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後援協賛団体企業

EVI参加企業36社 EVI預託62プロジェクト

EVI環境マッチングイベント2014

後
援 ： カーボン・オフセット特定地域協議会、
EVI参加企業各社、EVI森を守るプロジェクト ほか予定
協賛メディア ： 宣伝会議、EICネット、
月刊公論、
チェーン・ストアエイジ ほか予定
（2014年10月現在、順不同）
〈EVI参加企業36社〉

―持続可能な社会のための環境貢献最先端成功事例―

ともに、一歩前へ。
専門分野のエキスパートが、環境貢献成功事例を

語り環境に取り組む皆様の交流の場をご提供いたします。

クリエイティブサンクス

3年間にわたる消費者の環境意識に基づいたカーボン・オフセット農林水産物の商品開発や

〈ともに生きる企画実行委員会推進企業〉

6次産業化への取組み、今年は特に環境省が推進する国民運動Fun to Shareや地域協議会と連携した
低炭素化推進事業の取組み、環境貢献型プロモーション事例紹介等、
CSR、CSVご担当の皆様には必聴、必見のプログラムです。
ぜひ、
お申し込みください。

日 時：

お申し込み方法
イベント参加ご希望の方は、下記お申込みフォームより必要事項をご記入の上、お申し込みください。

http://www.evic.jp/evi/event2014̲form.jsp

場 所：

11月18 日（火）

2014 年

9：00 開場／10：00 開始（予定）

東京国際フォーラム(有楽町) B5ホール

入場無料、先着300名、事前登録制、
お申し込み方法はWEBサイトからどうぞ。

主 催 ：「TOKYO」地域カーボン・オフセット推進ネットワーク

今回のイベントで排出されるCO2をEVI推進協議会がオフセットいたします。
【お願い】当日はCO2排出削減のため、
なるべく公共交通機関をご利用ください。
なお会場の電力使用、関係者・参加者の移動に伴い排出される
CO2をオフセットするため、
お申し込みの際に交通手段及び最寄り駅の記載にご協力をお願いします。
本説明会の参加をご希望される方は、
以下の
「個人情報のお取扱いについて」
にご同意いただいた上で、
お申し込みください。
【個人情報のお取扱いについて】
いただきました個人情報は、
当説明会関係者（三菱UFJリース株式会社/カルビー株式会社CalNeCo事業部）
での共有及び主催者からのセミナー・イベ
ント情報等のご案内のみに利用させていただき、他の目的には利用致しません。
また当該情報は三菱UFJリース株式会社が管理し、
三菱UFJリース株式会社内でのみ取り扱うもので、
それ
以外の第三者には一切開示致しません。
【お問い合わせ先】個人情報に関するご連絡先、苦情・相談窓口 三菱UFJリース株式会社 法務コンプライアンス部 電話：03-6865-3015
上記のほか当社の個人情報に対する取組方針については、
当社ホームページに掲載された個人情報保護方針をご参照ください。http://www.lf.mufg.jp/policy/index.html

（EVI推進協議会（三菱UFJリース株式会社、カルビー株式会社 カルネコ事業部））

対

象

参加者募集中

交通アクセス

東京国際フォーラム ( 有楽町 ) B5 ホール
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1 tel.03-5221-9000

◎最先端の環境貢献型プロモーションに興味のある方
◎環境に貢献する商品で差別化を図りたい方
◎カーボン・オフセットに興味のある方

成果を発表したい方、
ブース展示希望の方も同時募集中です。
今すぐどうぞ！

〈JR 線から〉
有楽町駅より徒歩 1 分
東京駅より徒歩 5 分
( 京葉線東京駅と B1 階地下コンコースにて連絡 )

お申込は

〈地下鉄から〉
有楽町駅 D5 出口より徒歩 1 分
銀座駅より徒歩 5 分 / 日比谷駅より徒歩 5 分
二重橋前駅より徒歩 5 分 / 日比谷駅より徒歩 7 分
銀座駅より徒歩 5 分
銀座駅より徒歩 7 分 / 京橋駅より徒歩 7 分
日比谷駅より徒歩 5 分

EVI東京1118 で検索

Tel:
03-5220-6234

http://www.evic.jp/evi/event2014/tokyo1118

お問い合せ先
カルビー株式会社 カルネコ事業部 TEL：03-5220-6234
※こちらの案内状は、
以前EVI環境マッチングイベントに参加された方々、
及び面識のあった皆様方に発送しております。
ダイレクトメールの宛先変更や停止などをご希望の方は恐れ入りますが、
上記連絡先までご連絡いただきますようお願い致します。
既にお申込された方や停止をご希望された方へは、
その後もダイレクトメールが数通届くことがございます。
予めご了承ください。
EVI.ME.2014.11.18̲3000

スマホからも
どうぞ

eco-innovation & sharing
EVIは日本の森と水と空気を守ります。

協力：環境省（申請中）

※このイベントで排出されるCO2をEVI推進協議会がオフセットいたします。

Program

環境への想いをひとつにして

ともに、一歩前へ。

本イベントではクレジット創出事業者と企業および自治体、消費者の三位一体の取り組み事例や先進事例を中心に、

EVI環境マッチングイベント2014

政府、
取組事業者、
参加企業といった多方面の視点からご紹介します。
このイベントを通して、
環境貢献活動をより一層

―持続可能な社会のための環境貢献最先端成功事例―

私たちEVIは、
日本の森を守るため頑張っている森林事業者の皆
さんや日本の環境について真剣に考えていらっしゃる法人、個人
の皆様がともにその想いを分かち合い、
未来に向かって恊働でき
るそんな出逢いの場を提供させていただきたいと願っています。
特に今年のイベントでは消費者の環境意識に根ざし、普段のお
買物やキャンペーンを通して出来る環境貢献のかたちを成功事
例を通してご紹介いたします。明日からすぐにカーボン・オフセッ
ト付商品やキャンペーンを展開することも可能です。
ぜひお誘い
合わせの上、
お越しください。

「日本の森と水と空気を
守ります」
で
低炭素社会を目指します。
環境省では新たな気候変動キャンペーン
「Fun to Share」
をスタート「
。Fun to Share」
とは、
最新の知恵をみんなで
楽しくシェアしながら、低炭素社会を作っていこうよ！とい
う合言葉。
EVIは、
Fun to Shareと連携し、
日本の森と水
と空気を守る活動をさらにすすめてまいります。

活性化し、
特に今回は環境省が推進する国民運動 Fun to Shareとも連携し、
参加者自身が明日からでも始められる
カーボン・オフセット付商品事例やキャンペーンなどの取り組み方をご提案したいと考えております。
また、
ブースエリアには

成果を発表したい方、
ブース展示希望の方も
同時募集中です。今すぐどうぞ！
お申込はこちらから

森林事業者と企業と消費者を
結ぶプラットフォーム
木の出口
未利用木材の
需要開発

CO2

カーボン・オフセット
プロモーション

Fun to Share
との連携

キャンペーン

●南アルプス市
わくわくエコチャレンジ
●MOWを食べてくつろぎ時間
プレゼントキャンペーン
●グリーン＆クリーンリゾート

環境展示会
啓蒙活動

商品・サービス

地域協議会
との連携

ワークショップ

●環境絵本制作
●足立区立エコポリスセンター
箸・木のうちわワークショップ など

Eco Value Interchange
Concept Map

10:40

国際的な地球温暖化の流れと、新しい国民運動「Fun to Share」
と
連動したカーボン・オフセットへの取り組み(仮称）

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課
市場メカニズム室 室長

川上 毅 氏

ＥＶＩとは？

カルビー株式会社 カルネコ事業部 事業部長
地域活性化伝道師

加藤 孝一

Eco Value

環境貢献プラットフォーム
「Eco Value Interchange」
カーボン・オフセット付商品や寄付型カーボン・
オフセットの仕組みと活用方法の実務

11:10

カーボン・オフセット
について

11:30

ともいき

11:45

表彰式

12:00

ブースツアー（昼食）

13:20

防災の日・復興支援キャンペーン 取り組みの発表

「伝える力コンクール」表彰

新しい森林経営の形

木質廃材のリサイクル 〜木はとことん使える環境にやさしい素材〜

三菱UFJリース株式会社 環境・エネルギー事業部
オフセットサービス室長
企画実行委員会

（日本スーパーマーケット協会 管理渉外部

牧野 佐和子
茂野 隆一氏）

プレゼンター：企画実行委員会
大賞…１店舗 企業賞…3店舗 とも生き賞…5店舗（予定）

13:40

兵庫県養父市役所 産業環境部
環境推進課 主査

中尾 秀幸氏
岡村 勝弘氏

正垣木材株式会社 営業部

国土緑化株式会社 経営戦略部 商品企画室 マネージャー

新しい木材利用の形

端材から生まれるＢtoＢの新たな商品価値の創出
〜枝を活用したエコ支柱の開発〜

14:00

休憩ブースツアー

14:30

生活者の想い

14:45

援
林支
中
！森
実施
ッチ
1 タ ペーン
ン
キャ

加藤 孝一

全国15拠点

●南アルプス市 さくらんぼ
●南アルプス市 シンビジウム
●信州・奥三河「やわらかフルーツドライ」
●秋田県八峰町「八峰美人」
●徳島県鳴門市「なるとの金太郎」

●ともに生きる！防災の日・復興支援
キャンペーン
●大丸有 1タッチ！森林支援
環境教育
キャンペーン など

●EVI環境マッチングイベント
●足立区環境フェア
など、
出展多数

カルビー株式会社 カルネコ事業部 事業部長
地域活性化伝道師

開会挨拶

開会

基調講演

http://www.evic.jp/evi/event2014/tokyo1118

クレジットの
流通促進

はじめよう！ともに未来に向けて。
」
をカタチに昇華させ
「ともに、
一歩前へ。
」
歩むことが今回のテーマです。
ご期待ください。

EVI推進協議会
加藤 孝一

10:05

スマホからもお申込みができます！

クレジットの
出口

取組事業者による出品展示も行い、活動内容の紹介や個別相談会も実施いたします。昨年のイベントテーマ
「ここから

10:00

EVI東京1118 で検索

環境省がすすめる低炭素社会実現に向けた
国民運動「Fun to Share」と強力に連携

〜プログラム〜

３年間の生活者の環境貢献意識の変遷

「Fun to Share」取り組みの形

気候変動キャンペーン
「Fun to Share」
の取り組み

山田 隆介 氏

石岡市カーボンオフセット協議会 会長

（株式会社スズラン企画

池田 寛 氏

常務取締役）

カルビー株式会社 カルネコ事業部 営業推進課

寺西 幸政

講演者は打診中です。決まり次第、
当イベントサイトの
プログラムに表記させていただきます。

株式会社ウェイストボックス
ＥＶＩシールを活用した商品開発の取り組みの斡旋
（木曽、村松農園カラフルトマト、開田高原ゴーフレット、他３種） 代表取締役社長

15:00

ＥＶＩマーク活用の形

15:15

地域活性化の形

リゾートエリアの森林保護とCO2削減の取組MODEL
〜グリーン＆クリーン・リゾートの展開〜

一般社団法人
蓼科白樺高原観光協会 理事

15:30

環境教育の形

EVI環境絵本の読み聞かせと、
シリーズのご紹介「もりでみーつけた」

クリエイティブオフィス エジソン

15:45

ともに、一歩前へ（全体セッション）

16:15

閉会

鈴木 修一郎 氏
榎本 真弓 氏
津久井 香乃古氏
菅谷 健夫

カルビー株式会社 カルネコ事業部 事業開発課
カルビー株式会社 カルネコ事業部 事業部長
地域活性化伝道師

秋山奈々子氏

総合司会

カーボン・オフセットフォーラム

※ご参加の皆様へ

当日はプログラムにそって進行させていただきます。
お名刺を2枚ご用意いただき開始10分前までに受付をすませていただきますよう
お願いいたします。
プログラム、講演者は都合により変更させていただく場合がございますので、
ご了承ください。

加藤 孝一

