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第4回 森めぐだより

季節をお届け。
ギフトセレクション特集。

【森めぐだより】では、森林事業者様、木工所様のご紹介やギフトセレクションなどの商品紹介をしてまいります。
掲載希望の企業様、森林事業者様、木工所様も募集しております。その他、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。

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。

http://morinomegumi.kinodeguchi.jp

森のめぐみのおとりよせに掲載の90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/

期間延長！ 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は、日本の木材からなる木工品を扱った
ショッピングサイトです。購入金額の１％が森林を守ります。商品は、
春を色どるテーブルウェアから、ひのきや杉の香りが心身を癒してくれ
るバスグッズなど、カテゴリーも様々。日本の三大美林のひとつ奈良
県・吉野の木材でつくられたカッティングボードやランプなどもご用意
しております。環境を守るギフトとして、大切なひとにも環境にもやさし
い、森のめぐみのおとりよせ・ギフトセレクションをぜひご覧ください。

吉野特集

春のテーブルウェア特集

バスグッズ特集

POCO’CE(ポコチェ)にFun to Share広報
業界初！カーボン・オフセット付フリーペーパー

都会で働く女性に向けた情報誌フリーペーパーPOCO’CE(ポコ
チェ、イタリー語の造語でちょっと幸せの意)にFun to Share広報と
見開きで環境貢献につながる木製品の通販サイト森のめぐみのおと
りよせやPASMO、SUICAの支払いで支援できるワンタッチ！森林支
援キャンペーンやリゾートにおける環境貢献活動Green & Clean 
ResortなどEVIの活動が紹介されました。（この冊子は東京を中心に
12万部発行されておりEVIを通してカーボン・オフセットしています。）

2014年11月号
掲載ページ

毎号表紙に、EVIと
Fun to Shareのロゴを掲載

EVIサイト（http://www.evic.jp/evi/top.jsp）の
【お買いもので貢献】から産直市場サイトが
ご覧になれます。

未利用資源が
環境貢献型商品へ!「産直市場」を開設！

■事例紹介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。そんな需要と供給に基づき、出荷できない農作物や利用目的がない
木材等、廃棄に困っている未利用資源を新たな市場へと結びつけるサイトを
開設いたしました。本サイトを通じて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。ご利用の際は、ぜひお問合せください。

matching

こまや様

キムチの素に、
柿と梨を
使ってます！

case 柿と梨

キムチの素の材料に柿と梨を
入れるととっても美味しいんで
す。虫食いやキズがついていて
も問題ないです！

虫食いやキズがなどで、段ボー
ル4箱分くらい廃棄している果
物があります。とてももったい
ないないのですが、売り物とし
て出荷することはできません。

うきは市で普段廃棄している梨は、少しの虫食いでも美味しい梨が廃棄され
ていることを知り、有効活用できないか探したところ、キムチの素に梨を使用
しているこまや様が手を挙げていただき、この梨の味に大満足されました。

購入者 九州うきは市様出品者

廃棄している柿と
梨があります!

CHECK!PICK UP!

５月最新号では、EVIに
ついて、普段のお買い物
が森林支援につながる
「EVI SHOP」、商品の購
入が森林支援につなが
る「フルーツドライ」をご
紹介しております。

地域活性化伝道師 加藤孝一が、これから開発するCOF商品や
サービスを通じて環境貢献をお考えの皆様へ、COF商品開発
定額補助事業に関する補助申請から実際のCOF商品の作り方ま
でを、EVIの開発事例をもとに丁寧にご説明いたします。開催をご
依頼いただければ、ご相談させていただきます。開催地の確保な
らびに、イベントの準備・運営にご協力いただける自治体・団体様
からのご応募お待ちしております！

COF（カーボン・オフセット）商品開発説明会 開催募集!
普段のお買い物を通して環境貢献

Information

地方創成、地域活性化を
支援する

リゾート地における
COF（カーボン・オフセット）活動

グリーン＆クリーン・リゾート

〈会場〉会場の手配と集客。聴講者数
 10名様より承ります。
〈設営〉説明会に必要な資料・展示物
 などはご用意します。
〈費用〉会場費
 交通費（講師、スタッフ１～２名）など

※上記の項目に当てはまらない場合でも、お気軽にご相談ください。

東京会場の様子

【募集要項】

2015年10月19日（月）、東京国際フォーラムB7にて、スペースを拡大して開催予定です。
プログラムに参加をご希望の方は、EVIホームページ（http://www.evic.jp）よりお問合せください。

EVI環境マッチングイベント2015のメインテーマは「ともに、創ろう」です。
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未利用自然資源の
有効利用

１次産品の６次化
EVIシールの利用促進

自治体・協会等団体との連携
COF商品開発を推進（カーボン・オフセット付）

大手通販サイトより
ECサイトをオープン！

COF商品開発説明会
札幌・富山・東京・福岡・沖縄（実施済み）

他、秋田・石巻でも開催予定
今後、自治体等へ打診。
オファーをいただき次第、
各所で実施予定。

5月22日（金）三重
5月25日（月）大阪
6月12日（金）長野

開催
決定！

EVIマークの
　全国的な普及を推進

環境省、地域協議会や
自治体、NPO団体との連携

NEW

EVI SHOP
環境貢献型ショッピングサイト

日本初！環境貢献型商品のみを販売
消費者のどこで買えるの？に応える

スポーツ振興と
リンクした環境貢献
日本のプロスポーツ界に
環境貢献を訴求

ロアッソ熊本（サッカー）
熊本ヴォルターズ（バスケ）

TOKYO

●特集 EVI 「ともに、創ろう」
　・COF商品開発説明会
　・商品開発・販売促進支援事業
　・ECサイト「EVI SHOP」オープン！
●産直市場サイト開設　他
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EVI SHOP
環境貢献型ショッピングサイト

〈補助案件としての商品を販売するまで〉
開発商品は“カーボン・オフセット宣言”を
していただきEVI SHOPにて
販売可能です。商品検討

申請準備

申請フォームへの入力

必要書類の送付
（無効化証明書等）

申請書類チェック

クレジット無効化情報確認

Web上にて「カーボン・オフセット宣言」

EVIショップで
販売可能

COF商品
説明会

申請者
（2015年度４月以降）

環境省・
事務局

COF商品
として販売

地 域 協 議 会 Report EVIの展示、イベント参加の活動報告です！

EVIは、東京ビックサイトで開催された49回スー
パーマーケットトレードショーにて、環境省、地域
特別協議会のご協力のもと、普段のお買い物を通
して環境貢献ができる環境貢献型の売場を展示し
ました。日本各地（福岡、徳島、信州、木曽、蓼科、
宮城、秋田ほか）の環境貢献型商品を一堂に集め、
未利用食材でスムージーコーナー（福岡うきは
市）、徳島フェア（もりまも）、信州・木曽フェア、防災
の日復興支援キャンペーン、全国特産品で環境
貢献フェアなど、すぐにでも実現できる環境貢献を
主体とした魅力的な売場を提案しました。

EVIは、2015年度 環境省のCOF（カーボン・オフセット）商品補助
案件に関する商品開発説明会を全国のエリアで開催します。
消費者の環境貢献に関する意識は高まりつつあり、環境に貢献した
いという想いから「1割高くても環境貢献型商品を選ぶ」という価格
容認性が23%、同じ価格なら70%以上が環境貢献型商品を選ぶと
答えています（2014年CalNeCo消費者アンケートより）。
EVIでは、東京・丸の内でのキックオフミーティングを皮切りに、関連
企業、環境事業者、自治体、商品開発、CSRご担当者の皆様を対象
とした、COF商品開発定額補助事業に関する補助申請から実際の
COF商品の作り方まで、EVIの開発事例をもとにした全国説明会を
開催します。

展示商品全て、代金の一部が
環境貢献につながる商品です！

COF（カーボン・オフセット）商品を
揃えて売り場をつくる！

普段のお買い物を通して環境貢献！

地域協議会イベントリポート 第49回スーパーマーケット・トレードショー2015出展！ 2月10（火）～12日（木）

各地域の環境貢献型（COF）食品が
ブース狭しと集まり注目を浴びました。

カルビー株式会社カルネコ
事業部によるメッセージ
ツールでフェアやキャン
ペーンをもり立てます。

環境貢献型商品開発の
エリア説明会開催! 環境貢献型の商品開発・販売促進支援事業の概要

環境省は、平成27年度よりクレジットを活用した個別商品の開発や販
売促進、特定地域協議会のマッチング事業を支援します。企業様のCOF
商品が「商品開発・販売促進支援事業」の対象商品となる場合があり、
補助金が交付される可能性もあります。また、環境貢献型商品として本
ECサイトから販売することも可能です。

日本初！環境貢献型商品通販、EVIショップオープン！！

事業内容

マッチングを行う
民間団体等

（特定地域協議会）

環境貢献型の
商品の開発を
行う民間団体等

環境省

非営利法人

間接補助方式のイメージ

1 2
補助対象事業
補助対象者

補助額

環境貢献型商品の開発
商品開発を行う民間団体等

１商品あたり
50万円（上限）の定額補助

特定地域協議会によるマッチング事業
マッチング事業を実施する民間団体等
１マッチングあたり10万円の定額補助
（１団体あたりの上限は1,000万円）

環境貢献型の商品の開発を
行う民間団体等

マッチングを行う民間団体等
（特定地域協議会）1 2

エリア説明会は要望をいただいた地域で
随時開催予定（秋田・石巻）。ご応募はお早めに！

COF　　商品開発説明会

〈会場〉会場の手配と集客。聴講者数10名様より承ります。
〈設営〉説明会に必要な資料・展示物などはご用意します。
〈費用〉会場費、交通費（講師、スタッフ１～２名）など
※上記の項目に当てはまらない場合にでも、お気軽にご相談ください。

EVIの開発事例をもとに丁寧にご説明いたします。
開催をご依頼いただければ、ご相談させていただきます。

北海道・富山・東京・福岡・沖縄・三重・大阪・長野

キックオフ説明会in東京　実施報告

募集要項

EVI推進協議会は、2015年の環境省補助案件カーボン・オフセット
商品開発に関するキックオフ説明会を東京で開催しました。
大手企業様をはじめ、メーカー様を中心に生協様、自治体様ほか40
名を超える皆様が参加されました。質疑応答では具体的な取組みや
申請についてなど意欲的な質問が出され、EVI加藤より丁寧にお応
えさせていただきました。
午後にはEVI参加企業をはじめ高知、愛媛、大阪、長野、福島など遠
方からも30名の方々に参加していただき、環境省池田様より省の施
策、方針を直接ご説明いただきお伝えすることができました。最後に
加藤より「普段のお買い物を通して環境貢献！」森林保護につながる
クレジット流通を活性化していくことの大切さをお話しさせていただ
き、参加者の皆様からいただいたアンケートからは、講演内容に満
足され具体的に話を進めたいなど多数のリクエストがありました。
全国の企業や特定地域協議会、自治体等とも連携しながら、本当に
役に立つ環境貢献を実践する商品や地域の特産品等をカーボン・
オフセット商品として開発し、首都圏から地方へ、地方から都市部へ
と拡大し、環境貢献型商品の創出をご提案いたします。

３月25日（水） １部・２部
トラストシティ カンファレンス・丸の内

具体的な商品開発へ
確かな反応！

総勢70名が参加！

検索E V I

講師のご紹介 加藤 孝一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

1981年カルビー（株）入社。営業、物流、マーケティング、経営企画を地域
事業部で経験。'95年、本社・営業革新推進室、マーケティング企画室マ
ネージャーを経て'02年、プロモーション革新プロジェクト・オーナーに。
'05年9月、POPの実需調達システムCalNeCo事業部設立。'11年、「日本
の森と水と空気を守る」環境貢献プラットフォーム「EVI 推進協議会」設立。

【参加お申込み】 http://www.evic.jp/evi/cof/form.jsp
【開催お申込み】 http://www.evic.jp/evi/

エリア説明の日程は、EVIホームページ・facebook・
EVI-Report等で随時お知らせいたします！

※お申込フォームより

目的・意義 ●クレジットを創出する地域社会への資金環流を促進
●温室効果ガスの排出削減を達成

http://j-cof.go.jp/sengen/

環境省
「カーボン・オフセット宣言」COF（カーボン・オフセット）商品の開発をサポート

4月13日、各地の商品開発説明会でもご案内しておりました、環境貢献
型商品を取り揃え、お買い物を通して環境貢献ができる、日本初の
ショッピングサイト「EVI ショップ」が楽天、Yahoo！、Amazonに同時
オープンしました。まだまだ商品点数はわずかですが、環境省の開発補助
案件で生まれる商品も随時加えさせていただきながら、日本の森と水と
空気を守るサスティナブルな環境貢献型ショッピングサイトとして、多く
の皆様にご愛顧いただけるよう運営してまいります。

【楽天】http://www.rakuten.co.jp/evi-shop/
【Yahoo！】http://store.shopping.yahoo.co.jp/huntercat/
【Amazon】www.amazon.co.jp/shops/A1LZU88KZ27OHB

【日程】5月２2日（金）１３：3０～16:00（13:00受付）
【会場】三重県総合文化センター（男女共同参画棟 セミナー室Ｂ）

東海エリア説明会in三重

キックオフ説明会in東京
北海道エリア説明会in札幌
北陸エリア説明会in富山
九州エリア説明会in福岡
沖縄エリア説明会in那覇

主な開催地

～ ご参加ありがとうございました。 ～

開催決定！

【日程】5月25日（月）１３：3０～16:00（13:00受付）
【会場】追手門学院 大阪城スクエア 大手前ホールAB

近畿エリア説明会in大阪開催決定！

【日程】6月12日（金）１３：3０～16:00（13:00受付）
【会場】キッセイ文化ホール（松本文化会館）

信州エリア説明会in長野開催決定！

３月25日（水） １部・２部
トラストシティ カンファレンス・丸の内
３月１９日（木）
北海道経済センター
３月２４日（火）
サンシップとやま
4月２０日（月）
福岡ビル会議室 ９F ５ホール
4月24日（金）
奥武山公園・奥武山総合運動場 武道館 会議室

開催募集!

カーボン・
　オフセット

カーボン・
　オフセット
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