
ブース
番号

出展者 出展タイトル 出展概要

A-1
日本ソーラークッ
キング協会
(JSCA)

太陽の光でクッキングしたらエコ
になる

活動紹介写真展示や、ソーラークッカーの説明パネ
ル展示
ソーラークッカーの展示とソーラークッキング実演
災害時や開発途上国での手づくりクッカーの指導も
行います

A-2
特定非営利活動
法人　国連
UNHCR協会

国連の難民支援を行う機関、
UNHCRの活動紹介

多くの難民がいる地域では、人々は生きるため、森
林伐採などの環境破壊をしてしまう場合がありま
す。UNHCRは難民支援と共に、環境に配慮した「み
どり一本」運動を行っています。

参加団体の出展概要（ＮＧＯ／ＮＰＯ）

り 本」運動を行 て ます。

A-3 みんなでタクシー
タクシーを相乗りして節約＆プチ
エコ生活！

タクシーの相乗り相手が簡単に探せる無料携帯
サービス
『みんなでタクシー』のご紹介と使い方の説明。
※スタッフを相手に実際に使ってみて頂く疑似体験
も可能です

A-4
全国牛乳容器環
境協議会

飲み終えた牛乳パックをみんな
がリサイクル

再生資源の優等生である牛乳紙パックの資源管
理・特徴・製造・リサイクル実態等と環境負荷が少な
いことをパネルで紹介。また、手すきはがきつくり、
工作つくりが体験出来る。

A-5
3R活動推進フォー
ラム

３R活動を推進するため、啓発活
動を行う。

パネル展示、3R関連資料及びグッズ販売、3Rクイ
ズマラソン、モニターによる説明（音響使用あり）

A-6
特定非営利法人
全国木材資源リサ
イクル協会連合会

太陽資源リサイクルの明日

木材資源のリサイクルは地球温暖化防止の切り札
です。
私たちは、廃材から木質チップを生産する企業の協
同組織です。

イクル協会連合会
同組織です。
未利用の資源を活用できるよう、ともに考えましょ
う。

A-7
NPO法人グリーン
ウッド自然体験教
育センター

信州泰阜村（やすおかむら）に学
べ！エコな暮らしの知恵と心

全国で評価を受ける、燃料も食料も循環させる『暮
らしの学校』の実践、それを活かしたこどもキャンプ
の情報を紹介！暮らしの道具の展示や炭雑貨の販
売、My箸作りも実施！

A-8
特定非営利法人
アースウォッチ・
ジャパン

アースウオッチで地球にいいこと
はじめよう！

ブースでは野生動物や生態系など、話題になってい
る「生物多様性の保全」のための国内・海外の環境
ボランティア活動について、写真パネルを交えて紹
介します。

A-9
NPO　エコバンク
あいち

子どもから市民まで環境学習を
進めています

次世代の環境リーダーを養成する全国こども地球
環境シンポジウム、小中学校や幼稚園保育園用緑
のカーテン指導マニュアル、生ゴミの減量などで頑
張っています。

近年の温暖化でスポーツを楽しむ機会が激減して

A-10
NPO法人　スポー
ツサポート協会

今だからアースリート！

近年の温暖化でスポーツを楽しむ機会が激減して
います。そこでスポーツの代表でもあるオリンピック
選手が集まり、楽しく自然保護活動を定期的に開催
しています。楽しく自然と一緒に遊びませんか？

A-11 NPO　E-Produce
地球にやさしいメッセージを発信
しましょう！

ＮＰＯ　Ｅ－Ｐｒｏｄｕｃｅの”Ｅ”は、Ｅｖｅｒｙｔｉｍｅ（いつ）、
Ｅｖｅｒｙｗｈｅｒｅ（どこで）、Ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ（誰とでも）、Ｅｔｅ
ｒｎａｌ（永遠に）といった様々な”Ｅ”から名付けられま
した。あなたと共に、Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ（環境）に”Ｅ”
事への共有が続けられれば幸いです・・・・・・。

A-12

愛知淑徳大学コ
ミュニティ・コラボ
レーション&エコの
つぼみ

☆愛知淑徳大学CCC＆エコのつ
ぼみ☆

環境について考え、自分達にも何かできないか！と
立ち上がった学生団体です。
来場者の方と一緒に楽しくエコを考えるワークショッ
プを行います。

A 13
野生動物　サポー ２１世紀も野生生物が生きられる

野生動物が生きていかれるということが地球環境が
守られていることだと思います。私たちは、主旨に
参同して下さるアーティストの方々の協力で、オリジ
ナルグッズを制作 販売 売りあげ（経費以外）全てA-13

野生動物　サポ
トグッズ　結

２１世紀も野生生物が生きられる
地球に

ナルグッズを制作・販売、売りあげ（経費以外）全て
をNPO野生生物保全論研究会（JWCS）、トラ、ゾウ
保護基金へ寄付しています。都会にいてもできる野
生動物保護です。



A-14
フィリピン支援
NGO　ハロハロの
会

カラフル＆リサイクル～南の香り
とともに～

南国のジュースの香りがほのかにするリサイクル
ポーチ。スラム街にすむお母さん達がお仕事の1つ
として
飲み終わった後のジュースパックを集め、リサイク
ルしています。

A-15
慶應大学　地球環
境カードゲーム マ
イアース

地球がまるごとカードになっ
ちゃった！地球環境カードの森

シャワーのカードが最後の切り札！必殺「風呂の残
り湯で洗たく」で逆転だ！さあ、地球の未来をかけた
戦いが、今始まる．．．！全く新しい「カードゲーム」
慶應大学教授監修

A-16
特定非営利活動
法人　緑の家学校

達人から学エコ術（わざ）教室

緑の家学校は「めぐる自然と人らしい暮らし」を学び
目指す活動をして
います。エコライフの実践に役立つ6つの授業コース
とワークショップの紹介をパネルと資料でしますとワ クショップの紹介をパネルと資料でします。

A-17
特定非営利活動
法人　太陽光発電
所ネットワーク

『太陽光発電でドン』電気をつくっ
てみよう！

「学ぶ」「知る」「発信する」発電所長が全国ネットで
情報発信
太陽光の環境価値を見直そう！グリーン電力証書
販売
＜わたしたちもMAKE　the　RULEしています！＞

A-18
国際青年環境
NGO　A　SEED
JAPAN

口座がかわれば世界がかわる
キャンペーン

何気なく銀行に預けているお金が、環境破壊に使
われているかもしれない･･･そんな現状を変え、あな
たの貯金をエコロジーにするキャンペーンを推進し
ます！

A-19
「高志の福祉村」
明るく豊に暮らす
ネットワーク

糸魚川ジオパークに遊びにきま
せんか！

日本ジオパーク第１号に指定を受けた自然あふれ
るこの地域の海や山にある豊で美味しい産物や、
のどかな田舎暮らしをパンフ、パネルで紹介した
い。

再利用できる環境に優しい封筒 リ ス封筒『夢

A-20
リユース封筒『夢
～る』推進委員会
（動夢企画）

環境と手紙文化の保護を目指し
て

再利用できる環境に優しい封筒、リユース封筒『夢
～る』を紹介・展示・販売いたします。
試供品や体験版の『夢～る』、手作りエコ雑貨等も
ご用意しています。

A-21
特定非営利活動
法人日本チョウ類
保全協会

チョウをシンボルに自然環境を
守る

・さまざまな種類のチョウ
・チョウのすむ環境
・絶滅（ぜつめつ）のおそれのあるチョウとその原因
・日本チョウ類保全協会の保全活動
これらを紹介します。

A-22
NPO　特定非営利
活動法人　再生舎

環境再生事業『彩の国　さいたま
市からスタート』

*炭と土壌改良剤の小袋プレゼント
*濁水浄化装置のデモンストレーション
*生木チップのリサイクルフロー図展示

1億人のグリーン
自然エネルギ で自立したエネ

グリーン電力を選ぶことで循環型社会の明るい未
来へと繋げる為

A-23
1億人のグリ ン
パワー×久米繊維
工業

自然エネルギーで自立したエネ
ルビー社会を

来 と繋げる為
　フライヤー・パネル展示や１億人のグリーンパワー
Ｔシャツで
　（グリーン電力証書付）グリーン電力を応援します

A-24
地球環境パート
ナーシッププラザ
（GEIC）

やってみよう！環境ボランティア

環境に関するボランティア活動のパネル展示や
NGOによるボランティア求人情報、ボランティア活動
相談、パートナーシップに関する情報、についてご
紹介します。

A-25 かわうそドットコム
洗濯がエコになる。マイ位置がエ
コ日より

洗濯石鹸を自然に近いものに変えるだけで地球と
人間に優しいエコ生活を提案。
自然洗濯石鹸の量り売り、沖縄産モズク・快眠サプ
リのくじ付き販売
薬物問題の啓発も行います。



A-26

特定非営利活動
法人　生活・福祉
環境づくり21（東京
商工会議所）

目指せ！１００万人のエコピープ
ル（eco検定合格者）

平成21年7月26日、12月20日に東京商工会議所が
実施する「eco検定（環境社会検定試験）」のPR活動
を行います。公式テキスト・問題集の販売も合わせ
て行います。環境に対する幅広い知識をもち、社会
の中で率先して環境問題に取り組む“人づくり”、そ
して環境と経済を両立させた「持続可能な社会」を
目指すのが「eco検定」です。

A-27

NPO法人　活木活
木（いきいき）森
ネットワーク・(財）
日本木材総合情
報センター

木づかい運動～ストップ地球温
暖化～

「木づかい運動」が丸わかりのパネル展示。ステキ
な国産材製品の販売、スギやヒノキの積み木で遊
べるコーナー等、見て触れて、木づかいを体験でき
ます。

A-28

特定非営利活動
法人　アジア植林
友好協会
特定非営利活動
人　ボルネオ　オ
ランウータン　サ
バイバル　ファウ
ンデーション　日
本

さあはじめよう！オラウータンの
森づくり

地球環境を守りたい！植林に参加したい！でもどう
したらいいか分からない方、私たちと一緒に森づくり
を始めませんか？写真やパネルで活動紹介、素敵
なグッズ販売もあるよ☆



ブース
番号

出展者 出展タイトル 出展概要

B-1 渋谷区 変えていこう！　私たちの暮らし、私たちの

渋谷区では、二酸化炭素削減に重点を置いた「渋谷
区地球温暖化重点対策2009」を策定し、2011年度ま
での行動計画を示しました。その具体的な施策の内
容等をパネルで展示します。

参加団体の出展概要（企業・団体）

資 料 ３

B-2 東京都環境局 「見える化」　エコライフ

太陽エネルギーや芝生の体感コーナー、環境に関す
るクイズラリーにより、環境に配慮した生活スタイル
を楽しくご紹介します。環境講座や携帯電話の回収
も行います。

B-3 株式会社ダスキン ダスキン「クリーンアップマイタウン」

ダスキンのきれいな街プロジェクト「クリーンアップマ
イタウン」はエコライフ・フェア2009の会場で、
一般の方に清掃活動にご参加いただき、一緒に街を
キレイにする活動です。ご参加お待ちしております。

B-4
株式会社プレジデ
ント社

「環境フォト・コンテスト2009　入賞作品
写真展」

協賛企業24社24テーマ、応募総数2万点以上の中か
ら選ばれた入賞作品73点の写真展です。写真から
発せられるメッセージを通じ、環境のためにできるこ
とを発見してください。

B-5
株式会社日本エコ
システム

太陽光発電で、地球にやさしいエコラ
イフ

太陽の光を電気に変える太陽光発電は、CO2を出さずに発電
するクリーンエネルギー。世界で一番たくさん太陽電池を作っ
てきたシャープが、太陽光発電についてご紹介します。

太陽 光を電気 変 る太陽光 電 を さ

資 料 ３

B-6 シャープ株式会社
太陽光発電で、地球にやさしいエコラ
イフ

太陽の光を電気に変える太陽光発電は、CO2を出さ
ずに発電するクリーンエネルギー。世界で一番たくさ
ん太陽電池を作ってきたシャープが、太陽光発電に
ついてご紹介します。

B-7
株式会社サンドリ
ア

地球にも人にも快適・安心としあわせ
を

個人の生活スタイルや意識を身近なところから考えていく、新
しい生き方の創造が出来ます。
太陽の恵みから皆のしあわせを考えるキャラクター｢エコな猫｣
が皆様のお越しをお待ちして
おります。

B-8
社団法人日本自
動車連盟（JAF)

エコドライブで地球にやさしく　JAF
・ 「ＪＡＦエコドライブビンゴ」ゲーム
・ 「子どもエコカード」コーナー
・ こどもロードサービスカー記念撮影、ほか

B-9 東京ガス株式会社 エコハピ～エコな暮らしでHAPPYに～

「エコハピ」は、東京ガスが進める環境コミュニケー
ションのキャッチフレーズ！東京ガスの環境の取り組
み紹介と、長野・東京ガスの森の間伐材コースター
作りを行います。

資 料 ３

作りを行います。

B-10
首都高速道路株
式会社

首都高から、ストップ温暖化
首都高は、お客様と一緒に、地球温暖化に取り組ん
でいきます。私たちの環境への取組みを、パネル展
示やパンフレットにて、みなさまにご紹介します。

B-11

ローソン緑の募金
（社団法人国土緑
化推進機構／株
式会社ローソン）

ローソン｢緑の募金｣への寄付は身近
なエコ活動

ローソン「緑の募金」の使途や活動、さまざまな森の
働きをパネルやクイズで楽しく紹介します。
自分のお箸やバッグを持ち歩くことを進めている
「ケータイ運動」の紹介もします。

B-12
独立行政法人　環
境再生保全機構

よりよい大気環境とすこやかな明日を
めざして

環境にやさしい「エコドライブ」について、また、ぜん
そく予防のための家庭での環境整備についてパネル
などで紹介します。ミニゲームに参加していただいた
方にノベルティを差し上げます。

B-13 TOKYO FM
アースコンシャス～地球を愛し、感じる
こころ～

ＴＯＫＹＯ ＦＭのＧｒｅｅｎ Ｍｏｎｄａｙ企画のパネル展示。
アンケートを記入してもらった人にはスタンプやクレヨンでオリ
ジナルデザインできるエコバッグをプレゼント。

資 料 ３資 料 ３



B-14
（独）国立環境研
究所

環境問題を科学の目で見てみよう！

地球温暖化、循環型社会に関する研究成果を紹介
します。また、生きたクワガタを展示し、環境への影
響等を解説します。自転車発電の体験コーナーやプ
レゼントも用意します。

B-15 日本百貨店協会 グリーン・デパートでカンガエルー

「日本の伝統文化＝エコ生活」を基本コンセプトに、
てぬぐい・扇子・風呂敷などを紹介します。また、百
貨店が取り組んでいる、スマートラッピング・夏の冷
房温度緩和の取組み・ＬＥＤ照明の導入・ＣＯＯＬ ＢＩ
Ｚなど環境配慮の取組みをご紹介します。

B-16
社団法人　日本鉄
鋼連盟

「ストップザ温暖化！自主的取り組み
でＣＯ2削減」

地球温暖化防止に向けた鉄鋼業の自主的取り組み
（製鉄所での省エネ、製品による社会での貢献、国
際協力、副産物の利用、リサイクル等）をパネル展示
で分り易く紹介しますで分り易く紹介します。

B-17 電気事業連合会 エコ科学特捜隊　Ｄ．Ｅ．Ｓ

低炭素社会の実現に向け、電気を作る時と使う時の
両面から電気事業者が取り組んでいる内容につい
て、体感型展示を通して楽しく分かりやすく学んでい
ただけるブースを展開します。

B-18
佐川急便株式会
社

SAGAWAのエコチャレンジ！
パネル展示やゲームを通じて、物流事業者としての
環境活動を分かり易くご紹介しています。

B-19

「湿地の恵み展～
ラムサール条約湿
地の観光と物産」
実行委員会

湿地の恵み展～ラムサール条約湿地
の観光と物産

湿地は美しい景観と動植物の宝庫。心のふるさとで
す。池や沼、水田、湿原、干潟、サンゴ礁など全国37
のラムサール条約湿地の観光と物産の情報がいっ
ぱい「湿地の恵み」展。

B-20
株式会社　ファミ
リーマート

あなたと、コンビに、ファミリーマート

ファミリーマートは全国の店舗で環境保全活動を積
極的に行っています。今回は展示やパネルで最新の
活動を紹介すると共に、工作教室等子供も楽しめる
企画も用意しています。

B-21 板硝子協会 だんだん地球の常識、エコガラス ♪♪

エコガラスが持つ高い断熱・遮熱性能を、｢ガラスの
森｣移動展示車で体感できます！エコライフな住宅に
新築やリフォームをお考えの方も、そのすばらしさを
実感してみては。

B-22
社団法人 日本ア
ロマ環境協会

アロマでECO。香りのうちわ作り

アロマテラピーで使う精油（ラベンダー・ペパーミント・
レモングラス）を体験し、好みの香りのうちわを作りま
す。環境にも自分にも優しい、香りのある生活を提案
します。

B-23
一般社団法人パソ
コン3R推進協会

パソコンの再資源化　紹介

資源有効利用促進法に基づいてパソコンメーカー等
による家庭や企業からのパーソナルコンピューター
の回収及び再資源化の仕組をパネルとクイズで紹介
します。

B-24 エコランド
不用品を出して、エコなライフスタイル
へ！

実はあんまり知らない、処分した不用品の行方。不
用品がいかにエコにつながるか、エコランドの取り組
む3Rについてご紹介します。ぜひ、見て・触って・体
感してください！

1.不要になった服やふとんの現状と、リサイクル及び
パネ

B-25
キムラセンイ株式
会社

服リサイクル　～資源の活用とCO2削
減～

リユースのパネル展示
2.不要になった服の回収
3.アンケートに答えて頂いた方へリサイクル商品のプ
レゼントも用意してます。

B-26
パルシステム生活
協同組合連合会

｢おいしい！｣でできるエコライフ

｢おいしいから食べたい！｣これだけで、出来るエコが
あります。
そのおいしさの裏側を、パネルや展示品、試食を通
してご紹介（素敵なプレゼントもあります♪）

B-27
(株）早稲田環境研
究所/（株）地球健
康クラブ

エコライフゲーム（早稲田大学永田研
究室）

環境学習教材を学生が中心になってゲームにしました。お子
さんも遊びながら日常エココードを楽しく学べます。

Ｓ Ｃ に賛同してくれているア テ ストの メ
B-28 MUSIC TREE MUSIC TREE

ＭＵＳＩＣ　ＴＲＥＥに賛同してくれているアーティストのエコメッ
セージをパネル展示。エコグッズプレゼントなども行います。
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