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１． リユース食器の貸出団体一覧（2007 年 3 月末現在） 

 

＜北海道＞ 

NPO 法人 環境り・ふれんず（リサイクルプラザ宮の沢） 

〒063-0051 札幌市西区宮の沢一条 1 丁目ちえりあ１F 

食器および食器洗浄車（アラエール号）引渡し場所：西区二十四軒 4－1 

tel: 011－671-4153 / fax: 011－671-4156 

mail: recycle-hp@sapporo530.or.jp  

URL: http://www.sapporo530.or.jp/ 

 

＜岩手県＞ 

NPO 法人 いいものクラブ  

〒082-3623 岩手県紫波郡矢巾町煙山第 10 地割 27 番地 1  

tel：019-697-1057 / fax：019-697-1058 

mail：cerehand@cameo.plala.or.jp 

 

＜宮城県＞ 

仙台市（葛岡リサイクルプラザ）  

〒980-0811 仙台市環境局リサイクル推進課 

仙台市青葉区一番町 4-7-17 小田急ビル 10F 

tel：022-214-8230 

mail：kan007220@city.sendai.jp 

URL：http://www.gomi100.com/ 

 

＜新潟県＞ 

NPO 法人 エコネット上越 

〒943-0823 新潟県上越市高土町 1-9-7 

tel：025-527-3616 / fax：025-522-8241 

mail：econet-j@snow.plala.or.jp  

URL: http://www15.plala.or.jp/eco_net/ 

貸出対象：新潟県内上越地域 

 

 

 

 

（出典）リユース食器ネットワーク所属団体 http://www.reuse-network.jp/

      ふうネット所属団体 http://www.spacefuu.net/fuunet/member.html
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NPO 法人 環境 NPO 良環 

〒955-0072 新潟県三条市元町 17-13 

tel/fax：0256-32-3771 

mail：recycle@ginzado.ne.jp  

URL：http://www.ginzado.ne.jp/~recycle/index2.htm 

 

Bear’s Farm 

〒957-0052 新潟県新発田市大手町 3-1-23  

tel：090-1121-3820 

fax：0254-23-7240  

mail：masaro.takemae@toppan.co.jp 

URL：http://bearsfarm.spaces.msn.com/ 

 

NPO 法人 ねっとわーく福島潟  

〒950-3328 新潟市前新田乙 493 水の駅 ビュー福島潟 ３階 

tel/fax：025-387-0284 

mail：fukushimagata@infoseek.jp  

URL：http://www5e.biglobe.ne.jp/~hishikui/ 

 

リユース・くらぶ・にいがた 

〒950-2041 新潟市坂井東 6-12-40 

tel/fax：025-260-4750 

mail：tati4750@poplar.ocn.ne.jp 

 

て to て倶楽部 

〒950-0517 

新潟県新潟市鵜ノ子八反田 819（新潟ガラスリサイクルセンター株式会社内） 

tel：025-382-7100 / fax：025-382-7128 

mail：n-glassrecycle@s4.dion.ne.jp 

URL：http://www.te2te.jp 

  

豊栄福祉交流センター“クローバー”  

豊栄福祉交流センター クローバー（担当：ひしもの家） 

〒950-3323 新潟県新潟市豊栄東栄町 1 丁目 1 番 49 号  

tel：025-384-1112 (代表) / fax：025-387-4753 

mail：clover@ai.wakwak.com 

URL：http://park3.wakwak.com/~clover/ 
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＜山梨県＞ 

NPO 法人 スペースふう 

〒400－0305 山梨県南巨摩郡増穂町天神中条 177 

tel: 0556-22-1150 / fax: 0556-22-1862 

mail: info@spacefuu.net 

URL: http://www.spacefuu.net 

 

＜東京都＞ 

財団法人 地球・人間環境フォーラム  

〒105-0001 東京都虎ノ門 1-18-1 虎ノ門 10 森ビル 5 階 

tel: 03-3592-9735 / fax: 03-3592-9737 

mail: info@reuse-network.jp 

URL: http://www.gef.or.jp/reuse/ 

 

国際青年環境 NGO A SEED JAPAN・ごみゼロナビゲーション 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-4-23 

tel：03-5366-7584 / fax：03-3341-6030 

mail：LIVEECO@gomizero.org 

URL：http://www.gomizero.org/ 

 

NPO 法人 社会資源再生協議会 

〒164-0012 東京都中野区本町 3-1-4 

tel：03-3375-5306 / fax：03-3372-1840 

URL：http://www.reusecup.jp/ 

 

＜神奈川県＞ 

日産スタジアム 

貸し出しおよび返却先：日産スタジアム管理事務所 

横浜市港北区小机町 3300 

問い合わせ連絡先：事業係担当 tel：045-477-5008 

URL：http://www.nissan-stadium.jp/ 

 

＜静岡県＞ 

NPO 法人 富士市のごみを考える会 

〒437－1302 静岡県富士市大渕 27-6 

TEL／FAX:0545-35-2439   

mail：fyono@ck.tnc.ne.jp 

URL：http://www006.upp.so-net.ne.jp/fujigomizero/ 
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＜三重県＞ 

デポネット三重 

〒512-0906 四日市市山之一色町 1123 ぷぅる・あんふぁん内 

tel/fax：0593-33-6909 

mail：taiyo@cty-net.ne.jp 

URL：http://www5.cty-net.ne.jp/~deponet/index.html 

 

＜京都府＞ 

環境対策支援便 RE-ECO（NPO 地域環境デザイン研究所 ecotone） 

〒604-8187 

京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町 445 日宝烏丸ビル 2F-1 

tel/fax：075-231-4356 

mail：info@ecotone.jp 

URL：http://www.ecotone.jp/ 

 

＜大阪府＞ 

千里リサイクルプラザ研究所 （イベントのごみゼロ研究会） 

〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園 4-3 

tel：06-6877-5300 / fax：06-6876-0530 

mail：h-ohsawa@sutv.zaq.ne.jp 

URL：http://www.infomart.or.jp/kurukuru/index.htm 

 

リユース食器の ABC 

〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 19-C-406 

tel/fax：072-626-4992  

mail：hanaippai@hcn.zaq.ne.jp 

 

＜岡山県＞ 

NPO 法人 タブラ ラサ  

〒700-0904 岡山県岡山市表町 1-3-14 

tel/fax：086-233-6550 

 

＜鳥取県＞ 

 NPO 法人 MEDAKA 

 〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎 1-10-1 

 tel/fax：0859-22-3080 

 mail：medaka05@infoseek.jp 
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＜福岡県＞ 

 NPO 法人 北九州エコ・サポーターズ 

 〒808-0002 福岡県北九州市若松区向洋町 10-1 

 tel/fax：093-751-2811 

 mail：hisasongt@yahoo.co.jp  

URL：http://www.kitaq-eco.net/ 

 

＜沖縄県＞ 

那覇市リサイクルプラザ・アースの会 

那覇市リサイクルプラザ 

〒901-1105 沖縄県南風原町字新川 641 

tel：098-889-5396 / fax：098-835-6253 

URL：http://a-sunokai.hp.infoseek.co.jp/ 

 

 

 

 

■マイタンブラー（本文Ｐ31 参照） 

仙台のサッカー場等でのマイタンブラー導入の際、仕組みを構築したアドバイザー 

 

 財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（MELON） 

 〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト 5F 

 tel：022-276-5118 / fax：022-219-5710 

 mail：kkobayashi@snet.coop.or.jp / URL：http://www.melon.or.jp/melon/ 
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２．洗浄車貸出団体・自治体一覧（2007 年 2 月末現在） 
 

＜北海道＞ 

NPO 法人 環境り・ふれんず（リサイクルプラザ宮の沢） 

〒063-0051 札幌市西区宮の沢一条 1 丁目ちえりあ１F 

食器および食器洗浄車（アラエール号）引渡し場所：西区二十四軒 4－1 

tel: 011-671-4153 / fax: 011-671-4156 

mail: recycle-hp@sapporo530.or.jp  

URL: http://www.sapporo530.or.jp/ 

 貸出対象・対象エリア： 

札幌市内において、飲食を伴うイベント等を主催する地域団体・学校・NPO 等 

 

＜宮城県＞ 

仙台市（葛岡リサイクルプラザ）  

〒980-0811 仙台市環境局リサイクル推進課 

仙台市青葉区一番町 4-7-17 小田急ビル 10F 

tel：022-214-8230 

mail：kan007220@city.sendai.jp 

URL：http://www.gomi100.com/ 

貸出対象・対象エリア： 

仙台市内で飲食を伴うイベントを主催する町内会等の地域団、学校及び NPO 等 

 

＜新潟県＞ 

Bear’s Farm 
〒957-0052 新潟県新発田市大手町 3-1-23  

tel：090-1121-3820 / fax：0254-23-7240  

mail：masaro.takemae@toppan.co.jp 

URL：http://bearsfarm.spaces.msn.com/ 

 貸出対象・対象エリア：新潟県内 

   

＜東京都＞ 

NPO 法人 社会資源再生協議会 

〒164-0012 東京都中野区本町 3-1-4 

tel：03-3375-5306 / fax：03-3372-1840 

URL：http://www.reusecup.jp/ 

 貸出対象・対象エリア：地域イベント対象・関東近隣応相談 
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＜石川県＞ 

県民エコステーション（社団法人 いしかわ環境パートナーシップ県民会議） 

〒920-0962 金沢市広坂 2 丁目 1 番 1 号 石川県広坂庁舎 2 号館 2 階 

tel：076-232-3991 / fax：076-232-3992 

mail：info@eco-partner.net 

URL：http://www.eco-partner.net/part/index.htm 

 対象エリア：石川県内 

 

＜愛知県＞ 

名古屋市リサイクル推進センター 

〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目１１番 15 号先 地下鉄上前津地下街 

tel：052-251-5300 / fax：052-251-5308 

mail： recycle@ppp.bekkoame.ne.jp  

URL：http://www.nagoya-recycle.or.jp/index2.htm 

 対象エリア：名古屋市内でのイベント 

 

＜京都府＞ 

環境対策支援便 RE-ECO（NPO 地域環境デザイン研究所 ecotone） 

〒604-8187 

京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町 445 日宝烏丸ビル 2F-1 

tel/fax：075-231-4356 

mail：info@ecotone.jp 

URL：http://www.ecotone.jp/ 

 貸出対象・対象エリア：応相談 

 

＜沖縄県＞ 

那覇市リサイクルプラザ・アースの会 

那覇市リサイクルプラザ 

〒901-1105 沖縄県南風原町字新川 641 

tel：098-889-5396 / fax：098-835-6253 

URL：http://a-sunokai.hp.infoseek.co.jp/ 

 貸出エリア：那覇市内外 
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３．関連法規等 
■食品衛生法 

  第一章 総則  

第一条  この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の

措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健

康の保護を図ることを目的とする。  

第三条  食品等事業者（食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、

貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、

若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的

に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。）は、そ

の採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは

多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装（以下「販売食

品等」という。）について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食

品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販

売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

○２  食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度

において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称

その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。  

○３  食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前

項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品

等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。  

第三章 器具及び容器包装  

第十五条  営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。  
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■マイカップの自動販売機利用に関する通達 

コップ販売式自動販売機により調理される清涼飲料水等を販売する際に 

使用するコップについて 

(平成 16 年 3 月 31 日) 

(／食安基発第 0331001 号／食安監発第 0331003 号／) 

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食

品安全部基準審査課長・厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知) 

 

今般、内閣府総合規制改革会議事務室が行った全国規模の規制改革要望の募集におい

て、事業者団体よりコップ販売式自動販売機で未使用の紙コップ等以外のコップを使用

できるようにすべきとの要望が提出されたところであるが、コップ販売式自動販売機に

より調理される清涼飲料水及び殺菌されている乳酸菌飲料(以下「清涼飲料水等」とい

う。)を販売する際に使用するコップについての取り扱い及び留意事項等は以下のとおり

であるので、貴管下の関係営業者への周知、指導方よろしくお願いする。 

なお、本通知においては、コップ販売式自動販売機により販売される清涼飲料水等は、

通常販売後直ちに喫飲されることを想定しているが、これと異なる販売実態がある場合

は、食品衛生上の問題の有無について確認する必要があるため、具体的な販売の方法等

について関係営業者から聴取した上、当職まで連絡されるようお願いする。 

記 

1．コップ販売式自動販売機により調理される清涼飲料水等を販売する際には、告示で規

定する容器のほか、洗浄して繰り返し利用できる当該自動販売機専用のコップを使用

するなど、購入者自らが用意したコップを使用することは差し支えないこと。また、

この場合、購入者が、紙コップ等の自動販売機内に備え付けられたコップを使用する

か、自らが用意したコップを使用するか選択できるような構造とすることは差し支え

ない。 

2．購入者自らが用意したコップを使用する場合にあっては、販売される清涼飲料水等の

安全性を確保するため、次の事項に留意して関係営業者を指導すること。 

(1) 告示の第 3器具及び容器包装の部 E4(1)2．b に示すように、食品の自動販売機は、

食品又はこれに直接接触する部品に外部から容易に接触できないものであることが

求められているので、使用するコップが清涼飲料水等に直接接触する部品に容易に

接触することのないよう特に留意すること。なお、清涼飲料水等の調理の際に使用

される撹拌棒(インペラ)など、コップの中に収められた清涼飲料水等に触れる部品

については、販売の都度洗浄し、必要に応じ殺菌するなど、清潔に維持すること。 

(2) 注水口等を販売の都度、洗浄、消毒するなど、清涼飲料水等の取出口を常に清潔

に保つこと。 

(3) コップの内容物による部品の汚染を防止するため、清潔な、空のコップを常に使

用すること等を購入者に対して周知するほか、設置場所、利用者等の状況に応じて、

自動販売機内で自動的にコップが空であることが確認される又はコップが洗浄され

る構造とする等必要な措置をとること。 
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(4) 当該自動販売機専用のコップ以外のコップを使用する場合は、販売される清涼飲

料水等がコップからこぼれ出たり、撹拌棒が容器の外部など不適当な場所に接触し

たりすること等により、取出口等が汚染されたり、部品が破損したりすることを防

止するため、一回の販売量、使用するコップに必要な容積及び口の広さ並びに必要

な底の深さ等の注意事項を購入者に対して周知する等、必要な措置をとること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79

４．事業計画シート 
 このシートに書き込むことで事業計画の概要を練りましょう。 

 

実施イベント  実施日  

実行主体  実行場所  

食器利用予定人数  

リユース食器支援団体名・連絡先  

目的  

使用する食器  

スケジュール 

 

 

 

 

 

洗浄方法  

周知方法  

見込まれる効果  

回収方法  

人員配備計画  

収入（見込）  支出（見込）  

 

 

 

   

実施後の 

評価点 

 

 

 

回収率  

次回への 

改善点 

 

 

ごみ発生の

削減量 
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５．準備チェックシート 

 このシートにチェックすることで、事業の実施に抜けや漏れがないか確認し

ましょう。項目毎に本文中の該当ページを示してあります。 

 

■計画段階：総合的な実施体制の検討や細部の事前調整 

（全体に関すること） 

□ 関係者の意思統一はなされていますか（P26） 

□ リユース食器実施の責任者は決まりましたか（P27） 

□ スケジュールをどのように組むか決まりましたか（P28） 

□ どれくらいのコストがかかるのか把握しましたか（P28） 

 （食器に関すること） 

□ 食器はどのように入手するか決まりましたか（P30） 

□ 食器の大きさや素材はどのようなものが適しているか検討しましたか（P32） 

□ 食器を長持ちさせる対策は考えられましたか（P35） 

□ リユース食器を何個程度準備したらいいか決まりましたか（P36） 

□ カップを開発する場合の工夫点を押さえましたか（P38） 

□ リユース食器保管の際の留意事項を確認しましたか（P38） 

 （回収方法に関すること） 

□ 回収場所は効率のよいものとなっていますか（P39） 

□ 回収率を上げるための宣伝方法は効果が見込めそうですか（P40） 

□ 回収率を上げるためデポジット金（預かり金）をかけるか検討しましたか（P42） 

□ デポジット金（預かり金）をかけた場合の金銭管理等の調整はしましたか（P43） 

□ デポジット制度以外の回収率向上策について検討しましたか（P44） 

 （洗浄・保管に関すること） 

□ 衛生管理に関する法律上の手続きは理解しましたか（P45） 

□ 洗浄場所をどこにするか決めましたか（P47） 

□ 現地で洗浄を考える場合に必要なものはそろっていますか（P49） 

□ 食器洗浄車（ゲシルモービル）は利用可能ですか（P50） 

 （その他調整事項） 

□ リユース食器の導入者と出店者・関係者との調整はすみましたか（P53） 

□ リユース食器を用いて販売するものの中身は決めましたか（P55） 

□ 自治体と調整はしましたか（P56） 

□ 経費や企業協賛について考慮しましたか（P57） 

□ リユース食器を会場で循環させるために必要な人数は見積ましたか（P59） 

 

■実施段階：イベント直前・開催中の対応 

□ 食器の回収所は周辺に比べて目立っていますか（P60） 

□ 人員を集めることはできましたか（P61） 

□ 衛生関連やリユース食器の制度について関係者は理解できていますか（P61） 
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□ 食器の数の管理を工夫しましたか（P61） 

□ 撤収スケジュールは組まれていますか（P62） 

 

■評価段階：イベント終了後の全体評価 

□ 来場者アンケートは実施しましたか（P63） 

□ 次回実施のための改善案検討会を開きましたか（P63） 

□ ごみ削減量計算をしてみましたか（P64） 

□ コストを下げる方法について議論しましたか（P65） 
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６．リユース食器貸出団体 食器保有状況等詳細 

 

■NPO 法人 環境り・ふれんず（リサイクルプラザ宮の沢） 

〒063-0051 札幌市西区宮の沢一条 1 丁目ちえりあ１F 

食器および食器洗浄車（アラエール号）引渡し場所：西区二十四軒 4－1 

tel: 011－671-4153 / fax: 011－671-4156 

mail: recycle-hp@sapporo530.or.jp  

URL: http://www.sapporo530.or.jp/ 

種類 サイズ 数量 備考 

大皿 19cm×4cm 300  

中皿 16cm×2.5cm 300  

どんぶり 15.5cm×6.5cm 300  

マグカップ 230cc 180  

ガラスコップ 365cc 200  

PP コップ 430cc 400  

箸  700  

スプーン  200  

中どんぶり（陶器） 14cm×6cm 656  

小どんぶり（陶器） 12.5cm×6cm 423  

 

 

 

巻末資料１で取り上げた各団体について、2007 年 3 月末の時点での食器等の

保有状況を調査しました。各団体のホームページによる数量確認に加え、必

要に応じて各団体に調査を依頼し、協力を頂きました。なお、保有数につい

ては上下することがありますので、最新の保有状況については各団体にお問

い合わせください。 
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■NPO 法人 いいものクラブ  

〒082-3623 岩手県紫波郡矢巾町煙山第 10 地割 27 番地 1  

tel：019-697-1057 / fax：019-697-1058 

mail：cerehand@cameo.plala.or.jp 

種類 サイズ 数量 備考 

ペタルカップ 500ml 1,000  

皿 220mm 1,000  

どんぶり 14.5cm×7cm 4,000  

おわん 10.7cm×6.3cm 1,000  

コーヒーカップ 200ml 500  

箸  500  

スプーン（大）  500  

 

 

■仙台市（葛岡リサイクルプラザ）  

〒980-0811 仙台市環境局リサイクル推進課 

仙台市青葉区一番町 4-7-17 小田急ビル 10F 

tel：022-214-8230 

mail：kan007220@city.sendai.jp 

URL：http://www.gomi100.com/ 

種類 サイズ 数量 備考 

コップ（大） 560ml 180 ビールなど 

コップ（小） 280ml 180 ジュースなど 

丸平皿 直径 21.9cm 180  

どんぶり 直径 16.4cm 180  

スプーン  180  

箸  180  

食器洗浄車  有  
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■NPO 法人 エコネット上越 

〒943-0823 新潟県上越市高土町 1-9-7 

tel：025-527-3616 / fax：025-522-8241 

mail：econet-j@snow.plala.or.jp  

URL: http://www15.plala.or.jp/eco_net/ 

貸出対象：新潟県内上越地域 

種類 サイズ 数量 備考 

リユースカップ 270ml 400  

リユースカップ 450ml 400  

丸皿 直径 18cm 700  

カレー皿 プラスチック  200  

カレー皿 ステンレス  500  

おわん 大 500  

おわん 中 800  

おわん 小 2,100  

お盆 ステンレス  350  

お盆 プラスチック  100  
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■NPO 法人 環境 NPO 良環 

〒955-0072 新潟県三条市元町 17-13 

tel/fax：0256-32-3771 

mail：recycle@ginzado.ne.jp  

URL：http://www.ginzado.ne.jp/~recycle/index2.htm 

種類 サイズ 数量 備考 

リユースカップ 450ml 400  

リユースカップ 280ml 400  

どんぶり 耐熱ガラス 中 300  

どんぶり アロイ樹脂 中 500  

皿 メラミン樹脂 22cm×2cm 800  

スプーン・フォーク  

ステンレス 
 800  

ナイフ ステンレス  60  

ボール アルミ 14cm×5cm 500  

カレー皿 ステンレス  160  

お椀 ポリプロピレン 小 200  

 

 

■Bear’s Farm 

〒957-0052 新潟県新発田市大手町 3-1-23  

tel：090-1121-3820 

fax：0254-23-7240  

mail：masaro.takemae@toppan.co.jp 

URL：http://bearsfarm.spaces.msn.com/ 

種類 サイズ 数量 備考 

リユースカップ 450ml 400  

おわん 13.5cm×6cm 600  

食器洗浄車  1 要 100V 電源、上水、排水

食器洗浄機  1 要 100V 電源、上水、排水

その他食器 各種 お問い合わせください 
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■NPO 法人 ねっとわーく福島潟  

〒950-3328 新潟市前新田乙 493 水の駅 ビュー福島潟 ３階 

tel/fax：025-387-0284 

mail：fukushimagata@infoseek.jp  

URL：http://www5e.biglobe.ne.jp/~hishikui/   

種類 サイズ 数量 備考 

リユースカップ 450ml 200  

丸皿  500  

どんぶり  450  

お椀  400  

箸  500  

 

■リユース・くらぶ・にいがた 

〒950-2041 新潟市坂井東 6-12-40 

tel/fax：025-260-4750 

mail：tati4750@poplar.ocn.ne.jp 

種類 サイズ 数量 備考 

リユースカップ 450ml 1,000  

リユースカップ 250ml 200  

皿（大）  900  

皿（中）  1,000  

皿（小）  2,000  

おわん  7,000  

ラーメンどんぶり  700  

オードブル皿  100  

スプーン  500  

フォーク  200  

箸  5,000  

鍋セット（大）  2 大 1、中 1 

バーベキューセット  1  
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■て to て倶楽部 

〒950-0517 

新潟県新潟市鵜ノ子八反田 819（新潟ガラスリサイクルセンター株式会社内） 

tel：025-382-7100 / fax：025-382-7128 

mail：n-glassrecycle@s4.dion.ne.jp 

URL：http://www.te2te.jp 

種類 サイズ 数量 備考 

リユースカップ（大） 650ml 2,350  

リユースカップ（中） 450ml 2,140  

リユースカップ（小） 280ml 1,600  

お椀 600ml 1,000  

皿 20cm 1,000  

スプーン  500  

 

 

■豊栄福祉交流センター“クローバー”  

豊栄福祉交流センター クローバー（担当：ひしもの家） 

〒950-3323 新潟県新潟市豊栄東栄町 1 丁目 1 番 49 号  

tel：025-384-1112 (代表) / fax：025-387-4753 

mail：clover@ai.wakwak.com 

URL：http://park3.wakwak.com/~clover/ 

種類 サイズ 数量 備考 

リユースカップ（M） 450ml 550  

片手カップ 100ml 20  

ステンレス皿 15cm×22.5cm 100  

PP 皿（大） 18cm×2.3cm 100  

PP 皿（中） 16cm×3cm 100  

PP 皿（小） 11.7cm×2cm 140  

PP おわん 415ml～465ml  3,000  

箸（木製）  200  

スプーン（中） 15cm 100  

片手鍋（蓋なし） 24cm×13cm 2  
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両手鍋 33cm×13.5cm 2  

両手鍋 39cm×16cm 3  

両手鍋 46cm×17cm 1  

吊る付鍋（蓋なし） 52cm×21cm 1  

ざる 29cm×11cm 2  

ざる 37cm×12cm 1  

電気加温器  2  

バーベキューセット  2 網・鉄板・へら・箸 

おたま  6  

保温ポット  2 3L、2.5L 

やかん  2 6L、7.5L 

灰皿  27  

 

 

■NPO 法人 スペースふう 

〒400－0305 山梨県南巨摩郡増穂町天神中条 177 

tel: 0556-22-1150 / fax: 0556-22-1862 

mail: info@spacefuu.net 

URL: http://www.spacefuu.net    

種類 サイズ 数量 備考 

Petal Cup L 720ml 13,000  

Petal Cup M 540ml 10,000  

Petal Cup S 400ml 3,000  

どんぶり 14cm×7cm 19,000  

皿（大） 27cm 3,000  

皿（中） 22cm 7,000  

皿（小） 19cm 7,000 クリームイエロー 

皿（小） 19cm 9,800 ホワイト 

お椀 10.7cm×6cm 14,000 茶色 

お椀 10.7cm×6cm 3,500 半透明 
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コーヒーカップ 200ml 4,000  

スプーン（大）  5,000  

スプーン（小）  1,200  

箸  10,000  

 

 

■財団法人 地球・人間環境フォーラム  

〒105-0001 東京都虎ノ門 1-18-1 虎ノ門 10 森ビル 5 階 

tel: 03-3592-9735 / fax: 03-3592-9737 

mail: info@reuse-network.jp 

URL: http://www.gef.or.jp/reuse/    

種類 サイズ 数量 備考 

PP 製カップ（LL） 650ml 1,000  

PP 製カップ（L） 560ml 400  

PP 製カップ（M） 450ml 200  

PEN 製カップ（S） 250ml 600  

 

 

■国際青年環境 NGO A SEED JAPAN・ごみゼロナビゲーション 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-4-23 

tel：03-5366-7584 / fax：03-3341-6030 

mail：LIVEECO@gomizero.org 

URL：http://www.gomizero.org/   

種類 サイズ 数量 備考 

PP カップ 450ml 10,000  

平皿 25.5cm×2cm 400  

丸皿 19.5cm×3.8cm 180  

どんぶり 15.5cm×7cm 200  

小鉢 12.3cm×5.5cm 300  

お椀 14.5cm×6cm 150  

フォーク  200  

スプーン  200  



 90

箸  200  

＊基本的にレンタルは実施していない。 

 

 

■NPO 法人 社会資源再生協議会 

〒164-0012 東京都中野区本町 3-1-4 

tel：03-3375-5306 / fax：03-3372-1840 

URL：http://www.reusecup.jp/ 

種類 サイズ 数量 備考 

リユースカップ（LL） 650ml 1,000  

ペタルカップ(M) 540ml 1,500  

リユースカップ(S) 270ml 300  

皿（大） 直径 27cm 500  

皿（中） 直径 22cm 1,040  

皿（小） 直径 19cm 4,000  

どんぶり 14cm×7cm 3,000  

おわん 10.7cm×6cm 300 茶色 

おわん 10.7cm×6cm 200 半透明 

コーヒーカップ 200ml 400  

箸  600  

スプーン（大）  600  

スプーン（小）  200  

 

 

■日産スタジアム 

貸し出しおよび返却先：日産スタジアム管理事務所 

横浜市港北区小机町 3300 

問い合わせ連絡先：事業係担当 tel：045-477-5008 

URL：http://www.nissan-stadium.jp/  

種類 サイズ 数量 備考 

PP カップ 650ml 2,800  
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■NPO 法人 富士市のごみを考える会 

〒437－1302 静岡県富士市大渕 27-6 

TEL／FAX:0545-35-2439   

mail：fyono@ck.tnc.ne.jp 

URL：http://www006.upp.so-net.ne.jp/fujigomizero/ 

種類 サイズ 数量 備考 

大平皿 23cm×2cm 422  

大深皿 23cm×3.5cm 215  

大丼 19.2cm×8cm 145  

大丼 17.8cm×6.2cm 178  

中丼 16.4cm×6.8cm 206  

中丼 16.8cm×6.8cm 122  

中丼 14cm×7.5cm 525  

中皿 19.5cm×3.7cm 550  

中皿 15.8cm×3.8cm 134  

中皿 17.8cm×4cm 932  

中皿 16.4cm×3.3cm 200  

小鉢（大） 14.3cm×6.3cm 249  

小鉢（小） 13.6cm×5.7cm 325  

小鉢（大）かき氷用 13.4cm×5.8cm 664  

小鉢（小）かき氷用 12.7cm×6.7cm 853  

小鉢 12.9cm×2.4cm 多数 橙色 

小鉢 12.9cm×2.4cm 多数 若草色 

食器洗浄機  1 台  
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■デポネット三重 

〒512-0906 四日市市山之一色町 1123 ぷぅる・あんふぁん内 

tel/fax：0593-33-6909 

mail：taiyo@cty-net.ne.jp 

URL：http://www5.cty-net.ne.jp/~deponet/index.html 

種類 サイズ 数量 備考 

PLA カップ（大） 630ml 1,000
PLA＝生分解性プラスチ

ック 

PP カップ（中） 450ml 1,400 PP＝ポリプロピレン 

PEN カップ（小） 250ml 95
PEN＝ポリエチレンナフ

タレート 

PP カップ（小） 280ml 1,100  

どんぶり（大） 13cm 480cc 1,200  

どんぶり（小） 11cm  360cc 500  

皿（大） 直径 17.5cm 900  

皿（小） 直径 16cm 550  

箸  400  

カレー用スプーン  500  

うどん用丼 16cm  780cc 1,200  
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■環境対策支援便 RE-ECO（NPO 地域環境デザイン研究所 ecotone） 

〒604-8187 

京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町 445 日宝烏丸ビル 2F-1 

tel/fax：075-231-4356 

mail：info@ecotone.jp 

URL：http://www.ecotone.jp/ 

種類 サイズ 数量 備考 

リユースカップ PP 280ml 5,133  

マグカップ PP 250ml 5,884 取手付 

小平皿 PP 直径 19cm 5,237  

カップ（中） PP 450ml 5,474  

どんぶり（大）  

メラミン 
15.5cm×7cm 200  

どんぶり（中） PP 14.7cm×7cm 5,223  

どんぶり（小）  

メラミン 
12cm×5.3cm 346  

カレー皿  

ポリプロピレン 

25cm×17.8cm  

深さ 2.5cm 
5,966  

平深皿 メラミン 24cm×3.8cm 349  

平皿 メラミン 22cm×1.8cm 327  

スプーン   

フォーク   

箸   

食器洗浄機  4 台  
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■千里リサイクルプラザ研究所 （イベントのごみゼロ研究会） 

〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園 4-3 

tel：06-6877-5300 / fax：06-6876-0530 

mail：h-ohsawa@sutv.zaq.ne.jp 

URL：http://www.infomart.or.jp/kurukuru/index.htm 

種類 サイズ 数量 備考 

PP カップ（大） 560ml 700  

PP カップ（中） 450ml 1,010  

PP カップ（中） 420ml 610  

PP カップ（小） 250ml 920  

PEN カップ 230ml 430  

PP 湯飲み（赤）  90  

ガラスコップ（小）  197  

アルマイト平皿 18cm 500  

メラミン角皿 33cm 140  

メラミン皿（白） 24cm 22  

PP 大皿（赤） 23cm 420  

PP 中皿（赤） 20cm 145  

PP カレー皿 25cm 960  

PP どんぶり（白・灰色） 15cm 780  

PP 大・中どんぶり（赤） 16cm 160  

アルマイト椀（大） 14cm 140  

アルマイト椀（小） 12cm 100  

PP 椀（あずき） 11cm 380  

プラスチック椀（黒） 10cm 60  

メラミン小椀（黄） 13cm 90  

PET 再生盆 27cm 40  

塗り箸  930 カラー塗り箸 600 本含 

PP スプーン  750  
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ステンレススプーン  340  

PP フォーク  940  

食器洗浄機  1 台  

L 皿 22cm 800  

S 皿 19cm 950  

小皿 15cm 410  

鉄木箸  990  

メラミン ケーキ皿 16cm 130  

メラミン 小深皿 14cm 140  

メラミン 小鉢 11cm 80  

 

 

■リユース食器の ABC 

〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 19-C-406 

tel/fax：072-626-4992  

mail：hanaippai@hcn.zaq.ne.jp    

種類 サイズ 数量 備考 

共通リユースカップ 450ml 1,000  

共通リユースカップ 280ml 1,000  

PP コーヒーカップ 230ml 1,600  

PP 小判型カレー皿 25cm×17.5cm 1,000  

PP どんぶり 14cm×7cm 2,000  

PP お椀 10.7cm×6cm 700  

PP 小皿 直径 19cm 1,000  

PP 蓋付ケース 550ml 400  

PP スプーン  1,000  

PP フォーク  1,000  

塗り箸  2,000  
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■NPO 法人 タブラ ラサ  

〒700-0904 岡山県岡山市表町 1-3-14 

tel/fax：086-233-6550   

種類 サイズ 数量 備考 

リユースカップ 450ml 800  

丸皿 直径 18cm 50  

どんぶり（小） 500ml 200  

どんぶり（大） 1,000ml 50  

食器洗浄機  1 台 車なし 

 

 

■NPO 法人 MEDAKA 

 〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎 1-10-1 

 tel/fax：0859-22-3080 

 mail：medaka05@infoseek.jp     

種類 サイズ 数量 備考 

ペタルカップ（M） 450ml 1,000  

ペタルカップ（L） 720ml 300  

どんぶり 550cc 1,000  

皿（S） 直径 190mm 1,000  

皿（L） 直径 270mm 1,000  

お椀 10.7cm×6.3cm 1,000 茶色 

お椀 10.7cm×6.3cm 300 半透明 

コーヒーカップ 200ml 1,000  

はし（木製）  1,000  

スプーン（小）  1,000  

スプーン（大）  1,000  
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■NPO 法人 北九州エコ・サポーターズ 

 〒808-0002 福岡県北九州市若松区向洋町 10-1 

 tel/fax：093-751-2811 

 mail：hisasongt@yahoo.co.jp  

URL：http://www.kitaq-eco.net/   

種類 サイズ 数量 備考 

皿 L 直径 27cm 940  

皿 M 直径 22cm 1,250  

皿 S 直径 19cm 1,960  

どんぶり 14cm×7cm 1,020  

おわん 10.7cm×6cm 1,000  

Petal Cup 720ml 660  

コーヒーカップ  1,990  

箸  2,433  

スプーン  1,150  

 

 

■那覇市リサイクルプラザ・アースの会 

那覇市リサイクルプラザ 

〒901-1105 沖縄県南風原町字新川 641 

tel：098-889-5396 / fax：098-835-6253 

URL：http://a-sunokai.hp.infoseek.co.jp/  

○食器洗浄車に搭載されている食器 

種類 サイズ 数量 備考 

陶器大皿 300ml 150  

陶器取り皿 200ml 150  

陶器どんぶり 800ml 150  

お椀 200ml 150  

コップ（大） 500ml 200  

コップ（小） 350ml 200  

箸 22cm 200  
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箸 19.5cm 200  

コンテナ（青）  25  

消毒カゴ  3  

 

○食器のみの貸出 

種類 サイズ 数量 備考 

プラスチックカレー皿 200ml 400  

陶器カレー皿 色・形不揃い 200  

プラスチックどんぶり 600ml 500  

プラスチック汁椀 300ml 800  

プラスチック取り皿 100ml 1,000  

グラス 色・形不揃い 150  

コーヒーカップ 色・形不揃い 150  

湯飲み茶碗 色・形不揃い 150  

コップ（大） 500ml 40  

リユースカップ（中） 450ml 400  

リユースカップ（小） 280ml 100  

コップ（中） 350ml 150  

コップ（小） 250ml 20  

はし  1,000  

スプーン（大）  700  

スプーン（小）  250  

フォーク（大）  200  

フォーク（小）  50  

コンテナ（黄色）  5  

蓋つきコンテナ  50  
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７．参考文献等 

（財）地球・人間環境フォーラム（リユース食器ネットワーク事務局）の他、

自治体や NPO が報告書・手引き等を発行しています。 

 

○（財）地球・人間環境フォーラム  

『平成 14 年度リユースカップの実施利用に関する検討調査報告書』平成 15 年 3 月 

 →リユースカップの特性、環境ビジネスとしての可能性、ドイツのリターナブル容

器事情視察、大分サッカー場での取組み等が記載されている。 

 

『平成 15 年度リユースカップ等の実施利用に関する検討調査報告書』平成 16 年 3 月 

 →大分サッカー場での取組み、リユースカップ・システム普及のための課題と考察、

LIVE ECO プロジェクト、韓国における一回用品削減の現状、大分サッカー場での

リユースカップ利用に関する LCA 評価等。 

 

『平成 16 年度リユースカップ等の実施利用に関する検討調査報告書』平成 17 年 3 月 

 →サッカー場におけるリユースカップ利用、音楽イベントやアミューズメント施設

での利用、リユース食器ネットワークの設立等。 

 

『平成 16 年度デポジット制度導入実証事業に関する検討調査報告書』平成 17 年 3 月 

 →鈴鹿サーキットにおける実証実験の評価と課題等。 

 

『平成 17 年度デポジット制度導入実証事業に関する検討調査報告書』平成 18 年 3 月 

 →デポジットを採用したリユースカップ・システムの実証、デポジットなどによる

経済的インセンティブによる主要国の環境保全について等。 

 

『エコイベントの進め方 BOOK』 

 →地域におけるイベント向きの小冊子。リユース食器導入に関する一連の事項がコ

ンパクトにまとめられている。 

   

『リユースカップ導入の手引き』 

 →サッカー場など大規模イベント向きの小冊子。横浜・新潟のサッカー場の事例や、

仙台のサッカー場のマイカップ方式が紹介されている。 

 

 

（すべてダウンロード可能）http://www.gef.or.jp/reuse/index9.htm 
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○4 万人のごみゼロプロジェクト、新潟県県民生活・環境部県民生活課編 

『タノシクイイコト』 

 →ごみゼロイベントの企画方法や実施事例が豊富。 

 

（ダウンロード可能） 

http://www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/kenminseikatsu/gomi/tanoshiku-iikoto.pdf 

 

 

○徳島県、とくしま環境県民会議 

『エコイベントとくしま』 

  →リユース食器（システム）について、京都の ecotone の活動を通して紹介。 

 

 

○国際青年環境 NGO A SEED JAPAN・ごみゼロナビゲーション 

『LIVE ECO』 

  →ライブハウス向けにリユースカップ導入のメリットについて紹介したもの。 

   ほぼ同内容の情報は、インターネットを通じて入手可能。 

   http://www.gomizero.org/live_eco/intro/i01.html 

 

 

○京のアジェンダ 21 フォーラムえこまつりワーキンググループ 

『はじめよう えこまつり』 

  →地域でのエコイベントの実施方法についてマニュアル化されている。写真多数。 
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リユース食器を使ったエコイベント実践マニュアル 

平成 19 年（2007 年）3 月 

 

 

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-11-5 TKK 西新橋ビル 3 階 

TEL 03-3580-8221（代） FAX 03-3580-8265 

http://www.dynax-eco.com  info@dynax-eco.com 
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