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「森のめぐみのおとりよせ」
もオープンより半年が経ちました。
皆様への感謝を込めまして日々の活動やご活躍の木工所様、
注目の木工品を紹介をつづった
「森めぐ便り」
をお届けいたします。

全国の森林支援ができる
木製品の通販サイトのご紹介
http://morinomegumi.kinodeguchi.jp

▼森のめぐみを活かし、心を込めてつくった商品の数々。 ※カテゴリーを一部抜粋

トライウッド

ゆっくり、じっくりが大切
今回ご紹介させて頂くのは、
大分県日田市上津江町で林業を営む株式会
社トライウッドさんです。
平成２年に創立された同社は、
自然の中で１年
かけて乾燥させる独自の乾燥製法「輪掛け乾燥」
（りんがけかんそう）
で、
人にも環境にもやさしい適切な管理で仕上げた
「津江杉」
を生産していま
家を
す。
人工乾燥とくらべてＣＯ２排出量も圧倒的に少ないこの製法は、
建ててからの湿度調節能力も高く、
快適な暮らしの持続を約束してくれ
ます。木の家が優しいのは見た目だけではないんですね。
人工的な乾燥
によって木に負担をかけるのを避け、
時間はかかるけれども自然乾燥し、
木の細胞や性質をベストな状態まで高めて使う、
長く供にしていくには
正しい向き合い方な気がしますね。

ともに生きる！防災の日・復興支援キャンペーンの
第2回企画実行委員会が4月4日に開かれました。
メーカーの垣根を越えて、防災のお買い物を通じ
て環境貢献が出来る日本初の全国展開消費者参
加型のキャンペーンです。
３年目を迎え昨年を上回るメーカー様、卸様、小売様と
消費者の皆様がひとつになり復興支援につなげます。展開期間は防災の日をは
さむ8月25日〜9月末日。売場、対象商品も昨年に増して展開できるよう皆様の

キッチン用 品

雑貨

文具

また今年から環境省が
参加をお待ちしております（参加のお申込締切は6月末日）。

家具

推進するFun to Share(低炭素化社会を目指す国民運動)とコラボしてキャン
▼名入れからオリジナルノベルティの
デザインまで、間伐材製品の
制作も承ります。

▼応援したい地域を自ら選び支援
することができます。
※１口10円〜。何口でも承ります。

輪掛け乾燥

ともに生きる！

木の出口のコンセプトから生まれた
「森のめぐみのおとりよせ」
サイトで
は、
全ての製品が日本の木材を使用して作られており、
商品を買ったり、
贈ったりするだけで、
製品価格の一部や購入者の主体的な支援金が日本
の森を守るしくみになっています。

【大分県】株式会社

今年もやります！

特 集

防災の日・復興支援キャンペーン
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日本の森と水と空気を守ります。
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ペーンを拡大してまいりますので、
お声掛けのご協力もよろしくお願いいたします。

「Fun to Share」の取り組みがはじまっています。
木のはがき
（82円で送れます。）

杉の香りが届く木のうちわ

木材利用ポイント対象商品に選定
森のめぐみのおとりよせに掲載の50商品は、木材利用ポイント対象商
品に選ばれております。
木材利用ポイントについて http://mokuzai-points.jp/

すぎ丸うちわ

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げるしくみです。

【森めぐ便り】
では、森林事業者様や商品の紹介をしてまいります。
掲載希望の企業様、森林事業者様も募集しております。その他、

すぎ柄付き
うちわ

木のノベルティ制作のご相談などお気軽にお問い合わせください。
（t.sugaya@calbee.co.jp

担当：菅谷）

株式会社 トライウッド

【隔月発行】

E VI レポート

トライウッドさんが、
津江杉の森から出た
間伐材で制作されている
「木のうちわ」
の
ご紹介です。
あおぐたびにほのかな杉の香
りに包まれる木のうちわは、
夏の暑さを忘
れさせてくれます。
シンプルなかたちと木
目の質感をいかし、
企業様のノベルティと
しても人気の商品です。
絵を描いてオリジ
ナルうちわにアレンジするのもおすすめ
です。
0.3mmの薄板を3層にして作成してい
ますので、
弾力性に強く長期間使って頂け
ます。
これからの季節向けて、
ノベルティ
にいかがでしょうか。

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。企業、団体、地域

「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。

社会、国民一人ひとりが連携し、豊かな低炭素社会づくりに繋がる

EVIではこの取り組みに積極的に参加してまいります。EVIロゴマー

情報・技術・知恵を共有し、連鎖的に拡げることで、
「ライフスタイル・

クと併載することで、新しい国民運動「Fun to Share」
を広く皆さん

イノベーション」
を起こし、
日本発で世界に拡げ、低炭素社会を実現

に認知していただき、
日本の森と水と空気を守る活動をさらにすす

しようという取組です。

める事を目的としています。

http://funtoshare.env.go.jp/about/

HP http://www.try-wood.com/

■発行人： 加藤孝一 ■企画編集： EVI推進協議会 ■デザイン： カルネコクリエイティブ
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◀ホームページ

▲今後様々な商品や

キャンペーン等の活動に併載

▶Fun to Shareマークを併載したカーボン・オフセット付

南アルプス市さくらんぼ。４月中旬より日本橋髙島屋他で発売。
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秋田県八峰町 いいひといいしないいくうき
菌床しいたけ
「八峰美人」発売

EVENT REPORT

なシイタケが一定量発生し、味に見劣りしないにもかかわらずコスト
をかけて廃棄処分されていました。EVI推進協議会が、
クレジット預
託の相談で全国各地の森林を訪問する中で垣間見た、森の現場が
抱える問題の一つでした。八峰町では、
この規格外シイタケを
「八峰
美人（はっぽうびじん）」
としてブランド化。
カーボンオフセットを付加した環境貢献型農産物として販売する戦

¥300（税込）

▲同町で廃棄処分されていた

規格外の小ぶりなシイタケが、

環境省によるカーボン・オフセット認証ラベル

「八峰美人（はっぽうびじん）」

CO2-0092
www.jcs.go.jp
認証取得者 峰浜培養

として売り出されました。

【商品詳細】
秋田県八峰町で生産された小ぶりなしいたけ。
肉厚があり味
も良く、美味しさがぎゅっと詰まっています。環境貢献、森林
支援につながる、
カーボン・オフセット付き農産品です。

※パッケージに使用しているラベルは、
間伐材を使った木の紙で作られています。しおりとしてもご利用いただけます。

略を立て、
その販路として名乗りを上げたのが、
おむすび権兵衛でし

いいひ と ︑いいし な ︑いいく う き

の雇用確保にもつながっています。生産工程では、規格外の小ぶり

1パックにつき

を主要産業とする同町で平成8年から取り組み始めた事業で、地域

円が白神山麓の

森林支援に

八峰町の菌床シイタケの栽培は、農水産業を中心とした第一次産業

50
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25 火

森のめぐみのおとりよせ出展

中野サンプラザホールにて、
イベントの趣旨に賛同いただいた、幅広い

消費拡大によって農地再生に貢献することをめざすユニークな会社

◀八峰町とおむすび権兵衛を

です。
それとともに、
コメ以外でも産地と結びつきの強い商材の開拓

結び付けた共同プロジェクト

に着手していました。両者の思惑が一致してはじまったのがこの共

左からおむすび権兵衛

のキーパーソンたち。

商品部部長の外岡学氏、

同プロジェクト。
おむすび権兵衛では、
おむすびの具材としての検討

八峰町農林振興課林業係の

もしましたが、小ぶりでかわいらしいシイタケの形をそのまま生かし

木藤誠氏、

たいと、味噌汁の具材にすることが決まりました。

EVI推進協議会の加藤孝一。

髙島屋、池袋 東武百貨店
カーボン・オフセット付
「南アルプス市さくらんぼ」発売

世代に人気の
「つるの剛士」
さん、NHK「みんなのうた」
で
「日々」
を歌う

内KITTEのセンター広場で開催されました。
この催しは広く一般の皆

実力派シンガーソングライター「吉田山田」
さん、NHK連続テレビ小説

さんにカーボン・オフセット商品を購入していただくことでカーボン・オ

「あまちゃん」
の挿入歌「暦の上ではディセンバー」
に歌唱参加し話題の

フセットについて認知してもらことが目的です。地球温暖化についての

「ベイビーレイズ」
さんが登場し、一夜限りのプレミアムライブが行われ

トークショーにはテレビでお馴染みの方々がずらり。皆さん足を止めて

ました。パワフルなパフォーマンスと合わせて、
「 1人ひとりができる

聞き入っていました。EVIではお馴染みの森のめぐみのおとりよせの木

カーボン・オフセット」
を呼びかけました。EVIでは販売ブースに出展し、

工品、中でもパッケージに工夫をこらした間伐材ピンバッチが人気で

カーボン・オフセット付商品を展示。
ライブに訪れたお客様に森のめぐ

した。
フルーツドライ、環境農品さつまいも
「なるとの金太郎」
にくわえ、

みのおとりよせ商品を販売させていただきました。

秋田県八峰町の可愛くておいしい菌床しいたけ
「八峰美人」
は用意し
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東京国際フォーラム

火

カーボン・マーケット
EXPO2014

カーボン・オフセットの仕組みを通して
「人と人、地域と人、地域と地域」
のつながりを構築し、地球温暖化防止を通じて地域に貢献する新たな
ビジネスのかたちを提案するカーボン・マーケットEXPOが開催されま
した。
セレッソ大阪の元Jリーガー森島氏のセッションには大勢の人が

今後のEVI活動予定
●女神湖エコチャレンジ
●MOWキャンペーン
●ともいき防災・復興キャンペーン
●足立区環境フェア出展
●大丸有エリアSuica・PASMO端末

あるさくらんぼは、
まるで宝石の様です！今年で３年目を迎えるさく
らんぼですが、販売早々売れ行きも好調。
カーボン・オフセットにつ

今年もやります！

いての説明ボードや店頭リーフレットをご用意し、商品をご購入いた
▲池袋東武百貨店

▲日本橋 髙島屋

EVIマッチングイベント2014
11月１８日
（火）東京国際フォーラム

内閣府・地域活性化統合本部認定

「地域活性化伝道師」に認定されました！

EVI ホームページ、facebookでは日々の活動報告、
イベントやセミナー等の告知他、支援に関わる様々な
情報を発信しております。
ぜひご覧ください。

EVI推進協議会 加藤孝一は環境省より、
「地域活性化伝道師」

EVIのホームページが
リニューアル
されました！

の推薦をいただき、内閣府・地域活性化統合本部より、認定証
が届き登録されました。
「地域活性化伝道師」は地域の活性化
にかかわる案件を推進することを目的として登録されておりま

EVI特別企画展示のお知らせ
「木と親しみ木に学ぶ」

5月6日
（火）
まで開催

板橋区にある板橋区立エコポリスセン
ター1階ホールにおいてEVI特別企画
展〜木と親しみ木に学ぶ〜が開催さ
れました。小学生にも分かるエコの解
説やEVIの活動内容がパネル展示、
ビ
デオ、木の葉を用いたフロア展示など興味を引く内容です。
（EVIはこ
れからも環境関連の企画展示、講演、木育などを積極的に推進して
まいります。
ぜひお問い合わせください。
）

板橋区立エコポリスセンター
http://itbs-ecopo.jp/event/special/2014/000447.html

EVI レポート

創刊のごあいさつ

【EVI Re-port】
では、EVIの活動報告やイベント・セミナーの告知、
「森

のめぐみのおとりよせ」
に関する森林事業者様・商品のご紹介を中心に

すので、内閣官房地域活性化統合事務局の担当窓口にご相談

隔月発行にてお届けしてまいります。参加企業様、森林事業者様をつな

いただき、
ご指名いただければ、
内閣府の予算でお伺いすること
が可能になるかと思いますのでご活用ください。

カーボン・オフセット付商品群です。

人」
や最新環境貢献事例等を展示。EVIブースには環境省副大臣も訪

オフセット付南アルプス市さくらんぼ」
が発売されました。赤くツヤの

加藤孝一

カーボン・オフセットフォーラム、環境省主催の展示即売会が東京丸の

れ、
これまでの活動の様子を興味深くご覧いただきました。

４月中旬より東京・日本橋 髙島屋、池袋 東武百貨店で
「カーボン・

カルビー株式会社
カルネコ事業部 事業執行担当

カーボン・マーケットEXPO
プレイベントに参加

利用木材を使った木工品や、
カーボン・オフセット付しいたけ
「八峰美

いいひといいしないいくうき

PI

1・２ 土 日

東京丸の内・KITTE

注目。EVIも昨年に続きブース出展し
「森のめぐみのおとりよせ」
から未

東京・日本橋

!
CK UP
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た100パックが完売。
いずれもEVIが６次産業化をめざして開発した

た。同社は、“日本の農業に貢献する”を経営理念として掲げ、
コメの

だく多くのお客様が環境貢献を意識されています。

環境省主催
カーボン・オフセット メッセージライブ2014

EVIの展示、
イベント参加の活動報告です！

ぐコミュニケーションツールとしてお読み頂ければ幸いです。
▲地域活性化伝道師 認定証

地域活性化伝道師 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/onestop.html

Visitus on

Facebook

【EVI Re-port】Report（報告）
とport（港、
コネクター）
の造語。
様々な環境貢献活動を発信していく“port=港”のような存在であること、
また皆様
を“port=つなぐ”プラットホームである事を意味しています。

