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【衣類】Ｇ－１ 

 

 

 

 

【商品名】 

カーボンオフセット仕事服   

アパレルメーカー  サンエスの全仕事服 

【お客様のメリット】 

1｝お客様の CO2削減目標を効率的に達成できる 

2｝環境保全活動に積極的な企業としてアピールできる 

3｝環境保全活動に積極的な企業を取引条件とする官庁 企業への参入 

 

カーボンオフセットユニフォームを 1着購入すると 

約 5 キログラムの CO2を削減できます 

対象製品には 1 目でわかるロゴマークがつきます。 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

再生繊維を 65%使用したエコマーク認定商品でありながら、さらに１着あたり 5kg の CO2排出量を削減できま

す。(CO2排出権付) 

アパレルメーカーが、海外から輩出権取引をした排出量を、自社企画の製品を製造したものに CO2 排出権をつ

けて販売するものです。カタログ掲載製品であれば、お好きな製品をカーボンオフセット仕様にできます 

（加工賃別途要） 

【取扱店・購入方法】 

有限会社 長浜ユニフォーム 

滋賀県長浜市南呉服町 10番 4号 

購入方法  代引  後払い可 

【情報元】 

団体名：有限会社 長浜ユニフォーム 

担当者：古田 敏之 

TEL：0749-62-3313   FAX：0749-62-0763 

E-mail：na-uniform@mx2.wt.tiki.ne.jp 

 

【衣類】Ｇ－２ 

 

 
【商品名】 

作業服・事務服・ポロシャツ・防寒服・ジャンバー 

【仕様説明】 

 

エコマーク対応商品・グリーン購入法対応商品 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

ペットボトル再生繊維使用（作業服等） 

 

着用済のユニフォームリサイクル活動（事務服等） 

 

【取扱店・購入方法】 

 

音伍繊維工業 株式会社 滋賀営業所 

 

商品お問い合わせ（各メーカーのカタログ提出可能） 

及び、価格等お気軽にご相談下さい。 

【情報元】 

 

団体名：音伍繊維工業 株式会社 滋賀営業所 

担当者：松本 圭司 

TEL：077-533-4701   FAX：077-533-4702 

E-mail：shiga@otogo.co.jp 
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【衣類】Ｇ－３ 

 

 

 

【商品名】 

ＥＳＧ３２１０ｅｃｏ 

【仕様説明】 

 

規格：JIS T8101 革製 S 種 E・F 合格 

      JIS T8103ED-P/C2 合格 

甲革：牛クロムフリー革（ソフト型押） 

先芯：ワイド樹脂先芯 中敷:PE カップインソール 

 靴底：発泡ポリウレタン 2 層 

標準価格：15,000 円 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

環境にやさしい「クロムフリーレザー」を採用 

三価クロムを含まず、重金属、ホルムアルデヒド、発癌性塗料など革に関する有害物質などがエコマーク基準

以下の環境への影響が少ない材料を使用しています。 

エコマーク認定番号：09143007 

【取扱店・購入方法】 

 

滋賀県栗東市下鈎 351 番地 

ミドリ安全滋賀 株式会社 

TEL：077-552-6461 

FAX：077-552-5931 

【情報元】 

 

団体名：ミドリ安全 株式会社 

担当者：フットウエア統括部  平井 

TEL：03-3442-8293  FAX：03-3444-4508 

E-mail：takashi-hirai@midori-grp.com 

【衣類】Ｇ－４ 

 【商品名】 

ＥＳＧ３２１１ｅｃｏ 

【仕様説明】 

 

規格：JIS T8101 革製 S 種 E・F 合格 

      JIS T8103 ED-P/C2 合格 

甲革：牛クロムフリー革（ソフト型押） 

先芯：ワイド樹脂先芯 中敷:PE カップインソール 

靴底：発泡ポリウレタン 2 層 

標準価格：15,400 円 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

環境にやさしい「クロムフリーレザー」を採用 

三価クロムを含まず、重金属、ホルムアルデヒド、発癌性塗料など革に関する有害物質などがエコマーク基準

以下の革を使用し、環境への影響が少ない材料を使用しています。 

エコマーク認定番号：09143007 

【取扱店・購入方法】 

 

滋賀県栗東市下鈎 351 番地 

ミドリ安全滋賀 株式会社 

TEL：077-552-6461 

FAX：077-552-5931 

【情報元】 

 

団体名：ミドリ安全 株式会社 

担当者：フットウエア統括部  平井 

TEL：03-3442-8293  FAX：03-3444-4508 

E-mail：takashi-hirai@midori-grp.com 
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【衣類】Ｇ－５ 

 【商品名】 

ＥＳＧ３２２０ｅｃｏ 

【仕様説明】 

 

規格：JIS T8101 革製 S 種 E・F 合格 

      JIS T8103 ED-P/C2 合格 

甲革：牛クロムフリー革（ソフト型押） 

先芯：ワイド樹脂先芯 中敷:PE カップインソール 

靴底：発泡ポリウレタン 2 層 

標準価格：18,000 円 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

環境にやさしい「クロムフリーレザー」を採用 

三価クロムを含まず、重金属、ホルムアルデヒド、発癌性塗料など革に関する有害物質などがエコマーク基準

以下の革を使用し、環境への影響が少ない材料を使用しています。 

エコマーク認定番号：09143007 

【取扱店・購入方法】 

 

滋賀県栗東市下鈎 351 番地 

ミドリ安全滋賀 株式会社 

TEL：077-552-6461 

FAX：077-552-5931 

【情報元】 

 

団体名：ミドリ安全 株式会社 

担当者：フットウエア統括部  平井 

TEL：03-3442-8293  FAX：03-3444-4508 

E-mail：takashi-hirai@midori-grp.com 

【衣類】Ｇ－６ 

 【商品名】 

Ｋ8001シリーズ Kansaiブランド制服・作業服 

【仕様説明】 

K8001 長袖ブルゾン ¥8,400 

K8004 スラックス ¥7,200 

K8005 カーゴズボン ¥7,700 

K8006 レディススラックス ¥12,000（脇ゴム入り） 

（いずれも税別） 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」 

・エコマーク認定商品、JIS-8118 帯電防止素材、ストレッチ素材 

・山本寛斎デザイン、カラー5 色で上下組み合わせ自由。 

・会社・事業所名、ネーム刺繍を受け賜ります。 

【取扱店・購入方法】 

・定価の 50％引き（税別） 

株式会社 ユニーズ 

TEL：077-545-8118  FAX：077-545-8122 

【情報元】 

団体名：株式会社 ユニーズ 

TEL：077-545-8118  FAX：077-545-8122 

E-mail：uniz@oregano.ocn.ne.jp 
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【衣類】Ｇ－７ 

 【商品名】 

Ｋ80802 シリーズ Kansai ブランド制服・作業服 

【仕様説明】 

K80802 長袖ブルゾン ¥9,350 

K80805 スラックス ¥7,750 

K80806 カーゴズボン ¥8,250 

K80605 レディススラックス ¥7,600（脇ゴム入り） 

（いずれも税別） 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」 

・エコマーク認定商品、軽量、帯電防止。 

・山本寛斎デザイン、カラー5 色で上下組み合わせ自由。 

・会社・事業所名、ネーム刺繍を受け賜ります。 

【取扱店・購入方法】 

・定価の 50％引き（税別） 

株式会社 ユニーズ 

TEL：077-545-8118  FAX：077-545-8122 

【情報元】 

団体名：株式会社 ユニーズ 

TEL：077-545-8118  FAX：077-545-8122 

E-mail：uniz@oregano.ocn.ne.jp 

【衣類】Ｇ－８ 

 【商品名】 

Ｋ20502 シリーズ Kansai ブランド制服・作業服 

【仕様説明】 

K20502 ブルゾン ¥9,950 

K20505 スラックス ¥7,800 

K20605 レディーススラックス ¥8,200（脇ゴム入り） 

（いずれも税別） 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」 

・エコマーク認定商品、軽量、帯電防止素材。 

・山本寛斎デザイン、上衣はカラー5 色、スラックスは 4 色で上下組み合わせ自由。 

【取扱店・購入方法】 

・定価の 50％引き（税別） 

株式会社 ユニーズ 

TEL：077-545-8118  FAX：077-545-8122 

【情報元】 

団体名：株式会社 ユニーズ 

TEL：077-545-8118  FAX：077-545-8122 

E-mail：uniz@oregano.ocn.ne.jp 
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【衣類】Ｇ－９ 

 【商品名】 

77002シリーズ制服・作業服 

【仕様説明】 

77002 ブルゾン ¥8,900 

77005 スラックス ¥7,200（脇ゴム入り） 

77006 カーゴパンツ 7,650（脇ゴム入り） 

（イエロー、オレンジは受注生産品） 

（いずれも税別） 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」 

・エコマーク認定商品、軽量、帯電防止、ボタン無し。 

・カラー3 色、上下組み合わせ自由。 

【取扱店・購入方法】 

・定価の 50％引き（税別） 

株式会社 ユニーズ 

TEL：077-545-8118  FAX：077-545-8122 

【情報元】 

団体名：株式会社 ユニーズ 

TEL：077-545-8118  FAX：077-545-8122 

E-mail：uniz@oregano.ocn.ne.jp 

 


