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１ 実施概要 
（１）目 的     グリーン購入の普及と定着を図るため、東海三県一市の広域連携により事業者・団体・

行政が協働して消費者に対する啓発キャンペーンを実施し、環境に配慮した消費行動を

促すことにより、環境配慮型商品の普及を促進させ、持続可能な社会の構築に寄与する

ことを目指す。 

  （２）実施時期     平成３１年１月１１日（金）から平成３１年２月１０日（日）まで 

  （３）キャッチフレ ズ     グリーン購入～あなたにも！地球にも！未来にも！やさしいお買い物～ 

  （４）実施内容   ア グリーン購入の啓発     グリーン購入の意義を掲載したポスターや懸賞応募はがきを協力店舗内に掲示するほ
か、環境ラベルのついた商品、地元・旬のもの、詰め替え商品等のグリーン購入対象商

品を集めたコーナーを設置するなど、消費者に対してグリーン購入の普及・啓発を行っ

た。併せて、協力事業者・団体並びに協賛事業者・団体、実行委員会の構成団体の独自

ツールによる広報も行った。 

   イ 懸賞応募企画     環境ラベルのついた商品、地元・旬のもの、詰め替え商品、LED照明等の省エネ商品

を購入した方を対象に、環境に配慮した商品のセットが当たる懸賞応募企画を実施し、

グリーン購入の普及・啓発を行った。併せて懸賞応募はがきに、グリーン購入について

のアンケート欄を設け、効果測定を行った。 

   ウ 協力事業者における独自企画の実施     店舗において、独自企画を実施していただき、グリーン購入の普及・啓発を行った。 

 

エ 実行委員会によるキャンペーンイベントの開催 
キャンペーン期間中は、三県一市それぞれにて、店舗のイベントスペースを利用し、グ

リーン購入について啓発する展示やクイズ、ゲームからなるイベントを、店舗・協賛事業

者・団体との協働で行った。  
オ 意見交換会等の開催   キャンペーン実施前、環境ラベル団体を始め、協賛事業者・団体や協力事業者・団体
の担当者を対象に、今年度実施する取り組みの内容やキャンペーン全体に対して意見交

換会を行った。また、キャンペーン実施後には、今年度のキャンペーンについて伺うと

ともに、次年度以降のキャンペーンの効果的な実施やグリーン購入の普及方法に対する

アンケートを行った。   
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（５）主催等   ア 主催 

東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行委員会       愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、日本チェーンストア協会中部支部、       グリーン購入ネットワーク、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局  

 

イ 協賛 
２９事業者・団体（５０音順） 
○環境ラベル団体（６団体） 
・FSC®ジャパン（日本森林管理協議会） 

・海洋管理協議会（MSC） 

・一般社団法人産業環境管理協会 

・一般社団法人日本有機資源協会 

・特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジャパン 

・一般社団法人緑の循環認証会議 

      ○地元産物団体（３団体）       ・愛知県経済農業協同連合会       ・全国農業協同組合連合会岐阜県本部       ・みえの米ブランド化推進会議  
○環境配慮食品取扱い事業者（４社） 
・味の素ＡＧＦ株式会社 
・九鬼産業株式会社 
・株式会社 J-オイルミルズ 
・ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社       ○詰め替え商品取扱い事業者（３社） 
・花王グループカスタマーマーケティング株式会社 
・クラシエホームプロダクツ販売株式会社 
・サラヤ株式会社       ○環境ラベル商品取扱い事業者（５社） 
・株式会社エフピコ 
・シヤチハタ株式会社 
・ゼブラ株式会社 
・株式会社トンボ鉛筆 
・株式会社美濃商会   
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（６）啓発物品一覧（ＦＳＣ認証） 
ポスタ  Ｂ２ 
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ＰＯＰ Ｂ６ 
    

レジ液晶画面 
   

※主にコンビニエンスストアで使用 
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懸賞応募用紙（表）Ｗ１４８×Ｈ３００     懸賞応募用紙（裏）Ｗ１４８×Ｈ３００ 
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２ 取組内容 
（１） グリ ン購入の啓発（協力事業者・団体における啓発の一例）             上記に加えて、ホームページやテレビ、ラジオ、メールマガジン、折り込みチラシなど協

賛事業者・団体、協力事業者・団体、実行委員の各広報ツールにより啓発を行った。 

コンビニエンスストアにおけるレジ液晶画面の表示 百貨店におけるＰＯＰの掲示 
ス パ における応募用紙の掲示 
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（２）懸賞応募企画  ＜概要＞ 
グリーン購入の対象となる商品（環境ラベルのついた商品、地元・旬のもの（東海三

県産）、詰め替え商品、LED照明等の省エネ商品）を購入した方に、抽選で次の賞品を

合計２５０名様にプレゼントした。  
A 節水節電セット 

B 詰め替え商品セット 

C 地産地消セット 

D 環境配慮食品セット 

E エコ文具セット 

５０名様 

５０名様 

５０名様 

５０名様 

５０名様 

 

  
＜実施期間＞ 

    平成３１年１月１１日（金）～平成３１年２月１０日（日）（当日消印有効）  
＜応募方法＞ 

協力店舗内に備え付けの応募用紙に、①郵便番号・住所・電話番号、②氏名、③購入

した商品名、④お買い上げ店名、⑤希望商品を明記し、グリーン購入に関するアンケー

トに回答した上、郵送にて応募する。または、東海三県一市グリーン購入キャンペーン

のホームページ上の応募フォームより応募する。 

 

   【送付先】〒４６０ ８５０８ 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

名古屋市環境局環境企画部環境企画課 内 

        「東海三県一市グリーン購入キャンペーン」実行委員会事務局 

 

＜アンケ ト内容＞ 
   ○年齢 A. ２０歳未満 B. ２０歳以上 C. ３０歳以上 D. ４０歳以上 

       E. ５０歳以上 F. ６０歳以上 G. ７０歳以上 

 

   ○質問１「あなたは、普段の買い物でどのようなことを実践していますか」（複数回答可） 

     A. ものを購入する前に、本当に必要かどうかよく考えてから買う 

     B. 詰め替え商品を選ぶ C. 環境ラベルのついた商品を選ぶ 

     D. リサイクル商品を選ぶ E. 省エネ商品を選ぶ 

     F. 地元・旬のものを選ぶ G. 繰り返し使えるものを選ぶ 

     H. マイバッグを持参する I. 特に実践していない 

 

  ○質問２「質問１の A から H までの取組など、環境への負荷が少ないものやサービス

を選んで購入することを『グリーン購入』といいますが、これまでに『グリーン購入』

という言葉を知っていましたか」 

     A. 知っていた    B. このキャンペーンで知った 
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   ○質問３「『グリーン購入』を実施しますか」      A. これからも実施する   B. このキャンペーンを機会に実践する      C. 今後も実践しない 

 

○質問４「今回、どのようにこのキャンペーンを知りましたか」      A． 店頭の掲示物・配布物  B. イベント  C. チラシ  D.その他（  ） 
    ○質問５「どうして応募をしようと思いましたか（自由記載）」 

   ＜当選発表＞     厳正な抽選のうえ当選者を決定し、商品の発送をもって当選の発表にかえた。 

   ＜懸賞応募企画の抽選結果＞    ○抽選日  

平成３１年２月２１日（木） 

    ○応募者数     ３，５１０名（応募ハガキ ２，６５９名／インターネット ８５１名）       （愛知県 ２，４４５名（うち名古屋市 ８９０名）、岐阜県 ４４２名、 
三重県 ５６２名、その他 ６１名）     ○当選者数     ２５０名 

   ＜アンケ ト結果＞     ２０～２４ページに記載のとおり 

   ＜賞品＞ 
A 節電節水セット×５０名    商品提供企業（花王グループカスタマーマーケティング株式会社） 

B 詰め替え商品セット×５０名 

商品提供企業（クラシエホームプロダクツ販売株式会社、サラヤ株式会社） 

C 地産地消セット×５０名 

商品提供企業（愛知県経済農業協同連合会、全国農業協同組合連合会岐阜県本部、 

みえの米ブランド化推進会議） 

D 環境配慮食品セット×５０名 

商品提供企業（味の素 AGF株式会社、九鬼産業株式会社、株式会社 J-オイルミルズ、 

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社）   E エコ文具セット×５０名 

商品提供企業（シヤチハタ株式会社、ゼブラ株式会社、株式会社トンボ鉛筆、 

株式会社美濃商会） 
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（３）協力店舗における独自企画の実施  ○ユニ 株式会社    グリ ン購入キャンペ ン 環境フェア    ＜名古屋市との取り組み＞ 平成３１年１月１２日（土）・１３日（日） 
＜愛知県との取り組み＞ 平成３１年２月２日（土）・３日（日） 

            



－13－

  

（４）実行委員会によるキャンペ ンイベントの開催 
○愛知県 
「リ フウォ クエコ博 東海三県一市グリ ン購入キャンペ ン」  
■開催日時 平成３１年２月２日（土）、３日（日）１０：００～１７：００ 

■場  所 リーフウォーク稲沢 リーフコート（愛知県稲沢市長野７丁目１ ２) 

■主  催 ユニー株式会社、愛知県、東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行委員会 

■内  容 
（１）ステ ジイベント 

環境をテーマにしたクイズ、劇、絵本の読み聞かせ、紙芝居など 
（２）体験イベント 

葉っぱのスタンプを使った森のミニふろしき作りやペットボトルを使ったポーチ 

作りなど 

（３）環境啓発展示 
各団体・企業の環境に対する取組の紹介 

■来場者数（延べ総数、ユニー株式会社作成実施報告書から引用） 
２月２日（土）２，８９３名、２月３日（日）２，８６６名 

  ■会場の様子      
 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

    環境にやさしい買い物クイズ 
（愛知県） 環境部長挨拶 
（愛知県） ユニ 株式会社による環境紙芝居 

（ユニ 株式会社） 
劇団シンデレラミュ ジカル 

（劇団シンデレラ）  
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                                                                                                        グリ ン購入啓発 
（東海三県一市グリ ン購入 
キャンペ ン実行委員会） グリ ン購入に関する展示 

（東海三県一市グリ ン購入 
キャンペ ン実行委員会）  環境絵本の読み聞かせ 

（東海子どもの本ネットワ ク） エコマ ク商品の展示 
（公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局） 

森のミニふろしき作り 
（ＮＰＯ法人もりの学舎自然学校） 盲導犬デモンストレ ション 

（ＮＰＯ法人全国盲導犬施設連合会）  
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○岐阜県  グリ ン購入啓発展「すすめよう！環境にやさしいお買い物」  
■開催日時 
平成３１年１月２６日（土）、２７日（日）１０：００～１７：００ 

■場  所  イオン柳津店 １階東エレベーター横 

（岐阜市柳津町本郷４ １ １） 

■内  容 
（１）環境にやさしい買い物パネルクイズ及びアンケート（開催時間中、随時） 

＜想定参加者＞ 親子来場者（幼稚園児～小学生低学年） 
＜ク イ ズ＞ ６問程度（子ども向け）（パネル形式） 
＜参 加 賞＞ 全員に配布（啓発物品（エコバック、蛍光ペン、ボールペン）詰め合

わせ）  
（２）グリーン購入展示コーナー 

・東海三県一市グリーン購入キャンペーンの紹介（パネル） 
・環境ラベル等の紹介（パネル） 
・協賛メーカー等によるエコ商品や環境に関する取組の紹介（パネル・商品）  

■来場者数 
約１００名（うち、アンケート参加者４６名） 

 

■会場の様子                 
■来場者アンケ ト実施結果  《実  施  日》 １月２６日（土）、２７日（日） 

 《アンケート回答者数》 ４６名   
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○三重県   グリ ン購入啓発イベント「あなたにも！地球にも！未来にも！やさしいお買い物」  
■開催日時 平成３１年２月９日(土)、１０日(日) １０：００～１５：００ 
■場  所 イオン津ショッピングセンター １階セントラルコート 

（津市桜橋３丁目４４６） 

■内  容   ・パネルや環境配慮商品の展示等により、環境にやさしい買い物（グリーン購入）に 

ついて紹介 

・環境ラベルについて学べるクイズを実施 

・子ども向けにごみの分別についてゲーム形式で学べる「つりつり大作戦」を実施 

 

■来場者数 ２月９日（土）１８０名、１０日（日）２６１名  
■会場の様子 
○パネル展示及び環境クイズ              
○環境ゲ ム「つりつり大作戦」（三重県環境学習情報センタ ）                 
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○名古屋市  「ヒルズウォ クエコ博 東海三県一市グリ ン購入キャンペ ン」 
  

■開催日時 平成３１年１月１２日（土）、１３日（日）１０：００～１７：００ 
■場  所 ヒルズウォーク徳重 1階 ヒルズコート 

（愛知県名古屋市緑区元徳重 1丁目 505番地） 

■主  催 ユニー株式会社、名古屋市、東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行委員会 

■内  容  
（１）グリ ン購入等に関するパネルや商品の展示 
   グリーン購入やフェアトレード、生物多様性に関するパネルを展示し、グリーン購入の

方法や、フェアトレード・生物多様性の理念の普及啓発を行った。また、実際に環境ラ

ベルの付いた商品を展示し、環境ラベルについて紹介した。 

（２）クイズ 
   パネルなどの展示物を見ながら、グリーン購入やフェアトレードについて学べるクイズ

を実施。  
■来場者数（ユニ 株式会社作成実施報告書から引用）  １月１２日（土）６３５名、１月１３日（日）５６６名 

 

■会場の様子           
○グリ ン購入・フェアトレ ド、生物多様性に関する展示                       



－19－

           
 

 

（５）意見交換会等の開催  
協賛事業者・団体、協力事業者・団体の担当者を対象として、キャンペーン前に主に今年

度実施する取り組み内容について意見交換を行った。また、キャンペーン終了直後には、実

施したキャンペーンの取り組みや実施に対する意見を伺うとともに、次年度以降に向けたキ

ャンペーンの効果的な実施やグリーン購入の普及方法に関するアンケートを実施した。 

  ○意見交換会 
■実施日時 平成３０年８月３０日（木）１３：３０～ 

■場  所 名古屋市役所内会議室 

  ■対 象 者 協賛事業者・団体、協力事業者・団体の担当者 

  ■内  容 

    １ グリーン購入に関する講演 

「グリーン購入は持続可能な社会への鍵 売り場から SDGｓに貢献するには」 

       （講師：グリーン購入ネットワーク事務局 深津学治事務局長） 

    ２ 平成３０年度東海三県一市グリーン購入キャンペーンの実施について （事務局） 

    ３ 意見交換 

 

○アンケ ト 
■回答期限 平成３１年２月１８日（月） 

■実施方法  郵便又は E mail 

■対 象 者 協賛事業者・団体、協力事業者・団体 

  ■内 容 （ 一 例 ） 

１ 店舗における実施内容 

２ 対象商品の近くに置けるＰＯＰのサイズ 

３ 当該キャンペーンにご協力いただいた理由 
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＜ キャンペ ンへの意見やグリ ン商品に関する意見など（抜粋）＞ 
○「知る」 
・普段の買物でエコに貢献できることを知ったので実践していきたい。 

・グリーン購入という言葉を初めて知り、身近なことから始められるため、とてもいい活動だ

と思いました。地産地消のセットが魅力的だったので応募しました。 

・グリーン購入の大切さを感じ、地元の食材を購入することがエコであることを改めて感じた。 

・以前から地産地消や詰め替え商品の購入を心がけてきましたが、買う前に考える事もエコに

繋がることを痛感しました。 

・普段詰め替え商品はよく利用しますが、グリーン購入という言葉は知らなかったので、今後

どの様な商品があるか興味がわきました。 

・キャンペーンをきっかけに、改めて商品を購入する際の注意を意識することができた。 

・環境ラベルは見たことはあるけれど、今まで意味を全く知りませんでした。わが家は普段か

ら地産地消やゴミの分別など比較的意識しているほうだとは思いましたが、まだまだ知らな

い事も多いのだなと気づき、ゴミや運送時のエネルギー削減を意識した物選びが増えるとい

いなと思い応募しました。 

・いつも詰め替え商品をなるべく使っているので応募。今日、詰め替え以外にも節水商品、環

境配慮食品初めて知りました。とても良いキャンペーンだと思いました。 

・環境ラベルの種類の多さそれぞれの目的があることに、気付きました。 

・環境ラベルも自分の知らないラベルがほとんどで、改めて意識するきっかけになった。 

・このようなキャンペーンが実施されていることを初めて知りました。また、グリーン購入と

いう概念を知りませんでしたが、実は自分はグリーン購入の姿勢は小さいころから実践して

きたように思います。便利であれば良い、時間や手間をかけたくない、自分たちさえよけれ

ばいいという感覚ではなく、私たちの世代ができる環境保全に対して最善を尽くす姿勢は長

い目で見て、遠い未来に、生きてくると思います。牛乳パックはリサイクル、ペットボトル

はできるだけ使わない。ゴミ袋もスカスカでは無理には捨てず、できるだけいっぱいにして

捨てる。ゴミ袋も無駄にはしたくないと思っています。これは人それぞれの勝手でいいこと

ではなく、道徳的な哲学として、当然のように社会全体に浸透するといいなと思います。 

・今まで購入していた商品の中にも意外と環境ラベル付き商品があることに気づくきっかけに

なりました。これからは意識し、そのような商品を買おうと思います。 

・今まで購入していた商品の中にも意外と環境ラベル付き商品があることに気づくきっかけになりました。

これからは意識し、そのような商品を買おうと思います。 
 

○「広がり」 
・娘がクリーンセンターの学習をし、ゴミを減らすことの重要性を再認識した。 

・グリーン購入という言葉は知っていましたが、今回たまたま店頭で見つけたチラシを機に、

もう一度グリーン購入という言葉を調べてみました。購入する前に必要かどうかを考えたり、

長く使えるものを選んで購入することもグリーン購入なんだ、と初めて知りました。普段か

ら実践していることではありますが、このキャンペーンを機にこれからはもっと意識して、

1 人の協力が合わさって地球に優しくできたらいいなと思い応募させていただきます。もっ

ともっとエコ活動したいです！地元の食べ物も大好きなので普段の食材は地産地消を意識し

ています。知人や家族にも勧めていますのでこれからもっと協力する方が増えたらいいなぁ

と思っています。 

・前回のお買い物の時にこのキャンペーンを知り、改めて意識してみると地元の野菜が沢山あ

ることに気付きました。環境のことを考える＋お買い物が楽しくなる機会でした。 



－23－

  

・このキャンペーンを知ってからエコバックを持って行ったり、詰め替え用の商品を買うよう

になりました。 

・ゴミの減量化に関心があり、普段から詰め替え商品を積極的に購入したり、マイバッグを使

用してレジ袋を辞退するなどしています。このキャンペーンを知った時、日々の小さな努力

を評価していただけているような気がして、ぜひ応募したいと思いました。 

・「地産地消」をもっともっと皆で実践していけば、新鮮でおいしいものが安くなるのではな

いかと常々思っている。 

・ドラックストアでこのハガキを子供がみつけました。子供と一緒にマークを探したりしてと

ても勉強になった。 

・結婚するまでは母まかせだったので、これからは自分自身で考え始め、今、環境とかエコを

勉強している。 

・昨年の夏の娘の自由研究のタイトルが「環境ラベルについて」。当時、買い物中、一緒に心

がけて、大変勉強になりました。昨日、こちらのチラシを見てハッとし、「エコな買い物」

を思い出しました。子ども達の方が環境に対する意識が高いです。 

・昨年グリーン購入について知り、環境問題やエコ活動について考えるようになりました。節

電や庭に緑のカーテンを作ったり、身近で出来る事が沢山あることを知り、今ではエコ活動

が楽しいです。 

・まもなく子どもが生まれるので、自分の人生だけではなく、子どもが生きていく未来のこと

まで自然と考えていくようになると思います。特に昨年は猛暑等地球環境について考えさせ

られる機会も多かったですが、子どもが年を重ねていく未来にも地球が住み良い環境である

様、グリーン購入で少しでもエコ活動を実践し、子どもにもその大切さを伝えられる家庭を

つくっていきたいと思います。 

・周りにグリーン購入を知らない人が多い。地元・旬の食品も『グリーン購入』対象だとは思

わなかったので、驚きました。スーパーに地元の農作物のコーナーを作って、道の駅みたい

に安価で購入できたり、スーパーとＪＡが提携などして、定期的に軽トラ市みたいなものが

開催されれば、楽しく集客力もあって活気づき、『地元の食』を実感できると思います。 

・家族から聞いてキャンペーンを知りました。普段から詰め替えを選ぶなど実践はしていまし

たが、それも家族の影響が大きいなと思います(昔から詰め替えを選ぶなどしている習慣が

家族にあったので、自然とそれを見て実践していたようです)。こうしたキャンペーンを機会

に改めてみんなで話し合うのもいいと思いました。 

・このキャンペーンを見てグリーン購入をしようという意識を持って買い物をしなければと思

いました。何事も参加することに意味があるのかなと思いました。 

・グリーン購入といえば、グリーン購入法に適合した文房具のイメージでしたが、今回のキャ

ンペーンチラシを見たときに、普段の買い物で何気なく手に取っていた詰め替え商品や地元

の食材もグリーン購入に繋がることを初めて知りました。今回応募した商品を家族で使って

みて、グリーン購入について改めて話してみたいと思い、応募しました。 

・学校で環境問題について学び、より悪化させないためにはどうすればいいのか、ということ

を考えていたら「地球にやさしい」グリーン購入というものを知り参加しました。 

・かけがえのない地球や環境を守っていくのは大切だというのはよく言われていてなんとなく

は分かっていても具体的に何をやったらよいかまでは具体的にわかっていませんでした｡今

回のグリーン購入をホームページで知って身近なところから始めれば良いのだと改めて分か

りました｡詰替などは近年メーカーさんの努力によって楽に速くできるものが開発されてい

ますし、そんなに手間のかかることではありません｡ゴミも減らせますし、備蓄スペースも取

りませんし、お値段も安く一石三鳥と考えるべきですね｡小さいことであっても毎日、多くの

人が取り組めば大きな違いが出てはずです｡私たちの財産である環境に配慮するということ
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は私たち自身にとってもとても意味のあることだと思いこの企画の主旨に賛同したから応募

しました。今回の機会によってグリーン購入について知ることができたのはとてもありがた

かったですし、これからもグリーン購入を続けていきたいと思っています｡ 

・売り場で 環境ラベル商品や詰め替え商品に意識して買い物することによって 子供達にこん

なに沢山のエコな商品が身近にあるんだよと教えてあげたい。 

・環境ラベル、グリーン購入という言葉を初めて知りました。子供の自由研究にしても 興味深

いなと思いました。小学生から 啓蒙活動するのがいいかも。 

・子供が油性マーカーを欲しがっていたので、今回の応募をきっかけに、エコについて一緒に

できることを考えました。 

 

○「商品に関して」 

・普段から詰め替え商品を選んで購入していましたが、景品にサラダ油の詰め替えがあり、知

らなかったからか、目に止まらなかったからなのか見たことが無いため、使い勝手とか保管

とか詰め替え容器などはどうなのかなど、色々興味が湧いた。 

・詰め替え商品について、本品より価格が高い場合（バーゲン）があります。 

・私としてはグリーン商品イコール詰替商品と思っています。時折詰替より本体が安価の時が

あり迷います。基準がよく判りかねます。 

・無洗米をまだ使った事がないので一度使って洗米の米との味をくらべてみたいと思った。 

・食品ロスや地産地消を心がけていて、なるべく食品は直売所で買うようにしています。これ

からも続けていきたいと思ったため、応募しました。節水節電セットの内容を見て一回試し

てみたいと思った。 

・普段からなるべく環境に優しく、ゴミが出にくい物で買い物するように心がけています。も

ちろん、家計にも優しいものです。まだまだ知らない、良い品もあるので、もっと環境に関

する商品の案内や、キャンペーンをやって頂きたいです！子供達も一緒に親子で楽しみなが

ら、環境について考えられるそんなキャンペーンを是非お願いいたします！！  

・シャンプーや洗剤はいつも詰替商品を購入します。 

・エコな文具と通常のものとの違いが気になるのと、子どもが使うことにより興味をもつ機会

になる。 

・自分の使っているメーカーも当然対象商品かと思っていたら、マークはなく、もっと商品が

増え、認知されるといいと思って応募しました。 

・グリーン購入商品には、商品にわかりやすく（緑色の）統一マークを付けて、誰でもすぐに

わかるようになっていると便利です。（いろいろなマークはちょっとわかりにくいと思いま

す。）場所もまちまちじゃなくて、『正面右上』とか一見してわかりやすいようになってい

れば、手に取りやすいと思います。詰め替えの商品はまだまだ限られているので、自分の使

っているものが詰め替えになったらうれしいです。環境ラベルマークを集めて、景品に交換

できたり、寄付できたり、役立てるシステムがあったら、参加する人が増えるのでは、と思

います。本体より詰め替え製品の方がお値打ちで、詰め替えやすい包装・パッケージになっ

ていることも大切だと思います。 

・昔は詰め替えが少しめんどくさいなと感じていましたが、今は各メーカーさん注ぎやすく詰

め替えしやすくなっていてゴミも減るしとてもいい活動だと思います。 

・日頃から環境配慮や詰め替えを買うようにしています。リンスのいらないシャンプーや柔軟

剤入り洗剤や無洗米は時間も節約になり、気に入っています。時々 詰め替えより本体の方が

安い場合は、悲しくなります。もっと宣伝して皆が知って、買う人が増えれば、安くなるの

でいいと思いました。  



  

                                             




