EVI預託森林プロジェクト（EVIにJ-クレジット（J-VER）の預託をいただいている森を守る全国のプロジェクト）
北海道エリア

東北エリア

（順不同、2017年10月現在 91プロジェクト）

【北海道】
士幌町有森間伐促進による森林づくりプロジェクト／上士幌町有林間伐促進プロジェクト
（次世代に引き継ぐ豊かな森林作りプロジェクト）
／石狩市市有
林間伐促進プロジェクト〜ニシンが群来（くき）
る豊かな海を未来に繋ぐ森づくり〜／標津町防風林育成事業ーサケのふるさとの森林づくりプロジェクトー／北海
道4町連携による間伐促進型森林づくり事業／北海道①王子製紙間伐促進プロジェクト／北海道②王子製紙間伐促進プロジェクト／北海道浦河町有林間伐促
進吸収プロジェクト〜優駿を育む森づくり〜／北海道広尾町有林における森林吸収プロジェクト／北海道中標津町による地域のくらしを守る格子状防風林におけ
る間伐促進プロジェクト／北海道津別町による町有林内における間伐推進を図りながらの森林CO2の吸収促進事業／紋別市有林間伐促進型森づくり事業／南
ふらの町有林間伐促進によるCO2吸収促進事業／北海道有林森林吸収エコビジネス支援プロジェクト〜
「キキタの森」
の間伐促進プロジェクト
【青森県】青森県県有林森林吸収プロジェクト
【岩手県】〜岩手県県有林における森林吸収量取引プロジェクト〜／釜石市緑のシステム創造事業／三田農林株式
会社 間伐促進型プロジェクト／森の町内会(間伐サポーター企業群と岩手県岩泉町・葛巻町の連携による間伐促進プロジェクト)／森林林業日本一を目指す住田
町の間伐プロジェクト／三田農林株式会社 間伐促進型プロジェクト(岩手県盛岡市)
【秋田県】
横手市・森林組合森林吸収共同プロジェクト／秋田県三種町有林
森林CO2吸収J-VER事業 〜じゅんさい栽培の水源と里山を守るプロジェクト〜／秋田県雄物川源流域 東成瀬村 仙人郷の森CO2吸収事業／大館北秋田
間伐促進事業けっぱれ東北！震災復興支援プロジェクト／白神山麓・八峰町有林J-VERプロジェクト／北秋田市森林吸収事業〜生物多様性保全 絶滅危惧種ク
マゲラのふるさとの森プロジェクト〜／北秋田地域振興における上小阿仁村J-VERプロジェクト
【宮城県】
一関市市有林における森林吸収量販売プロジェクト／宮
城県県有林における森林吸収J-VERプロジェクト
（大崎エリア）
／宮城県県有林における森林吸収J-VERプロジェクト
（栗原エリア）
／宮城県林業公社有林におけ
る間伐促進における震災復興と森林吸収Ｊ-ＶＥＲプロジェクト／登米市市有林間伐促進森林吸収プロジェクト／米川生産森林組合有林間伐促進森林吸収プロ
ジェクト
【福島県】
磐城造林
（株）
社有林における田人町旅人での森林吸収プロジェクト

関東エリア

【神奈川県】神奈川県王子製紙間伐促進プロジェクト
【茨城県】茨城県石岡市森林カーボンオフセット協議会による間伐促進型プロジェクト
【群馬県】
日本製紙木
材（株）群馬・須田貝社有林間伐促進プロジェクト

中部エリア

【山梨県】
山梨県南アルプス市小水力発電導入による温室効果ガス削減事業／やまなし県有林活用温暖化対策プロジェクト
【長野県】
長野県県有林オフセット・クレジッ
ト創出プロジェクト／木曽町森林吸収〜木曽川上流域からきれいな水を〜プロジェクト
【新潟県】
トキの森プロジェクト／苗場山麓・竜神の森プロジェクト
【岐阜県】
岐
阜県 東白川村森林組合の[FSC 認証林]間伐プロジェクト〜つちのこ村で、
環境にやさしい里山づくり〜／岐阜県森林公社分収造林地間伐促進プロジェクト〜ぎふ清
流の国づくりプロジェクト〜／岐阜県中津川市 加子母森林組合による間伐事業を用いた温室効果ガス吸収プロジェクト〜
「美林萬世之不滅」
の循環型山づくり〜／
岐阜県中津川市苗木財産区による間伐促進型森林吸収プロジェクト〜苗木っこを育む森林づくり〜／木曽三川水源造成公社間伐促進プロジェクト
【富山県】
富山市と
森林組合による間伐促進型森づくり事業〜
「森のチカラ」
富山プロジェクト〜
【静岡県】
日本製紙
（株）
富士・北山社有林間伐促進プロジェクト

近畿エリア

【和歌山】木の国 森づくりシアワセプロジェクト／和歌山県王子製紙間伐促進プロジェクト
【京都府】
日本の文化遺産〜京丹波の名水と熊野の森を守るCO2森林
吸収プロジェクト
【三重県】三重県大台町宮川流域における持続可能な森林管理プロジェクト／松阪森林吸収プロジェクト
【大阪府】大阪府内における大阪府森
林組合森林経営活動によるCO2吸収量の増大事業2010-1【兵庫県】兵庫県養父市有林森林管理プロジェクト

中国エリア

【鳥取県】芦津の森 いきいき木こりプロジェクト／鳥取県旧佐治村地域における森林吸収プロジェクト
「五しの里の森づくり」／鳥取県県有林JVERプロジェク
ト／鳥取県造林公社における間伐促進型プロジェクト 〜大山の森 森林吸収プロジェクト〜／鳥取県日南町森林組合による間伐促進J-VERプロジェクト〜未来
につなぐ森林共生 社会をめざして〜／鳥取県日野郡日南町における間伐促進によるCO2吸収量の増大プロジェクト
【島根県】
島根県王子製紙間伐促進プロジェ
クト
【岡山県】
岡山県王子製紙間伐促進プロジェクト／津山市Ｊクレジット制度活用事業【広島県】
アサヒビール所有林アサヒの森（広島県）
での間伐促進によるＣ
Ｏ2吸収事業／芸北水源の森 森林吸収プロジェクト／広島県有林における間伐促進プロジェクト

四国エリア

【愛媛県】久万広域森林組合による久万高原町における間伐促進型森林吸収プロジェクト／せいよ森林資源活用プロジェクト／愛媛県伊予森林組合における間
伐促進型森林吸収プロジェクト(輝く森林を未来へつなごうプロジェクト)【高知県】
高知県大豊町ゆとりすとの森間伐推進プロジェクト／高知県木質エネルギー活
用事業B
【徳島県】
徳島県那賀郡那賀町における森林吸収源事業／徳島県有林CO2吸収プロジェクト

九州エリア

【福岡県】喜多方市森林整備加速化プロジェクト7久留米市田主丸財産区間伐推進プロジェクト／福岡市営林間伐促進型プロジェクト
【長崎県】長崎県日本伝統
建築を支える森のCO2吸収事業【佐賀県】佐賀県有林間伐促進プロジェクト〜「多良岳・有明海の森」間伐促進プロジェクト〜【熊本県】熊本県県有林間伐プロ
ジェクト／熊本県小国町間伐推進プロジェクト／廃食用油由来ＢＤＦ活用プロジェクト
【大分県】
日田市上津江間伐促進プロジェクト
【鹿児島県】檜垣産業（株）社
有林J-VERプロジェクト

連携

EVI は、日本の森と水と空気を守ります。

Eco Value Interchange

【栃木県・三重県・和歌山県・岡山県】関東・東海・近畿・中国地方における木原造林㈱森林吸収プロジェクト〜環境に優しい森林保全プロジェクト〜
【徳島県・岐阜県】
中江産業株式会社の持続可能な森林経営促進型プロジェクトⅠ・Ⅱ
【高知県・徳島県】SGHグループ高知・徳島山林長期経営プロジェクト

EVI 参加企業

（2017年10月現在 78企業、
順不同）

テクノワン株式会社
NPO法人温暖化防止ネット

EVI platform guide

愛知県立南陽高校

地域活動支援・コンソーシアム推進部門

EV I プラットフォームのご案内

東京都立つばさ総合高等学校

株式会社 M・Aサービス 日南トマト加工株式会社
〈EVIシール利用企業〉

オタイオーディオ株式会社／エコーウッド富山株式会社／カーボンバンク株式会社／株式会社あかり／エネコム株式会社／園田電気管理事務所／松岡食品／ギャリソン
有限会社久保田稔製陶所／株式会社アキ工作社／有限会社信州銘木／環境省／株式会社コンタクト／北陸地区カーボン・オフセット推進ネットワーク／エバイス

ネイチャークラフト研究会／横手市役所農林部農林整備課／株式会社持成苑／株式会社ちくぎん地域経済研究所／上八代営農組合

他（2017年10月現在、順不同）

ＥVＩ推進協議会

カルネコ株式会社 EVI推進協議会（Eco Value Interchange）
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館22階 TEL.03-5220-6234（代表）FAX.03-5220-6264 http://www.evic.jp
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P2

Eco Value Interchangeのご紹介

1.EVIプラットフォームによるカーボン・オフセット

P3

「環境プロモーション」のご提案

CO 2 吸収量をあげることが、
この具体

わが 国 では 2 0 3 0 年 には 2 6 ％削 減

的な対策のひとつになります。
さらに森

（2013年比）、2050年には80％削減と

戦後、
日本の木材自給率は94％でした。

を守ることは、治山治水や豊かな海に

いう温暖化対策計画が発表され、
この

当時全国的に木材不足のため、木材

もつながるため、
ＳＤＧｓの数項目に良

実現に向けて、国・自治体・様々な団体

の関税を撤廃したことにより、
その後、

い影響を与える対策になります。

や企業が取り組みを始めています。

日本の森林の現状

安価な外材に押され、国産材の需要は

EVIプラットフォームのしくみと概略図

材自給率も現在では33％まで戻ったと

日本の国土の約70％は森林です。森林

EVI参加企業と預託森林プロジェクトの推移

されていますが、森林の施業を継続し

は、適切な管理を行うと、木々の光合

ていくためには、従事者の確保と費用

成が盛んになり幹が太くなります。
する

が重要な課題となっています。

と森林のCO2吸収量が上がります。

P5

＜J-クレジット
（J-VER）の活用事例＞

EV I

商品
サービス
商品開発

2.そのほかの活動

P11

木のグッズを通して環境貢献

森林プロジェクトや木工所の視察／オリジナルノベルティ／環境貢献型通販ショップ

私たちにできること

未来の子ども達のための環境教育／イベント出展「足立区 地球環境フェア」／EVI環境マッチングイベント

3.EVI参加方法
クレジット購入の流れ

2008年、環境省によって創設された

環境に対する国際社会の動向

施設

P13

「Ｊ- V E R 制 度 」で は 、この 吸 収 量
（J-VER／オフセット・クレジット）
を販

2015年9月、国連総会で採択された

また、2015年12月のCOP21では、
「パ

「 持 続 可 能 な 1 7 項 目の 開 発 目標

リ協定」が採択され、産業革命以前と

売することができるようになりました。

（ＳＤＧｓ）」
は現在、国際的な大きな潮

比較して気温上昇を２℃未満に抑える

EVIは、
このことを活用して、日本の森

流になっています。

ために、すべての国がCO 2の排出削減

林に今こそ、私たちの様々な知恵と工

その13番目には「気候変動に具体的

目標を自主的に作成することが合意さ

夫を注ぎ込み、森も暮らしも元気にな

な対 策を」
とあり、森 林を元 気にして

れました。

ることを目指しています。

EVIは「日本の森と水と空気を守ります。」
森林事業者、企業、消費者、3者の環境への想いをつなぐプラットフォームとして
2011年3月より環境貢献活動と地域活性に向けて取り組んでいます。
森には生き物を育むたくさんの資源が

事業者の方々、CO 2削減に貢献したい

託されています。
それはわたしたちの生

が取組み方がわからない企業の方々、

活にも密接につながっています。
その価

エコ活動に関心があるが活動方法が

値をもっと多くの皆さんに知ってもらう

分 からない 消 費 者 の 方 々、E V I は、

ため
「日本の森と水と空気を守る」
を理

「EVIプラットフォーム」
を通して、
３者

念にＥVＩ
（Eco Value Interchange）

が相互に関わり合いながら、
それぞれ

を立ち上げました。

の立場からできる最善の環境貢献活

EVIは、
カーボン・オフセットのしくみを

動を推進してまいります。

活用し、預託を受けている各地の森林
プロジェクトから支援先を指定し、J-ク

1

EVIが目指すもの

著しく減りました。一時、26％だった木

第5回カーボン・オフセット大賞

特別賞 受賞

レジット
（J-VER）の購入を基本とした

（主催：CO-Net 後援：環境省、経済産業省、農林水産省）

環境貢献を行っております。

2011年3月の活動開始から、688案

Eco Val ue Interchange
クレジット認定を受けたが、本当にお

件、購入クレジット量6,523t-CO2の取

金に換わるのだろうかとお悩みの森林

引実績。
（2017年10月現在）

2

E V I の
カ ー ボ ン・
オ フ セ ット

EVIプラットフォームのしくみと概略図
EVIプラットフォームとは、
カーボン・オフセットのしくみを活用し、J-クレジット
（J-VER）
の流通を目的としています。

EVIに参加することにより、森林事業者・企業・消費者を結び
「お買い物を通して環境貢献」
ができる企業キャンペーンや全国
各地の森林支援の取り組みに参加することが可能です。

ＥＶＩは、
カーボン・オフセットを活用した
「環境プロモーション」
をご提案し
環境貢献と地域活性を目指しています。

EV I

プラットフォーム

商品
開発

商品 サービス 施設

森林事業者は、

CO2

クレジット認定を受け、J-クレジット
（J-VER）
を創造し、販売。
環境保護
活動を行う

クレジットの出口
クレジットの出口は、EVI環境貢献

プロジェクト

プラットフォームを活用し、J-クレ
ジット
（J-VER）の流通を通して森

2

3

日本各地の
森林を
選択して支援

消費者と
商品の交流

企業価値の
向上

全国各地の森をカバー
しているから、全国展開
の商品の消費者を対象
にできます。

消費者にとって無
理 なく環 境 貢 献
に 参 加 で きるメ
ニューをご提案。

排出権を購入して
環境貢献がしたい

企業は、

排出権を
販売します

会員サイトを閲覧し、
興味のあるキャンペーンに参加。
環境保護に
関心のある

全国各地の森林を守るEVI参加企業と
J-クレジット
（J-VER）
を持つEVI預託森林プロジェクト
EVIは、J-クレジット
（J-VER）
の購入を
基本とした環境貢献を行っています。

36

現在、参加企業は78社、森を守る全国のプロジェクトは91プ

※Jークレジット
（JーVER）

省エネルギー機器導入や森林経営などの取組による温室効果ガスの排出削減量
や吸収量。J-VER制度と国内クレジット制度（両制度は2013年3月に終了）が統
合されて誕生したJ-クレジット制度の下で創出されます。

3

CO2削減
目標値

減らせな
かった
CO2排出量

指し、各地のJ-クレジット
（J-VER）
を活用した様々な環境貢

44

都道府県

81.8 %

※全国47都道府県のうち、
クレジットの発行は
44都道府県

[全体]=[吸収系]＋[削減系]

クレジットの
預託を受けている
都道府県

※数字は2017年10月現在のものです。最新情報はホームページをご覧ください。

91

■加盟企業数と
参加森林事業
プロジェクトの推移

努力により
削減した

わせをする仕組みです。

率は、約82％に達しています。私たちは、
カバー率100％を目

全体

献を推進し、全国のプロジェクト・事業所を訪問しています。

自社の排出するCO 2を相殺することができます。

ら創出されたJークレジット
（JーVER）
を購入することで、埋め合

消費者

キャンペーンに参加
環境保護活動を応援

CSR報告可能な取り組
みで消費者や株主に企
業 価 値をアピールする
ことができます。

CO2

エコ活動に
関心のある

キャンペーンを開催

企業

カーボン・オフセットを行えば
CO 2 削減が難しい企業でも、

削減できなかった分を他の場所で実施された削減・吸収活動か

消費者は、

調達サイトを閲覧し、
魅力ある活動を応援。

カーボン・オフセットは自発的な環境貢献活動として社会的にも評価される取り組みです。

企業や個人がCO2の排出量を把握し削減努力を行い、
それでも

森を整備
環境改善！

間接的に
環境保護

ロジェクトに。
ＥＶＩ預託クレジットにおける都道府県カバー

カーボン・オフセットとは

クレジット預託

・CO2排出権の取引契約
・CalNeCo-EVIへの登録
・上記、消し込み・
新規事業者の発掘・登録 等

林支援につなげます。

EVIならではの環境プロモーション３つのメリット

1

プロバイダ

預託商談

別の場所での
CO2
削減・吸収量

（J-クレジット/
J-VER）

埋め合わせ

オフセット!

参加森林事業
プロジェクト

91
加盟企業

8

2011年
３月

project

81.8％

今年も全国の森に出かけて、
森林事業プロジェクトの支援を
目指します。

22
4

■EVI預託クレジットにおける
都道府県別カバー率の推移

78

42

削減
目標達成！
CO2

クレジットの
発行が無い県

2013年
２月

2017年
10月

78

社

目標

100%

J-クレジットを活用した
地産地消の森林支援のために
100％預託を目指します。

63.6％
2013年
２月

2017年
10月

4

EVIが提案する環境プロモーション 〜クレジットでどんなことができるの？〜

J-クレジット
（J-VER）
活

用

事

例

EVI

商品

EV I

商品

②今ある商品にJ-クレジット
（J-VER）を付けて環境貢献
STORE

今ある商品がすぐに環境貢献型商品に！

販売

温暖化対策
支援

購入

お買い物を通して環境貢献ができる仕組み

によって、消費者が環境貢献を身近に感じる

販売商品

暮らしを目指し森林支援につなげます。

EVIシール・
マーク

（クレジット購入）

消費者

環境貢献型
商品

EVIマーク

①売上の一部をJ-クレジット
（J-VER）の
購入資金にする環境プロモーション
企業キャンペーンで森林支援！

MOWを食べて日本の森を応援しよう！

スーパー・百貨店

森林プロジェクト

（環境貢献型商品の販売）

（商品代金の一部が事業資金になります）

EVIマーク

EVIマーク

EVI SHOP
発売中

【宮城県 気仙沼市】八葉水産

EVI SHOP
発売中

【長野県 立科町（塩沢地区）】

【鳥取県 日南町】農事組合法人エコファームHOSOYA

復興支援・環境貢献型水産品

蓼科山のわき水を使ったコシヒカリ

寒暖差により旨味を凝縮したコシヒカリ！

EVIシールを使った東北再生にもつながる環境
貢献型商品です。三陸産のめかぶを使用し、手間
ひまを惜しまず旨味を引き出す『釜ゆで製法」で
心を込めて仕上げました。
※１商品につき1円が森林支援にまわります。

日本百名山のひとつ蓼科山のわき水を水田に用
い、高地栽培のため低農薬で、冷めてもねばりけ
があり甘みが増したおいしいお米です。

中海で採取したミネラルを多く含んだ海藻有機
肥料を使い、土づくり、減農薬にもこだわった海
藻有機肥料特別栽培米のコシヒカリです。

※１袋につき30円が森林支援にまわります。

※１kgにつき5円が森林支援にまわります。

三陸産うすあさめかぶ

信州たてしなのこだわり米

海と天地のめぐみ米

森永乳業様のアイスクリーム・MOWが行った『MOWを食べて日本

の森を応援しよう！』キャンペーンでは、商品１個あたり0.1円を拠出

し、200万円を日本の森を保護・育成する資金として、EVIに参画し

EVIシール

EVIシール

EVIシール

ている全国の森林プロジェクトへ、昨今の洪水や地震などによる自
然災害等の被災地先を優先に計15道府県を支援しました。
2016年10月〜12月末まで実施。

復興支援と防災を兼ねた森林支援！

ともに生きる！防災の日・復興支援キャンペーン
防災の日に、
自分の身を守るための備えとして品物を買って、その代金

の一部で被災地から発行されるクレジットを購入し、復興支援につな

【千葉県】ZUCI（シュチ）

船橋セレクション認証商品

【山梨県 牧丘町】果樹園ジャンファーム

【徳島県 鳴門市】木内農園

コリアンダーペースト

甘さ控えめのジャム

巨峰コンフィチュール

ミネラル豊富な海砂栽培

パクチーとにんにく、
しょうが等のハーブをペース
トにした生の風味を楽しめるの香辛料。安心して
食していただけるよう国内で栽培した素材を使用
し、スーパーや百貨店などで展開中。2015年船
橋セレクト認証商品です。
※１袋につき１円が森林支援にまわります。

昼は暑く夜は涼しい寒暖差のある牧丘の気候は
ブドウ作りに最適です。
自家農園で収穫した巨峰
にやわらかな甘みの麦芽糖のみを加えて作りまし
た。素材の味をそのまま活かした甘さ控えめのコ
ンフィチュール(ジャム)です。
※1商品につき10円が森林支援にまわります。

ミネラルを豊富に含んだ海砂栽培です。農薬は一
般の使用量の半分以下(特別栽培農産物)。肥料
は良質有機(コップン・米ぬか・油かす・魚粉)を多
く使い、安心・安全・おいしさにこだわった美昧し
いさつまいもを生産しています。
※１袋につき１円が森林支援にまわります。

なるとの金太郎

げます。消費財メーカーが立ち上がり、東日本大震災翌年の2012年
から実施。
チャネルの幅を広げながら、継続したキャンペーンです。

地元の森林保全と地域のPR！被災地を応援する支援金付シール！使い方いろいろ。

EVIマークが目印！環境貢献型売り場

愛知県「信州木曽フェア」
名鉄百貨店本店にて開催された信州木曽フェアでは、木曽町特産の

そばやゴーフレットなどにEVIシールを貼り、環境貢献型商品として販
売。
お買物を通して環境貢献ができる売り場として注目されました。

5

貼るだけ！EVIシールで、
かんたんカーボン・オフセット付商品に！
森林支援につながるJ-クレジット
（J-VER）付シー
ルです。支援先の森林をみずから選び、J-クレジット
（J-VER）
を購入することで、商品の購入に応じた支
援金を森林支援に充て、地域に根ざした支援をする
ことができます。

STEP1
EVIに参加
申込み
（登録無料）

STEP2

商品、サービスを

登録

STEP3

EVIシールを

購入

EVIシール

STEP4

商品にシールを

添付

検索

6

EVIが提案する環境プロモーション 〜クレジットでどんなことができるの？〜

オ フJ-クレジット
セ ッ ト・（J-VER）
ク レ活
ジ ット
用の 事
例
活 用 事 例

EVI

サービス

EV I

サービス

③ICカードを使った森林支援！

イベント、
宿泊、
あらゆる生活シーンで環境貢献

「エコ結び基金」で全国の森林を支援

ワンタッチ！森林支援キャンペーン
大丸有（大手町、丸の内、有楽町）エリアの一部にて、Suicaまたは

EVIは、暮らしの中にある身近なサービスや

キャンペーンを通して、無理なく、楽しみなが

ら環境貢献ができます。

サービス

EVIシール・
マーク

（クレジット購入）

PASMOの端末を１回のご利用につき１円が日本の森林支援につな

環境貢献型
サービス

から選んでいただきました。

①お客様が応援したい森へ企業が支援金を拠出

④カーシェアリングで森林支援

企業キャンペーンで森林支援！

電気自動車で森林支援

自然でんき／SBパワー（ソフトバンク）様

えちぜん鉄道勝山駅電気自動車シェアリング

SBパワー様では、
「 自然でんき」電力プランに環境保全活動支援を

2015年9月から翌1月にかけて、福井県総合政策部交通まちづくり

ジェクト
（63カ所）の中から指定した「J‒クレジット制度」認証団体

二次交通手段として、電気自動車（EV）カーシェアリングの需要調

加え、加 入したお客 様が、E V Iに参 画しているクレジット預 託プロ

課が実施主体となり、福井県のえちぜん鉄道勝山駅から目的地への

に対して、
１契約につき毎月50円を拠出し環境保全活動を支援して

います。

査を実施しました。EVIステッカーが貼られた自動車は、走行距離
対象となった63箇所の森林プロジェクトの詳細も
「自然でんき」
のサイト内でご紹介しています。

10kmごとに1円が森林支援に役立てられました。

②イベントの参加料の一部を森林支援に

⑤リゾートを楽しみながら森林支援

走って環境貢献！

34箇所の宿泊施設などが参加しています！

＜エコサポーター制度＞
筑波連山天空ロード＆
トレイルラン in いしおか大会

電気、
家族っぽい
写真をお願いします！

め、
スポーツ振興と森林支援を組み合わせた新たな活動です。

女神湖カーボン・オフセットエコチャレンジ
蓼科白樺高原観光協会ではEVIが提唱する、日本初！リゾートエリア
の森林保護とCO 2 削減の取組み「グリーン＆クリーン・リゾート」を
おひとり様一泊につき10円を、また、おみやげ品等１商品につき１

などの森林保全と大会運営費に役立てます。間伐材の賞状など、環境保
全を意識した工夫も取入れました。
これからも気持ちよく楽しく走るた

グリーン＆クリーン・リゾート

2014年８月より開始。
リゾート内の街灯や公共施設の節電活動や

参加費の一部を森林支援として拠出し、
石岡の林道の整備や間伐・植林

7

がるキャンペーンを2014年９月から翌1月まで実施しました。拠出

された支援金は、各店舗が応援したい森林プロジェクト
（55箇所）

ランナーのゼッケンにEVIマークがつきました。
入賞者には間伐材の入賞たてと参加者全員に
記念コースターが贈られました。

円をEVIシールを利用して森林支援に拠出し、女神湖の森と水と空
気を守ります。
このキャンペーンをモデルに全国展開を計画中。

ルームカード/参加証

参加施設証

8

J-クレジット
（J-VER）
活

用

事

例

EVIが提案する環境プロモーション

EVI

EV I

活

用

事

例

EVI

商品開発

商品開発

施設から排出されるCO 2をオフセット
スーパーや工場などの施設における、運営
を購入することでオフセットします。

EVIが提案する環境プロモーション

J-クレジット
（J-VER）

EV I

施設

上排出されるCO2をJ-クレジット
（J-VER）

施設

施設

クレジット
購入

未利用材を有効活用して商品開発
企業価値
向上

EVIは、未利用食材や間伐材、環境に配慮した農産物などを環境貢献型
（カーボン・オフセット付）商品として商品化。パッケージデザインも承ります。

パッケージ
開発

施設にかかるCO 2排出量を商品代金の一部でオフセット

パッケージ
開発

EVI SHOP
発売中

【長野県・岐阜県・愛知県】

【千葉県】ZUCI（シュチ）

木曽川の美しい自然を守るお菓子

全商品1品につき1円が地元の森林支援に！

「にちなん日野川の郷」／鳥取県日南町道の駅

第6回 カーボン
・オフセッ
ト大賞
「農林水産大臣賞」受賞
【日南町】

環境貢献型商品 プラス1円が レストランのメニュー
も森林支援
の購入
森林支援に

パッケージ
開発

【鳥取県】有限会社いままつ

国内生産にこだわったタイハーブ

桑の葉、うるおい、
すこやか肌。

木曽川ゴーフレット

アジアンハーブシリーズ 4種

リッスポローション・ソープ

長野県開田高原のとうもろこし、岐阜県東白川村
のお茶、愛知県南知多のみかん、木曽川の恩恵を
受けて育った“恵み”が味わえるお菓子です。
※１商品につき1円が森林支援にまわります。

タイから種を輸入し、国内では珍しい日本産の
「アジ
アンハーブシリーズ」。安心して生で食していただけ
る環境を整備し、
スーパーや百貨店などで展開中。
※１袋につき2円が森林支援にまわります。

桑の葉から生まれた天然由来成分の桑の葉抽出エ
キス
（保湿成分）
を配合した、
お肌にうるおいを与え
ながら健やかに保つ商品です。
※１商品につきリッスポローションは20円が
リッスポソープは10円が森林支援にまわります。

2016年4月、鳥取県日南町に誕生した日本初のカーボン・オフセット

道の駅『にちなん日野川の郷』は、同町の重要戦略「コンパクト・ヴィ

レッジ構想」
の中心となる拠点（まちの駅）
として計画されました。全販

売商品において１商品につき１円を地元の森林クレジット購入にあ

て、施設の電気使用量をオフセットしています。EVIは、
カーボン・オフ

セットの仕組みを取り入れた事業計画からロゴなどのCIデザイン、

日南町の
森林プロジェクト

森林支援のしくみ

E VI

オープン後の経営に関わるコンサルティングなどに協力しています。

支援金は森林整備などの
活動に充当

拠出した支援金で
森林クレジットを購入

EVIの商品開発メソッド・開発事例
いいひと いいしな いいくうき

「やわらかフルーツドライ」は、
こうしてカタチになりました！
社会環境、市場、消費者行動の変化などの情報から、商品コンセプトをパッケージデザインや

ブランド名、
キャッチコピーなどに反映し製品の魅力をより高めます。

商品化のポイント

「販促費の削減」
と「環境貢献」

全方位オンデマンド／CO2排出ゼロ宣言
／カルネコ

店頭販促物の廃棄と焼却の際に生じるCO 2 排出による環境負荷を考

え、2016年度から販促物を必要な時に必要な量を必要な場所へ１個

からお届けすることで、不必要なPOPを製造せず、廃棄によるCO2の排
出を抑制しています。
また、販促物の製造にともなうCO 2排出量（原材

料の調達及び輸送、組立工程におけるエネルギーの使用等）
をカーボ

システムを利用
ン・オフセットしました
（2016年実績133６tーCO2）。

する企業は、実需による
「販促費の削減」
と販促物の発注数に応じた

CO 2 排出削減を可能にし、CSR報告書にも記載することが可能です。

10月からは顧客の販促物の共同配送を開始し、物流におけるCO 2も

同一梱包で輸送することで環境負荷の抑制を目指します。
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●１袋につき1円が森林支援

●信州・奥三河で育った規格外のリンゴ

●従来にない柔らかな食感

●地元の森林保護を支援する環境貢献型商品

●果実の旨味をとじ込めた進化型ドライフルーツ製法

Wで削 減

検索
STEP 01・コンセプト開発
●製品の持つ様々な要素から
ターゲット、方向性をしぼる

▶

STEP 02・現状分析・把握
●市場調査
価格／パッケージ／産地／味
●ブランディング

▶

中部産クレジット
（J-VER）を活用したカー
ボン・オフセット付農産物。
１袋１円を中部
産クレジット
（J-VER）購入資金にあて森林
整備と地球温暖化防止に貢献します。

STEP 03・製品開発
●製品の持つ様々な要素から最初の
コンセプトイメージを作成
●男女、年代別に試食アンケート

▶ STEP 04・コミュニケーション
●商品コンセプトをもとにした
商品名、
コピー、
パッケージの開発
●POP、
プロモーションなど

未利用資源を有効活用して環境貢献型商品に！
出荷できない農作物や利用目的がない木材等、
あるところでは廃棄にしてい
るものでも、他のところでは
「欲しい」
という人がいます。本サイトでは、利用者
間の交流の場と商品の売買に関する取引の機会を提供いたします。
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私たちにできること

E V I の
そのほかの
活
動

EVIは、全国の森林・木工所の視察から森林の現状を知り、

教育の視点からの啓蒙活動や講演など森林支援と地域活性のサポートをします。

木のグッズを通して環境貢献

未来の子ども達のための環境教育
幼い頃から森の大切さを感じてもらえるように環境絵

国産材・間伐材の有効活用をめざし、製品への名入れや

本を製作。EVI監修のもと、2014年に4冊（環境省発

パッケージも含めた木のノベルティ制作も承っております。

既刊 全４冊

行）、2015年と2016年にも1冊ずつ制作・発行し、幼

発行＝環境省

稚園や保育園に贈呈するなど、啓蒙活動に役立ててい
ます。
また、
自治体と協力し、お箸作りや木のうちわワー

森林プロジェクトや木工所の視察

て学べる環境教育にも力を入れています。

森の価値を還流する

加工場を訪れ現場を視察します。応援する森のJ-クレ
ジット
（J-VER）を購入するサポートを
『クレジットの出
利用していくのが『木の出口』。応援する森の木を各地

クショップなど子供達が楽しみながら環境保全につい

EVI-FVRM

（ Forest Value Return Model ）

私たちは森林を守る方々と現地でお話をするとき、必ず

口』
とすれば、応援する森の間伐材を様々な形で有効

2015年発売

幼稚園、小学校、図書館に
贈呈しました。

選ぶ

森を守る

購入商品を選ぶ
森林支援
プロジェクトを
選ぶ。

商品購入による
支援金が森林保護
プロジェクトに
利用されます。

のユニークな加工方法で製品化し、販売価格の一部を
森に還流する。
これが『木の出口』
のコンセプトです。
これを実現させるため木の加工場ネットワーク（EVI
Wood Processing Network）
に取り組んでいます。

国産の未利用材や
間伐材の有効利用を
促進し搬出支援体制を
創出します。

届ける

購入代金の一部と
主体的な支援金を
森を守るプロジェクト
の為に還流します。

※EVIのホームページ上でも
サンプルの閲覧が可能です。

木の出口
未利用材の
搬出

使う
国産材の有効利用を
促進する。
クレジットカードで決済
宅配便でお手元に配送。

森のめぐみのおとりよせ、
EVI SHOPにて販売。

製品にする
指定協力工場にて
製品化されます。

木の出口は、EVIが提
唱する森林保護活動
支援のために間伐材
をはじめ、未利用国産
材の有効利用を促進
して各 地の事 業 者と
商品開発を進め、
商品
購入と同時に日本全
国の森林支援につな

商品購入と森林保護支援のサイクル

2016年発売

げるしくみです。

足立区 地球環境フェア2017

大人気！木のうちわのワークショップ

EVIは、足立区役所にて開催されている
「地球環境フェ
ア」に出展。森林支援につながる木製品の販売や間伐
材のうちわを使ったワークショップ、環境ミニ講座、展
示を行っています。
自治体と連携した取り組みで暮らし

重機を元にしたオリジナルノベルティ

の中から環境貢献に参加できるしくみを広めています。

楽しみながらブランド訴求と環境の事を考えるきっかけ

オリジナル商品も販売

にもなる重機の木組みパズル開発を行いました。
コベル
コ建機様で使われる実際の林業機械の図面をもとに、

「EVI環境マッチングイベント」
を開催

設計と試作を繰り返し、
アームの動きなど細部にまでこ
だわったオリジナル木組みパズルは、多くの方にご好評
いただき、現在は一般販売に向けに調整中です。

毎年１度開催されるEVI環境マッチングイベントでは、

日本初！全国の森林支援ができる環境貢献型通販ショップ

取組み事例や先進事例を官庁、取組事業者、参加企業

森林事業者、企業および自治体、消費者の三位一体の
といった多方面の視点からご紹介します。展示ブースで
は、日本各地の環境貢献につながる商品やサービスな
どを展示紹介し、企業、
自治体など様々な活動に取組む
morinomegumi.kinodeguchi.jp

11

2015年4月、日本初の環境貢献型商品を取り揃えた

2013年10月、“森のめぐみを森にかえす”をコンセプト

ECサイトが「EVI

に
「森のめぐみのおとりよせ」がオープン。国産材使用の

SHOP」
が楽天、Yahoo！、Amazon

にオープン。購入代金の一部が環境貢

木製品を販売し、売上の１％や森林プ

献に活かされ、普段のお買い物を通して

ロジェクトに支援します。間伐材を使用

手軽に環境貢献に参加できます。

したノベルティの制作も受付中。

方々に交流の場を提供しております。
本セミナーの参加者アンケートからは、91.6％の方が
「役に立った」
という声を頂いております。

企業・
自治体

森林
プロジェクト

＜開催歴＞

2012.11月 第一回開催（東京：丸の内トラストタワー）

2013.11月 「さあ、
ここからはじめよう」
（東京国際フォーラム）
2014.1月

2014東京（東京：丸の内トラストタワー）

2014.11月 「ともに、一歩前へ」
（以降、東京国際フォーラム）
2015.10月 「ともに、創ろう」

2016.10月 「もっと、
身近に」

2017.10月 「わたしたちにできること」

＜次回開催予定＞
2018.

知見を実践へ

今、
はじめる。明日のために。
（東京国際フォーラム）

環境貢献型
商品・サービス
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E
V
I
参 加 方 法

クレジット
購入意図

EVIクレジット購入の流れ
貴社はどのようなかたちで環境貢献活動をお考えでしょうか。

記入例

以下の流れで貴社の取り組み方に応じたクレジットの購入が行えます。

EVIでの環境貢献はクレジットの購入を基本とした貢献を行っております。
全国に登録されている排出権クレジットの
購入先を指定、
購入することで、
金額が森林事業者へと渡り、
事業活動費用として補填されるしくみです。

契約No.

EVI利用申込書（注文書）

J-クレジット
（J-VER）購入の流れ
お申し込 み 企 業

EVI事務局

どのような活動でEVIに参加するか、社内で「案件」の決定

登 録 のし か た

○約款の確認

事務局より入力フォーム送信

○メールアドレスの登録

『EVIサービス利用約款』
の内容を承諾し下記の申し込みを致します。
日

社

名

◯◯◯◯◯◯株式会社

Ｕ

Ｒ

Ｌ

http://www.◯◯◯.◯◯◯

社印

ご担当者様情報
モリオ

フリガナ

ご担当部署

〒

I D①

住

利用申込書にご記入と押印

所

マモル

森尾

まもる

◯◯部

◯◯課

0 0 0 -0 0 0 0

◯◯◯

都道
府県

◯◯◯◯

Eメール

EVI推進協議会に登録

◯◯◯◯◯

＠

市区
町村

◯◯◯◯

印

※必ずご捺印ください

役

００-００００-００００

フリガナ

印

※必ずご捺印ください

役

ご担当部署

＠

Eメール

○管理サイトにて案件ルールの確認や修正

００-００００-００００

パスワード

ご担当者様
氏名

I D②

職

◯◯◯◯◯
電話／FAX

ID

ご利用IDを発行

職

電話／FAX

ID

パスワード

○設定したルールに基づいて、
クレジットの

案件実施ルール

購入手続きをサイトにて行う

２ 〜 ３ヶ月 を 要 し ま す

運 用 のし か た

お振込み

１１

会

ご担当者様
氏名

○ご利用IDにて管理サイトにログイン

月

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ カブ シ キ ガ イシャ

フリガナ

○お客様情報の入力
「案件」
の入力
事務局にて審査後、申込書送付
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2018 年

お申し込み日

案件名

普段のお買い物で環境貢献！

貴社と事前に協議したルールに

入力単位

１商品につき

基づいて請求書を発行

支援対象プロジェクト

森を守るプロジェクト

ご利用
料金

○入金確認後、
ご指定の森林
クレジットを購入
○クレジットの相殺（無効化）
の申請手続き

備

◯◯◯◯◯◯（商品名）
１商品をお買い上げにつき

換算レートと出力単位

１円の拠出

（円 or Kg-CO2）

展開開始日

無
考

ルール名

年

月

料

1.内容をご確認の上、誤りがなければ指定の3箇所にご捺印ください。

2.登録完了後、電子メールにて登録内容のご連絡をさせていただきます。

ＥＶＩに関するお問い合わせは

カルネコ株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館22階
TEL.03-5220-6234
FAX.03-5220-6264

○無効化確認後、通知書発行

通知書の受領
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