【サービス】Ｍ－１
【商品名】

羽毛布団プレミアムリフォーム
【仕様説明】
店頭に設置したドイツ・ロルヒ社の羽毛リフレッシュマシンを使い羽
毛ふとんの仕立直しを行う
シングルサイズ

23,800 円～

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
１．羽毛ふとんを解体し、洗浄・除塵を行って新しい羽毛ふとんに再生する。これによって、ゴミを減らし資源
を有効に活用できる。
２．一般に行われている羽毛ふとんのリフォームは、工場が他県にあるために加工のために送付する必要がある
が、リフォームを店頭で全ておこなっているために、運送にかかる梱包・運送費等の CO2 を削減できる。
３．睡眠指導士によるカウンセリングにより、体質に合わせた最適な側生地や中の羽毛の量を設定できるために
睡眠の質が向上する。睡眠の質の向上は QOL を向上させ、昼間の事故の低減や作業効率のアップが期待で
き、結果として CO2 の削減につながる
【取扱店・購入方法】
眠りのプロショップ Sawada
店頭およびインターネットで可

【情報元】
団体名：株式会社 沢田商店
担当者：沢田 昌宏
TEL：0749-62-0057
FAX：0749-62-0094
E-mail：info@sleep-natura.jp

【サービス】Ｍ－２
【商品名】

びわ湖一周サイクリング認定証
【仕様説明】
びわ湖一周サイクリングルートに設置されたチェックポ
イントに行き、携帯電話・スマートフォンで４カ所以上チェ
ックすると、びわ湖一周サイクリング認定証（びわ湖のヨシ
紙製）と特製ステッカーが入手できます！
認定書の裏にはチェックポイントの通過日時も記録され
ます！！
FAX 送信による申請も可能ですので、お問い合せ下さい。
認定料 1,000 円（団体割引あり・お問い合せ下さい）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
県内の日常の自転車利用を促進し、低炭素社会への一助となること目指して、自転車の持つ楽しさや可能性を
「びわ湖一周サイクリング」を通じて体験し思い出に残るように、びわ湖一周サイクリング認定証の発行を行っ
ています。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

「びわ湖一周サイクリング認定」チェックポイン
トが設置されている湖岸沿いの施設にて、原則と
して 24 時間どこからでもスタートできます。
携帯電話・スマートフォンから
http://i.biwako1.jp へ

団体名：輪の国びわ湖推進協議会
担当者：佐々木 和之
FAX：050-3730-5843
E-mail：info@biwako1.jp
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【サービス】Ｍ－３
【商品名】
日本初の軽合金製トリマラン[三胴]型クルーズ船

「ｍｅｇｕｍｉ」（めぐみ）
【仕様説明】
全長
：33.61m 幅 8.0m
航海速力：約 16 ノット
船質
：軽合金

総トン数：122 トン
最大出力：465kw
旅客定員：200 名

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
①流体力学を活用した「トリマラン」と呼ばれる三胴の船体設計採用により、造波抵抗が軽減され低燃費化を
実現。②使用済天ぷら油等の廃油を軽油に混同出来るバイオディーゼル燃料対応機関を導入。③太陽光・風力発
電システムを搭載し、自然エネルギーをバッテリーに充電。
環境体験学習や、講演会、びわ湖の島めぐり観光等、船内はニーズに応じてレイアウト変更可能です。１階部
分はバリアフリーにも対応、屋外 2 階には 360 度の景観が楽しめるパノラマデッキも装備しています。
【貸切方法】

【情報元】

お問合わせ先
琵琶湖汽船 株式会社
予約センター
TEL：077-524-5000
FAX：077-524-7896
E-mail：info@biwakokisen.co.jp

団体名：琵琶湖汽船 株式会社
担当者：船舶営業部 営業企画課
TEL：077-524-1919
FAX：077-524-7896
E-mail：info@biwakokisen.co.jp

【サービス】Ｍ－４
【商品名】

う ち エ コ 診 断
（家 庭 の 省 エ ネ

診

断 ）

【仕様説明】
ご自宅訪問または、集団による会場診断をお選びいただき、環境省認
定の公的資格をもつ"うちエコ診断士"が、パソコンを駆使して各ご家
庭にピッタリの省エネアドバイスを無料で行います。
※企業の従業員様対象にも実施しております。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
1.「ご自宅のエコロジー度」を判定します。・・・ご自宅のどこから・どれだけ CO2 が出ているかを分析し、平
均的な家庭との比較等を通じ、「あなたの家のエコロジー度」を判定します。
2.「省エネってどうすればいいの？」という疑問にお答えします。・・・診断結果をもとに、 あなたの家のライ
フスタイルにぴったりの”省エネ対策” をご提案します。(省エネ対策他、太陽光発電等についての情報提供(設
置効果試算等)も可)
3.「省エネで、いくら光熱費がお得になるの？」という疑問にお答えします。・・・省エネ対策を実施した場合
の、「光熱費の削減額」や「費用対効果」をわかりやすくお示しします。
【取扱店・購入方法】
公益財団法人 淡海環境保全財団
滋賀県地球温暖化防止活動推進センターまで、お問い合
わせください。
※ 予定件数に到達しましたら受付を終了いたします。

【情報元】
団体名：公益財団法人 淡海環境保全財団
滋賀県地球温暖化防止活動推進センター
き だ

担当者：来田、中西
TEL：077-569-5301
FAX：077-569-5304
E-mail：ondanka@ohmi.or.jp
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【サービス】Ｍ－５
【商品名】

ＫＥＳ・環境マネジメントシステム
【仕様説明】
・中小企業や自治体などの様々な事業活動による環境への
負荷を減らし、環境経営の推進に役立てる仕組みです。
・段階的に取り組めるステップ１・ステップ２に加えて、
社会的責任（ｽﾃｯﾌﾟ２ＳＲ）やエネルギーマネジメント
に特化した仕組み（ｽﾃｯﾌﾟ２Ｅｎ）を用意しています。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・シンプルなシステム
・お得な審査費用
・「環境経営」への機会へ
・取組みの相談、フォロー

ＩＳＯ１４００１をベースにした取り組みやすいシステムです。
コンサルティング・審査をリーズナブルな費用で行います。
環境改善と経営革新が両立できる取組みへと導きます。
無料相談会を実施しており、事業所への訪問も可能です。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

特定非営利活動法人 おおつ環境フォーラム
環境マネジメントシステム 普及推進グループ
大津市浜大津４丁目１－１
明日都浜大津４Ｆ

団体名： 特定非営利活動法人 おおつ環境フォーラム
環境マネジメントシステム 普及推進グループ
担当者： 河原林（リーダー） 澤田（事務局）
TEL 077-526-7545
FAX 077-526-7581
Ｅ-mail：forum＠eco-otsu.net
ＵＲＬ：https://kes-otsu.net/

【サービス】Ｍ－６
【商品名】

環境学習ＤＶＤ基礎から学ぶ環境法シリーズ③
水質管理実務 編
【仕様説明】
・基礎から学ぶ環境法シリーズの第 3 弾
・一目で見てわかる具体的事例が満載
・映像での説明が多くわかりやすい
・チャプター別に勉強できる
・協会員：5,000 円 / 一般：10,000 円
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
水質関係法令の規制に関する義務や実例について、解りやすく学べる DVD です。
実際に事業所で取り組まれている事例や実際の書類などを動画で紹介し、初心者から経験者の方まで幅広い層に
理解していただける内容になっています。
環境実務担当者の自主学習教材や社内研修会用教材として、多彩なシーンでご活用ください。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

① 協会 HP からの申込
URL：http://www.kankyohozen.jp/
②FAX からの申込（DVD チラシ裏面利用）

団体名：公益社団法人 滋賀県環境保全協会
担当者：浦田 美佐
TEL：077-525-2061
FAX：077-521-0441
E-mail：info@kankyohozen.jp
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【サービス】Ｍ－７
【商品名】

ウチダ重要文書処理システム
【仕様説明】
ウチダ重要文書処理システムは、オフィスで発生する重要書類を溶解処
理し、重要文書からの個人情報などの情報漏洩対策を支援します。
1,800 円/箱(税抜) 販売単位 10 箱
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
1.専用 ECOBOX の使用 2.1 箱単位の回収で情報漏洩対策を強化 3.シュレッダー処理は不要
4.プライバシー保護に配慮し未開封のまま溶解処理 5.大手企業連携によるバリューチェーンサービス
6.環境に配慮したリサイクル処理.
【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 ウチダビジネスソリューションズ

団体名：株式会社 ウチダビジネスソリューションズ
担当者：総務課 橋本
TEL：077-522-7575
FAX：077-522-0995
E-mail：info@uchida-bs.co.jp

【サービス】Ｍ－８
【商品名】

かよい箱プロジェクト「エコラボはーと・しが」
【仕様説明】
毎日使う「コピー用紙」を
使い捨てのダンボール箱ではなく
繰り返し使える「通い箱」を使い
共同作業所の方がお届けします。

サイズ：Ａ４サイズ
枚 数：500枚×5冊（2,500枚）
品 番：SGPN-Ｓ39
※価格はお問い合わせください

コピー用紙を購入するだけで
「環境」＋「福祉」のＣＳＲ活動に参加できます。
*原則として毎月契約数量を定期的にお届けします。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
１箱約 300ｇの「容器包装ゴミ」を減らすことができます。
納品するコピー用紙は、グリーン購入法適合品です。
（環境性能ではありませんが）
コピー用紙の配送を共同作業所にお願いしているので、障がい者の就労支援に繋がります。
【購入方法・取扱店】

【情報元】

特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター
〒525-0032 滋賀県草津市大路 2 丁目 11－15
TEL：077-566-8266
FAX：077-566-8277

団体名：一般社団法人 滋賀グリーン購入ネットワーク
担当者：グリーン購入評価手法研究会
TEL：077-510-3585 FAX：077-510-3586
E-mail：sgpn@oregano.ocn.ne.jp
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【サービス】Ｍ－９
【商品名】

ちずたび

びわ湖一周自転車 BOOK

【仕様説明】
びわ湖を爽快に楽しむ、びわ湖一周サイクリングの決定版
ガイドブック。
初心者でも楽しめるコースからファミリーコース、上級者
向けのハイスピードコースまで全 21 コース掲載。地図は実
走調査を行い、最新のエリア情報と自転車に最適なコースを
選んで詳細地図を作っています。
名所旧跡、グルメ、カフェの情報やレンタサイクル、修理
ができる自転車屋さんなど便利情報も。
本書持参でびわ湖一周すると、輪の国びわ湖協賛ショップ
で特典も受けられます！！
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
「第 2 回 買うエコ大賞」環境活動表彰

受賞

県内の日常の自転車利用を促進し、低炭素社会への一助となること目指して、自転車の持つ楽しさや可能性を
「びわ湖一周サイクリング」を通じて体験し思い出に残るように、お勧めコースを紹介しています。制作にあた
っては実際に自転車ですべての道路を走り、約 1 年がかりで調査・取材を進めました。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

全国一般書店にて取り扱い
価格：1,200 円＋税
編著：輪の国びわ湖推進協議会
発行：西日本出版社
ISBN：978-4908443084

団体名：輪の国びわ湖推進協議会
担当者：佐々木 和之
FAX：050-3730-5843
E-mail：info@biwako1.jp

【サービス】Ｍ－１０
【商品名】
我が家の CO2“簡単測定”システム

「エコケータイ」
【仕様説明】
スマートフォン・携帯電話等を利用して、お客様・社員様にご家庭の
CO2 排出量を簡単測定していただける仕組みです。
自社のモバイル用ホームページも簡単に作成でき、環境ＣＳＲ向上に
も活用できます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
１.エコをキーワードに、家庭で消費するエネルギー（電気・ガス・水道・ガソリン・灯油など）の使用量と、廃棄する
ゴミが排出するエネルギー（ペットボトル、食品トレー、空き缶、可燃ごみなど）の量を元に、簡単に「わが家のＣＯ
２排出量」を測定・履歴管理できます。
２.あなたのエコ度占いや、エコに関する 3 択クイズ、エコ博士など、楽しく分かり易いエコ活動を、継続して
取組める仕組みも標準装備。
３.簡単携帯ホームページ作成、スクラッチ、クーポン、お誕生メールなど、手間なし自動メルマガ、一斉メー
ル、その他様々な集客・売上アップ機能も有する。
※エコケータイは、メール一斉配信システム“ケータイ連絡くん”の一機能です。

【取扱店・購入方法（資料請求）】
日本ソフト開発株式会社
体験版：右のＱＲコード
もしくは eco-kei.jp/e/nsk01/

【情報元】
団体名：日本ソフト開発株式会社
担当者：環境ＩＣＴプロジェクト本部 （貴野）
TEL ：0749-52-5239
FAX：0749-52-3804
E-mail：cloud@nihonsoft.co.jp
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【サービス】Ｍ－１１
【商品名】
いま、私にできること “ハチドリのように生きたい ― ”

「ポトリケータイ」
【仕様説明】
わずか 17 行の物語、
「ハチドリのひとしずく」を元に考案されました。
物語に登場するハチドリのように、
「今、私たちができること」を考え、
一人ひとりがエコを意識した活動“身近なエコアクション”を「見え
る化」します。活動に応じてインセンティブを与えたり、グラフや表
で提供することにより、環境意識を向上させる組みです。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
１．法人様グループでのエコ活動を支援します。
２．一人ひとりが日々行うエコ活動を、数値化（ポトリ単位）し貯められるので、エコ意識が向上します。
３．個人・グループ・部門間での、ポトリ蓄積数の比較・目標設定ができます。
４．法人・団体様独自のエコ活動に対して、ポトリ化が自由にできます。
５．エコ活動（ポトリ蓄積数）に応じて、お楽しみグッズ提供などの企画も可能です。

【情報元】
団体名：日本ソフト開発株式会社
担当者：環境ＩＣＴプロジェクト本部 （貴野）
TEL ：0749-52-5239
FAX：0749-52-3804
E-mail：cloud@nihonsoft.co.jp

【取扱店・購入方法（資料請求）】
日本ソフト開発株式会社
詳しくはお問い合わせください。

【サービス】Ｍ－１２
【商品名】

自分の家は自分たちで！

住まいの DIY 教室

【仕様説明】
住まいづくりの中には DIY・自分たちで出来ることが有ります。
珪藻土・漆喰など塗り壁体験・タイル貼りのワークショップ。ウッドデ
ッキ作り・木工教室などを通して、住まいを DIY で作っちゃおうをお
手伝いします。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」
ビニールクロスの上から塗れる「塗り壁」で産業廃棄物を出さずに模様替えが可能。
腐りにくい三重県の杉でウッドデッキを施工すると、防腐剤入りペンキを塗らなくて大丈夫。
施工に自信がない方には「１日職人派遣」で教えてもらいながら施工できるので「お金」を節約。その分、自然
な素材を利用してもらう。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

ずっとわくわく暮らしたい

団体名：ベストハウスネクスト株式会社

ベストハウスネクスト株式会社

担当者：吉本

滋賀県栗東市小野 1007-3

TEL：077-552-6955

電話 077-552-6955

E-mail：yumeusa3@gmail.com

FAX077-552-6775

URL : http://besthouse.cc
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智
FAX：077-552-6775

