
資料４ 

参加団体の展示の概要 

 

【企業・団体ゾーン】（２６団体） 

・ＡＮＡ 

「「私の青空」～人と地球を考えるＡＮＡグループ～」 

ＡＮＡグループの環境への取り組みを紹介します。第４回国際環境絵本コン

クールの受賞作品の展示やお子様が楽しめる企画もご用意しました。 

 

・板硝子協会 

「エコガラス‐窓ガラスで守る地球の未来」 

あなたのお家の窓ガラスをエコガラスにすることで、一年を通して快適に住

みながら、ＣＯ２削減にも貢献することができます。展示車で体験し、シュ

ミレーターで確かめて下さい。 

 

・オートイーブィジャパン株式会社 

「イタリア生まれ・１００Ｖ充電の電気自動車」 

電気の力だけで走る電気自動車は、地球に優しいゼロエミッションビークル。

２００７年日本初上陸、イタリア生まれのキュートでお洒落な電気自動車「ジ

ラソーレ」をご紹介します。 

 

・独立行政法人環境再生保全機構 

「楽しく学ぼ！環境問題とエコドライブ」 

環境にやさしい運転「エコドライブ」をわかりやすく紹介します。環境学習

ゲームなどの体験コーナーや、横浜で同日開催のエコカーワールド２００７

会場からの現地生中継もあります。みんな集まってね！プレゼントもある

よ！ 

 

・独立行政法人 国立環境研究所 

「環境問題を科学の目でみてみよう！」 

地球温暖化、循環型社会に関する研究成果をわかりやすく紹介し、内外の生

きたクワガタを展示、日本の環境への影響等を解説します。自転車で発電す

る体験コーナーやプレゼントも用意してあります。 

 

 



・佐川急便株式会社 

「美しい空へ～今わたしたちにできること～」 

佐川急便は地球環境保全に向け全力で取り組んでいます。天然ガス自動車の

導入をはじめ、さまざまな取り組みを紹介し、荷物を出す側である皆様へも

環境保全の大切さを伝えていきたいと考えています。 

 

・「湿地の恵み展～ラムサール条約湿地の観光・物産・楽しみ方～」実行委員会 

「湿地の恵み展～ラムサール条約湿地の観光・物産・楽しみ方～」 

ラムサール条約と国内３３ヵ所のラムサール条約湿地を中心に、湿地が私た

ちに与えてくれる豊かな恵み、さまざまな物産や観光、行事、文化、楽しみ

方などを紹介します。 

 

・渋谷区 

「知る・見る・できるエコライフ」 

都市に住む私たちの暮らしの中で、たくさんの工夫や知恵を絞ると、もっと

もっと楽しくてそして過ごしやすい環境を作ることができます。未来の渋谷

のために、皆さんと一緒に振り返りながら、エコライフについて知って、見

てそしてやってみましょう！ 

 

・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」 

太陽の光を電池に変える太陽光発電は、発電する際にＣＯ２を出さないクリ

ーンエネルギー。世界で一番たくさん太陽電池をつくっているシャープが、

太陽光発電についてご紹介します。 

 

・ＪＣＣＣＡストップおんだん館 

「未来を変える！ちょい江戸生活」 

地球温暖化をストップするくらしってどんなくらし？江戸時代の知恵を活か

した『紋切りうちわ』を作って、“未来を変える方法”を一緒に考えよう！ 

 

・創生ワールド株式会社 

「地球環境問題解決へ「水その豊かな可能性」」 

洗浄力があって、美味しくて、元気な水を使って地球環境問題を解決する方

法を御提案します。 

 

 



・株式会社タカラトミー 

「のほほん族～みんなと地球をすこやかに～」 

全世界で５００万個販売された『のほほん族』は、私たちや地球がすこやか

であるために、環境への取組み、大地の恵み（野菜・果物）の大切さを提案

します。楽しいイベントも盛りだくさん！ぜひ、遊びにきてね。 

   

・地球大好き 環境キャンペーン 

「地球だい好き 環境キャンペーン」 

ＮＨＫの環境への取り組みを紹介するほか、ミニゲームやワークショップな

どでお楽しみいただきます。また、ＮＨＫホール横の特設会場では、若者が

環境活動を発表するエコパークが開かれます。 

 

・ＴＢＳラジオ 

「ＴＢＳラジオ環境プロジェクト」 

木曽檜の間伐材で作る「打ち水大作戦公式八角桶」ワークショップや、参加

者全員にハーブ栽培キットをプレゼントするクイズラリーなどイベント盛り

たくさん！ラジオの無料修理やオリジナルタンブラーも販売。 

 

・電気事業連合会 

「ちょいエコ！でんきゅうさん劇場」 

電気事業の環境問題への取り組みをパネル展示と寸劇で分かり易く紹介する

とともに、地球温暖化の原因であるＣＯ２を目で見て分かるコーナーを設け、

来場者に実際に体験・体感していただくことで、もっとエコを身近に感じて

いただきます！ 

 

・東京都 環境局 

「都市と地球の温暖化 ～感じてみよう、考えよう～」 

○都の温暖化対策の紹介 

  ・パネル展示 

○ＮＰＯ気象キャスターネットワークとの共同事業 

  ・１００年後の天気予報（クロマキー体験） 

  ・雲画像地球儀づくり 

  ・植物の光合成実験 

 

 

 



・社団法人 日本自動車工業会 

「よりよい環境のために、『エコドライブ』しよう！」 

日本自動車工業会では、ＣＯ2排出を削減し、地球温暖化を防止するため、ド

ライバーの皆様へ『エコドライブ』の実践を呼びかけています。ちょっとし

た心がけで、誰もが簡単に出来るエコドライブを劇やマジックショー等を通

じて、楽しく分かりやすくお伝えしてまいります。 

 

・社団法人 日本自動車連盟「ＪＡＦ」 

「ＪＡＦ エコドライブ」 

・ ＪＡＦグッズが当たる「ＪＡＦエコドライブビンゴゲーム」 

・ 「こどもエコカード」の発行 

・ 誰でもできる「エコ運転術」コーナー 

・ ＪＡＦこどもロードサービスカーでの記念撮影、ほか 

 

・社団法人 日本鉄鋼連盟 

「ストップザ温暖化！自主的取組みでＣＯ２削減」 

鉄鋼業の自主的取組みをパネル展示（生産工程でのＣＯ２削減や副産物の利

用、製品による貢献、鉄のリサイクル利用、廃プラスチック等の利用、国際

協力）で分り易く紹介します。 

 

・日本百貨店協会 

「エコ百貨店～スマートラッピングで止めよう温暖化～」 

全国の百貨店のマイバックや様々なデザインのふろしきの展示、ラッピング

専門家によるふろしき包み方教室、Ｍｙスマートレジ袋の先行販売など楽し

い（ところ・とき・とも）エコ百貨店でご体験下さい。 

 

・発泡スチロール再資源化協会 

「楽しく学ぼう！ 発泡スチロール（ＥＰＳ）」 

我々の生活の様々な場面で使用されている発泡スチロール。 

発泡スチロールの特性、リサイクルの実態等をクイズや実験コーナーに参加

していただき、文字通り楽しく学んでいただけます。 

 

・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 

      ～ We Love Green ～    」 

ファミリーマートの環境配慮型商品の紹介をパネルやクイズラリーで、楽し



くわかりやすく紹介します。また、環境キャラクターエコロンの工作教室も

行いますので、ご家族そろってお越しください！！ 

 

・株式会社プレジデント社 

「環境フォト・コンテスト２００７入選作品展」 

応募作品総数２万点以上の中から選ばれた６７点の写真展。豊かな地球環境

の大切さ、自然や人の美しさ、はかなさを写し出した写真に込められた未来

へのメッセージに耳を傾けてください。 

 

・株式会社ヨドバシカメラ 

「みんなでカエル！省エネにカエル２００７！」 

ヨドバシカメラは最新の環境技術を盛り込んだ地球環境と家計に優しい省エ

ネ家電製品を楽しくわかりやすくご案内します。省エネ家電製品もヨドバシ

カメラにお任せください。 

 

・ローソン「緑の募金」（（社）国土緑化推進機構・（株）ローソン） 

「ローソン「緑の募金」は美しい森を育んでいます」 

ローソン「緑の募金」をはじめて１６年。「緑の募金」は、国内外の植樹や間

伐、下草刈りなど森林整備活動に役立てられています。 

 森のはたらきについて、楽しく学んでいって下さい。 

 

・株式会社ロッテ 

「アイスは地球を救う ～Coolish で COOL BIZ～」 

この夏、Coolish は地球温暖化防止活動として「アイスは地球を救う ～

Coolish で COOL BIZ～」を提案。アイスを食べて涼しくなったらエアコン温

度を２８度に設定！と呼びかけます。 

 また、スローガンを印刷したオリジナルパッケージでの配布も行います。 

 

 



【ＮＧＯ／ＮＰＯゾーン】（３４団体） 

・ＮＰＯ法人 アースウォッチ・ジャパン 

野生動物や生態系など、地球環境保全に関わる調査を市民の力で支える「ア

ースウォッチ」の活動をご紹介します。 

 

・特定非営利活動法人 アース・エコ 

エネルギー実験・工作、エコカルタ取りやカルタ作り等、楽しいワークショ

ップと参加型環境教育を紹介します。 

 

・特定非営利活動法人 アクセス２１ 

タイのＨＩＶ感染女性と地域の女性たちにより作られた作務衣を販売。生地

は、綿１００％、草木染めの自然素材。 

 

・特定非営利活動法人 アジア植林友好協会 

現在、ＣＯ２を吸収する働きのある森林が「違法伐採」などにより失われて

しまった事は地球規模の問題です。その状況を少しでも改善したいと願い植

林活動をしております。 

 

・財団法人あしたの日本を創る協会・全国生活学校連絡協議会 

昭和３１年に設立した全国組織の活動団体で、身近な課題解決の為対話集会

等を開催し、活動を展開しています。 

 

・ＡＭＣ・地球の楽好 

杜の都ＳＥＮＤＡＩから発信する新しいエコライフスタイルの提案。コーシ

ャ食品や仙台の団体の取り組みについて紹介致します。 

 

・特定非営利活動法人 エコエコワールド 

私達の活動、ドミニカ共和国で子供達に水を届けること（エコ水道の建設他）

を中心とした内容を紹介します。 

 

・エコ雑貨倶楽部 

自由が丘に誕生しました「こだわりの物語り」のあるエコ雑貨メーカーの共

同ショールームのご案内です。 

 

 

 



・ＮＰＯエコバンクあいち 

愛知県を中心とした地域で、こどもエコクラブ活動補助を含めた環境学習を

行なっている団体です。 

 

・エコメッセ２００７ｉｎちば実行委員会 

市民・企業・行政の協働による、みんなで楽しんで学べる「エコメッセ２０

０７ ｉｎ ちば」を紹介します。 

 

・かわうそドットコム 

絶滅の危機に瀕しているかわうそが、再び河川に帰ってきてどっと混むよう

に願い、純石鹸等を販売します。 

 

・特定非営利活動法人 環境情報ネットワークエコネット 

エコネットが協力している「リサイクル筆記具」の紹介、および「エコライ

フ」に関するアンケートを実施します（回答者にはプレゼントあり） 

 

・木づかい運動 

地球温暖化防止のため企業や消費者に国産材利用を促す「木づかい運動」や、

木材関連情報の提供等を実施します。 

 

・藍染めプロジェクト／ぐらするーつ 

ぐらするーつは国際協力活動にかかわる有志によってたちあげられたフェア

トレード団体です。今回のエコライフフェアでは植物染料であるインド藍を

使った「藍染め体験ワークショップ」を行ないます。 

 

・特定非営利活動法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会 

フェアトレードかつ環境に優しいジュートバッグの販売と、古本・中古ＣＤ

でできる海外協力の方法をご紹介。 

 

・全国牛乳容器環境協議会 

紙パックの回収・リサイクルを促進する団体です。紙パックは、再生産可能

資源を原料とエネルギーとして活用し、環境負荷の小さい容器です。「洗っ

て・開いて・乾かす」ことにより、古紙原料として貴重な資源になります。

また、リサイクルすることでさらに環境負荷を低減出来ます。 

 

 



・特定非営利活動法人 全国無洗米協会 

無洗米の作り方、環境負荷を減らす効果など、無洗米のことがわかる実験や

クイズで楽しくご説明します。 

 

・（特活）地球市民ＡＣＴかながわ/ＴＰＡＫ(旧：地球市民の会かながわ) 

★★お買い物で国際協力しませんか？★★ 

私たちのテントにぜひお越し下さい！！売り上げの利益は、タイ・ミャンマ

ー・インドの子ども達の、教育や健康のための支援に活用されます。 

例：200 円の売り上げで、タイ山岳民族の子ども一人の一週間分の給食費にな

ります。 

 

・ナマケモノ倶楽部 

ナマケモノのように、できるだけエネルギーを使わない地球に優しい生き方

を提唱・実践しています。 

 

・地球環境パートナーシッププラザ（ＧＥＩＣ） 

環境ボランティアやＮＧＯ活動、パートナーシップに関する情報、国連大学

のプロジェクトについてご紹介します。 

 

・チョウタリの家 

ネパールの貧困生活の向上を願いながら、女性の自立と子供たちが健やかに

育ちますよう、ネパール商品を販売し売り上げで支援します。 

 

・東京商工会議所 eco 検定（環境社会検定試験） 

今年７月１５日（日）及び１２月１６日（日）に全国で実施する環境社会検

定試験（eco 検定）をご紹介します。 

 

・リユース封筒『夢～る』推進委員会（動夢企画） 

オリジナル商品の再利用できる封筒、リユース封筒『夢～る』の展示、販売、

利用方法の実演をします。 

 

・ＮＰＯドングリの会 

「ＮＰＯドングリの会」では、緑豊かな住み良い地球を残すため、「子ども一

人、ドングリ一粒」を合言葉に広葉樹の森づくりを行なっています。 

 

 



・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を守る取り組みをご紹介します。動植物や里山に興

味がある方はぜひご覧ください。 

 

・ハッピートラック＠ＣＡＩ（Ｃａｍｐｕｓ ＡＩＤＳ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ） 

ハッピートラックとは？改造した軽自動車でエイズの啓発活動をしながらピ

アスの販売を行なっています。 

 

・ハンドメイドいろり庵 

手作りのアクセサリーや布小物などの他に新聞紙コサージュなど古材を再利

用した作品も販売いたします。 

 

・ＮＰＯ法人 響 

次代を担う青年が日本の伝統文化・歴史を体験から日本人としてのアイデン

ティティーを見つけます。日本の自然歴史を見直しどんぐりの苗を配布しま

す。 

 

・特定非営利活動法人 水辺と生物環境保全推進機構 

〔明日の世代のために〕をスローガンに、水質汚濁、水質汚染の防止、川・

海を汚さないことの大切さを〔命を育む海のゆりかご〕をキャッチフレーズ

に、環境教育啓発活動しています。 

 

・緑のクラフト 

グリーンウッドワーク里山の広葉樹を電気なしで生木のまま加工しイスなど

を作る古くて新しい英国のクラフトの実演と販売をします。 

 

・ミュージカル「あいと地球と競売人」実行委員会 

環境保護を訴えるマンガ「地球の秘密」をモチーフとしたミュージカルを通

して環境保護メッセージを発信しています。 

 

・野生生物サポートグッズ 結（ゆい） 

オリジナルグッズを買っていただくと売り上げがＮＰＯ法人：野生動物保全

論研究会に寄付され、野生動物と環境保全に使われます。 

 

 

 



・八ッ場あしたの会 

八ッ場ダム 

これは首都圏の水問題です。そして環境問題でもあるのです。 

 

・日本オーガニックコットン協会 

協会のＰＲ、そしてオーガニックコットンの認知と普及を目的として出展。

啓蒙普及事業の一つである、アーティストＴシャツを展示販売します。 

 

 



【飲食ゾーン】 

・KUMINSOUL 

KUMINSOUL 自慢のチキンカレーは、玉ねぎの水分だけで作った深い旨味が魅力。

お子様から高齢者の方までが楽しんで頂けるよう、ベースの辛さはゼロ。お

好みに合わせて辛さを調節できますので、あなただけの辛さを見つけてくだ

さい！enjoy! 

 

・CafePitwu 

「人と人、人と自然のつながりなおし」がテーマの移動カフェで、全国の野

外フェスや環境系イベントに参加しています。「人と地球の持続可能な暮らし

メニュー」をコンセプトに、できることから取り組んでいるオーガニックカ

フェでもあります。この春、大阪にスローカフェをオープン。 

 

・E-LIFE 

無理をしない持続可能なオーガニック」をコンセプトに、国産の雑穀や生産

者、産地のわかる素材を使用した食事を提供しています。Happy Life はおい

しい食事が必要不可欠。難しく考えるのではなく食べておいしい LOHAS な食

事を提案します。 

 

・Cafe Blue 

無農薬八百屋アースマーケットを母体に２年前に開業。もっちりと炊いた黒

米入無農薬玄米が人気。常時ベジタリアンメニューもご用意。食材は全て無

添加以上、輸入食材は全てオーガニック基準クリア。野菜は産直無農薬のも

のを中心に旬を大切にがんばっております。 

 

・ルヴァン 

国産素材にこだわってきた天然酵母のパン屋です。どこのパンにも似ていな

い独特の深い味わいをお楽しみいただけます。代々木公園近くの富ヶ谷で１

５年以上、代々木公園でのエコ/オーガニック系のイベントではすっかりお馴

染みですが、ぜひこの機会に味わってください！ 

 

・グリフィン 

アジアを中心とした食材でボリューム満点！！韓国風やタイ風といった、エ

スニックなお総菜や丼ぶりモノなどをお楽しみいただけます。ご期待くださ

い！ 

 



・WAI WAI 

タイラーメンの販売をします！ 

 


