【その他】Ｚ－１
【商品名】

オイルハンタ－
【仕様説明】
油吸着剤

地球環境にやさしい 天然繊維使用のエコ商品
水に浮き油を素早く吸収します。
シートとロールタイプ２種類
環境に厳しい滋賀県の皆様の要望にぴったりの商品
です。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
1、天然繊維の綿花のリサイクル品を使用したエコマーク商品である。
2、綿花からできているので、二酸化炭素を吸収してできている。二酸化炭素を使用していない。
3、ポリプロピレンの素材と比較して、約２倍の吸収量です。
4、水に沈みません。
5、ポリプロピレンの素材と比較して、安価である。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

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

団体名：ミドリ安全滋賀 株式会社
TEL：077-552-6461 FAX：077-552-5931

【その他】Ｚ－２
【商品名】

水面用油吸着材 スミレイ
【仕様説明】
『スミレイ』で作った油濁対策資材
吸着型オイルフェンス、オイルマット、
浮き堰（側溝用）
、油ろ過吸着袋（集水枡用）
※写真はスミレイオイルマット
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・『スミレイ』はコーヒー豆の抽出残渣を炭化しただけで作られた自然に優しいリサイクル炭化物(特許品)です。
・油だけを強力に吸着し、水をはじき、水に浮かぶ、という他に類をみない性質をもった吸着材です。
・万一河川に流れ出てしまった場合でも魚毒性はなく、木炭同様いずれ自然に還っていきます。
・吸着後に焼却処分する場合にも石油系繊維製と違い、熱量が小さく焼却設備に与えるダメージも少ないです。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 アズマ
滋賀県大津市真野ニ丁目 15 番 17 号
※お電話、FAX、メールにてお気軽にお問合せ
下さい。お見積致します。

団 体 名：株式会社 アズマ
ご担当者：平賀 尚子
TEL：077-573-3937
FAX：077-573-4452
E-mail：eco.hanbai_@azmer.co.jp
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【その他】Ｚ－３
【商品名】

無塩凍結防止剤
ロードクリーン（ＵＲＥＡ）
【仕様説明】
・尿素分 99％以上の固形の粒状
・荷姿 20kg 入りポリエチレンバック入り

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
・尿素は塩化物と違って、有機物であり、金属をさびさせる要因となりません。
・玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、一般道路、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄
道踏切など車両の行き交う場所に直接散布できます。
【取扱店・購入方法】
株式会社 アズマ
滋賀県大津市真野ニ丁目 15 番 17 号
※お電話、FAX、メールにてお気軽にお問合せ
下さい。お見積致します。

【情報元】
団 体 名：株式会社 アズマ
ご担当者：平賀 尚子
TEL：077-573-3937
FAX：077-573-4452
E-mail：eco.hanbai_@azmer.co.jp

【その他】Ｚ－４
ぶ
ん
り
ゅ
う

【商品名】 雨水利用システム、雨水を活かす知恵と技術。
貯留する前に、雨水の汚れを取り除きます。

「雨水分流除塵器（ぶんりゅうⅠ型、ぶんりゅうⅡ型）」

Ⅱ

Ⅰ

ぶ
ん
り
ゅ
う

【仕様説明】
①ぶんりゅうⅠ型
・適用縦樋 75mm 以下・本体材質ＡＢＳ樹脂・ストレーナー材質塩ビ＆ス
テンレス。
②ぶんりゅうⅡ型
・適用縦樋 200mm 以下・本体材質塩ビ樹脂・ストレーナー材質ポリエチ
レン。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
型

型

降り始めの雨が汚れていることをご存知ですか。降り始めの雨とそこに含まれる塵埃を取り除く機能を果たすの
が「雨水分流除塵器」です。
①ぶんりゅうⅠ型
・雨水といっしょに流下してくる腐葉片などは、本体上部のストレーナーで除き、さらに微細な塵埃は本体内部
で分流除去されるので、きれいな雨水を貯水槽や浸透ますに導くことができます。
・日常的なメンテナンスの必要がありません。
・小型なので設置のための特別の場所をとりません。
②ぶんりゅうⅡ型
・雨水が持つ水圧（位置のエネルギー）で、家屋から大きく離れたタンクに送水、貯水できます。
・初期雨水および塵埃の除去効果が完全です。
・小口径から大口径までのほとんどすべての縦樋に適合します。
詳細 URL:http://www.murao-kogyo.com/
【取扱店・購入方法】
【情報元】
東近江市上平木町 1850 番地 1
団体名：村防工業 株式会社
村防工業 株式会社
担当者：中村 昭三
TEL：0748-22-6611
FAX： 0748-23-5770 TEL：0748-22-6611
FAX：0748-23-5770
E-mail：info@murao-kogyo.com
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【その他】Ｚ－５
【商品名】
雨水利用システム、雨水を活かす知恵と技術。

「雨水タンク」
【仕様説明】
・ガーデンオアシスⅠ型、ガーデンオアシスⅡ型
・レインボックス
・ファミリーダム他
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
雨水分流除塵器との組合せにより、泥土等の沈積が生じないため、きれいな雨水を貯留でき、散水・洗車・トイ
レ用水・防火用水など幅広く利用できます。小容量から大容量の雨水タンクを取り揃えており、お洒落な家庭用
から企業用まで利用目的により組み合わせは多様です。
詳細 URL:http://www.murao-kogyo.com/
【取扱店・購入方法】
【情報元】
東近江市上平木町 1850 番地 1
村防工業 株式会社
TEL：0748-22-6611
FAX：0748-23-5770

団体名：村防工業 株式会社
担当者：中村 昭三
TEL：0748-22-6611
FAX：0748-23-5770
E-mail：info@murao-kogyo.com

【その他】Ｚ－６
【商品名】

滋賀県産間伐材 卓上ミニのぼり
【仕様説明】
従来よくある店頭のミニのぼりの木製版で、滋賀県産の間伐材で製作し
ています。台座と旗部分により構成され、旗部分は回転します。安定感
もあります。
50 個以上の注文生産になっております。
（デザイン料別途）
価格はお問い合わせください。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県産間伐材を使った卓上ミニのぼりで、特にカラープリントによるものは全国でもめずらしいと思われます。
温暖化防止で注目される森林の保全につながる間伐作業により切り出された木材の有効利用から生まれた製品で
す。この製品は、従来の化成品と金属で作られたミニのぼりに変わるリプレイス商品として、ビジネス分野でお
使いいただけるものとして製品化しました。特に自治体様、環境配慮型企業様で店頭販促などにお使いいただき
たい製品です。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

ウッドワーク滋賀 堤木工所

団体名：滋賀県産間伐材有効利用促進グループ
担当者：堤 恭之(ウッドワーク滋賀)
TEL：0749-22-4138 FAX：0749-26-3184
E-mail：wood-work.shiga@nike.eonet.ne.jp
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【その他】Ｚ－７
【商品名】

滋賀県産間伐材盾賞状
写真を貼り付けて下さい。

【仕様説明】
木板に直接、賞状をプリントし、特性のフレームで表装した重量感のあ
る盾賞状。ロゴマーク、印影などカラープリントが可能で、オリジナル
プリントにより各種審査会での賞状のほか、永年勤続表彰、環境指針で
の利用など多岐にわたります。
A3 サイズ（額外寸：約 52×40cm） 25,000 円

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県産間伐材を使った賞状で、特にカラープリントによるものは全国でもめずらしいと思われます。温暖化防
止で注目される森林の保全につながる間伐作業により切り出された木材の有効利用から生まれた製品です。この
製品は使用木材量も多く、CO2 固定も多くなることから、ビジネス分野でお使いいただけるものとして製品化し
ました。特に環境配慮型企業様で賞状や勤続表彰などへのご利用のほか、自社の環境方針などにおつかいいただ
きたい製品です。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

一般社団法人 滋賀グリーン購入ネットワーク事務局

団体名：滋賀県産間伐材有効利用促進グループ
担当者：堤 恭之(ウッドワーク滋賀)
TEL：0749-22-4138
FAX：0749-26-3184
E-mail：wood-work.shiga@nike.eonet.ne.jp

ウッドワーク滋賀 堤木工所

【その他】Ｚ－８
【商品名】

滋賀県産間伐材

万年カレンダー

【仕様説明】
材

質：滋賀県の間伐材（ひのき）

サイズ：全体：縦 310×横 190mm（台座込みの組み立て時）
玉 数： 49 個（縦 30×横 25mm）
印 刷：フルカラープリント
加 工：植物性天然オイル仕上げ
価 格：8,000 円
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県産間伐材を使った製品で、休日や閏年にも対応したアイデア商品です。数字は緑と赤の両面印刷で、休日の表
記に使います。月末の 29 日〜31 日は緑と赤がそれそれ片面印刷になっているので、小の月や閏年の対応ができるすぐ
れもの。万年カレンダーなので、いつまでも長く使っていただけるところもエコ！
※ロゴマークや数字フォントなどオリジナルプリントもできる（別途費用）ので、記念品にも最適です。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

通販でお買い求めできます。
［かんな堂］http://www.kannado.com
［エコグッズ.ビズ］http://ecogoods.biz
※オリジナルプリントは［エコグッズ.ビズ］

団体名：滋賀県産間伐材有効利用促進グループ
担当者：田中 正司（つぼ忠）
TEL：0749-22-3273 FAX：0749-22-3273
E-mail：tubochu@gmail.com
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【その他】Ｚ－９
【商品名】

かまどベンチ
【仕様説明】
コンクリート製ベンチ。
公園や、公共施設等で普段はベンチとして使用でき、災害時は座面を外
し脚部の溝に差し込むことで、緊急時の炊き出し場を確保することがで
きる。また、座面の下にはパイプがはめ込んである為、
火をおこしすぐに鍋をかけることができる。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
リサイクル骨材を使用しており、「滋賀県リサイクル製品認定」商品として環境を意識しています。
またコンクリート製品ですのでコスト面でも、お安く購入していただけます。
【取扱店・購入方法】
弊社へお問い合わせ下さい。

【情報元】
団体名：三和産業 株式会社
担当者：営業・柏木 良造 / 総務課・和田 茜
TEL：0748-74-1330
FAX：0748-74-1691

【その他】Ｚ－１０
【商品名】

トイレットベンチ
【仕様説明】
普段はベンチとして使用することができ、災害時はその場で簡易トイレ
が組み立てることができます。
ベンチの中にはテントや骨組み、排泄物凝固剤が収納されており、大人
２人で組み立てられ、すぐに使用することができます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
リサイクル骨材を使用しており、滋賀県のリサイクル製品認定を受けております。
また、コンクリート製品ですので、コスト面でもお安く購入して頂けます。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

弊社へお問い合わせ下さい。

団体名：三和産業 株式会社
担当者：営業担当 柏木良造
TEL： 0748-74-1330
FAX：0748-74-1691
E-mail：info@sanwa-shiga.co.jp
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【その他】Ｚ－１１
【商品名】

濁水処理システム「ミズコシタロウ」
【仕様説明】（価格等）
MTP シリーズ･･･高分子マイクロフィルターによる濾過方式
G シリーズ

G シリーズ･･･電極板を搭載した電気凝集装置
※処理能力 5～60m3/hr の各タイプあり

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】他商品を使用した場合と比べ削減できる CO2 排出量。
① 高分子マイクロフィルターやアルミ電極板による電気凝集方式で、化学薬品（凝集剤）を一切使用せず土粒
子を取り除く事が出来る。
② コンパクトなユニット設計なので、トラックで簡単に運搬でき、設置撤去に時間がかからない。
③ 工事濁水から重金属汚染水まで幅広く対応でき、産業廃棄物の減容化が出来る。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

西村建設 株式会社

団 体 名：西村建設 株式会社

〒520-3234 滋賀県湖南市中央 3 丁目 12 番地

担 当 者：林

電話、ＦＡＸ、Ｅメール

TEL：0748-72-1119

いずれでもＯＫ

充浩
FAX：0748-72-7320

E-mail：eigyo@nishimura-c.co.jp

【その他】Ｚ－１２
【商品名】

ＷＡＶＩＴ＋（ｳｪｲﾋﾞｯﾄﾌﾟﾗｽ）自走用車いす（ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ）
【仕様説明】
WAP22-40（42）S TAIS / 000160-000242
曲線フレームが身体にフィット
コンパクトなので室内での取り回しも楽々
前後輪をバランスよく配置 軽い力で漕ぐ事ができます
希望小売価格 158,000 円（非課税）
発売元 株式会社カワムラサイクル
【他製品と比べて「環境性能が優れている点】
タイヤ破損時の部品交換が不要 パンクの心配や空気の充填が不要
（パンク等でのタイヤ及びタイヤチューブ等交換の必要が有りません）
・ノーパンクタイヤは空気を含んだポリウレタンを充填して成型、クッション性が高く、屋外でも使用できます。

・ワイヤーが曲がりにくいブレーキレバーを採用するなど、メンテナンス性にも優れています
各メーカーでエアタイヤ（通常タイヤ）とノーパンクタイヤの設定が有ります（メーカー設定が有る場合）
【取扱店・購入方法】
【情報元】
福祉用具レンタル・福祉用具販売・住宅改修・リフォ
団体名：株式会社 ヤサカ
ーム・宅配弁当事業・アレルノン食品事業
担当者：総務部総務課 山田 英典
株式会社 ヤサカ
TEL：0740-22-2751
FAX：0740-22-1564
滋賀県高島市今津町今津 1970-1
E-mail： h_yamada@daisuki-kaigo.com
TEL：0740-22-2751
FAX：0740-22-1564
URL：http://www.daisuki-kaigo.com/
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【その他】Ｚ－１３
【商品名】

電動車いす

セニアカー

ET4D

【仕様説明】（価格等）
セニアカーは歩行者扱いで歩道を走行出来ます。運転免許は
不要。家庭の電源で充電でき連続走行距離 33ｋｍ（条件によ
ります）可能

非課税商品です。

希望小売価格

３６８，０００円

発売元

スズキ株式会社

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
一回の電気充電で生活範囲の移動が十分出来ます。モーターによる駆動走行で排気ガスも出ません。
ノーパンクタイヤ装着で長距離外出も安心メンテナンスもほとんど不要です。
高齢者の外出支援となり、生活範囲が広がります
【取扱店・購入方法】
福祉用具レンタル・福祉用具販売・住宅改修・リフォー
ム・宅配弁当事業・アレルノン食品事業
株式会社 ヤサカ
滋賀県高島市今津町今津 1970-1
TEL：0740-22-2751
FAX：0740-22-1564
URL：http://www.daisuki-kaigo.com/

【情報元】
団体名：株式会社 ヤサカ
担当者：総務部総務課 山田 英典
TEL：0740-22-2751
FAX：0740-22-1564
E-mail： h_yamada@daisuki-kaigo.com

【その他】Ｚ－１４
【商品名】

トレイルカメラ
【仕様説明】（価格等）
Ltl-6210：好感度赤外線センサー100°を感知！
Ltl-6310：Ltl-6210 の性能に広角レンズ画角 100°を搭載！
Ltl-6510：繰返し充電・低温に強いリチウムイオン電池使用可能！

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
キャムズのトレイルカメラは到着後すぐに使える＆安心保証！アフターフォローも充実しています！
1 年間の保証（免責事項あり）に加え、保証期間終了後や保障外の修理も 3,000 円（税別）以内保証！
※但し、液晶・基板・レンズの修理は除く

【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 キャムズ

団 体 名：株式会社 キャムズ

滋賀県湖南市夏見 1234
キャムズマーケット
http://www.cams-market.com

ご担当者：白川 孝広
TEL：0748-72-7800

FAX：0748-72-7801

E-mail：info@cams.co.jp
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【その他】Ｚ－１５
【商品名】

ウィルシュータ

防災・非常用ウエットタオル

【仕様説明】
300 枚入バケツタイプ：15×30 ㎝ プレーンタイプ
110 枚入アルミパウチ：18×20 ㎝ メッシュタイプ
成分：水、金属、有機酸
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
人、動植物の必須ミネラルである亜鉛が主成分です。除菌成分にアルコール、薬剤は一切使っていません。
肌荒れ、ベタつき、ニオイもなく、高い安全性と爽やかな使用感の、今までにないウエットタオルです。
抗菌・抗ウイルス性に優れ、感染対策や環境整備品として医療機関や福祉施設で採用されています。
薬剤不使用なので環境を汚しません。保管に優れ防災製品等推奨マークを取得済。乾燥、変質、汚染の危険が
極めて低く、ムダが出ません。水が使えない有事は勿論、日常使いでも幅広く役立ちます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

㈱シガドライウィザースにお問い合わせください。
団体名：株式会社 シガドライウィザース
担当者：田中利奈
TEL： 0749-25-1393
FAX：0749-25-3214
E-mail：info@shigadry.com

【一般個人向け販売・５月末まで】
クラウドファンディング makuake にて販売
【一般個人向け販売・6 月～】
シガドライ HP、YAMADA モールにて販売開始

【その他】Ｚ－１６
【商品名】

融雪・凍結防止剤「マグランド」（塩化マグネシウム粒状）
持続性が優れ、安全性が高く環境に優しく、安定供給できます
【仕様説明】
形状：粒状、及びフレーク状
物性：製塩副生ニガリを主原料にしている為、人体に対する毒性なし
危険性：可燃性、爆発性等は全くなし
荷姿：25kg(ポリ袋)、500kg、1,000kg（ワンウェイバッグ）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・持続性が優れている~溶解度が塩化カルシウムより緩やかな為、流出量が少なく路面に長く残り効果が持続
・氷点降下が優れている~塩化カルシウムに比べ凍結温度が低いので、寒冷地や散布後に急激に冷え込んだ場合
でも再凍結することが少ない
・金属の腐食性が低い~塩化カルシウムに比べて腐食性が低く、塩害が少ない
・安定供給が可能~塩化カルシウムはソ－ダ工業の副産物なので、発生量の調整が困難であるが、塩化マグネシ
ウムは、海水から製造するので安定供給が可能です
【取扱店・購入方法】
【情報元】
ご購入、お見積りは下記までご連絡下さい。
※直送も可能です。

団体名：新江州 株式会社 本社営業部
担当者：営業グループ 礒谷友司

◆新江州 株式会社 本社営業部
営業担当；営業グループ 礒谷友司
TEL：0749-72-8020
FAX：0749-72-8021

TEL：0749-72-8020
FAX：0749-72-8021
E-mail：isogai@shingoshu.ci.jp
URL：http://www.shingoshu.co.jp/
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