハッピー商事有限会社）
ハッピークリーニンググループ

各店舗では、「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 削減」応援

キャンペーンに協賛し「私のチャレンジ宣言」を応援いたします。
＜取り組み内容＞
・お近くの店舗又はデリバリーＳＴＡＦＦにクリーニング商品をお出しの際、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、お預かり商品の合計か
ら通常割引＋５％サービスいたします。
（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。）
【実施期限２００７年１２月１０日まで】
・さらに、当社オリジナル「ひかり加工済みハンドタオル」を先着１００名様にプ
レゼントいたします。
・当社ホームページや当店ご利用のお客様一人ひとりに「１人、１日、１kg ＣＯ２
削減」運動を紹介し取り組みを応援します。
・従業員に「チャレンジカード」の作成を呼びかけます。
＜お問い合わせ先＞
ハッピー商事有限会社
HP アドレス

担当

田中康仁

http://www.happy-cl.com

E-mail：info@happy-cl.com
⑰株式会社ベスト電器
ベスト電器はチームマイナス６％参加企業として、「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 削減」
応援キャンペーンに協賛すると共に、省エネ製品の推進に取組み、「私のチャレンジ宣
言」を応援します。
＜取り組み内容＞
・ベスト電器各店で、「チャレンジ宣言カード」（パソコンより出力してプリントし
たもの）をご持参のお客様に、電球形蛍光ランプを店頭表示価格から“６％割引”
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致します。
・さらに、電球形蛍光ランプを１，０００円以上（税込）お買上げの方には、ベス
ト電器オリジナル「エコロジーバッグ（コットン製）」をプレゼント致します。
・ベスト電器各店では、「１人、１日、１kg ＣＯ ２ 削減」の啓発ポスターを順次掲
示し、キャンペーンへの取り組みを応援していきます。
※

実施期間については、ベスト電器ホームページでご案内致します。

＜お問い合わせ先＞
株式会社ベスト電器
HP アドレス

http://www.bestdenki.ne.jp

お近くのベスト電器各店舗までお問い合わせください
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