
近年増えている大型台風などの自然災害。地球温暖化も原因のひとつなだけ
に、私たちは全世界が推進しているCOP21の「２℃未満」への道を歩まなけれ
ばなりません。森林面積が国土の７割を占める日本で、森林の役割と機能をしっ
かり活かすため林業を活性化させ、2011年３月からEVIの活動を開始し、７度
めとなるこのイベントを通して、来年素晴らしい取り組み事例が生まれることを
願いますと伝えました。

加藤 孝一
開会のごあいさつ
カルネコ株式会社 代表取締役社長（内閣府 地域活性化伝道師）

私たちにできること　  。

日本各地から
約40社の
環境貢献事例
展示

講演資料・動画、イベントレポートなどはこちらから

企業や自治体など約40社による様々な環境
貢献事例が展示されました。昼食の際は、セ
ミナーエリアにて各ブースの取材動画を放
映。終了間際まで多くのお客様にご参加いた
だきました。

今回は、お申し込みの際ご予約をいただいた方を対象に、環境貢献型商品
開発やJ-クレジット（J-VER）、EVIへの参加方法などのご質問にお答えする
相談会エリアを設けました。

ご 来 場 者 様 ア ン ケ ー ト

＜お客様の声＞
●企業が始めなければならないこと、できるこ
とを学びました（企業）
●環境リスク財務に関係していくことが気にな
りました。CO2＝負債という新しい流れが分
かった。（国・地方自治体）
●自然の仕組みや自然のエネルギーを利用し
た生活や健康的な手法に関心がある（企業） 参加者の約53％の方が２回め以上の参加！

企業、国・地方自治体の参加者が2015年比で123%アップ！多くの方々に支持されています！

このイベントは貴社、団体もしくは、あなた個人の
活動の推進に対し、役立ちましたか

多くの方に「役立った」の
声をいただきました。

セミナー実施お役立ち度

Q.
とても役立った・役立った・どちらともいえない
役立たなかった・まったく役立たなかった・無回答A.＜EVI環境マッチングイベント2017ご来場者様アンケートより＞

10月24日(火)東京国際フォーラム（ホールB7）で開催した、

第７回「EVI環境マッチングイベント2017」におきましては、

多くの方々にご来場いただき、誠にありがとうございました。

 「私たちにできること。」をテーマにした今回のイベントでは、

例年に比べ企業や国・地方自治体からの参加者が多く、展示

エリアは終了時間まで盛況。集まった約300名の皆様からは、

環境貢献事例の創出に向けての情報収集や関心の高さがう

かがえました。

イベントでは、企業や国民が環境に対する課題解決を目指す

ために、今、世界で起きている環境への取り組みや普段のお

買い物やサービスを通して私たちにできる身近な環境貢献事

例が紹介されましたので、本誌にてご報告します。

ＥＶＩ環境マッチングイベント2017
～参加された皆様への感謝とご報告～

―持続可能な社会のための環境貢献最先端成功事例―

39.1

53.993
EVI東京2017

来年の開催テーマ

「知見を実践へ 今、はじめる。明日のために。」
2018年10月15日(月)東京国際フォーラムにて開催いたします。 

EVI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）の流通を目的とした
「環境プロモーション」を企業、国・地方自治体の皆様にご提案をしております。

EVIを活用し、商品やサービスの提供を通じて環境貢献に取り組んでみませんか？

EV I プラットフォーム 商品 サービス 施設 商品
開発

事例紹介にもあった、「環境プロモーション」をはじめてみませんか？

相談会を実施

間伐材のはがきとうちわを使ったワークショップでは、みなさん素材を切っ
たり貼ったり、大人ならではの個性的で素敵なものが仕上がっていました。
はがきはそのまま切手を貼付して投函させていただきました。

間伐材のワークショップ

相談会をきっかけにEVIにご参加いただいた
滋賀県の金勝生産森林組合様

EVIならではの環境プロモーション３つのメリット

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。

日本各地の森林を
選択して支援できます

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。

消費者と商品の交流

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。

企業価値の向上

木の帯を組み合わせた
オリジナルうちわ→
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第３部　ブースツアー 

スライドによる環境プロジェクトの紹介と企業の支援紹介からブースツアー（展示エリア）へ
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そのような商品やサービスがなかったから

非購入理由・その他

他に買いたい商品やサービスがあったから

他の商品・サービスよりも高かったから

活動内容の成果が期待はずれだったから

活動内容に共感しないから

購入経験者 総数
【以下 非購入者1393名の買わなかった理由（複数回答）】

そのような商品やサービスがあったから
活動内容に共感したからQ. A. あなたは、買ったり使ったりすることで環境保護・

保全に貢献できる「環境保護・保全型商品（サービ
ス）」を実際に購入・使用した際の理由は何ですか。
（複数回答可）

カルネコ株式会社 CSV推進室 西尾 弘

一般生活者2,000人を対象に「消費者の環境に関する意識
調査」を行った結果を報告、「環境保護・保全活動に参加し
たい人は67％にのぼる」そして、「商品の購入を通じた環境
への貢献は3割が経験」の一方で「そのようなサービスに出
会えていない消費者も同数存在する」ため、対象商品や活
動のさらなるＰＲが望まれています。

2011年3月の東日本大震災では、通信サービスを支える設備も含む多くの建物
が倒壊し、一時的に“通信サービス”が途切れました。迅速な対応で復旧したが、
自力で解決できない「電力供給網の遮断」という問題をきっかけに、再生可能エ
ネルギー発電事業を開始。さらに、2016年4月の電力自由化に伴い、再生可能
エネルギー（FIT電気）の活用、そして自然に貢献できる電力プラン「自然でんき」
の提供を開始。利益からEVIを通じて1世帯50円の森林支援も行っています。

脱炭素化の取り組みを①温暖化の現状 ②COOL CHOICE 
③カーボン・オフセット ④脱炭素化に向けた企業の動き ⑤
森里川海PJと幅広い項目でご講演いただきました。①今世紀
末までに上昇を2℃以内に収める国際目標に関して、現時点
で0.85℃まで上昇。現推移では達成できない現状と自然環境
への危機感を説かれました。2℃上昇≒排出量約1兆tを出さな
い対策として、パリ協定での国際的な目標のもと、個人まで落
とす取り組み②「COOL CHOICE」では、先ず家庭から排出量
を40%削減させるため家電・住宅・エコカー・EC・ライフスタ

現在の世界の環境金融の主流である「ESG投資(企
業の[Env i ronment/環境]、[Soc ia l /社会]、
[Governance/企業統治]への取り組みを判断材料
とする投資」が生まれた背景と経済規模、ESGの次の
指針となる「Sustainability(持続可能性)」の概念と
経営的にも安定を図れる「RE100(再生可能エネル
ギー100%)」に向かう世界の動向、その流れに遅れを

「エネルギーを賢く使うとともに、気候変動に適応できる街を作る」を目標に、
具体的な活動として、省エネ5つ星家電の購入者に補助金を出し、省エネ化を
推進。低炭素のエネルギーの利用促進としては、太陽光発電を行い、CO2吸収
量の増大にはカーボン・オフセット・クレジットを購入し、清掃車や本庁舎の出
すCO2を部分的にオフセットしています。また、「地球環境フェア」を開催し、地
球温暖化対策、森林が持つ働きや大切さを区民の皆さんに啓発しています。

日本初CO2ゼロの道の駅「にちなん日野川の郷」は、第６回カーボン・オフ
セット大賞「農林水産大臣賞」に輝き、多くの方々に利用されているが、「産
直品の店頭販売を通年展開できない （冬場の生鮮野菜など）」「商品の代わ
り映えが少ない」など、全国道の駅アンケートの結果から見えてきた課題と
酷似していることに着目。日南町もEVIが進める道の駅間の商品交流を通し
て、地域活性化と環境貢献を実現する道の駅連携の推進を目指しています。

創業者の「世界をもやしで緑にしよう」という考えから、「九州GGC(グローバ
ルグリーンコーポレーション)」という社名でしたが、水を大事に育み、さらな
る飛躍を目指して「名水美人ファクトリー」という社名に変更。創業者の想い
と親和性の高いEVIの取組みに感銘を受け参加。本社工場は、大分県竹田市
にあるほか、同県日田市、岡山県矢掛町と全てきれいな湧水の或るところに立
地し、西日本のみの供給ですが、日本で一番売れるもやしを生産しています。

山々からの清らかな水を利用した農業が盛んな横手市は、山林が市の半分を
占めるものの、森林に関心のない人が増え、豊かな風景、山林の持っている機
能が損なわれる事を防ぐために取り組んだのがカーボン・オフセットでした。制
度についての理解を深められず、長く地道な活動が続きましたが、2016年に
は東北地域カーボン・オフセットグランプリ最優秀賞を頂くことができました。
今後も横手の森林を守るために、市民と一体となって活動を進めていきます。

昨年に続き、段ボール製カホン型打楽器『ボルカホン』を使って、ラインダ
ンスと組み合わせたパフォーマンスユニット「Cheeky」が出演し、優しい手
拍子に包まれながら２曲を披露しました。公演終了後は、展示ブースにて
環境貢献型商品「ボルカホン」をご紹介。いろいろな方 と々交流を深めまし
た。Cheekyは１公演につき500円を森林支援に付与し、ライブを通して
環境貢献につなげています。

とる日本の現状をお話いただきました。この世界的な
経済モデルの転換期に対し、新たな巨額の投資チャン
スとポジティブに捉えゼロ・エミッション(CO2等の環
境汚染廃棄物の排出ゼロを目的とする運動)を未来の
話でなく今日の問題であると考える事が重要であると
いうメッセージをいただきました。
※来年は60分の公演を予定しております。

EVIでは、地球温暖化防止のために森林支援をテーマと
していますが、地球温暖化の悪影響は、湖沼にも多大な
る影響を与えています。問題は、いったん水質汚濁が進
行した湖沼は、水質を元に戻しても、生態系まで元には
戻らないことにあります。海や河川の水質は近年かなり
良くなってきましたが、湖沼の水質は植物プランクトンが
増えて、富栄養化が進むと次に内部富化が起こり、死滅

させるとそれらをエサにする魚や、さらにその魚をエサに
する魚まで死滅します。植物プランクトンのアオコにはミ
クロシスティンというかなり有害な物質が含まれており、
アオコ大量発生の事例は、阿寒湖をはじめ世界各地で
確認されているとお話いただきました。2018年10月15
日～19日には、つくばで「世界湖沼会議」が開催予定。
貴重な淡水を考える機会だとお伝えいただきました。

イルなどを明示し、若年層の関心や高齢者による地域に働き
かけ、SNSなどで広める取り組みを語っていただきました。③
EVIも関連するカーボン・オフセットは普及が進み、1,400件
のオフセット事例が動向、④脱炭素化に向けた企業の動きで
は2℃目標に対し、2050年までに5割～7割減（2010年比）
を、企業が目標を定め、取り組む動きが高まってきている現状
と⑤森里川海PJでは資源を上手く活用している活用実証地
域をアピールするとともに、持続可能な循環共生型の地域社
会を増やす取り組みを行っていることを述べて頂きました。

基調講演では、COOL CHOICE、金融と環境問題、水
の大切さをそれぞれご講演いただきました。また事例
紹介では、大手企業や自治体が森林支援に着手し、地
域と消費者と企業がしっかり結び合える時代だと感じ
ました。カルネコの本業でも、販促物の受注生産と
カーボン・オフセットによって、廃棄もCO2排出もゼロ
でお届けし、10月からは共同配送を実施し、物流によ

るCO2排出削減を目指しています。
EVIが2011年から取り組んできたことは、COP21、
SDGsの世界の潮流に強く、大きく関わってきていま
す。いよいよ実践の時、来年は10月15日（月）、「知見
を実践へ。今はじめる、明日のために。」をテーマに、こ
れから1年間の皆様の環境貢献活動の成果発表に期
待を寄せ、来年へとつなげます。

SBパワー株式会社　代表取締役社長
ソフトバンク株式会社
プロダクト&マーケティング統括 新規事業開発室
執行役員室長

名水美人ファクトリー株式会社
商品開発室 室長松澤 裕氏環境省 地球環境局 地球温暖化対策課長

世界の潮流をふまえた脱炭素化の取組

末吉 竹二郎氏国連環境計画・金融イニシアチブ(UNEP FI) 特別顧問  国際金融アナリスト 

環境金融が求める新しい企業の役割

日本初の森林保全団体支援型
でんきプラン 『自然でんき』

環境への取組み 足立区とＥＶＩ

日本初!カーボン・オフセット道の駅
「にちなん日野川の郷」

新社名導入と連携したCSR活動と
情報発信の取り組みについて

横手の森林を守るために

環境パフォーマンス
ボルカホンLIVE

内海 真生氏筑波大学 生命環境系 准教授 つくば3Eフォーラム事務局長 

水の汚れをどう考えるか

馬場 一氏

足立区 環境部 環境政策課
計画推進係長

 小山 秀一氏

荒金 太郎氏

EVIのカーボン・オフセットミュージシャン

Cheeky

横手市 農林部 農林整備課 森林整備係
主査

 武藤 悟氏

 正村 晃一氏

 加藤 孝一カルネコ株式会社 代表取締役社長 （内閣府 地域活性化伝道師）

知見を実践へ 今、はじめる。明日のために。

日本の森の現状、国際社会の動向、企業が始める「環境プロモーション」の取り組みを発表
＜総合司会＞ 磯谷 祐介・米森 優子※当日のプログラムの概要を抜粋してご紹介させていただきます。

第２部　事例紹介

全体セッション

第 1部　基調講演
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そのような商品やサービスがなかったから

非購入理由・その他

他に買いたい商品やサービスがあったから

他の商品・サービスよりも高かったから

活動内容の成果が期待はずれだったから

活動内容に共感しないから

購入経験者 総数
【以下 非購入者1393名の買わなかった理由（複数回答）】

そのような商品やサービスがあったから
活動内容に共感したからQ. A. あなたは、買ったり使ったりすることで環境保護・

保全に貢献できる「環境保護・保全型商品（サービ
ス）」を実際に購入・使用した際の理由は何ですか。
（複数回答可）

カルネコ株式会社 CSV推進室 西尾 弘

一般生活者2,000人を対象に「消費者の環境に関する意識
調査」を行った結果を報告、「環境保護・保全活動に参加し
たい人は67％にのぼる」そして、「商品の購入を通じた環境
への貢献は3割が経験」の一方で「そのようなサービスに出
会えていない消費者も同数存在する」ため、対象商品や活
動のさらなるＰＲが望まれています。

2011年3月の東日本大震災では、通信サービスを支える設備も含む多くの建物
が倒壊し、一時的に“通信サービス”が途切れました。迅速な対応で復旧したが、
自力で解決できない「電力供給網の遮断」という問題をきっかけに、再生可能エ
ネルギー発電事業を開始。さらに、2016年4月の電力自由化に伴い、再生可能
エネルギー（FIT電気）の活用、そして自然に貢献できる電力プラン「自然でんき」
の提供を開始。利益からEVIを通じて1世帯50円の森林支援も行っています。

脱炭素化の取り組みを①温暖化の現状 ②COOL CHOICE 
③カーボン・オフセット ④脱炭素化に向けた企業の動き ⑤
森里川海PJと幅広い項目でご講演いただきました。①今世紀
末までに上昇を2℃以内に収める国際目標に関して、現時点
で0.85℃まで上昇。現推移では達成できない現状と自然環境
への危機感を説かれました。2℃上昇≒排出量約1兆tを出さな
い対策として、パリ協定での国際的な目標のもと、個人まで落
とす取り組み②「COOL CHOICE」では、先ず家庭から排出量
を40%削減させるため家電・住宅・エコカー・EC・ライフスタ

現在の世界の環境金融の主流である「ESG投資(企
業の[Env i ronment/環境]、[Soc ia l /社会]、
[Governance/企業統治]への取り組みを判断材料
とする投資」が生まれた背景と経済規模、ESGの次の
指針となる「Sustainability(持続可能性)」の概念と
経営的にも安定を図れる「RE100(再生可能エネル
ギー100%)」に向かう世界の動向、その流れに遅れを

「エネルギーを賢く使うとともに、気候変動に適応できる街を作る」を目標に、
具体的な活動として、省エネ5つ星家電の購入者に補助金を出し、省エネ化を
推進。低炭素のエネルギーの利用促進としては、太陽光発電を行い、CO2吸収
量の増大にはカーボン・オフセット・クレジットを購入し、清掃車や本庁舎の出
すCO2を部分的にオフセットしています。また、「地球環境フェア」を開催し、地
球温暖化対策、森林が持つ働きや大切さを区民の皆さんに啓発しています。

日本初CO2ゼロの道の駅「にちなん日野川の郷」は、第６回カーボン・オフ
セット大賞「農林水産大臣賞」に輝き、多くの方々に利用されているが、「産
直品の店頭販売を通年展開できない （冬場の生鮮野菜など）」「商品の代わ
り映えが少ない」など、全国道の駅アンケートの結果から見えてきた課題と
酷似していることに着目。日南町もEVIが進める道の駅間の商品交流を通し
て、地域活性化と環境貢献を実現する道の駅連携の推進を目指しています。

創業者の「世界をもやしで緑にしよう」という考えから、「九州GGC(グローバ
ルグリーンコーポレーション)」という社名でしたが、水を大事に育み、さらな
る飛躍を目指して「名水美人ファクトリー」という社名に変更。創業者の想い
と親和性の高いEVIの取組みに感銘を受け参加。本社工場は、大分県竹田市
にあるほか、同県日田市、岡山県矢掛町と全てきれいな湧水の或るところに立
地し、西日本のみの供給ですが、日本で一番売れるもやしを生産しています。

山々からの清らかな水を利用した農業が盛んな横手市は、山林が市の半分を
占めるものの、森林に関心のない人が増え、豊かな風景、山林の持っている機
能が損なわれる事を防ぐために取り組んだのがカーボン・オフセットでした。制
度についての理解を深められず、長く地道な活動が続きましたが、2016年に
は東北地域カーボン・オフセットグランプリ最優秀賞を頂くことができました。
今後も横手の森林を守るために、市民と一体となって活動を進めていきます。

昨年に続き、段ボール製カホン型打楽器『ボルカホン』を使って、ラインダ
ンスと組み合わせたパフォーマンスユニット「Cheeky」が出演し、優しい手
拍子に包まれながら２曲を披露しました。公演終了後は、展示ブースにて
環境貢献型商品「ボルカホン」をご紹介。いろいろな方 と々交流を深めまし
た。Cheekyは１公演につき500円を森林支援に付与し、ライブを通して
環境貢献につなげています。

とる日本の現状をお話いただきました。この世界的な
経済モデルの転換期に対し、新たな巨額の投資チャン
スとポジティブに捉えゼロ・エミッション(CO2等の環
境汚染廃棄物の排出ゼロを目的とする運動)を未来の
話でなく今日の問題であると考える事が重要であると
いうメッセージをいただきました。
※来年は60分の公演を予定しております。

EVIでは、地球温暖化防止のために森林支援をテーマと
していますが、地球温暖化の悪影響は、湖沼にも多大な
る影響を与えています。問題は、いったん水質汚濁が進
行した湖沼は、水質を元に戻しても、生態系まで元には
戻らないことにあります。海や河川の水質は近年かなり
良くなってきましたが、湖沼の水質は植物プランクトンが
増えて、富栄養化が進むと次に内部富化が起こり、死滅

させるとそれらをエサにする魚や、さらにその魚をエサに
する魚まで死滅します。植物プランクトンのアオコにはミ
クロシスティンというかなり有害な物質が含まれており、
アオコ大量発生の事例は、阿寒湖をはじめ世界各地で
確認されているとお話いただきました。2018年10月15
日～19日には、つくばで「世界湖沼会議」が開催予定。
貴重な淡水を考える機会だとお伝えいただきました。

イルなどを明示し、若年層の関心や高齢者による地域に働き
かけ、SNSなどで広める取り組みを語っていただきました。③
EVIも関連するカーボン・オフセットは普及が進み、1,400件
のオフセット事例が動向、④脱炭素化に向けた企業の動きで
は2℃目標に対し、2050年までに5割～7割減（2010年比）
を、企業が目標を定め、取り組む動きが高まってきている現状
と⑤森里川海PJでは資源を上手く活用している活用実証地
域をアピールするとともに、持続可能な循環共生型の地域社
会を増やす取り組みを行っていることを述べて頂きました。

基調講演では、COOL CHOICE、金融と環境問題、水
の大切さをそれぞれご講演いただきました。また事例
紹介では、大手企業や自治体が森林支援に着手し、地
域と消費者と企業がしっかり結び合える時代だと感じ
ました。カルネコの本業でも、販促物の受注生産と
カーボン・オフセットによって、廃棄もCO2排出もゼロ
でお届けし、10月からは共同配送を実施し、物流によ

るCO2排出削減を目指しています。
EVIが2011年から取り組んできたことは、COP21、
SDGsの世界の潮流に強く、大きく関わってきていま
す。いよいよ実践の時、来年は10月15日（月）、「知見
を実践へ。今はじめる、明日のために。」をテーマに、こ
れから1年間の皆様の環境貢献活動の成果発表に期
待を寄せ、来年へとつなげます。

SBパワー株式会社　代表取締役社長
ソフトバンク株式会社
プロダクト&マーケティング統括 新規事業開発室
執行役員室長

名水美人ファクトリー株式会社
商品開発室 室長松澤 裕氏環境省 地球環境局 地球温暖化対策課長

世界の潮流をふまえた脱炭素化の取組

末吉 竹二郎氏国連環境計画・金融イニシアチブ(UNEP FI) 特別顧問  国際金融アナリスト 

環境金融が求める新しい企業の役割

日本初の森林保全団体支援型
でんきプラン 『自然でんき』

環境への取組み 足立区とＥＶＩ

日本初!カーボン・オフセット道の駅
「にちなん日野川の郷」

新社名導入と連携したCSR活動と
情報発信の取り組みについて

横手の森林を守るために

環境パフォーマンス
ボルカホンLIVE

内海 真生氏筑波大学 生命環境系 准教授 つくば3Eフォーラム事務局長 

水の汚れをどう考えるか

馬場 一氏

足立区 環境部 環境政策課
計画推進係長

 小山 秀一氏

荒金 太郎氏

EVIのカーボン・オフセットミュージシャン

Cheeky

横手市 農林部 農林整備課 森林整備係
主査

 武藤 悟氏

 正村 晃一氏

 加藤 孝一カルネコ株式会社 代表取締役社長 （内閣府 地域活性化伝道師）

知見を実践へ 今、はじめる。明日のために。

日本の森の現状、国際社会の動向、企業が始める「環境プロモーション」の取り組みを発表
＜総合司会＞ 磯谷 祐介・米森 優子※当日のプログラムの概要を抜粋してご紹介させていただきます。

第２部　事例紹介

全体セッション

第 1部　基調講演



近年増えている大型台風などの自然災害。地球温暖化も原因のひとつなだけ
に、私たちは全世界が推進しているCOP21の「２℃未満」への道を歩まなけれ
ばなりません。森林面積が国土の７割を占める日本で、森林の役割と機能をしっ
かり活かすため林業を活性化させ、2011年３月からEVIの活動を開始し、７度
めとなるこのイベントを通して、来年素晴らしい取り組み事例が生まれることを
願いますと伝えました。

加藤 孝一
開会のごあいさつ
カルネコ株式会社 代表取締役社長（内閣府 地域活性化伝道師）

私たちにできること　  。

日本各地から
約40社の
環境貢献事例
展示

講演資料・動画、イベントレポートなどはこちらから

企業や自治体など約40社による様々な環境
貢献事例が展示されました。昼食の際は、セ
ミナーエリアにて各ブースの取材動画を放
映。終了間際まで多くのお客様にご参加いた
だきました。

今回は、お申し込みの際ご予約をいただいた方を対象に、環境貢献型商品
開発やJ-クレジット（J-VER）、EVIへの参加方法などのご質問にお答えする
相談会エリアを設けました。

ご 来 場 者 様 ア ン ケ ー ト

＜お客様の声＞
●企業が始めなければならないこと、できるこ
とを学びました（企業）
●環境リスク財務に関係していくことが気にな
りました。CO2＝負債という新しい流れが分
かった。（国・地方自治体）
●自然の仕組みや自然のエネルギーを利用し
た生活や健康的な手法に関心がある（企業） 参加者の約53％の方が２回め以上の参加！

企業、国・地方自治体の参加者が2015年比で123%アップ！多くの方々に支持されています！

このイベントは貴社、団体もしくは、あなた個人の
活動の推進に対し、役立ちましたか

多くの方に「役立った」の
声をいただきました。

セミナー実施お役立ち度

Q.
とても役立った・役立った・どちらともいえない
役立たなかった・まったく役立たなかった・無回答A.＜EVI環境マッチングイベント2017ご来場者様アンケートより＞

10月24日(火)東京国際フォーラム（ホールB7）で開催した、

第７回「EVI環境マッチングイベント2017」におきましては、

多くの方々にご来場いただき、誠にありがとうございました。

 「私たちにできること。」をテーマにした今回のイベントでは、

例年に比べ企業や国・地方自治体からの参加者が多く、展示

エリアは終了時間まで盛況。集まった約300名の皆様からは、

環境貢献事例の創出に向けての情報収集や関心の高さがう

かがえました。

イベントでは、企業や国民が環境に対する課題解決を目指す

ために、今、世界で起きている環境への取り組みや普段のお

買い物やサービスを通して私たちにできる身近な環境貢献事

例が紹介されましたので、本誌にてご報告します。

ＥＶＩ環境マッチングイベント2017
～参加された皆様への感謝とご報告～

―持続可能な社会のための環境貢献最先端成功事例―

39.1

53.993
EVI東京2017

来年の開催テーマ

「知見を実践へ 今、はじめる。明日のために。」
2018年10月15日(月)東京国際フォーラムにて開催いたします。 

EVI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）の流通を目的とした
「環境プロモーション」を企業、国・地方自治体の皆様にご提案をしております。

EVIを活用し、商品やサービスの提供を通じて環境貢献に取り組んでみませんか？

EV I プラットフォーム 商品 サービス 施設 商品
開発

事例紹介にもあった、「環境プロモーション」をはじめてみませんか？

相談会を実施

間伐材のはがきとうちわを使ったワークショップでは、みなさん素材を切っ
たり貼ったり、大人ならではの個性的で素敵なものが仕上がっていました。
はがきはそのまま切手を貼付して投函させていただきました。

間伐材のワークショップ

相談会をきっかけにEVIにご参加いただいた
滋賀県の金勝生産森林組合様

EVIならではの環境プロモーション３つのメリット

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。

日本各地の森林を
選択して支援できます

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。

消費者と商品の交流

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。

企業価値の向上

木の帯を組み合わせた
オリジナルうちわ→
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第３部　ブースツアー 

スライドによる環境プロジェクトの紹介と企業の支援紹介からブースツアー（展示エリア）へ
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