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１
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スーパーバイオ２１０

情報提供者

頁

（株）イケダ光音堂

８

（有）オフィス・エルランティ―

８

２

日用雑貨

エーアイ・ウォーター【除菌消臭剤】

３

日用雑貨

除菌電解水給水器 ＠除菌ＰＲＥＭＩＵＭ

（株）キャムズ

９

４

日用雑貨

光触媒除菌脱臭機 HotaluX AIR SP-102

（有）キャリアネットワーク滋賀

９

５

日用雑貨

エコクリーン 泡の薬用ハンドソープ

滋賀県地域女性団体連合会

１０

６

日用雑貨

GZ-08 新型ウイルス対策スプレー（50mm）

（株）シガドライウィザース

１０

７

日用雑貨

「SAN-TIWS」(サンティウス) 高濃度電解除菌水

ティーエムエルデ（株）

１１

８

その他

「SAN-TIWS」(サンティウス) 用希釈装置

ティーエムエルデ（株）

１１

９

その他

オゾンエアー発生装置 「ジャストクリーンシリーズ」 ＮＥＷ

（株）ヨシダヤ

１２

連絡先

頁

せせらぎの郷

１３

（株）安藤製材所

１３

（株）井之商

１４

滋賀県産材有効利用促進グループ

１４

志我の里

１５

（株）みんなの奥永源寺

１５

日産陶業（株）

１６

琵琶湖汽船（株）

１６

（有）山本材木店

１７

かたぎ古香園

１７

クミノ工房

１８

和紙糸で作る自分色のジャケット

（株）古川与助商店

１８

ヨシからできたエコ文具「ＲｅＥＤＥＮ（リエデン）」

（株）コクヨ工業滋賀

１９

ウッドワーク滋賀 堤木工所

１９

サンキューファインホース夢プロジェクト

２０

（株）滋賀銀行

２０

ダイキン工業（株）

２１

巻頭企画「買うエコ大賞」
受賞商品
大賞

第3回
（2018 年）

商品名
魚のゆりかご水田米

滋賀県
知事賞

滋賀チェア

SGＮ
会長賞

太陽光照明システム「スカイライトチューブ」
滋賀県産間伐材を使った「木製名刺ケース」

優秀賞

自然と共に生きる体験型宿泊施設「志我の里」
MURASAKI no ORGANIC（ムラサキノオーガニック）

大賞
滋賀県
知事賞
第2回
（2016 年）

SGＮ
会長賞

電気のいらない陶器の加湿器
日本初の軽合金製トリマラン〔三胴〕型クルーズ船
「ｍｅｇｕｍｉ」による湖上＆湖上を結ぶ体験クルーズ
こにゃんのねこ砂 木（こ）にゃん
農薬不使用栽培 朝宮茶

優秀賞

大賞

第1回
（2014 年）

きぐみのつみき「ＫＵＭＩＮＯ（クミノ）」

滋賀県
知事賞

滋賀県産のヒノキ間伐材を使った、小・中・高等学校用の
机イス

SGＮ
会長賞

ｓｔｅｅｄ（優駿） 競走馬の調教用ゼッケンで作るバッグ
カーボンニュートラルローン 未来よし

優秀賞

「省エネ性」と「快適性」を両立するルームエアコン
『うるさら 7 シリーズ』

2

分野

ＮＯ

商品名

情報提供者

頁

食

A-１

ひがしおうみ産 菜たね油『菜ばかり』

（特非）愛のまちエコ倶楽部

22

食

A-２

GREEN EYES「自然栽培珈琲豆」

（特非）HCC グループ

22

食

A-３

GREEN EYES「自然栽培紅茶」

（特非）HCC グループ

23

食

A-４

パレスチナ・オリーブ「エクストラヴァージンオリーブオイ
ル」

（特非）HCC グループ

23

食

A-５

People tree「Fair trade Chocolate」

（特非）HCC グループ

24

食

A-６

えんこう米（うるち米、もち米、黒米、赤米）、黒米粉、赤
米粉

（株）近江園田ふぁーむ

24

食

A-７

無洗米環境こだわり米 こしひかり

（株）パールライス滋賀

25

食

A-８

無洗米環境こだわり米 みずかがみ

（株）パールライス滋賀

25

食

A-９

はなふじ®米

レーク滋賀農業協同組合

26

食

A-１０

余呉産 100% えごまオイル

（株）ロハス長浜

26

食

A-１１

余呉産 100% 煎りえごま

（株）ロハス長浜

27

食

A-１２

和りんごサイダー

（株）ロハス長浜

27

日用雑貨

B-１

廃食油リサイクル石けん『愛しゃぼん』

（特非）愛のまちエコ倶楽部

28

日用雑貨

B-２

マルダイ粉せっけん びわ湖

ＮＰＯ 碧いびわ湖

28

日用雑貨

B-３

おかえりティッシュ

ＮＰＯ 碧いびわ湖

29

日用雑貨

B-４

ただいまロール

ＮＰＯ 碧いびわ湖

29

日用雑貨

B-５

スーパーバイオ２１０

（株）イケダ光音堂

30

日用雑貨

B-６

ママこれいいね

（有）オフィス・エルランティ―

30

日用雑貨

B-７

エーアイ・ウォーター【除菌消臭剤】

（有）オフィス・エルランティ―

31

日用雑貨

B-８

デンバフレッシュ〔冷蔵庫用鮮度保持装置〕

（有）オフィス・エルランティ―

31

日用雑貨

B-９

除菌電解水給水器 ＠除菌ＰＲＥＭＩＵＭ

（株）キャムズ

32

日用雑貨

B-１０

ＵＶ－Ａ除菌器 HotaluX TOUCH SP-302 NEW

（有）キャリアネットワーク滋賀

32

日用雑貨

B-１１

光触媒除菌脱臭機 HotaluX AIR SP-102

（有）キャリアネットワーク滋賀

33

日用雑貨

B-１２

大麦ストロー「すとろーている」

工房シーダーノ

33

日用雑貨

B-１３

ヒンメリストロー

工房シーダーノ

34

日用雑貨

B-１４

パブリック・トレイ（R-PEN 樹脂製）

（株）サンコー製作所

34

日用雑貨

B-１５

パブリック・トレイ（R-PP 樹脂製）

（株）サンコー製作所

35

日用雑貨

B-１６

滋賀県産間伐材ストラップ

滋賀県産間伐材有効利用促進グループ

35

日用雑貨

B-１７

エコクリーン キッチン用液体複合せっけん

滋賀県地域女性団体連合会

36

日用雑貨

B-１８

エコクリーン 泡の薬用ハンドソープ

滋賀県地域女性団体連合会

36

日用雑貨

B-１９

エコクリーン 洗濯用粉石けん

滋賀県地域女性団体連合会

37

日用雑貨

B-２０

エコクリーン 洗濯用液体複合石けん

滋賀県地域女性団体連合会

37

日用雑貨

B-２１

GZ-08 新型ウイルス対策スプレー（50mm）

（株）シガドライウィザース

38

日用雑貨

B-２２

森の生力（もりのいのち）

（株）芝山タイヤ工業所

38

日用雑貨

B-２３

抗菌ジェル

（株）芝山タイヤ工業所

39

日用雑貨

B-２４

消臭ミサイル（カーウッズ施工専用）

（株）芝山タイヤ工業所

39

日用雑貨

B-２５

イシューズバスター(カーウッズ施工専用）

（株）芝山タイヤ工業所

40

日用雑貨

B-２６

スプレー（分解消臭除菌剤）

（株）芝山タイヤ工業所

40

日用雑貨

B-２７

パナクリーン

（株）芝山タイヤ工業所

41

日用雑貨

B-２８

速乾スプレー

（株）芝山タイヤ工業所

41

日用雑貨

B-２９

ディ．ウイルスバスター（超音波式加湿器専用原液）

（株）芝山タイヤ工業所

42

日用雑貨

B-３０

「SAN-TIWS」(サンティウス) 高濃度電解除菌水

ティーエムエルデ（株）

42

日用雑貨

B-３１

みずかがみコスメ フェイスパック（単包）

（株）マンアップ

43

日用雑貨

B-３２

みずかがみコスメ フェイスパック（１０枚セット）

（株）マンアップ

43

3

分野

ＮＯ

日用雑貨

B-３３

日用雑貨

商品名

情報提供者

頁

みずかがみコスメ 化粧水

（株）マンアップ

44

B-３４

みずかがみコスメ 乳液

（株）マンアップ

44

日用雑貨

B-３５

みずかがみコスメ オールインワンジェル

（株）マンアップ

45

日用雑貨

B-３６

みずかがみコスメ しっとり洗顔石鹸

（株）マンアップ

45

日用雑貨

B-３７

みずかがみコスメ クレンジングジェル

（株）マンアップ

46

日用雑貨

B-３８

みずかがみコスメ 美容液

（株）マンアップ

46

日用雑貨

B-３９

ポリ平柄茶サイクル骨うちわ No.１８（コート）

（有）南商店

47

日用雑貨

B-４０

茶サイクルキッチンペーパー

（有）南商店

47

日用雑貨

B-４１

茶サイクルあぶらとり紙

（有）南商店

48

日用雑貨

B-４２

「緑の魔女」バイオ・ハイテク洗剤

（有）南商店

48

日用雑貨

B-４３

ヱスケーフォームソープ

（有）ヤマダ油脂

49

日用雑貨

B-４４

きれいに生まれ変わってせっけん

（有）ヤマダ油脂

49

文具

C-１

淡海ヨシ紙 一筆箋（山口哲司 画：近江の里）

（公財）淡海環境保全財団

50

文具

C-２

淡海ヨシ紙 栞（しおり）

（公財）淡海環境保全財団

50

文具

C-３

淡海ヨシ紙 絵はがき（今森洋輔 画：琵琶湖の魚たち）

（公財）淡海環境保全財団

51

文具

C-４

淡海ヨシ紙 絵はがき（大津絵）

（公財）淡海環境保全財団

51

文具

C-５

淡海ヨシ紙 名刺 （手漉き、機械漉き）

（公財）淡海環境保全財団

52

文具

C-６

淡海ヨシ紙 （無地）

（公財）淡海環境保全財団

52

文具

C-７

びわこ文具

（株）コクヨ工業滋賀

53

文具

C-８

小役立ちノート

（株）コクヨ工業滋賀

53

文具

C-９

ノートブック（リエデンカラーズ）

（株）コクヨ工業滋賀

54

文具

C-１０

とび太くん文具・滋賀のお魚ヨシノート

（株）コクヨ工業滋賀

54

文具

C-１１

ヨシ特撰手紙セット、ヨシ筆ペン

（株）コクヨ工業滋賀

55

文具

C-１２

ヨシ 100%名刺、ヨシ賞状、カスタムサービス

（株）コクヨ工業滋賀

55

文具

C-１３

ReEDEN PREMIUM・びわこ一筆箋

（株）コクヨ工業滋賀

56

文具

C-１４

ヨシコピー用紙、ヨシプリンター用紙

（株）コクヨ工業滋賀

56

文具

C-１５

使用済みカマボコ板で作ったバッグ用ネームタグ

コスガ印判

57

文具

C-１６

ＭＤＦ(中質繊維板)を使ったサインボード

コスガ印判

57

文具

C-１７

滋賀県産間伐材木製名刺ケース

滋賀県産間伐材有効利用促進グループ

58

文具

C-１８

滋賀県産間伐材マグネット

滋賀県産間伐材有効利用促進グループ

58

文具

C-１９

びわ湖ヨシ紙一筆箋

西川嘉右衛門商店

59

文具

C-２０

ボードマスター

（有）正木屋商店

59

文具

C-２１

Ｖスーパーカラー

（有）正木屋商店

60

文具

C-２２

油性ツインマーカー

（有）正木屋商店

60

文具

C-２３

蛍光ペンスポットライター、スポットライター２

（有）正木屋商店

61

文具

C-２４

コクヨ フラットファイル（オール紙）

（有）正木屋商店

61

文具

C-２５

コクヨ 保存ファイル（オール紙）

（有）正木屋商店

62

ＯＡ機器

D-１

オルフィス FT ５４３０

小林事務機（株）

63

ＯＡ機器

D-２

オルフィス GD９６３１+ＯＲくるみ製本フィニッシャー
Ⅱ

小林事務機（株）

63

ＯＡ機器

D-３

リユーストナーカートリッジ

ゼネラルサプライ（株）

64

冷熱・給湯

E-１

太陽熱利用給湯システム

ＮＰＯ 碧いびわ湖

65

冷熱・給湯

E-２

「エネファーム」（家庭用燃料電池）

大阪ガス（株）滋賀事業所

65

冷熱・給湯

E-３

「エコジョーズ」（省エネ高効率給湯器）

大阪ガス（株）滋賀事業所

66

冷熱・給湯

E-４

ペレットストーブ

ベストハウスネクスト（株）

66

4

分野

ＮＯ

商品名

情報提供者

頁

冷熱・給湯

E-５

薪ストーブ

ベストハウスネクスト（株）

67

冷熱・給湯

E-６

サンコー 業務用 ECO 冷風機

（有）南商店

67

冷熱・給湯

E-７

ESCO 電子ブレーカー

（株）ヨシダヤ

68

照明関連設備

F-１

24 時間くりかえしタイマー

（株）アヤハディオ

69

照明関連設備

F-２

ＬＥＤシーリングライト SLDZ06579N (昼白色)
SLDZ06579L (電球色) NEW

（有）キャリアネットワーク滋賀

69

照明関連設備

F-３

ＬＥＤ一体型ベース照明器具 MVB4103/40N5-N8

（有）キャリアネットワーク滋賀

70

照明関連設備

F-４

ＬＥＤ一体型ベース照明器具 防雨・防湿タイプ
MMB4102(MP)/40N4-N8

（有）キャリアネットワーク滋賀

70

照明関連設備

F-５

ＬＥＤ一体型ダウンライト MRD06013(RP)BW1/N1 (昼白色) MRD06013(RP)BW1/L-1 (電球色)

（有）キャリアネットワーク滋賀

71

照明関連設備

F-６

高温環境対応型 高天井用ＬＥＤ照明器具
DRGE15H05(HT)G/N-ZJX8

（有）キャリアネットワーク滋賀

71

照明関連設備

F-７

ＬＥＤランプ LDA8N-G/S-キキ (昼白色) LDA8LG/S-キキ (電球色)

（有）キャリアネットワーク滋賀

72

照明関連設備

F-８

ＣＣＦＬ蛍光灯直感タイプ「Ｂｅｅ Ｚｅｉｌ」

日本シン・光源(株)

72

照明関連設備

F-９

Hf インバータ専用 既存器具にそのまま取り換える
ＬＥＤ蛍光灯

（株）ヨシダヤ

73

衣類

G-１

作業服・事務服・ポロシャツ・防寒服・ジャンパー

音伍繊維工業（株）滋賀営業所

74

衣類

G-２

カーボンオフセット仕事服

（有）長浜ユニフォーム

74

衣類

G-３

ＥＳＧ３２１０ｅｃｏ

ミドリ安全滋賀（株）

75

衣類

G-４

ＥＳＧ３２１１ｅｃｏ

ミドリ安全滋賀（株）

75

衣類

G-５

ＥＳＧ３２２０ｅｃｏ

ミドリ安全滋賀（株）

76

衣類

G-６

Ｋ8001 シリーズ Kansai ブランド制服・作業服

（株）ユニーズ

76

衣類

G-７

Ｋ80802 シリーズ Kansai ブランド制服・作業服

（株）ユニーズ

77

衣類

G-８

Ｋ20502 シリーズ Kansai ブランド制服・作業服

（株）ユニーズ

77

衣類

G-９

77002 シリーズ 制服・作業服

（株）ユニーズ

78

衣類

G-10

アイトス エコプロダクト BRING Material

トラヤ商事（株）

78

衣類

G-11

エコマーク基準対応 エコワーカー グリーン購入法判
断基準対応

トラヤ商事（株）

79

家具・寝具

H-１

濱まゆ真綿掛ふとん

（株）沢田商店

80

家具・寝具

H-２

丸洗い可能 近江ちぢみ本麻クール掛ふとん

（株）沢田商店

80

家具・寝具

H-３

丸洗い可能 近江ちぢみ本麻クール敷パッド

（株）沢田商店

81

家具・寝具

H-４

天然ゴム 100％マットレス スーパーフレックス

（株）シガドライウィザース

81

家具・寝具

H-５

段ボール製 簡易ベッド「暖段はこベッド」

新江州（株）

82

家具・寝具

H-６

組手什（くでじゅう）甲賀

ベストハウスネクスト（株）

82

家具・寝具

H-７

ｆｅｅｇｏ ｍｅｓｈ（メッシュチェア）

（有）正木屋商店

83

家具・寝具

H-８

Ｃｏｎｔｅｓｓａ（メッシュチェア）

（有）正木屋商店

83

住宅・設備

I-１

雨水利用システム（洗濯・トイレ等） 小型雨水タンク

ＮＰＯ 碧いびわ湖

84

住宅・設備

I-２

ＯＭクワトロソーラー

（株）木の家専門店 谷口工務店

84

住宅・設備

I-３

『オーガニック 100 年住宅』

（株）木の家専門店 谷口工務店

85

住宅・設備

I-４

「ルミエルド・オリジナルプリント」（飛散防止効果あり）

新江州（株）

85

住宅・設備

I-５

そよ風

ベストハウスネクスト（株）

86

住宅・設備

I-６

国産材で身の丈にあった住まい

ベストハウスネクスト（株）

86

園芸

J-１

なたね発酵油粕 『菜ばかす』

（特非）愛のまちエコ倶楽部

87

園芸

J-２

もみ殻くん炭

（特非）愛のまちエコ倶楽部

87

5
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商品名

情報提供者

頁

園芸

J-３

有機 100％ 古い土の再生材

（株）アヤハディオ

88

園芸

J-４

琵琶湖ヨシ腐葉土

（公財）淡海環境保全財団

88

園芸

J-５

肥料（みのるちゃん）

（有）クリエイト・マエダ

89

園芸

J-６

木質チップ（エコ・チップ）

（有）クリエイト・マエダ

89

金融

K-１

SDGs 私募債「つながり」

（株）滋賀銀行

90

金融

K-２

カーボンニュートラルローン未来よし NEW

（株）滋賀銀行

90

金融

K-３

『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローン“しが CO2
ネットゼロ”プラン NEW

（株）滋賀銀行

91

建設工事

L-１

環境配慮型舗装材 エコクリーンソイル

（株）アズマ

92

建設工事

L-２

常温・全天候型舗装補修材 オレンジパッチ

（株）アズマ

92

建設工事

L-３

エコセルベン

（株）サンエー

93

建設工事

L-４

エコカラーセルベン

（株）サンエー

93

建設工事

L-５

アスファルト路面用太陽熱遮熱舗装 クールネオＳＤ

（株）昭建

94

建設工事

L-６

保水性舗装用注入材

（株）昭建

94

建設工事

L-７

土系舗装 （まさｄｏ楽♪）

（株）昭建

95

建設工事

L-８

半たわみ性舗装 注入材ニューファンコート

（株）昭建

95

建設工事

L-９

乾式吹き付け工法

（株）昭建

96

建設工事

L-１０

耐震改修部材「風あかり」

高畑産業（株）

96

建設工事

L-１１

テクセルの吸音特性による、新次元ハニカムサイレンサ
ー 「ＳＡＩＮＴ」

高畑産業（株）

97

建設工事

L-１２

断熱セラミック塗材「ガイナ」

高畑産業（株）

97

建設工事

L-１３

木質加熱アスファルト舗装（ハーモニーロードウッド）

田中建材（株）

98

建設工事

L-１４

揮発性有機溶剤（VOC）排出量低減型 常温アスファル
ト道路舗装材 一般舗装用「ＹＫアスコン」

光舗道建設（株）

98

建設工事

L-１５

揮発性有機溶剤（VOC）排出量低減型 常温アスファル
ト道路舗装材 薄層舗装用「薄層」

光舗道建設（株）

99

建設工事

L-１６

揮発性有機溶剤（VOC）排出量低減型 常温アスファル
ト道路舗装材 ポットホール緊急補修用「ＹＫパック」

光舗道建設（株）

99

建設工事

L-１７

揮発性有機溶剤（VOC）排出量低減型 常温アスファル
ト道路舗装材 排水・透水舗装用「ＰＰアスコン」

光舗道建設（株）

100

建設工事

L-１８

高級簡単土舗装「シェルガーデン」

（株）ブルーム

100

建設工事

L-１９

ホタテ健康壁「あわせシリーズ」

（株）ブルーム

101

サービス

M-１

うちエコ診断（家庭の省エネ診断）

（公財）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

102

サービス

M-２

羽毛布団プレミアムリフォーム

（株）沢田商店

102

サービス

M-３

かよい箱プロジェクト「エコラボはーと・しが」

（一社）滋賀グリーン活動ネットワーク
（特非）滋賀県社会就労事業振興センター

103

サービス

M-４

エコケータイ

日本ソフト開発（株）

103

サービス

M-５

ポトリケータイ

日本ソフト開発（株）

104

サービス

M-６

日本初の軽合金製トリマラン〔三胴〕型クルーズ船 「ｍｅ
ｇｕｍｉ」（めぐみ）

琵琶湖汽船（株）

104

サービス

M-７

自分の家は自分たちで！住まいのＤＩＹ教室

ベストハウスネクスト（株）

105

サービス

M-８

びわ湖一周サイクリング認定証

輪の国びわ湖推進協議会

105

サービス

M-９

ちずたび びわ湖一周自転車ＢＯＯＫ

輪の国びわ湖推進協議会

106

印刷

N-１

水なし印刷（オフセット印刷方式）

アインズ（株）

107

印刷

N-２

びわ湖環境ペーパー（印刷用紙）

アインズ（株）

107

印刷

N-３

地産地消の温室効果ガス排出権付水なし印刷
GREEN eye（グリーンアイ）

アインズ（株）

108

ニューファンコート清涼
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印刷

N-４

印刷

商品名

情報提供者

頁

緑の募金付「エコカレンダー」

アインズ（株）

10８

N-５

グリーンプリンティング認定印刷製品

谷口印刷（株）

109

印刷

N-６

グリーンプリンティング認定印刷製品

谷口印刷（株）

109

印刷

N-７

紙製クリアファイル NEW

谷口印刷（株）

110

その他

Z-１

水面用油吸着材 スミレイ

（株）アズマ

111

その他

Z-２

無塩凍結防止剤 ロードクリーン（ＵＲＥＡ）

（株）アズマ

111

その他

Z-３

環境配慮型舗装材 高耐久性速乾樹脂モルタル スーパ
ーNAOS

（株）アズマ

112

その他

Z-４

貼る補修補助材 バンドエイド

（株）アズマ

112

その他

Z-５

トレイルカメラ

（株）キャムズ

113

その他

Z-６

かまどベンチ

三和産業（株）

113

その他

Z-７

トイレットベンチ

三和産業（株）

114

その他

Z-８

滋賀県産間伐材 卓上ミニのぼり

滋賀県産間伐材有効利用促進グループ

114

その他

Z-９

滋賀県産間伐材盾賞状

滋賀県産間伐材有効利用促進グループ

115

その他

Z-１０

滋賀県産間伐材万年カレンダー

滋賀県産間伐材有効利用促進グループ

115

その他

Z-１１

滋賀県産間伐材性 木製 SDGs ピンバッチ

滋賀県産間伐材有効利用促進グループ

116

その他

Z-１２

ウィルシュータ 防災・非常用ウェットタオル

（株）シガドライウィザース

116

その他

Z-１３

融雪・凍結防止剤「マグランド」（塩化マグネシウム粒状）

新江州（株）

117

その他

Z-１４

エコ・アクション・ポイント（環境省推進 全国共通の環境
ポイント）

ティーエムエルデ（株）

117

その他

Z-１５

「SAN-TIWS」(サンティウス) 用希釈装置

ティーエムエルデ（株）

118

その他

Z-１６

水素燃料電池自動車 トヨタ「MIRAI」

トヨタカローラ滋賀(株)

118

その他

Z-１７

濁水処理システム「ミズコシタロウ」

西村建設（株）

119

その他

Z-１８

「雨水分流除塵器（ぶんりゅうⅠ型、ぶんりゅうⅡ型）」

村防工業（株）

119

その他

Z-１９

「雨水タンク」

村防工業（株）

120

その他

Z-２０

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）

（株）ヤサカ

120

その他

Z-２１

電動車いす セニアカー ＥＴ４Ｄ

（株）ヤサカ

121

その他

Z-２２

オゾンエアー発生装置「ジャストクリーンシリーズ」
NEW

（株）ヨシダヤ

121

ＮＥＷ・・・２０２２令和４年度、新規掲載商品
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「新型コロナウィルス」対策商品特集－１
【商品名】

スーパーバイオ２１０
【仕様説明】（価格等）
自然界の土壌菌と腐植菌の作用により、消臭除菌を実現した安心安
全な除菌消臭剤です。従来のニオイでごまかす消臭剤や、化学薬品
を使った除菌剤ではないので、さまざまな用途にご使用いただけま
す。レギュラーサイズ ￥1,890 円(税込)
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
まさに環境にやさしい商品です。自然界の土壌菌と腐植菌の作用を使っており、化学薬品を一切使っていません
ので、環境に非常にやさしい商品ですし、人体にも安全です。従来から装備や武具、コックピットの悪臭にお悩
みであった海上自衛隊にも採用されております。また、環境にやさしいということで、ペットの除菌消臭にもご
好評いただいております。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 イケダ光音堂
または、子会社の（有）アイメディアの楽天市場店
http://www.rakuten.co.jp/i-media/

団体名：株式会社 イケダ光音堂
担当者：管理課 吉田
TEL：0749-63-7311
FAX：0749-65-0332
E-mail：yoshida@event-imedia.com

「新型コロナウィルス」対策商品特集－２
【商品名】

エーアイ・ウォーター【除菌消臭剤】
【仕様説明】（価格等）
除菌・消臭・カビ&ウイルス除去宣言
《無色・無臭・無刺激性》の亜塩素酸含有イオン水溶液です。
衣類・キッチン・トイレなど、快適な環境づくりに安心して
お使いいただけます。◆３００ml １.５００円（税込）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
ノンアルコール&ノン次亜塩素酸。注目の成分、亜塩素酸と独自の電解還元イオン水の働きで
ウイルス&カビを除去。次亜塩素酸ナトリウムは汚れを取り除いた上でないと効果が低くなりますが、亜塩素酸
水は使用環境に関わらず、安定した除菌効果を発揮します。

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：
（有）オフィス・エルランティー
ご担当者： 上林 敏夫
TEL：090-3030-1905
FAX：0749-26-0039
E-mail：elranty39@nifty.com

（有）オフィス・エルランティー
電話またはＥメールへご連絡下さい。
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「新型コロナウィルス」対策商品特集－３
【商品名】

除菌電解水給水器

＠除菌ＰＲＥＭＩＵＭ

【仕様説明】（価格等）
手をかざすだけで、あっという間に手軽に除菌。
非接触なので手を介しての感染予防に役立ちます。
酸性電解水が高い除菌効果を発揮します。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】

「希釈」といった手間がいらず、そのまますぐに使えるから使いやすいです。
また、塩分が含まれることはありませんので、手洗いだけでなく多方面に除菌水としての使用も可能です。

【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

滋賀県湖南市柑子袋 620

ご担当者：白川 孝広

TEL：0748-72-4132

TEL：0748-72-7800

FAX：0748-72-4142

E-mail：info@cams.co.jp

FAX：0748-72-7801

「新型コロナウィルス」対策商品特集－４
【商品名】
光触媒除菌脱臭機 HotaluX AIR

SP-102
【仕様説明】（価格等）
・パーソナルスペース向け、持ち運びも便利なコンパクトタイプ
・浮遊菌・浮遊ウイルスを除去
・気になるニオイ成分を強力分解
・希望小売価格(税別) オープン
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出
・紫色光（可視光）で作用する反応効率の高い酸化チタンを使用しているため安心してご使用いただけます
・光触媒シートを 6 ヵ月に 1 回程度洗浄するだけで、交換が必要なパーツはありません

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：有限会社キャリアネットワーク滋賀

有限会社 キャリアネットワーク滋賀

ご担当者：安部 侃
TEL： 077-516-0504

FAX：077-516-0506

E-mail：cns@circus.ocn.ne.jp
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「新型コロナウィルス」対策商品特集－５
【商品名】

エコクリーン

泡の薬用ハンドソープ

【仕様説明】
泡の薬用ハンドソープ （液体、ボトル／詰替用）
有効成分：イソプロピルメチルフェノール
その他の成分；水、カリウム石けん用素地、DPG、クエン酸、
クエン酸 Na、アロエエキス(2)、香料、青１
医薬部外品
◆ ボトル
正味量 250ml 400 円（税別）
詰替用
正味量 200ml 250 円（税別）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・滋賀県地域女性団体連合会会員が廃食油回収運動を通して誕生させた石けんです。
・原料油脂に廃食用油 70％を使用しています。
・合成界面活性剤は一切使用していません。
・純石けん成分なので手肌や環境にやさしい商品です。保湿成分アロエエキス配合。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

一般財団法人滋賀県婦人会館 取り扱い・配送可
・配送の場合は１ケース単位
（ボトル 1 ケース；＠250ml×24 本＝9600 円＋税）
（詰替用 1 ケース；＠200ml×36 個＝9000 円＋税）
・配送料は 1 ケースにつき 1000 円

団体名：滋賀県地域女性団体連合会
担当者：鵜飼 淳子
TEL：0748-37-3113
FAX：0748-37-3636
E-mail：info＠shigawoman.jp

「新型コロナウィルス」対策商品特集－６
【商品名】

GZ-08

新型ウイルス対策スプレー（50mm）

【仕様説明】
手作りのマスクや市販のマスクにスプレーすれば抗菌マス
クの効果を 1 日中持続します。ウイルスのサイズは電子顕微
鏡でやっと見える 10 億分の 50-90m ですからマスクでウイ
ルスの侵入を防ぐことは不可能に近いものです。マスクで止
まった唾液飛沫は乾燥し、残ったウイルスは瞬時に鼻から通
り肺に感染します。GZ-08 はマスクの外側に居るウイルスを
やっつけるのです。
価格は 1200 円です
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
殺菌消毒剤として広く使用されている次亜塩素酸ソーダは、発ガン性物質には指定されていませんが、ダイオキ
シンを生成する危険な塩素化合物です。アルコールは、癌を誘発し呼吸器や皮膚からの吸入による皮膚感作性、
生殖細胞変異原性、水性環境有害性、遺伝性疾患など多くの危険性をもつ危険物です。GZ-08 はこれらの有害性
を排除した安全な殺菌抗ウイルス力を持つ商品です。 GZ-08 はマスクに付着しているウイルスを殺菌するので、
ウイルスは空気中に飛散せず、指にも付着せず、マスクを安全に脱着できます。
【取扱店・購入方法】
【情報元】

シガドライホームページから購入できます。
シガドライ 検索

団体名：株式会社 シガドライウィザース
担当者：野村
TEL： 0749-25-1393
FAX：0749-25-3214
E-mail：info@shigadry.com
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「新型コロナウィルス」対策商品特集－７
【商品名】

「SAN-TIWS」(サンティウス)

高濃度電解除菌水

【仕様説明】（価格等）
「SAN-TIWS」(サンティウス)は水を電気分解して生成し
た除菌水です。主成分は次亜塩素酸です。除菌力が非常に強
く、多種の菌、ウィルスに有効です。有効塩素濃度を高濃度
に生成してあり、50ppm 程度に希釈して使用していただき
ます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
「SAN-TIWS」(サンティウス)は次亜塩素酸ナトリウムとは別物です。水を電気分解して生成した弱酸性で、
肌に優しく手荒れがしにくいうえ、安価なので、コストを気にせずたっぷりお使いいただけます。安心して手洗
い・食器や調理器具・備品、テーブルの除菌にご利用いただけます。2022 年 4 月から道路交通法が改定され一般
企業でもアルコールチェックが必要になりました。ドライバーさんの除菌にアルコールチェッカーにひっかから
ず重宝いただいています。

【取扱店・購入方法】
ティーエムエルデ株式会社
弊社製造・販売商品です。
直送も可能です。
（送料別途）
＊お気軽にお問い合わせください

【情報元】
団 体 名：ティーエムエルデ株式会社
ご担当者：松村
TEL：0749-72-8110 FAX：0749-72-8119
E-mail：a24@tm-erde.co.jp

「新型コロナウィルス」対策商品特集－８
【商品名】

「SAN-TIWS」(サンティウス) 用希釈装置
【仕様説明】（価格等）
蛇口に接続して、高濃度電解除菌水「SAN-TIWS」
（サン
ティウス）を手洗い使用濃度 50ppm 程度に希釈するため
の装置。流水使用での次亜塩素酸水に必須アイテム。蛇口
をひねっただけで適度な希釈濃度の除菌水を使用でき便
利です。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
衛生現場の救世主、高濃度電解除菌水「SAN-TIWS」
（サンティウス）の有効性を最大限に活かすための装置、
蛇口に接続してすぐに使用できる希釈装置です。流水使用で効果を発揮する次亜塩素酸水の必須アイテム。スプ
レーボトルへの小分けにもビーカーやスポイド、シリンジなどの計量器具無しに直接注ぐことで使用できます。

【取扱店・購入方法】
ティーエムエルデ株式会社
￥80,000(消費税別途)。工事費は別途お見積り。
直送も可能です。
（送料別途）
＊お気軽にお問い合わせください

【情報元】
団 体 名：ティーエムエルデ株式会社
ご担当者：松村
TEL：0749-72-8110 FAX：0749-72-8119
E-mail：a24@tm-erde.co.jp
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「新型コロナウィルス」対策商品特集－９
【商品名】

NEW

オゾンエアー発生装置
「ジャストクリーンシリーズ」
【仕様説明】
塩素の 7 倍の殺菌力、でも自然の酸素に戻

使うのは空気と電気だけ！
食中毒やコロナウイルス対策に
お悩みの現場に心強い味方
となってくれます。

る特性だから安心・安全です。
他にも脱臭の効果があることに加え、奈良
県立医科大学の研究により、コロナウイル
ス対策としても有効であることが実証さ
れています。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・ オゾン回収機能：発生させたオゾンを特殊な触媒で短時間に普通の空気に戻します。
・ オゾンの吹き出し口の方向を自由に変えられます。
・ 24 時間タイマー内蔵で、設定した時間に自動的にオゾンを発生・停止させることができます。
・ マイナスイオン発生器がついているため、殺菌・脱臭効果が更に高まります。
【取扱店・購入方法】
株式会社 ヨシダヤ
滋賀県高島市今津町今津 1596-1
TEL：0740-22-0055 FAX：0740-22-3988
URL：http://www.yosidaya.co.jp/

【情報元】
団体名：株式会社 ヨシダヤ
担当者：横井 豪
TEL：0740-22-0055
FAX：0740-22-3988
E-mail：yokoi@yosidaya.co.jp
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みんなで選ぶ、滋賀県産のエコ商品・エコサービス

「買うエコ大賞」受賞商品

第３回買うエコ大賞（2018 年大会）

『大賞』受賞商品

魚のゆりかご水田米
かつて琵琶湖周辺の田んぼは、排水路を通じて琵琶湖とつな
がり、フナなど湖魚の産卵場所でした。「魚のゆりかご水田」で
は、豊かな田園環境と多様な生きものを取り戻すため、地域
資源を活用して魚道をつくり、生きものに配慮した減農薬・減
肥料及び無農薬・無化学肥料のお米を作っています。６次産
業化の取り組みとして、このお米から作った純米吟醸酒「月夜
のゆりかご」も好評です。
評 価

連絡先

一般投票の内、30％以上を獲得。特にＷＥＢ投票や県内小売店
舗におけるパネル展での消費者からの支持が高かった。かつて
琵琶湖周辺の田んぼは、排水路を通じて琵琶湖とつながり、フ
ナなど湖魚の産卵場所であった。
「魚のゆりかご水田」では、豊
かな田園環境と多様な生きものを取り戻すため、地域資源を活
用して魚道をつくり、生きものに配慮した減農薬・減肥料及び
無農薬・無化学肥料のお米を作っている。６次産業化の取り組
みとして、このお米から作った純米吟醸酒「月夜のゆりかご」
も好評であることなど、環境配慮性、地域性など多くの点が評
価された。

せせらぎの郷
所在地：滋賀県野洲市須原 216
TEL：090-9214-0055
FAX：077-589-2701
E-mail：info@seseraginosato.net
URL：http://seseraginosato.net/

第３回買うエコ大賞（2018 年大会）

『滋賀県知事賞』受賞商品

滋賀チェア
以前は台所の燃料として活用されていた里山のコナラですが、時
代の流れでプロパンガスに需要が置き換わり、放置され大きく育
っています。大きく育ったコナラはナラ枯れの原因となる
虫に喰われやすくなるため、伐採して運び出す必要があります。
虫食いや変色も素材の個性として活かして、いつまでも飽きのこ
ないスタンダードなデザインの椅子を作りました。この椅子を「買う
こと」「使うこと」でナラ枯れした里山の再生につながることを目指
しています。
評 価

連絡先

以前は台所の燃料として活用されていた里山のコナラも、今で
はプロパンガスに需要が置き換わり、放置され大きく育ってい
る。大きく育ったコナラはナラ枯れの原因となる虫に喰われや
すくなるため、伐採して運び出す必要がある。この虫食いや変
色も個性として活かし、いつまでも飽きのこないスタンダード
なデザインの椅子を作った。行政・森林組合・製材所・家具メ
ーカー・大学・デザイン事務所等との協働で、2 年ほどかかつ
て開発したこの椅子を「買うこと」「使うこと」で里山の再生
につながる活動であるという発想そのものや、原料のコナラも
製材もすべて滋賀県にこだわっており、その地域性、デザイン
性も高く評価された。
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株式会社安藤製材所
所在地：滋賀県彦根市出町 73
TEL：0749-28-2225
FAX：0749-28-2239
URL：http://www.andou-seizai.jp/

第３回買うエコ大賞（2018 年大会）

『滋賀グリーン活動ネットワーク会長賞』受賞商品

太陽光照明システム「スカイライトチューブ」
電気を一切使わない、ゼロエネルギーの太陽光照明システム
です。屋根に太陽光を採り入れる「採光ドーム」を設置し、
99.7％という強力な反射率を持つ「特殊鏡面加工チューブ」で
部屋の隅々まで光を届けます。熱や結露の心配もなく、紫外
線も大幅にカットします。一年を通して、朝から夕方まで効率よ
く室内へ自然光をお届けします。

評 価

連絡先

電気を一切使わない、ゼロエネルギーの太陽光照明システム。
屋根に太陽光を採り入れる「採光ドーム」を設置し、99.7％
という強力な反射率を持つ「特殊鏡面加工チューブ」で部屋
の隅々まで光を届けることができる。熱や結露の心配もなく、
紫外線を大幅にカットする効果がある。一年を通して朝から
夕方まで効率よく室内へ自然光を届けることが可能。パネル
展で実際に商品サンプルを見た消費者からも、その採光能力
について驚きの声が寄せられていた。環境性、独創性が高く
評価された。

株式会社井之商
所在地：滋賀県大津市平津 1-22-14
TEL：077-537-3976
FAX：077-533-2170
E-mail：info@skylighttube.co.jp
URL：http://www.skylighttube.co.jp/

第３回買うエコ大賞（2018 年大会）

『優秀賞』受賞商品
滋賀県産間伐材を使った「木製名刺ケース」
ヒノキをはじめとした、滋賀県産の間伐材や端材を活用した名刺
ケースです。森林の保全には間伐作業が欠かせず、間伐材を有
効に利用することはびわ湖を守ることにもつながります。材料・加
工・図柄まで「まるごと滋賀県産」で、なぜか逆さにしても名刺は
抜け落ちません。キャッチフレーズは「びわ湖と森をつなぐエコグッズ」
です。

評 価

連絡先

ヒノキをはじめとした、滋賀県産の間伐材や端材を活用した
名刺ケース。森林の保全には間伐作業が欠かせず、間伐材を
有効に利用することはびわ湖を守ることにつながる。この「び
わ湖と森をつなぐエコグッズ」は、持つ人が森林保全の大切
さを他者に示すことにもなる。材料・加工・図案までまるご
と滋賀県産で、なぜか逆さにしても名刺は抜け落ちないとい
う独自性やデザイン性が評価された。
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滋賀県産間伐材有効利用促進グループ
所在地：滋賀県彦根市里根町 355
TEL：0749-22-3273
FAX：0749-22-3273
E-mail：tubochu@gmail.com
URL：https://ecogoods.biz/

第３回買うエコ大賞（2018 年大会）

『優秀賞』受賞商品
自然と共に生きる体験型宿泊施設「志我の里」
自然豊かな高島の魅力が存分に体験できる、セルフビルドによ
る体験型宿泊施設です。40 年にわたって放置されていた雑木
林を自力で開拓・開墾すると共に、間伐材を使ってセルフビル
ドにより家を建て、太陽熱温水器や薪ボイラーなど地産地消
型の自然エネルギーの活用にも配慮した「ライフラインが途切れ
ても生きていける里」です。

評 価

連絡先

自然豊かな高島の魅力が存分に体験できる、セルフビルドに
よる体験型宿泊施設。40 年にわたって放置されていた雑木林
を自力で開拓・開墾すると共に、間伐材を使ってセルフビル
ドにより建てられた。太陽熱温水器や薪ボイラーなど地産地
消型の自然エネルギーの活用により、
「ライフラインが途切れ
ても生きていける里」である。エネルギー地域自立の大切さ
について、宿泊者に気づきを与える啓発効果もある。今回ノ
ミネートの中で唯一の「サービス」であり、独創性などが評
価された。

志我の里
所在地：滋賀県高島市今津町梅原 1205-6
E-mail：info@makilife.biz
URL：http://shiganosato.com/

第３回買うエコ大賞（2018 年大会）

『優秀賞』受賞商品
ム

ラ

サ

キ

ノ

オーガニック

MURASAKI no ORGANIC
琵琶湖の源流「奥永源寺地域」の耕作放棄地を開墾。絶滅
危惧種で東近江市の花「紫草（ムラサキ）」を無農薬・有機栽
培で栽培し、その紫根を活用したオーガニックコスメシリーズ。滋
賀県産のオーガニック菜種油やヒマワリ油、アオバナエキスなど
他の原材料にもこだわり、その生産過程だけでなく、加工・流
通過程においても環境負荷が少ない SDGｓ商品です。

評 価

連絡先

琵琶湖の源流「奥永源寺地域」の耕作放棄地を開墾。絶滅危
惧種で東近江市の花「紫草（ムラサキ）」を無農薬・有機栽培
で栽培し、その紫根を活用したオーガニックコスメシリーズ。
滋賀県産のオーガニック菜種油やヒマワリ油、アオバナエキ
スなど他の原材料にもこだわり、その生産過程だけでなく、
加工・流通過程においても環境負荷低減に努めている。2014
年から東近江市地域おこし協力隊に就任し、過疎化が進む奥
永源寺で住民と共に地域が持つ可能性を追求してきた代表者
の企画による商品で、審査委員からは今後への期待の声が大
きく、地域性などが評価された。
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株式会社みんなの奥永源寺
所在地：滋賀県東近江市君ヶ畑町 844
TEL：0748-56-1194
FAX：0748-56-1194
E-mail：info@okueigenji.co.jp
URL：http://www.murasakino.organic/

第２回買うエコ大賞（2016 年大会）

『大賞』受賞商品

電気のいらない陶器の加湿器
滋賀の代表的な工芸品のひとつである「信楽焼」の製品です。
多孔質陶器ならではの浸透蒸散、吸収等の機能を最大限に
活用しました。受け皿に水を入れておくだけで使用できる、電
気の要らない加湿器です。取り扱いが非常に簡単なので、ど
なたでも簡単にお使いいただける商品です。

評 価

連絡先

一般投票、有効投票数 3943 の内、最多得票 2546 を獲得。
最も多くの支持を集めた。滋賀県の代表的な工芸品のひと
つである「信楽焼」の製品。多孔質陶器ならではの浸透蒸
散、吸収等の機能を最大限に活用。窯業技術試験場と共同
で時間をかけて吸収・蒸散するように試行錯誤を繰り返し
た。受け皿に水を入れておくだけで使用できる“エネルギ
ーを使用しない”環境配慮性、独創性など多くの点が評価
された。今回のテーマ（
「省エネルギー・創エネルギー」
）
応募商品である。

日産陶業 株式会社
所在地：滋賀県甲賀市信楽町江田 589 番地
TEL：0748-82-1128
FAX：0748-82-3307
E-mail：info@nissantougyo.co.jp
URL：
http://www.nissantougyo.co.jp/category/9/

第２回買うエコ大賞（2016 年大会）

『滋賀県知事賞』受賞商品
日本初の軽合金製トリマラン〔三胴〕型クルーズ船
「ｍｅｇｕｍｉ」による湖上＆湖上を結ぶ体験
クルーズ
「ｍｅｇｕｍｉ」は、旧船のアルミハルを再利用した三胴の船体設
計採用により、低燃費化を実現した船舶です。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
のほか、太陽光・風力発電システムを搭載しており、様々な環
境学習に対応できます。この特性を活用した環境学習クルーズ
を沖島等、地域連携で主催や共催、協力で進めています。
評 価

連絡先

旧船のアルミハルを再利用した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。使用済
み天ぷら油等の廃油を軽油に混同できるバイオディ
ーゼル燃料対応機関を導入、更に太陽光・風力発電シ
ステムを搭載し、船体そのものが非常に環境に配慮さ
れている。この「ｍｅｇｕｍｉ」を活用した様々な環
境学習クルーズは、知事賞の「滋賀県の環境ブランド
力向上に特に寄与すると考えられる、特に優れた環境
配慮型商品・サービス」に相応しく、また滋賀県外の
支持が非常に高いという理由で選ばれた。
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琵琶湖汽船 株式会社
所在地：滋賀県大津市浜大津 5-1-1
TEL：077-524-1919
FAX：077-524-7896
E-mail：info@biwakokisen.co.jp
URL：
http://www.biwakokisen.co.jp/profile/index6-3.php

第２回買うエコ大賞（2016 年大会）

『滋賀グリーン活動ネットワーク会長賞』受賞商品

こにゃんのねこ砂 木(こ)にゃん
本業の製材の際に大量に出る木くずを再利用しようと、燃料と
しての木質バイオマスペレットの製造販売を始めました。しかし、
ペレットは冬場のみの商品であることから、一年中売れるものを
作ろうと「ねこ砂」の製造に至りました。消臭効果をＵＰさせるた
めに滋賀県産近江茶を混ぜ、地域から調達した原材料ばかり
の、天然素材 100％が特徴です。

評 価

連絡先

本業の製材の際に大量に出る木くずを“もったいない”と再
利用しようと、まず燃料としての木質バイオマスペレットの
製造販売を開始。冬場の商品であるペレットの更なる有効活
用をし、年間を通じて販売できる「ねこ砂」を開発した。消
臭効果をＵＰさせるために、滋賀県産近江茶を混ぜるなど、
地域から調達した原材料ばかりの天然素材 100％である。こ
にゃん市長の応援の元、猫ブームにも後押しされ、誰もが気
軽に利用出来る商品ということで、滋賀グリーン購入ネット
ワーク会長賞に選ばれた。

有限会社 山本材木店
所在地：滋賀県湖南市西寺二丁目 4-13
TEL：0748-77-3697
FAX：0748-77-4026
E-mail：zaimoku@trust.ocn.ne.jp
URL：http://yamamotozaimoku.com/

第２回買うエコ大賞（2016 年大会）

『優秀賞』受賞商品

農薬不使用栽培 朝宮茶
高級銘茶産地として知られた朝宮地区において、かたぎ古香園６
代目当主が、農薬・化学肥料に頼る農法に疑問を持ち、安心し
て飲んで頂けるお茶作りの必要性を感じたところから、取り組みが
始まりました。
昭和５０年よりすべての茶園にて「農薬不使用栽培」を始め、
今日まで作り続けています。安心はもちろん、味にも自信があ
ります。

評 価

連絡先

高級銘茶産地として知られた信楽朝宮地区において、かたぎ
古香園 6 代目当主が、農薬・化学肥料に頼る農法に疑問を持
ち、安心して飲んでいただけるお茶作りの必要性を感じ、農
薬を使わない栽培が始まった。全国的にも前例がなく手探り
の状態が続いたが、昭和 50（1975）年より全ての茶園にて「農
薬不使用栽培」で作り続けている。安心はもちろん、味にも
自信有り。事業者の環境に対する取り組みや姿勢がすばらし
いと感銘を受けた投票者が多く、「優秀賞」に選出。
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かたぎ古香園
所在地：滋賀県甲賀市信楽町宮尻 1090
TEL：0748-84-0135
FAX：0748-84-0128
E-mail：info@katagikoukaen.com
URL：http://katagikoukaen.com/

第２回買うエコ大賞（2016 年大会）

『優秀賞』受賞商品

きぐみのつみき「ＫＵＭＩＮＯ（クミノ）」
ありそうで、なかった、きぐみのつみき。１種類の形のピースから、
遊びは３次元に限りなく広がります。子どもたちの創造力と想
像力を育む「ＫＵＭＩＮＯ」は、教育関係者からも着目されてい
ます。東近江産の杉材を使用する、滋賀県生まれのおもちゃ
です。
《実用新案登録済》

評 価

連絡先

ありそうで、なかった、きぐみのつみき。1 種類のピースから、
遊びは 3 次元に限りなく広がる。子どもたちの創造力と想像
力を育む「ＫＵＭＩＮＯ」は、教育関係者からも着目されて
いる。現在は東近江市永源寺産の杉材を使用しているが、将
来は遊んでくれる子どもたちから見える山や、関係する流域
から材料を調達する仕組みを作り、広く展開するのが目標。
建材に使えないような短材や小径木、端材を有効に活用する
ことができ、森林の健全化にも一役買えると今後に期待がか
かる。

クミノ工房
所在地：滋賀県東近江市箕川町 107
TEL：050-3567-9232
FAX：050-3737-0771
E-mail：mail@kumino.jp
URL：https://www.kumino.jp/

第２回買うエコ大賞（2016 年大会）

『優秀賞』受賞商品

和紙糸で作る自分色のジャケット
江戸時代に手漉き和紙の盛んだった大津市桐生の古川与助
商店では、西陣織の金銀糸を製造してきた技術を活かし、和
紙の裁断時に出る端材を活用して糸研究し、和紙糸を使った
ジャケットやブラウスの製作に成功しました。お客様の好きな色
に染め、１点ずつ丁寧に作る『自分色のジャケット』も好評で、
世界が注目する和紙の新しい活用法として期待されます。ま
た、その端材を障害者施設に提供し、ランチョンマット等にリユ
ースしていただく取り組みも行っています。

評 価

連絡先

江戸時代に手漉き和紙の盛んだった大津市桐生において、西
陣織の金銀糸を製造してきた技術を活かし、和紙の裁断時に
出る端材を活用して糸研究し、和紙糸を使ったジャケットや
ブラウスの製作に成功した。和紙糸の原材料は針葉樹の木や
マニラ麻が主であり、森林等の循環にも役立っている。全て
オーダーメイドのため、お客様の好きな色に染めることがで
きる。世界が今注目している和紙の新しい活用法として期待
されることから選出された。
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株式会社 古川与助商店
所在地：滋賀県大津市桐生 3-12-1
TEL：077-549-1321
FAX：077-549-1323
E-mail：yosuke@mediawars.ne.jp
URL：http://yosukeshiga.com/

第１回買うエコ大賞（2014 年大会）

『大賞』受賞商品
ヨシからできたエコ文具「ReEDEN(リエデン)」
滋賀県で 1992 年に制定された「ヨシ群落保全条例」に基づ
き、琵琶湖のヨシを活用し琵琶湖の自然環境を保全・維持す
るために開発された商品シリーズ。カラフルなものや伝統産業と
コラボしたノート、名刺等の種類がある。同時にヨシ原を育てる
活動もスタートし、現在では 100 社以上が賛同するネットワー
ク活動になっています。売上の一部を琵琶湖の環境保全を行
っている複数団体への寄付を行っています。

評 価

連絡先

一般投票、有効投票数 2311 の内、最多得票 733 を獲得。最も
多くの支持を集めた。
「ヨシ」は琵琶湖の水環境や生態系保全
に役立つが、冬場に人の手で刈り取る必要とその有効活用が
重要である。この商品は、ノートの中紙などにヨシを配合す
るなどして利用。また毎年社員でヨシ刈りを行い、100 社を
超えるネットワーク活動へと広げ、売上の一部を琵琶湖の環
境保全活動をしている複数団体に寄付するなど、正に「大賞」
にふさわしい。

株式会社 コクヨ工業滋賀
所在地：滋賀県愛知郡愛荘町上蚊野 312
TEL：0749-37-3611
FAX：0749-37-3686
E-mail：sales@kokuyo-shiga.jp
URL：http://www.kokuyo-shiga.co.jp

第１回買うエコ大賞（2014 年大会）

『滋賀県知事賞』受賞商品
滋賀県産のヒノキ間伐材を使った、小・中・高等
学校用の机イス
琵琶湖の水質保全に大きく寄与する県内の山々を守るため
に、県内産の間伐材を使った学校用の机とイス。次世代を担
う県内の子供たちに、木の暖かさや琵琶湖への木や山の役割
を考えてもらいたいとの思いから生まれました。工具を使わず、
机もイスも手動で組立可能。高さ調節可能な点や、傷ついた
パーツを交換・修理でき、長期間使用が可能となるよう環境に
配慮した商品です。
評 価

連絡先

琵琶湖を守るためには、水源となる県内の山々の保全のため、
定期的な間伐とその間伐材の利用が不可欠である。一般投票
で「一番環境に配慮した商品」という理由でトップ。滋賀県
民からの投票数もトップであった。現在までに約 6000 セット
の納入実績があり、使用する小・中・高校生の、滋賀県をと
りまく環境教育や啓発活動にも役立つと考えられる。滋賀県
が水環境だけでなく、森林とも繋がっていることを視野に入
れるという点で、
「滋賀県知事賞」に選ばれた。
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ウッドワーク滋賀 堤木工所
所在地：滋賀県彦根市高宮町 2271
TEL：0749-22-4138
FAX：0749-22-4138

第１回買うエコ大賞（2014 年大会）

『滋賀グリーン活動ネットワーク会長賞』受賞商品
steed（優駿） 競走馬の調教用ゼッケンで作るバッグ
滋賀県栗東市にある日本中央競馬会（ＪＲＡ）栗東トレーニン
グセンターで使用されていたゼッケンをリメイクしたバッグ。ゼッケ
ンの色、数字で馬の個体名まで分かる、世界で 1 つしかないバ
ッグです。ペットボトル再生素材のゼッケンをさらにリサイクルした
商品。県内数ヶ所の障害福祉サービス事業所が手分けして
全ての工程を行っており、「共同・協業」により生み出されてい
るバッグです。

評 価

連絡先

栗東トレセンから年間約 2000 枚廃棄されていた調教用ゼッ
サンキューファインホース夢プロジェクト
ケン（ペットボトル再生素材）を“もったいない”とリメイ
所在地：滋賀県守山市水保 165-1
クしたおしゃれなバッグ。種類も豊富で競走馬の年齢を表す 3
びわこみみの里内
つの色と、厩舎及び馬の固体番号を表す数字により、ゼッケ
ンをつけていた馬に思いを馳せるのも楽しい。
「使っていたも
のだからこそ使いたい」と思える商品。県内 3 ヶ所の共同作 URL：http://steed.shop-pro.jp/
業所で製作しており、滋賀県の福祉にも貢献できるバッグ。
一般投票で「デザインが気に入った」
「買ってみたい」という
理由が多く、グリーン購入普及に貢献できると選ばれた。

第１回買うエコ大賞（2014 年大会）

『優秀賞』受賞商品

カーボンニュートラルローン 未来よし
「PLB 資金」「エコ・クリーン資金」「エコ＆耐震住宅ローン」「セ
レクトリフォームローン」等の環境対応型金融商品を利用して、
顧客が導入した太陽光発電システムにて削減された温室効
果、ガスの排出量を推計・金額換算し、相当額を琵琶湖の固
有種で絶滅危惧種の保護・育成・放流事業に資金を拠出す
ることで、琵琶湖の生態系保全も行っています。

評 価

連絡先

環境対応型金融商品を利用して、顧客が導入した自然エネル
ギーにより削減された温室効果ガスの排出量を金額換算し、
琵琶湖の固有種で絶滅危惧種のニゴロブナやワタカの保護・
育成・放流事業に資金を拠出し、琵琶湖の生態系保護を行う
サービス。2007 年度から総額 1,470 万円を拠出。これはニゴ
ロブナ約 33 万匹、ワタカ約 24 万匹に相当する。滋賀ならで
は、金融機関ならではのユニークなサービスであるというと
ころが評価された。
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株式会社 滋賀銀行
所在地：滋賀県大津市浜町１-38
TEL：077-521-2207
FAX：077-521-2890
E-mail：sogokikaku@shigagin.com
URL：http://www.shigagin.com/

第１回買うエコ大賞（2014 年大会）

『優秀賞』受賞商品

「省エネ性」と「快適性」を両立するルーム
エアコン『うるさら７シリーズ』
地球温暖化係数約 3 分の 1※となる冷媒（R32）を全機種に採
用。世界各地特に新興国に基本特許を無償開放することで
世界規模での環境効果を拡大しています。県内工場にて
100％組立て、使用部材の約半分は県内企業から購入と、
雇用と地域経済発展に貢献。「省エネ性」と「快適性」を両立
する独創性に富んだ商品です。
※従来型の冷媒（R410A)との比較

評 価

連絡先

世界で唯一、空調機と冷媒を製造するメーカーとして、
（商品についてのご紹介）
地球温暖化係数が約 1/3 となる冷媒（R32）を全機種
に使用し、世界各地特に新興国に基本特許を無償開放 ダイキン工業 株式会社 ホームページ
することで世界規模での環境効果を拡大している。数 URL：http://www.daikinaircon.com/roomaircon/
ある工場の中から県内工場で 100％組立てし、使用部
材の約半分は県内企業から購入し、地域の雇用と経済
発展にも貢献しているとして、今回「優秀賞」に選出
された。
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【食】Ａ－１
【商品名】

ひがしおうみ産 菜たね油『菜ばかり』
【仕様説明】
滋賀県東近江市愛東産の菜種を 100%使用し、化学薬品・添加物
を一切使用せず、ていねいに搾りました。
てんぷらやサラダ、お菓子作りなどに、風味豊かな油をどうぞ。
■150ml:¥594(税込)
■300ml:¥864(税込)
■500ml:¥1188(税込)
■1,000m:¥1944(税込)
の 4 サイズをご用意しております。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
菜の花を通した循環型社会を目指し、菜の花は菜たね油だけではなく、搾油時に出た油かすは発酵肥料に、
市内で回収した廃食油はリサイクルして石鹸やバイオディーゼル燃料に姿をかえ、地域内資源循環の輪を広
げています。地域に根を下ろし、未来世代によりよい環境を贈るために日々「食べておいしく、からだと環
境に優しく」を心に留め活動しています。

【取扱店・購入方法】
■店頭、お電話にて販売を承っております。
住所:〒527-0162 滋賀県東近江市妹町 70
TEL:0749-46-8100
■道の駅あいとうマーガレットステーション
住所:〒527-0162 滋賀県東近江市妹町 184--1
TEL: 0749-46-0370

【情報元】
団 体 名:NPO 法人愛のまちエコ倶楽部
ご担当者:財満 遼
TEL: 0749-46-8100 FAX:0749-46-8288
E-mail:npo@ai-eco.com

【食】Ａ－２
【商品名】

GREEN EYES「自然栽培珈琲豆」
※商品、またはサービスの内容がわかる
写真を貼り付けて下さい。

【仕様説明】（価格等）
200g 880 円(税込み)
フェアトレードで取引、輸入された世界各地の珈琲豆を選定、買い
付け、焙煎までオーナー自らが手がけたオーガニック珈琲豆
取扱い（ペルー・メキシコ・ブラジル・東ティモール・ウガンダ・
グァテマラ・キリマンジャロ・ネパール・インド etc）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】

・原材料の珈琲豆は、海外で有機認証（一部有機ＪＡＳ認定）をとり、かつ、フェアトレードのものを使用。
・乾燥+低温でじっくりと焼き上げる。しっかり焙煎され、豆の中心部まで火を通すとカフェインやタンニ
ンといった成分が抜け、カラダに優しいすっきりとした味わいの珈琲が出来ます。
【取扱店・購入方法】
「フェアトレードショップ

【情報元】
団 体 名：特定非営利活動法人 HCC グループ

ねこのひたい」

明日都浜大津１階大津市市民活動センター内

ご担当者：浅野 智子

TEL：077-527-8661

TEL：077-527-8661 FAX：077-2-527-8662
E-mail：moveinfo@movementotsu.com
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【食】Ａ－３
【商品名】

GREEN EYES「自然栽培紅茶」
【仕様説明】（価格等）

真を貼り付けて下さい。

2.2g×20 袋(ティーバッグ) 1100 円(税込み)
現在、ダージリンとアールグレイの 2 種

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
海外 有 機認 証 ・フ ェ アト レー ド で輸 入 され た 冷め ても 美 味し い ＾ オ ー ガニ ック テ ィー で す 。（ 無 農 薬・
無化 学 肥料 ）

【取扱店・購入方法】
「フェアトレードショップ

【情報元】
団 体 名：特定非営利活動法人 HCC グループ

ねこのひたい」

明日都浜大津１階大津市市民活動センター内

ご担当者：浅野 智子

TEL：077-527-8661

TEL：077-527-8661 FAX：077-2-527-8662
E-mail：moveinfo@movementotsu.com

【食】Ａ－４
【商品名】

パレスチナ・オリーブ
「エクストラヴァージンオリーブオイル」
※商品、またはサービスの内容がわかる

【仕様説明】（価格等）

写真を貼り付けて下さい。

250cc 1,300 円(税抜き)
500cc 2,100 円(税抜き)
イスラエル、パレスチナの女性が共同で事業を経営して作られたフ
ェアトレード商品

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・農薬も化学肥料も使っていない畑で作っているので安心安全。
・一粒一粒手摘みで収穫し低温圧搾するため風味や栄養面が優れたオイルです。
・果汁感が強く、香り豊か、サラサラしていますのでそのままでも炒め物でも！

【取扱店・購入方法】
「フェアトレードショップ

【情報元】
団 体 名：特定非営利活動法人 HCC グループ

ねこのひたい」

明日都浜大津１階大津市市民活動センター内

ご担当者：浅野 智子

TEL：077-527-8661

TEL：077-527-8661 FAX：077-2-527-8662
E-mail：moveinfo@movementotsu.com
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【食】Ａ－５
【商品名】

People tree「Fair trade Chocolate」
真を貼り付けて下さい。

【仕様説明】（価格等）
板チョコシリーズ 350 円(税込み)
フィリングシリーズ 750 円(税込み)
乳化剤など添加物不使用のフェアトレード商品

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
厳選されたフェアトレード原材料ならではのピュアで確かな味わい。添加物を使わず、最大 72 時間「コンチェ(練り)」

で作り上げる極上のくちどけ。また代替油脂ではなく体温で溶け始めるココアバターを使用するため秋冬限定で
の販売です。

【取扱店・購入方法】
「フェアトレードショップ

【情報元】
団 体 名：特定非営利活動法人 HCC グループ

ねこのひたい」

明日都浜大津１階大津市市民活動センター内

ご担当者：浅野 智子

TEL：077-527-8661

TEL：077-527-8661 FAX：077-2-527-8662
E-mail：moveinfo@movementotsu.com

【食】Ａ－６
【商品名】

えんこう米（うるち米、もち米、黒米、赤米）、
黒米粉、赤米粉、ぽん菓子、みそ
【仕様説明】
価格は品種により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
一袋あたりのキロ数は、ご相談に応じます。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
「届けよう 一つ上の御満足！！」
「活きた土が命を育む」をモットーにしており、私たちの米作りに不可欠なの
は企業や病院との連携です。なぜならそれらの食堂から出る生ゴミの堆肥が何より土の中の微生物のエサとなり、
通常の 10 倍～20 倍（10 億～20 億）の微生物が元気に活動し、生きた土を実現（立命館大学において立証）で
きました。
この「フードリサイクルエコ農法」で、平成 28 年度環境保全型農業推進会議の会長賞も受賞しました。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 近江園田ふぁーむ

団 体 名：株式会社 近江園田ふぁーむ

直接電話もしくは FAX でご注文ください。

担当者：園田 耕一
TEL：0748-36-8586
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FAX：0748-36-6518

【食】Ａ－７
【商品名】

無洗米特別栽培米（環境こだわり米）滋賀県産こしひかり
【仕様説明】
5kg

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県が「環境こだわり農産物」として認証した環境こだわり米です。
化学合成農薬・化学肥料の使用量を通常栽培の 5 割以下にし、さらにびわ湖をはじめとする環境への負荷を削
減する技術で生産されたお米です。
栽培責任者、確認責任者を明記した安全・安心な商品です。
無洗米ですので、普通精米を炊飯する時より少し多めの水を入れ、十分吸水させてから炊くとより美味しく炊
きあがります。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

・ご採用頂いている量販店、米穀店等。
・JA タウン
http://www.ja-town.com/shop/f/f303051/

団体名：株式会社 パールライス滋賀
担当者：営業課 平井
TEL：077-586-7433
FAX：077-586-7373
E-mail：hirai-kouki@pearl-shiga.jp

【食】Ａ－８
【商品名】

無洗米滋賀県産みずかがみ（環境こだわり米）
【仕様説明】
5kg

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
「みずかがみ」は滋賀県が育成した新品種です。ゆたかな琵琶湖の水を連想される「みずかがみ」と名づけられ
ました。キャッチフレーズは「ゆたかな水にかがやく実り」
滋賀県が「環境こだわり農産物」として認証した環境こだわり米です。
化学合成農薬・化学肥料の使用量を通常栽培の 5 割以下にし、さらにびわ湖をはじめとする環境への負荷を削減
する技術で生産されたお米です。
栽培責任者、確認責任者を明記した安全・安心な商品です。
無洗米ですので、普通精米を炊飯する時より少し多めの水を入れ、十分吸水させてから炊くとより美味しく炊き
あがります。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
・ご採用頂いている量販店、米穀店等。
・JA タウン
http://www.ja-town.com/shop/f/f303051/

団体名：株式会社 パールライス滋賀
担当者：営業課 平井
TEL：077-586-7433 FAX：077-586-7373
E-mail：hirai-kouki@pearl-shiga.jp
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【食】Ａ－９
【商品名】

「はなふじ®」米
【仕様説明】
玄米 30ｋｇ、10ｋｇ
農産物直売所 グリーンファームでは、1ｋｇから店頭精米しており
ます。
ヘアリーベッチ

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】

「はなふじ®」米は、ヘアリーベッチが空気中の窒素及び炭素を取り込んで成長し、鋤き込むことにより、
稲の栄養になる為、化学肥料を使用しないこと、滋賀県の「環境こだわり農産物」の認証を受けること、経
済産業省からの許諾を受けて、カーボンフットプリントとカーボンオフセットの表示をするなど、環境保全
活動を展開しております。同じ地域でとれる肥料を使う「環境こだわり米」に比べて、２８％CO2 削減
第１７回環境保全型農業推進コンクール優秀賞受賞
第１６回グリーン購入大賞優秀賞受賞
【取扱店・購入方法】

【情報元】

レーク滋賀農業協同組合各支店・出張所

団 体 名：レーク滋賀農業協同組合

農産物直売所 グリーンファーム石山店・堅田店

担当部署：大津北営農経済センター
TEL：077-572-1158 FAX：077-572-1168
E-mail：ootsukitaeikei-center@lakeshiga.jas.or.jp

【食】Ａ－１０
【商品名】

余呉産 100%

えごまオイル

【仕様説明】（価格等）
滋賀県長浜市余呉町産えごま 100%
余呉の生産者たちが育てた「えごま」を手間を惜しまず、
丁寧に選別しています。雑味がなく、飲みやすいオイルと
なっています。
90g…¥1,830-（税込）
45g…¥1,080-（税込）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
過疎化・高齢化が進む余呉地域において、獣害に強い作物として栽培されている「えごま」を使用し、地域の活
性化の一助となるよう努めています。少量ずつ、時間をかけて低温圧搾しているので、成分や風味が損なわれる
ことなく、必須脂肪酸である「α-リノレン酸」の含有量も 65%以上となっています。
また、地産地消により、運送などにかかる CO2 削減にわずかながら寄与したいと考えています。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

ウッディパル余呉

団 体 名：株式会社 ロハス長浜

営業時間 9:00〜17:30（定休日：火曜日）

ご担当者：小山 武士

※ 近隣の道の駅などでも販売しております

TEL：0749-86-4145

FAX：0749-86-4545

E-mail：pal@zc.ztv.ne.jp
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【食】Ａ－１１
【商品名】

余呉産 100%

煎りえごま

【仕様説明】（価格等）
滋賀県長浜市余呉町産えごま 100%
品質を保持するために、目視による選別・不純物の除去
を行っていますので、安心してお召し上がりいただきま
す。
１袋（65g）…¥540【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
過疎化・高齢化が進む余呉地域において、獣害に強い作物として栽培されている「えごま」を使用し、地域の活
性化の一助となるよう努めています。また、地産地消により、運送などにかかる CO2 削減にわずかながら寄与し
たいと考えています。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

ウッディパル余呉

団 体 名：株式会社 ロハス長浜

営業時間 9:00〜17:30（定休日：火曜日）

ご担当者：小山 武士

※ 近隣の道の駅などでも販売しております

TEL：0749-86-4145

FAX：0749-86-4545

E-mail：pal@zc.ztv.ne.jp

【食】Ａ－１２
【商品名】

和りんごサイダー
【仕様説明】（価格等）
滋賀県長浜市湖北町産和りんご使用
その昔、戦国武将 浅井長政が幼少期に好んで食べたと言
われる、日本古来の「和りんご」を原料としています。
250ml…¥270-（税込）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
甘くて大きな西洋りんごに押され、ほとんど栽培されなくなった希少な「和りんご」を絶やさぬよう、お子様に
も楽しんでいただけるサイダーにしました。また、地産地消により、運送などにかかる CO2 削減にわずかながら
寄与したいと考えています。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

ウッディパル余呉

団 体 名：株式会社 ロハス長浜

営業時間 9:00〜17:30（定休日：火曜日）

ご担当者：小山 武士

※ 近隣の道の駅などでも販売しております

TEL：0749-86-4145

FAX：0749-86-4545

E-mail：pal@zc.ztv.ne.jp
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【日用雑貨】Ｂ－１
【商品名】

廃食油リサイクル石けん『愛しゃぼん』
【仕様説明】
住民グループ「愛の田園エコライフ」の手づくりです。
環境にも、人にもやさしい粉せっけん。
洗濯、食器洗い、洗車、大掃除など、幅広くお使いください。
資源回収で集めたペットボトルに詰めています。
お徳用の袋入りサイズもご用意できます。
■300g:¥220(税込)
■1200g:¥528(税込)
■3kg:¥1210(税込)
■5kg:¥1870(税込)
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
「いのち」の源である水、琵琶湖を守りたい、子どもたちへ安心な未来手渡していきたい。そんな願いをもつ人
びとが力をあわせ、つくられた「愛しゃぼん」。
■使用済みの天ぷら油でできています。
東近江市の家庭からでた廃食油からつくるせっけんです。廃食油もゴミではなく資源に。
■容器はペットボトルをリユース
愛しゃぼんの容器はすべて、資源回収で集まったペットボトル。なので、キャップにはお茶やジュースのマー
クがついています。ペットボトルも、ゴミではなく資源に。

【取扱店・購入方法】
■店頭、お電話にて販売を承っております。
住所:〒527-0162 滋賀県東近江市妹町 70
TEL:0749-46-8100
■道の駅あいとうマーガレットステーション
住所:〒527-0162 滋賀県東近江市妹町 184--1
TEL: 0749-46-0370

【情報元】
団 体 名:NPO 法人愛のまちエコ倶楽部
ご担当者:財満 遼
TEL: 0749-46-8100 FAX:0749-46-8288
E-mail:npo@ai-eco.com

【日用雑貨】Ｂ－２
【商品名】

マルダイ粉せっけん びわ湖
【仕様説明】
地域で集めた廃食油が原料のサイクルせっけん
用 途：洗濯、食器洗い、掃除等、様々な用途にご使用いただけます
サイズ：2kg 箱、3kg 袋、20kg 箱
成 分：純石けん分（60%）脂肪酸ナトリウム 炭酸塩
製造元：株式会社マルダイ石鹸本舗製
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
○合成界面活性剤や蛍光増白剤（添加剤）のような生物毒性がなく、微生物によって完全に分解されるため、
琵琶湖の水質を美しく守ることができます。
○滋賀県周辺地域で回収した廃食用油を原料に、滋賀県内（大津）で生産されている地産地消のせっけんです。
【取扱店・購入方法】
特定非営利活動法人
碧いびわ湖
TEL：0748-46-4551
http://aoibiwako.shiga-saku.net/
お問い合わせください。
○コープしがでもお取扱いいただいています。

【情報元】
団体名：特定非営利活動法人 碧いびわ湖
担当者：村上 悟
所在地：滋賀県近江八幡市安土町下豊浦３番地
TEL：0748-46-4551
FAX：0748-46-4550
E-mail：info@aoibiwako.org
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【日用雑貨】Ｂ－３
【商品名】

おかえりティシュ
【仕様説明】
地域で集めた牛乳パックが原料のリサイクルティシュ
サイズ：400 枚 200 組 × 5 箱入
原 料：古紙 100% （牛乳パック 30% 一般古紙 70%）
製造元：イトマン株式会社製

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
○100%リサイクルパルプなので、ピュアパルプの製品と違い、森林の伐採をともないません。
○回収に出した牛乳パックがリサイクルされて手元に戻ってくることを実感できます。
○購入金額の一部が「一円基金」として積み立てられ、リサイクル活動の備品整備や普及活動に活用されます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

特定非営利活動法人
碧いびわ湖
TEL：0748-46-4551
http://aoibiwako.shiga-saku.net/
お問い合わせください。
○コープしがでもお取扱いいただいています。

団体名：特定非営利活動法人 碧いびわ湖
担当者：村上 悟
所在地：滋賀県近江八幡市安土町下豊浦３番地
TEL：0748-46-4551
FAX：0748-46-4550
E-mail：info@aoibiwako.org

【日用雑貨】Ｂ－４
【商品名】

ただいまロール
【仕様説明】
地域で集めた牛乳パックが原料のリサイクルトイレロール
サイズ：１ロール 140m × 6 巻入
仕 様：シングル 107mm 巾 芯なし
原 料：古紙 100% （牛乳パック 10% 一般古紙 90%）
製造元：イトマン株式会社製

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
○芯なしで、長巻で、巾が狭いため、省資源で省エネルギーです。
○100%リサイクルパルプなので、ピュアパルプの製品と違い、森林の伐採をともないません。
○回収に出した牛乳パックがリサイクルされて手元に戻ってくることを実感できます。
○購入金額の一部が「一円基金」として積み立てられ、リサイクル活動の備品整備や普及活動に活用されます。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

特定非営利活動法人
碧いびわ湖
TEL：0748-46-4551
http://aoibiwako.shiga-saku.net/
お問い合わせください。
○コープしがでもお取扱いいただいています。

団体名：特定非営利活動法人 碧いびわ湖
担当者：村上 悟
所在地：滋賀県近江八幡市安土町下豊浦３番地
TEL：0748-46-4551
FAX：0748-46-4550
E-mail：info@aoibiwako.org
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【日用雑貨】Ｂ－５
【商品名】

スーパーバイオ２１０
【仕様説明】（価格等）
自然界の土壌菌と腐植菌の作用により、消臭除菌を実現した安心安
全な除菌消臭剤です。従来のニオイでごまかす消臭剤や、化学薬品
を使った除菌剤ではないので、さまざまな用途にご使用いただけま
す。レギュラーサイズ ￥1,890 円(税込)
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
まさに環境にやさしい商品です。自然界の土壌菌と腐植菌の作用を使っており、化学薬品を一切使っていません
ので、環境に非常にやさしい商品ですし、人体にも安全です。従来から装備や武具、コックピットの悪臭にお悩
みであった海上自衛隊にも採用されております。また、環境にやさしいということで、ペットの除菌消臭にもご
好評いただいております。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 イケダ光音堂
または、子会社の（有）アイメディアの楽天市場店
http://www.rakuten.co.jp/i-media/

団体名：株式会社 イケダ光音堂
担当者：管理課 吉田
TEL：0749-63-7311
FAX：0749-65-0332
E-mail：yoshida@event-imedia.com

【日用雑貨】Ｂ－６
【商品名】

ママこれいいね
【仕様説明】（価格等）
１ｋｇ ⇒

３.６００円（税込）

【１０％ＯＦＦ】
５ｋｇ ⇒ １８.０００円（税込）⇒⇒⇒⇒１６.２００円（税込）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
＊界面活性剤ゼロ(成分・過炭酸ナトリウム・酵素のみ)
＊衣類・食器等、家じゅうまるごと対応
＊抗菌性に優れ、つけ置き洗いが最適。人にも環境にも優しい無添加洗浄剤

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：
（有）オフィス・エルランティー
ご担当者： 上林 敏夫
TEL：090-3030-1905
FAX：0749-26-0039
E-mail：elranty39@nifty.com

（有）オフィス・エルランティー
電話またはＥメールへご連絡下さい。

30

【日用雑貨】Ｂ－７
【商品名】

エーアイ・ウォーター【除菌消臭剤】
【仕様説明】（価格等）
除菌・消臭・カビ&ウイルス除去宣言
《無色・無臭・無刺激性》の亜塩素酸含有イオン水溶液です。
衣類・キッチン・トイレなど、快適な環境づくりに安心して
お使いいただけます。◆３００ml １.５００円（税込）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
ノンアルコール&ノン次亜塩素酸。注目の成分、亜塩素酸と独自の電解還元イオン水の働きで
ウイルス&カビを除去。次亜塩素酸ナトリウムは汚れを取り除いた上でないと効果が低くなりますが、亜塩素酸
水は使用環境に関わらず、安定した除菌効果を発揮します。

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：
（有）オフィス・エルランティー
ご担当者： 上林 敏夫
TEL：090-3030-1905
FAX：0749-26-0039
E-mail：elranty39@nifty.com

（有）オフィス・エルランティー
電話またはＥメールへご連絡下さい。

【日用雑貨】Ｂ－８
【商品名】

デンバフレッシュ〔冷蔵庫用鮮度保持装置〕
【仕様説明】（価格等）
１台 … １９８.０００円（税込）
冷蔵・冷凍・解凍の全てにデンバテクノロジー
自宅の冷蔵庫が生まれ変わる!
☆食品の鮮度、美味しさ長持ちキープ!
☆置くだけカンタン設置!
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
現在お使いの冷蔵庫に後付けできる鮮度保持装置で、熟成する働きと急速冷凍の働き、そして菌の数も
通常の冷蔵庫の４万分の１に軽減する装置。
買い物に出掛ける手間を大きく省く事ができるなど、食品ロスも軽減できる。
令和元年びわ湖環境ビジネスメッセに出展。ＮＨＫ「近江６：３０」にて紹介されました。

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：
（有）オフィス・エルランティー
ご担当者： 上林 敏夫
TEL：090-3030-1905
FAX：0749-26-0039
E-mail：elranty39@nifty.com

（有）オフィス・エルランティー
電話またはＥメールへご連絡下さい。
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【日用雑貨】Ｂ－９
【商品名】

除菌電解水給水器

＠除菌ＰＲＥＭＩＵＭ

【仕様説明】（価格等）
手をかざすだけで、あっという間に手軽に除菌。
非接触なので手を介しての感染予防に役立ちます。
酸性電解水が高い除菌効果を発揮します。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】

「希釈」といった手間がいらず、そのまますぐに使えるから使いやすいです。
また、塩分が含まれることはありませんので、手洗いだけでなく多方面に除菌水としての使用も可能です。

【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

滋賀県湖南市柑子袋 620

ご担当者：白川 孝広

TEL：0748-72-4132

TEL：0748-72-7800

FAX：0748-72-4142

E-mail：info@cams.co.jp

FAX：0748-72-7801

【日用雑貨】Ｂ－１０

NEW

【商品名】

ＵＶ－Ａ除菌器

HotaluX TOUCH

SP-302

【仕様説明】（価格等）
・UV-A（近紫外線）のよる非接触除菌
・光照射除菌ため、机、電子機器、布など除菌対象不問
・バッテリーを内蔵した持ち回りに便利なコンパクト設計
・希望小売価格(税別) オープン
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・可視光域に近いUV-A（近紫外線）光源を用いた「光除菌器」です。
・光の波長や照射制御、および、照射距離の最適化により、2 秒で約 90%の除菌を実現しました。
・清拭の除菌作業の際の拭きムラを抑え、誰が使用しても同じ効果が得られる設計となっています。

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：有限会社キャリアネットワーク滋賀

有限会社 キャリアネットワーク滋賀

ご担当者：安部 侃
TEL： 077-516-0504

FAX：077-516-0506

E-mail：cns@circus.ocn.ne.jp
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【日用雑貨】Ｂ－１１
【商品名】
光触媒除菌脱臭機 HotaluX AIR

SP-102
【仕様説明】（価格等）
・パーソナルスペース向け、持ち運びも便利なコンパクトタイプ
・浮遊菌・浮遊ウイルスを除去
・気になるニオイ成分を強力分解
・希望小売価格(税別) オープン
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出
・紫色光（可視光）で作用する反応効率の高い酸化チタンを使用しているため安心してご使用いただけます
・光触媒シートを 6 ヵ月に 1 回程度洗浄するだけで、交換が必要なパーツはありません

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：有限会社キャリアネットワーク滋賀

有限会社 キャリアネットワーク滋賀

ご担当者：安部 侃
TEL： 077-516-0504

FAX：077-516-0506

E-mail：cns@circus.ocn.ne.jp

【日用雑貨】Ｂ－１２
【商品名】

大麦ストロー「すとろーている」
※商品、またはサービスの内容がわかる
写真を貼り付けて下さい。

【仕様説明】（価格等）
滋賀県産の無農薬栽培で育てられた大麦の茎を使っ
たストローです。マイストローを持って出かけようを
コンセプトに、色鮮やかなストローケース入りと、ご
家庭用の紙袋入りで販売しています。
・ケース入り（桃色・空色。茶色）1,210 円（税込）
・紙袋入り（通常・こども用）600 円（税込）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】（可能な場合）他商品を使用した場合と比べ削減できるＣＯ２排出量。
慣行栽培で農薬が使われている商品が多い中、無農薬、一部無化学肥料で栽培された大麦を使用しています。プ
ラスチックのストローと違い、使用後は自然に還り、脱プラスチックに貢献できます。また、紙のストローと比
べ長時間使用しても溶けることもなく、口さわりも柔らかくて使いやすいです。容器は紙製、解説書には FSC 認
証用紙、環境配慮型インキ、水なし印刷を採用し、環境に配慮した仕様になっています。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

琵琶湖博物館ミュージアムショップ「おいでや」

団 体 名：工房シーダーノ

守山宿町家「うの家」

ご担当者：八尋 由佳

もしくはメールでお問合せ下さい。

TEL：090-6238-8182
E-mail：straw.tail20@gmail.com
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【日用雑貨】Ｂ－１３
【商品名】

ヒンメリストロー
【仕様説明】（価格等）

※商品、またはサービスの内容がわかる

滋賀県産の無農薬栽培で育てられた大麦の茎を使った

写真を貼り付けて下さい。

クラフト用ストローです。ストローにできなかった 712ｃｍサイズのものが入っています。
袋入り（工作用）400 円（税込）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】（可能な場合）他商品を使用した場合と比べ削減できるＣＯ２排出量。
大麦ストローを生産するにあたり、短くてストローにできないものがたくさん。多くの方のお力で生産されたものを捨てるの
はもったいなくおもい、ヒンメリなどのクラフト用として商品化しました。 慣行栽培で農薬が使われている商品が多い

中、無農薬、一部無化学肥料で栽培された大麦を使用しています。プラスチックのストローと違い、使用後は自
然に還り、脱プラスチックに貢献できます。

【取扱店・購入方法】
琵琶湖博物館ミュージアムショップ「おいでや」
もしくはメールでお問合せ下さい。

【情報元】
団 体 名：団 体 名：工房シーダーノ
ご担当者：八尋 由佳
TEL：090-6238-8182
E-mail：straw.tail20@gmail.com

【日用雑貨】Ｂ－１４
【商品名】

パブリック・トレイ（Ｒ－ＰＥＮ樹脂製）
【仕様説明】
学校給食用食器として実績のある PEN 樹脂の再生原料を
使用した丈夫で安全性に優れたトレイです。
サイズは 4 種類、色は各 3 色（レモンイエロー・ライトグリーン・
ライトサーモン）をご用意しています。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
学校給食用食器として実績のあるポリエチレンナフタレート（PEN）の再生原料を使用しています。
耐熱性があり食材による色移りがしにくいため集団給食施設でのご使用にも最適です。
また、洗浄性と乾燥性に優れた形状を採用しています。
再生プラスチックを使用し、添加剤を使用しない安全性に優れた商品です。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 サンコー製作所
価格につきましては、ご相談の上、
お見積りをさせて頂きます。

団体名：株式会社 サンコー製作所
担当者：堀畑
TEL：0749-62-4160 FAX：0749-63-1446
E-mail：info@sanko-mfg.jp
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【日用雑貨】Ｂ－１５
【商品名】

パブリック・トレイ（Ｒ－ＰＰ樹脂製）
【仕様説明】
ポリプロピレン樹脂の特性を生かした軽量で丈夫なトレイ です。
サイズは 3 種類、色は各 2 色(イエロー・サーモンピンク)をご用意し
ています。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
素材のポリプロピレンの特徴を生かした軽量で丈夫なトレイです。
洗浄性と乾燥性に優れた形状を採用しています。
再生プラスチックを使用し、添加剤を使用しない安全性に優れた商品です。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 サンコー製作所
価格につきましては、ご相談の上、
お見積りをさせて頂きます。

団体名：株式会社 サンコー製作所
担当者：堀畑
TEL：0749-62-4160 FAX：0749-63-1446
E-mail：info@sanko-mfg.jp

【日用雑貨】Ｂ－１６
【商品名】

滋賀県産間伐材ストラップ
※商品、またはサービスの内容がわ
かる
写真を貼り付けて下さい。

【仕様説明】
浅井三姉妹、ひこにゃん、戦国武将など地域キャラクターをデザイン
したストラップを販売中。また、ご希望の図案をカラープリントしたオ
ーダーメイドも可能です。チームや NPO などのキャラクターグッズや
各種キャンペーンの販促グッズとしてお役立てください。
S サイズ：幅 25×長さ 40×厚さ 5mm
価格帯：既製品 500 円、オリジナルは御見積いたします。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
間伐材を使ったストラップで、特にカラープリントによるものは全国的に珍しいと思われます。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。木材
は滋賀県産であり、プリントのデザインは県内地域のキャラクターを使った、まさに「まるごと滋賀」の製品
で、エコでロコな商品です。間伐材を生活の中でもお使いいただける商品として製品化しました。
「身近なとこ
ろから、ストップ地球温暖化」のメッセージと一緒にお届けし、お使いいただくなかで地球温暖化について考え
る機会をお持ちいただければ幸いと考えます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

湖の駅（浜大津アーカス、アウトレット滋賀竜王）、 団体名：滋賀県産間伐材有効利用促進グループ
彦根駅前観光案内所ほか、WEB でも販売中。
担当者：中田 亘（観光交流企画室 TAC）
［エコグッズ.ビズ］http://ecogoods.biz
TEL：0749-21-3191 FAX：0749-21-3171
E-mail：nakata@tac21.com
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【日用雑貨】Ｂ－１７
【商品名】

エコクリーン

キッチン用液体複合せっけん

【仕様説明】
びわ湖せっけんエコクリーン 台所用（液体 詰替用）
品名：台所用複合せっけん
成分：界面活性剤（28％）純石けん分（17％脂肪酸カリウム）
、純石けん
分以外の界面活性剤（11％ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノール
アミド、脂肪酸アルカノールアミド）
、安定剤
◆ 正味量 250 ml 180 円（税別）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
琵琶湖のため、家族のために
・石けん分は、純植物性油脂を主原料とし天然脂肪酸系非イオン界面活性剤を加えた使いやすい複合石けんです。
・石けんの良さを保ちながら油汚れを落とします。
・手が荒れない肌に優しい洗剤です。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

一般財団法人滋賀県婦人会館 取り扱い・配送可
・配送の場合は１ケース単位
（詰替用 1 ケース：@250ml×24 個＝4320 円＋税）
・配送料は実費をご負担下さい。

団体名：滋賀県地域女性団体連合会
担当者：鵜飼 淳子
TEL：0748-37-3113
FAX：0748-37-3636
E-mail：info＠shigawoman.jp

【日用雑貨】Ｂ－１８
【商品名】

エコクリーン

泡の薬用ハンドソープ

【仕様説明】
泡の薬用ハンドソープ （液体、ボトル／詰替用）
有効成分：イソプロピルメチルフェノール
その他の成分：水、カリウム石けん用素地、DPG、クエン酸、
クエン酸 Na、アロエエキス(2)、香料、青１
医薬部外品
◆ ボトル
正味量 250ml 400 円（税別）
詰替用
正味量 200ml 250 円（税別）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・滋賀県地域女性団体連合会会員が廃食油回収運動を通して誕生させた石けんです。
・原料油脂に廃食用油 70％を使用しています。
・合成界面活性剤は一切使用していません。
・純石けん成分なので手肌や環境にやさしい商品です。保湿成分アロエエキス配合。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
一般財団法人滋賀県婦人会館 取り扱い・配送可
・配送の場合は１ケース単位
（ボトル 1 ケース：＠250ml×24 本＝9600 円＋税）
（詰替用 1 ケース：＠200ml×36 個＝9000 円＋税）
・配送料は 1 ケースにつき 1000 円
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団体名：滋賀県地域女性団体連合会
担当者：鵜飼 淳子
TEL：0748-37-3113
FAX：0748-37-3636
E-mail：info＠shigawoman.jp

【日用雑貨】Ｂ－１９
【商品名】

エコクリーン

洗濯用粉せっけん

【仕様説明】
びわ湖せっけんエコクリーン 洗濯用（粉）
品名：洗濯用せっけん
成分：純石けん分（70％ 脂肪酸ナトリウム）
アルカリ剤（炭酸塩、珪酸塩）
◆ 袋入り正味量（粉）1 ㎏ 600 円（税別）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
琵琶湖のため、家族のために
・石けんは、微生物によってすばやく分解されるので環境に良い。
・石けんは、衣類をソフトに仕上げるので、肌への刺激が少なく、赤ちゃんの敏感肌やアトピー性皮膚炎の方にも
お使いいただけます。
・原料油脂に廃食用油を使用しています。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
一般財団法人滋賀県婦人会館 取り扱い・配送可
・配送の場合は１ケース単位
（粉 1 ケース：＠１kg×10 個＝6000 円＋税）
・配送料は 1 ケースにつき 1000 円

団体名：滋賀県地域女性団体連合会
担当者：鵜飼 淳子
TEL：0748-37-3113 FAX：0748-37-3636
E-mail：info＠shigawoman.jp

【日用雑貨】Ｂ－２０
【商品名】

エコクリーン

洗濯用液体複合石けん

【仕様説明】
びわ湖石けんエコクリーン 洗濯用
（液体、ボトル／詰替用）
品名：洗濯用複合石けん
成分：界面活性剤（30%）
純石けん分（21%脂肪酸カリウム）
・
純石けん分以外の界面活性剤（9％脂肪酸アルカノールア
ミド）・水軟化剤・安定化剤・香料
◆ ボトル 正味量 900ml 750 円（税別）
詰替用 正味量 900ml 550 円（税別）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】

水環境を守るために
・液体複合石けんは、純植物性油脂を原料とし、蛍光増白剤・漂白剤は配合していません。
・洗浄力を保ちながら、環境にもやさしい石けんです。
・泡立ちが少ないのでドラム式洗濯機にもご使用いただけます。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
一般財団法人滋賀県婦人会館 取り扱い・配送可
団体名：滋賀県地域女性団体連合会
・配送の場合は 1 ケース単位
（ボトル 1 ケース：＠900ml×8 本＝6000 円＋税） 担当者：鵜飼 淳子
（詰替用 1 ケース：＠900ml×10 個＝5500 円＋税） TEL：0748-37-3113 FAX：0748-37-3636
E-mail：info＠shigawoman.jp
・配送料は 1 ケースにつき 1000 円
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【日用雑貨】Ｂ－２１
【商品名】

GZ-08

新型ウイルス対策スプレー（50mm）

【仕様説明】
手作りのマスクや市販のマスクにスプレーすれば抗菌マス
クの効果を 1 日中持続します。ウイルスのサイズは電子顕微
鏡でやっと見える 10 億分の 50-90m ですからマスクでウイ
ルスの侵入を防ぐことは不可能に近いものです。マスクで止
まった唾液飛沫は乾燥し、残ったウイルスは瞬時に鼻から通
り肺に感染します。GZ-08 はマスクの外側に居るウイルスを
やっつけるのです。
価格は 1200 円です
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
殺菌消毒剤として広く使用されている次亜塩素酸ソーダは、発ガン性物質には指定されていませんが、ダイオキ
シンを生成する危険な塩素化合物です。アルコールは、癌を誘発し呼吸器や皮膚からの吸入による皮膚感作性、
生殖細胞変異原性、水性環境有害性、遺伝性疾患など多くの危険性をもつ危険物です。GZ-08 はこれらの有害性
を排除した安全な殺菌抗ウイルス力を持つ商品です。 GZ-08 はマスクに付着しているウイルスを殺菌するので、
ウイルスは空気中に飛散せず、指にも付着せず、マスクを安全に脱着できます。
【取扱店・購入方法】
【情報元】

シガドライホームページから購入できます。
シガドライ 検索

団体名：株式会社 シガドライウィザース
担当者：野村
TEL： 0749-25-1393
FAX：0749-25-3214
E-mail：info@shigadry.com

【日用雑貨】Ｂ－２２
【商品名】

森の生力（もりのいのち）
【仕様説明】（価格等）
医薬部外品の入浴剤濃縮タイプ。
浴槽(200L)に計量カップ 10～15ml を入れ、よくかき混ぜて入浴。
300ml

1L

ボトルタイプ…約 1 ヵ月分 価格帯：3,000 円(税別) 容量：300ml
詰め替え用…約 3 ヵ月分 1L 価格帯:7,000 円(税別) 容量：1L

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
天然成分 100％(天然ヒノキチオール・ユーカリ油配合)。
あせも、荒れ性、肩こり、神経痛、しもやけ、痔、冷え性、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前
産後の冷え性、にきびに効果があります。
●お客様の声…森の生力を使用してから浴室や風呂釜の清掃が楽になり、排水口から臭いなどがなくなりました。
浴室内のカビも抑制されて、こんな入浴剤は他にはありません。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

シバヤマタイヤ

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所

滋賀県大津市粟津町 13-63

ご担当者：芝山真一

店頭にて

TEL：077-537-1406

TEL：077-537-1406

E-mail：info@team-s.net
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FAX：077-533-0577

【日用雑貨】Ｂ－２３
【商品名】

抗菌ジェル
【仕様説明】（価格等）
据え置き型の抗菌・消臭ジェルタイプ。
容器の矢印のベルトをはずし、キャップを開け、据え置くだけ。
価格帯：1,500 円(税別) 容量：200ｇ

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
天然植物抽出エキス 100％使用！
風を当てる事により、広い範囲に拡散し分解消臭、除菌、抗菌、森林浴空間を作り、リラクゼーション効果が得
られます。
●お客様の声…僕の車は芳香剤を使用しすぎ、レモンの臭いとタバコの臭いとが車内に付着し、気分の悪い変な
匂いがしていたが、友人に勧められ抗菌ジェルを車内のジュースホルダーに設置し 10 日程経過した頃、車内の
臭いが完全に消えたのには驚きました。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

シバヤマタイヤ

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所

滋賀県大津市粟津町 13-63

ご担当者：芝山真一

店頭にて

TEL：077-537-1406

TEL：077-537-1406

E-mail：info@team-s.net

FAX：077-533-0577

【日用雑貨】Ｂ－２４
【商品名】

消臭ミサイル(カーウッズ施工専用)
【仕様説明】（価格等）
カーエアコン専用、泡タイプ。
エバポレーターに注入噴射し、蓄積された臭いを分解消臭します。
ゴムや金属の劣化の無い安全商品。(検査データ有り)
持続効果は約 6 ヶ月。※季節・条件により異なります。
価格帯：お問い合わせください。 容量：100ml
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
成分は天然植物抽出エキス 100％。
カーエアコンに蓄積された臭いを分解消臭、繁殖したカビ菌などを除菌・抗菌しリラクゼーション効果。
※施工商品の為一般販売はしておりません。
●お客様の声…僕は家族とよくドライブしたり、四季に合わせて愛車で旅行したりしています。息子は助手席が
大好きで、いつも助手席に座りますが、気管支喘息持ちで、エアコンを稼動させますといつも咳き込んでしまい、
悩んでおりました、しかし、消臭ミサイルでエアコンを処理してから咳き込む事もなくなり親子共々助かってい
ます。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

シバヤマタイヤ

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所

滋賀県大津市粟津町 13-63

ご担当者：芝山真一

店頭にて

TEL：077-537-1406

TEL：077-537-1406

E-mail：info@team-s.net
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FAX：077-533-0577

【日用雑貨】Ｂ－２５
【商品名】

イシューズバスター(カーウッズ施工専用)
【仕様説明】（価格等）
車内専用連続噴射タイプ。
エンジンを停止し、助手席の足元などに安定させ、普通車で 1 缶、
1BOX カーで 2 缶(使用本数は目安です。)を使用。
価格帯：お問い合わせください。 容量：100ml
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
天然植物抽出エキス 100％。

煙状の成分が車内の隅々まで行きわたり、10～15 分で車内空間の分解消臭・除菌・抗菌・防虫・シックカ
ー症候群を抑制。臭いがきつい場合は、一晩置いてください。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

シバヤマタイヤ

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所

滋賀県大津市粟津町 13-63

ご担当者：芝山真一

店頭にて

TEL：077-537-1406

TEL：077-537-1406

E-mail：info@team-s.net

FAX：077-533-0577

【日用雑貨】Ｂ－２６
【商品名】

スプレー(分解消臭除菌剤)
【仕様説明】（価格等）
手動式スプレー噴射タイプ

異臭のするところに直接スプレー噴射、フキンなどに含ませて使用。
200ml

1L

ボトルタイプ 価格帯：1,500 円(税別) 容量：200ml
詰め替え用 価格帯：3,600 円(税別) 容量：1L

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
成分は天然植物抽出エキス 100％。
体の臭いも 瞬時に解決分解消臭・除菌します。タバコや焼肉の後の臭い、 魚を触った時の生臭い臭いも秒速で、
分解消臭。
●お客様の声…お爺さんを介護するのに、芳香剤入りの消臭剤を使用していたが、芳香剤の臭いで嫌がってかく
してしまうので困っていました。ところが、分解消臭除菌スプレーを使用してからは、その後、分解消臭除菌剤
スプレーを隠さなくなり、くさくなくなり、汚物の臭いもよく消え、床ずれも緩和され重宝しています。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

シバヤマタイヤ

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所

滋賀県大津市粟津町 13-63

ご担当者：芝山真一

店頭にて

TEL：077-537-1406

TEL：077-537-1406

E-mail：info@team-s.net
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FAX：077-533-0577

【日用雑貨】Ｂ－２７
【商品名】

パナクリーン
【仕様説明】（価格等）
泡状スプレータイプ
シツコイ汚れに泡を吹き付けて拭き取るタイプ。
価格帯：1,950 円(税別) 容量：216ml

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
原材料はすべて食品に含まれる成分で安心、安全。
カーペット、じゅうたん、フローリング、車室内の汚れ、シャツの襟や裾汚れ、換気扇、他電子レンジなどのシ
ツコイ汚れ等に使用してください。
●お客様の声…油汚れのしつこいガスレンジの回りが簡単に取れ、手に絡みつく油のベタベタ感がなく、気持ち
よく掃除が出来ました。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

シバヤマタイヤ

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所

滋賀県大津市粟津町 13-63

ご担当者：芝山真一

店頭にて

TEL：077-537-1406

TEL：077-537-1406

E-mail：info@team-s.net

FAX：077-533-0577

【日用雑貨】Ｂ－２８
【商品名】

速乾スプレー
【仕様説明】（価格等）
速乾スプレータイプ
一瞬で乾くので物を濡らさずに冷たく清潔に出来ます。
価格帯：1,600 円(税別) 容量：220ml
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
天然植物抽出エキス 100％使用！
唯一、 濡れない消臭剤！トリプル速攻(抗菌・消臭・冷却)
靴やブーツ、スポーツ具（剣道具など）、汗をかいた背広やシャツ、タバコの臭いなどの消臭に。
車の座席シート・マット等に入り込んだ臭いの元に入り込み、根元から一瞬で分解消臭・リラクゼーション効果。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

シバヤマタイヤ

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所

滋賀県大津市粟津町 13-63

ご担当者：芝山真一

店頭にて

TEL：077-537-1406

TEL：077-537-1406

E-mail：info@team-s.net
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FAX：077-533-0577

【日用雑貨】Ｂ－２９
【商品名】

ディ.ウイルスバスター(超音波式加湿器専用原液)
【仕様説明】（価格等）
超音波式加湿器専用濃縮タイプ
原液 1 に対し水道水 19(20 倍)にして使用。
価格帯：10,000 円(税別) 容量：1L
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
天然植物抽出エキス 100％使用！
インフルエンザや花粉症対策。抗菌・抗ウイルス・分解消臭の効果のほか、 抗アレルギー・肝機能の活性化・精
神集中・悪い空気の浄化効果。
●お客様の声…寝つきが良くなった。気持ちが落ち着く。部屋の空気を換気しなくても空気が澄んでいる。ノド
がスッキリとなった、など多数。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

シバヤマタイヤ

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所

滋賀県大津市粟津町 13-63

ご担当者：芝山真一

店頭にて

TEL：077-537-1406

TEL：077-537-1406

E-mail：info@team-s.net

FAX：077-533-0577

【日用雑貨】Ｂ－３０
【商品名】

「SAN-TIWS」(サンティウス)

高濃度電解除菌水

【仕様説明】（価格等）
「SAN-TIWS」(サンティウス)は水を電気分解して生成し
た除菌水です。主成分は次亜塩素酸です。除菌力が非常に強
く、多種の菌、ウィルスに有効です。有効塩素濃度を高濃度
に生成してあり、50ppm 程度に希釈して使用していただき
ます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
「SAN-TIWS」(サンティウス)は次亜塩素酸ナトリウムとは別物です。水を電気分解して生成した弱酸性で、
肌に優しく手荒れがしにくいうえ、安価なので、コストを気にせずたっぷりお使いいただけます。安心して手洗
い・食器や調理器具・備品、テーブルの除菌にご利用いただけます。2022 年 4 月から道路交通法が改定され一般
企業でもアルコールチェックが必要になりました。ドライバーさんの除菌にアルコールチェッカーにひっかから
ず重宝いただいています。

【取扱店・購入方法】
ティーエムエルデ株式会社
弊社製造・販売商品です。
直送も可能です。
（送料別途）
＊お気軽にお問い合わせください

【情報元】
団 体 名：ティーエムエルデ株式会社
ご担当者：松村
TEL：0749-72-8110 FAX：0749-72-8119
E-mail：a24@tm-erde.co.jp
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【日用雑貨】Ｂ－３１
【商品名】

みずかがみコスメ
フェイスパック（単包）
【仕様説明】（価格等）
20ml ￥250（税別）
肌辺りの良い国産シートはたっぷりの美容液が
入ったフェイスパック
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県の【※環境こだわり農産物】に認証された近江【みずかがみ】の成分を使用
※・農薬や化学肥料の使用量を通常の半分以下に減らして栽培
・琵琶湖周辺の環境に優しい技術で栽培する
・いつ、どんな農薬や化学肥料を使用したか記録する

【取扱店・購入方法】
滋賀県内道の駅
滋賀県内旅館
滋賀県内ホテル
ここ滋賀
通信販売（楽天・Amazon）等

【情報元】
団 体 名：株式会社マンアップ
ご担当者：初田
TEL：077-526-7561
FAX：077-526-7563
E-mail：muis@man-up.co.jp

【日用雑貨】Ｂ－３２
【商品名】

みずかがみコスメ
フェイスパック（10 枚セット）
【仕様説明】（価格等）
20ml×10 枚 ￥2,250（税別）
肌辺りの良い国産シートはたっぷりの美容液が
入ったフェイスパックの 10 枚セット
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県の【※環境こだわり農産物】に認証された近江【みずかがみ】の成分を使用
※・農薬や化学肥料の使用量を通常の半分以下に減らして栽培
・琵琶湖周辺の環境に優しい技術で栽培する
・いつ、どんな農薬や化学肥料を使用したか記録する

【取扱店・購入方法】
滋賀県内道の駅
滋賀県内旅館
滋賀県内ホテル
ここ滋賀
通信販売（楽天・Amazon）等

【情報元】
団 体 名：株式会社マンアップ
ご担当者：初田
TEL：077-526-7561
FAX：077-526-7563
E-mail：muis@man-up.co.jp
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【日用雑貨】Ｂ－３３
【商品名】

みずかがみコスメ
化粧水
【仕様説明】（価格等）
120ml ￥1800（税別）
鉱物油・石油系界面活性剤・パラベン・着色料・香料フリー。
【みずかがみ】の米ぬかエキスや天然由来の成分を配合した
お肌に優しい化粧水
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県の【※環境こだわり農産物】に認証された近江【みずかがみ】の成分を使用
※・農薬や化学肥料の使用量を通常の半分以下に減らして栽培
・琵琶湖周辺の環境に優しい技術で栽培する
・いつ、どんな農薬や化学肥料を使用したか記録する

【取扱店・購入方法】
滋賀県内道の駅
滋賀県内旅館
滋賀県内ホテル
ここ滋賀
通信販売（楽天・Amazon）等

【情報元】
団 体 名：株式会社マンアップ
ご担当者：初田
TEL：077-526-7561
FAX：077-526-7563
E-mail：muis@man-up.co.jp

【日用雑貨】Ｂ－３４
【商品名】

みずかがみコスメ
乳液
【仕様説明】（価格等）
80ml ￥1900（税別）
鉱物油・石油系界面活性剤・パラベン・着色料・香料フリー。
【みずかがみ】の米ぬかエキスや天然由来の成分を配合し
た
お肌に優しい化粧水
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県の【※環境こだわり農産物】に認証された近江【みずかがみ】の成分を使用
※・農薬や化学肥料の使用量を通常の半分以下に減らして栽培
・琵琶湖周辺の環境に優しい技術で栽培する
・いつ、どんな農薬や化学肥料を使用したか記録する

【取扱店・購入方法】
滋賀県内道の駅
滋賀県内旅館
滋賀県内ホテル
ここ滋賀
通信販売（楽天・Amazon）等

【情報元】
団 体 名：株式会社マンアップ
ご担当者：初田
TEL：077-526-7561
FAX：077-526-7563
E-mail：muis@man-up.co.jp
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【日用雑貨】Ｂ－３５
【商品名】

みずかがみコスメ
オールインワンジェル
【仕様説明】（価格等）
120g ￥2000（税別）
化粧水・乳液・美容液・クリーム機能をもつ高保潤
タイプのオールインワンジェル
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県の【※環境こだわり農産物】に認証された近江【みずかがみ】の成分を使用
※・農薬や化学肥料の使用量を通常の半分以下に減らして栽培
・琵琶湖周辺の環境に優しい技術で栽培する
・いつ、どんな農薬や化学肥料を使用したか記録する

【取扱店・購入方法】
滋賀県内道の駅
滋賀県内旅館
滋賀県内ホテル
ここ滋賀
通信販売（楽天・Amazon）等

【情報元】
団 体 名：株式会社マンアップ
ご担当者：初田
TEL：077-526-7561
FAX：077-526-7563
E-mail：muis@man-up.co.jp

【日用雑貨】Ｂ－３６
【商品名】

みずかがみコスメ
しっとり洗顔石鹸
【仕様説明】（価格等）
100g（標準重量） ￥1000（税別）
石油系界面活性剤をしておらず、
敏感肌やお子様の全身にも安心して使えます
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県の【※環境こだわり農産物】に認証された近江【みずかがみ】の成分を使用
※・農薬や化学肥料の使用量を通常の半分以下に減らして栽培
・琵琶湖周辺の環境に優しい技術で栽培する
・いつ、どんな農薬や化学肥料を使用したか記録する

【取扱店・購入方法】
滋賀県内道の駅
滋賀県内旅館
滋賀県内ホテル
ここ滋賀
通信販売（楽天・Amazon）等

【情報元】
団 体 名：株式会社マンアップ
ご担当者：初田
TEL：077-526-7561
FAX：077-526-7563
E-mail：muis@man-up.co.jp
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【日用雑貨】Ｂ－３７
【商品名】

みずかがみコスメ
クレンジングジェル
【仕様説明】（価格等）
120g ￥1,700（税別）
鉱物油・石油系界面活性剤・パラベン・着色料・香料フリー。
【みずかがみ】の米ぬかエキスや天然由来の成分を配合した
お肌に優しいクレンジングジェル
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県の【※環境こだわり農産物】に認証された近江【みずかがみ】の成分を使用
※・農薬や化学肥料の使用量を通常の半分以下に減らして栽培
・琵琶湖周辺の環境に優しい技術で栽培する
・いつ、どんな農薬や化学肥料を使用したか記録する

【取扱店・購入方法】
滋賀県内道の駅
滋賀県内旅館
滋賀県内ホテル
ここ滋賀
通信販売（楽天・Amazon）等

【情報元】
団 体 名：株式会社マンアップ
ご担当者：初田
TEL：077-526-7561
FAX：077-526-7563
E-mail：muis@man-up.co.jp

【日用雑貨】Ｂ－３８
【商品名】

みずかがみコスメ
美容液
【仕様説明】（価格等）
30ml ￥2400（税別）
鉱物油・石油系界面活性剤・パラベン・着色料・香料フリー。
【みずかがみ】の米ぬかエキスや天然由来の成分を配合し
た
お肌に優しい導入美容液
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県の【※環境こだわり農産物】に認証された近江【みずかがみ】の成分を使用
※・農薬や化学肥料の使用量を通常の半分以下に減らして栽培
・琵琶湖周辺の環境に優しい技術で栽培する
・いつ、どんな農薬や化学肥料を使用したか記録する

【取扱店・購入方法】
滋賀県内道の駅
滋賀県内旅館
滋賀県内ホテル
ここ滋賀
通信販売（楽天・Amazon）等

【情報元】
団 体 名：株式会社マンアップ
ご担当者：初田
TEL：077-526-7561
FAX：077-526-7563
E-mail：muis@man-up.co.jp
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【日用雑貨】Ｂ－３９
【商品名】

ポリ平柄 茶サイクル骨うちわ
Ｎｏ．１８ (コート)
【仕様説明】
■160 円：横 237mm × 縦 335mm（柄 125mm）
☆エコマーク認定商品です。
※名入れ可能商品です。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
☆伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」が、
第 2 回エコプロダクツ大賞 エコサービス部門 農林水産大臣賞受賞、
また、第 12 回グリーン購入大賞「審査員特別賞」を受賞しています。
□伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」により、従来、茶殻加工に必要だった乾燥工程を省き、
含水茶殻をそのまま利用した茶殻配合紙を使用しています。
□乾燥工程で発生する二酸化炭素「CO2」や燃料費を抑制、紙原料を削減した環境商品です。
【取扱店・購入方法】
有限会社

【情報元】

南商店

団体名：有限会社 南商店
担当者：南 邦彦
TEL：077-522-1914 FAX：077-522-5288
E-mail：minamico@office.eonet.ne.jp

*お気軽にお問い合わせください。

【日用雑貨】Ｂ－４０
【商品名】

茶サイクルキッチンペーパー
10 枚・20 枚・30 枚
【仕様説明】
■10 枚 70 円：横 100mm x 縦 210mm x 厚 10mm
■20 枚 90 円：横 100mm x 縦 210mm x 厚 20mm
■30 枚 BOX 170 円：横 220mm x 縦 110mm x 高 40mm
※各 名入れ可能商品です。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
☆伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」が、
第 2 回エコプロダクツ大賞 エコサービス部門 農林水産大臣賞受賞、
また、第 12 回グリーン購入大賞「審査員特別賞」を受賞しています。
□伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」により、従来、茶殻加工に必要だった乾燥工程を省き、
含水茶殻をそのまま利用した茶殻配合紙を使用しています。
□乾燥工程で発生する二酸化炭素「CO2」や燃料費を抑制、紙原料を削減した環境商品です。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
有限会社 南商店
*お気軽にお問い合わせください。

団体名：有限会社 南商店
担当者：南 邦彦
TEL：077-522-1914 FAX：077-522-5288
E-mail：minamico@office.eonet.ne.jp
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【日用雑貨】Ｂ－４１
【商品名】

茶サイクルあぶらとり紙
10 枚・20 枚・30 枚
【仕様説明】
■10 枚入 47 円：横 88mm x 縦 65mm x 厚 4mm
■20 枚入 62 円：横 88mm x 縦 65mm x 厚 5mm
■30 枚入 77 円：横 88mm x 縦 65mm x 厚 6mm
※各 名入れ可能商品です。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
☆伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」が、
第 2 回エコプロダクツ大賞 エコサービス部門 農林水産大臣賞受賞、
また、第 12 回グリーン購入大賞「審査員特別賞」を受賞しています。
□伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」により、従来、茶殻加工に必要だった乾燥工程を省き、
含水茶殻をそのまま利用した茶殻配合紙を使用しています。
□乾燥工程で発生する二酸化炭素「CO2」や燃料費を抑制、紙原料を削減した環境商品です。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 南商店
*お気軽にお問い合わせください。

団体名：有限会社 南商店
担当者：南 邦彦
TEL：077-522-1914 FAX：077-522-5288
E-mail：minamico@office.eonet.ne.jp

【日用雑貨】Ｂ－４２
【商品名】

「緑の魔女」 バイオ・ハイテク洗剤
【仕様説明】
■オートキッチン(食器洗い機専用洗剤)
■キッチン用(食器洗剤)
本体 420ml
■ランドリー用(洗濯用洗剤) 本体 820ml
■バス用
本体 420ml
■トイレ用
本体 420ml

800g
替 360ml
替 620ml
替 360ml
替 360ml

業務用 5L
業務用 5L
業務用 5L
業務用 5L

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】

◆ドイツ生まれの汚れに強く地球にやさしい洗剤
洗剤の成分は環境を汚さないものを使用し、材質を痛めずにガンコな汚れもスッキリ落とします。
手肌に優しくクリーンで マイルド！！安心・安全なクリーナーです。
◆使用後の排水で環境を浄化する「グリューネヘクセ」
使用後の排水は環境を汚染することなく、特許成分グロースファクターの働きで、
排水パイプの中に棲む汚れを食べる微生物に栄養を与え、クリーナーとして働きます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：有限会社 南商店
担当者：南 邦彦
TEL：077-522-1914 FAX：077-522-5288
E-mail：minamico@office.eonet.ne.jp

有限会社 南商店
お気軽にお問い合わせください。
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【日用雑貨】Ｂ－４３
【商品名】

ヱスケーフォームソープ
【仕様説明】
ケース入数

2ℓ×6 本

原料油脂に廃食用油 50％使用
専用詰替ボトルは別売
製造元 ヱスケー石鹸株式会社
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】

使用済みの食用油をリサイクルした液体石けんで、取っ手の付いた
減容ボトルを採用しています。トウモロコシ生まれの保湿成分グリコシルトレハロース配合で、しっとりし
た洗い上がり。ハンドソープ、洗顔料、ボディーソープとしてお使いいただけます。
泡状ポンプ式ボトルに詰め替えてご使用ください。心地よいリッチな泡を実感できます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 ヤマダ油脂
電話・ＦＡＸ・メールにてご注文承ります。
1 本からご注文いただけます。
配送可能

団体名：有限会社 ヤマダ油脂
担当者：諸角 朗
TEL：0749-35-3527 FAX：0749-35-3547
E-mail：morozumi@yamada-yushi.sakura.ne.jp

【日用雑貨】Ｂ－４４
【商品名】

きれいに生まれ変わってせっけん
【仕様説明】
ケース入数 100ｇ×48 個
原料油脂に廃食用油 80％使用
全成分

石けん素地（無添加化粧石鹸）

本体価格 130 円
製造元

ヱスケー石鹸株式会社

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
食用廃油を精製し、高純度の脂肪酸に再生しました。その脂肪酸に純植物性パーム核油を配合し、石けんの原料
にしました。これにより石けん臭が少なく、酸化による変色が少ないグレードの高いリサイクル石鹸ができ、循
環型社会を目指した商品設計となっております。また、酸化防止剤、着色料、防腐剤、香料は配合されていない
無添加化粧石けんです。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 ヤマダ油脂
電話・ＦＡＸ・メールにてご注文承ります。
1 個からご購入いただけます。
ケースご注文のみ配送可能

団体名：有限会社 ヤマダ油脂
担当者：諸角 朗
TEL：0749-35-3527 FAX：0749-35-3547
E-mail：morozumi@yamada-yushi.sakura.ne.jp
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【文具】Ｃ－１
【商品名】

淡海ヨシ紙一筆箋 （山口哲司 画：近江の里）
【仕様説明】

1 冊 334 円（税抜）
※ 手書き染め作家・イラストレーター・絵本作家として
国内外で活躍されている 山口哲司氏。あたたかな
近江の里のイメージが伝わってきます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
多くの生きもののいのちを育み、万葉集にも詠まれるなど、湖国の原風景である琵琶湖のヨシ原。
衰退が進むヨシ原を再生するために、毎年多くの人たちが「ヨシ刈り」に取り組んでいます。商品には、
ボランティアの方が刈り取った琵琶湖のヨシパルプが 30%以上含まれており、収益の全額が保全活動に
活用されます。刈り取ったヨシを利用することは CO2 の回収につながり、地球温暖化防止に貢献できます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

淡海環境保全財団 事務所
団体名：公益財団法人 淡海環境保全財団
滋賀県職員生協 その他 通信販売など。
担当者：菊池
詳しくは、担当までお気軽にお問合せください。 TEL：077-569-5301
FAX：077-569-5304
E-mail：info@ohmi.or.jp

【文具】Ｃ－２
【商品名】

淡海ヨシ紙

栞（しおり）

【仕様説明】
ビワクンショウモ（琵琶湖固有の緑藻。勲章に似ていること
から命名されました：写真）
大津絵 藤娘、鬼の寒念仏、雷公の太鼓釣り
各３枚セット 200 円（税抜）
。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
多くの生きもののいのちを育み、万葉集にも詠まれるなど、湖国の原風景である琵琶湖のヨシ原。
衰退が進むヨシ原を再生するために、毎年多くの人たちが「ヨシ刈り」に取り組んでいます。商品には、
ボランティアの方が刈り取った琵琶湖のヨシパルプが 30%以上含まれており、収益の全額が保全活動に
活用されます。刈り取ったヨシを利用することは CO2 の回収につながり、地球温暖化防止に貢献できます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

淡海環境保全財団 事務所
滋賀県職員生協 その他 通信販売など。
詳しくは、担当までお気軽にお問合せください。

団体名：公益財団法人 淡海環境保全財団
担当者：菊池
TEL：077-569-5301
FAX：077-569-5304
E-mail：info@ohmi.or.jp
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【文具】Ｃ－３
【商品名】

淡海ヨシ紙 絵はがき
（今森洋輔 画：琵琶湖の魚たち）
【仕様説明】
各 143 円／枚（税抜）

５枚セット

246 円

ニゴロブナ ／ コアユ ／ イワトコナマズ
ホンモロコ ／ オイカワ
・大津市に生まれ、滋賀のいきものや里山を心から愛する
今森洋輔氏の細密画の絵葉書です。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
多くの生きもののいのちを育み、万葉集にも詠まれるなど、湖国の原風景である琵琶湖のヨシ原。
衰退が進むヨシ原を再生するために、毎年多くの人たちが「ヨシ刈り」に取り組んでいます。商品には、
ボランティアの方が刈り取った琵琶湖のヨシパルプが 30%以上含まれており、収益の全額が保全活動に
活用されます。刈り取ったヨシを利用することは CO2 の回収につながり、地球温暖化防止に貢献できます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

淡海環境保全財団 事務所
滋賀県職員生協 その他 通信販売など。
詳しくは、担当までお気軽にお問合せください。

団体名：公益財団法人 淡海環境保全財団
担当者：菊池
TEL：077-569-5301
FAX：077-569-5304
E-mail：info@ohmi.or.jp

【文具】Ｃ－４
【商品名】

淡海ヨシ紙

絵はがき（大津絵）

【仕様説明】
各 143 円／枚（税抜） ５枚セット 246 円
藤娘：良縁を得る
鬼の寒念仏：夜泣きを止め、悪を払う
瓢箪鯰：諸事円満に解決し、水魚の交わりを結ぶ
雷公の太鼓釣り：雷除け
長刀弁慶：身体健康、金運上昇
・東海道を旅する旅人たちに、土産物・護符として売られてい
たともいわれる「大津絵」が、風情ある絵葉書になりました。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
多くの生きもののいのちを育み、万葉集にも詠まれるなど、湖国の原風景である琵琶湖のヨシ原。
衰退が進むヨシ原を再生するために、毎年多くの人たちが「ヨシ刈り」に取り組んでいます。商品には、
ボランティアの方が刈り取った琵琶湖のヨシパルプが 30%以上含まれており、収益の全額が保全活動に
活用されます。刈り取ったヨシを利用することは CO2 の回収につながり、地球温暖化防止に貢献できます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

淡海環境保全財団 事務所
滋賀県職員生協 その他 通信販売など。
詳しくは、担当までお気軽にお問合せください。

団体名：公益財団法人 淡海環境保全財団
担当者：菊池
TEL：077-569-5301
FAX：077-569-5304
E-mail：info@ohmi.or.jp

51

【文具】Ｃ－５
【商品名】

淡海ヨシ紙

名刺

（手漉き、機械漉き）

【仕様説明】
手漉き名刺（100 枚）
1,000 円（税抜）
機械漉き名刺（厚口・100 枚）
505 円（税抜） 他
※企業･団体様などで、業務用名刺をまとめてのご発注の
場合は、別途お見積りさせていただきますので、
お申しつけください。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
多くの生きもののいのちを育み、万葉集にも詠まれるなど、湖国の原風景である琵琶湖のヨシ原。
衰退が進むヨシ原を再生するために、毎年多くの人たちが「ヨシ刈り」に取り組んでいます。商品には、
ボランティアの方が刈り取った琵琶湖のヨシパルプが 30%以上含まれており、収益の全額が保全活動に
活用されます。刈り取ったヨシを利用することは CO2 の回収につながり、地球温暖化防止に貢献できます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

淡海環境保全財団 事務所
滋賀県職員生協 その他 通信販売など。
詳しくは、担当までお気軽にお問合せください。

団体名：公益財団法人 淡海環境保全財団
担当者：菊池
TEL：077-569-5301
FAX：077-569-5304
E-mail：info@ohmi.or.jp

【文具】Ｃ－６
【商品名】

淡海ヨシ紙

（無地）

【仕様説明】
いずれも 10 枚組の価格（税抜）です
A4 最厚口 496 円 ／ 厚口 267 円 ／ 薄手 153 円
A3 最厚口 993 円 ／
※最厚口は辞令等公文書の作成等、厚口は名刺の印刷等にも
おすすめです。この他、100 枚組もございます。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
多くの生きもののいのちを育み、万葉集にも詠まれるなど、湖国の原風景である琵琶湖のヨシ原。
衰退が進むヨシ原を再生するために、毎年多くの人たちが「ヨシ刈り」に取り組んでいます。商品には、
ボランティアの方が刈り取った琵琶湖のヨシパルプが 30%以上含まれており、収益の全額が保全活動に
活用されます。刈り取ったヨシを利用することは CO2 の回収につながり、地球温暖化防止に貢献できます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

淡海環境保全財団 事務所
滋賀県職員生協 その他 通信販売など。
詳しくは、担当までお気軽にお問合せください。

団体名：公益財団法人 淡海環境保全財団
担当者：菊池
TEL：077-569-5301
FAX：077-569-5304
E-mail：info@ohmi.or.jp

52

【文具】Ｃ－７
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ

びわこ文具
【仕様説明】
・びわこテンプレート・戦国テンプレート
（ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄｶﾊﾞｰになるﾖｼ紙台紙付）
［税抜 各 400 円］
・ロクブンノイチ野帳・ニブンノイチ野帳
（40 枚・3 ㎜横罫・見返しﾖｼ紙） ［税抜 300 円］
・びわこｸﾘｯﾌﾟ（ｸﾘｯﾌﾟ 5 本・ﾖｼﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ 5 枚）
［税抜 350 円］
・びわこﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ、しが旅ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ 幅 12 ㎜×10m 巻 1 本
（びわ湖、滋賀柄のﾃｰﾌﾟ＆ﾖｼﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ 5 枚）
［税抜 各 350 円］
・びわこふせん・忍者ふせん（手裏剣）
（忍び刀） ［税抜 各 350 円］
・びわコースター
［税抜 350 円］
・歌かるた箋 （殿 7･姫 7･坊主 1･無人 1 の計 16 枚） ［税抜 250 円］
（他製品と比べて「環境性能が優れている点」）
◇各商品の一部に、びわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物）配合の紙を使
用しています。
◆ヨシによる CO2 回収量：3～15g

【取扱店・購入方法】
・取り扱い店舗（滋賀県内中心）は、弊社 HP
https://www.kokuyo-shiga.co.jp/ にて随時更新しています。
・ネット販売（コクヨショーケース）
http://www.kokuyo-shop.jp/shop/top.aspx
・自社 EC サイト（となりのひきだし）

【情報元】
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
担当者：営業グループ 松宮・川端
TEL ：0749-37-3611
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
HP
：https://www.kokuyo-shiga.co.jp/

【文具】Ｃ－８
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ

小役立ちノート
【仕様説明】
・100 ヨシノート
仲間や家族の素敵なところを 100 個書き出すためのナンバリング罫
・がんばりノート
目標の進捗記録に便利な 15mm マス罫。シールを貼ってもヨシ！
・MONTH YEAR LIFE ノート
体調管理やプロジェクト計画に役立つスケジュール罫
A6 サイズ・30 枚
[税抜 各 150 円]
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇各商品、中紙にびわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物）配合の紙を使用
しています。
◆ヨシによる CO2 回収量：2 g／冊
※「ヨシ(葦 Reed)の活用は、水の浄化や水鳥・魚などの棲息地保護につながります。この製品はびわ湖・淀川水系のヨシ
を使用しており、その売上の一部をヨシ群落の保全活動に役立てています。」のメッセージを記載しています。
【取扱店・購入方法】
・店頭販売（滋賀県内のコクヨ製品取扱文具店にお問い合わせ
ください。
・ネット販売（コクヨショーケース）
http://www.kokuyo-shop.jp/shop/top.aspx
・自社 EC サイト（となりのひきだし）
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【情報元】
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
担当者：営業グループ 松宮・川端
TEL ：0749-37-3611
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
HP
： https://www.kokuyo-shiga.co.jp/

【文具】Ｃ－９
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ
A5

ノートブック＜ＲｅＥＤＥＮ
（リエデンカラーズ）

ｃｏｌｏｕｒｓ＞

【仕様説明】

A6

・ﾘｴﾃﾞﾝｶﾗｰｽﾞ ｾﾐ B5（6.5mm 横罫）
［税抜 160 円／冊］
色名：ﾎﾟｽﾄ･野菜ｼﾞｭｰｽ･月･ｷｳｲ･ｸﾛｰﾊﾞｰ･ﾗﾑﾈ･くじら･忍者･ﾌﾗﾐﾝｺﾞ･ﾋﾟｱﾉ
・ﾘｴﾃﾞﾝｶﾗｰｽﾞｼｶﾞ ｾﾐ B5（6.5mm 横罫）
［税抜 160 円／冊］
色名：びわこ（表紙と裏表紙の色が異なるのが特長です）
・ﾘｴﾃﾞﾝｶﾗｰｽﾞｼｶﾞ A5（7.5mm 横罫）
［税抜 150 円／冊］
色名：もみじ･ﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ･竹生島･淡海･ｵｵﾅﾏｽﾞ･忍者･さくら
・ﾘｴﾃﾞﾝｶﾗｰｽﾞｼｶﾞ A6（中罫無地･切り取りﾐｼﾝ目入り） ［税抜 120 円／冊］
色名：びわ恋･風薫る･紅さす･葦の音（表紙と裏表紙の色が異なります）
枚数：上記すべて 30 枚

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇中紙にびわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全等の機能を持つ植物）配合の紙を使用しています
◆ヨシによる CO2 回収量：2～5g
【取扱店・購入方法】
・取り扱い店舗（滋賀県内中心）は、弊社 HP
https://www.kokuyo-shiga.co.jp/ にて随時更新しています。
・ネット販売（コクヨショーケース）
http://www.kokuyo-shop.jp/shop/top.aspx
・自社 EC サイト（となりのひきだし）

【情報元】
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
担当者：営業グループ 松宮・川端
TEL ：0749-37-3611
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
HP
：https://www.kokuyo-shiga.co.jp/

【文具】Ｃ－１０
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ

とび太くん文具・滋賀のお魚ヨシノート
【仕様説明】
・とび太くんﾖｼﾉｰﾄ （A6・30 枚・6.5 ㎜横罫）
［税抜 200～225 円］
・とび太くんマスキングテープ
（ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ 1 本・ﾖｼﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ 3 柄各 1 枚）
［税抜 350 円］
・とび太くんふせん（ふせん 20 枚・ﾖｼ紙台紙）［税抜 350 円］
・とび太くんテンプレート（ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄｶﾊﾞｰになるﾖｼ紙台紙付）
［税抜 450 円］
・滋賀のお魚ﾖｼﾉｰﾄ （ｾﾐ B5・30 枚・5 ㎜方眼罫 10mm 実線入）
［税抜 200 円］
・滋賀のお魚ﾖｼﾉｰﾄ （A6・30 枚・6.5 ㎜横罫）
［税抜 150 円］
※琵琶湖と滋賀県内の川に生息する 77 種の魚を表紙にﾃﾞｻﾞｲﾝ

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇各商品に、びわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物）配合の紙を使用して
います。
◆ヨシによる CO2 回収量：ノート 2～5g／冊
【取扱店・購入方法】
・取り扱い店舗（滋賀県内中心）は、弊社 HP
https://www.kokuyo-shiga.co.jp/ にて随時更新しています。
・ネット販売（コクヨショーケース）
http://www.kokuyo-shop.jp/shop/top.aspx
・自社 EC サイト（となりのひきだし）
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【情報元】
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
担当者：営業グループ 松宮・川端
TEL ：0749-37-3611
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
HP
：https://www.kokuyo-shiga.co.jp/

【文具】Ｃ－１１
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ

ヨシ特撰手紙セット
ヨシ筆ペン
【仕様説明】
・ヨシ特撰手紙セット（桐箱入り）
［税抜 10,000 円］
内容物：便箋（10 枚）
封筒（5 枚）
葉書（3 枚綴り）
筆ペン（1 本 インクカートリッジ 1 本付き）
・ヨシ筆ペン［税抜 6,000 円］
自然が作り出した美しいヨシの形をそのままボディーに採用しています。
ペン先やインクカートリッジは交換可能な設計になっています。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇びわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物）100％にこだわった特撰
手紙セットです。
紙製品の便箋・封筒・葉書にはヨシパルプのみを使用し、筆ペンのボディーには厳選された天然のヨシそのも
のを使用しています。インクカートリッジとペン先は交換可能で、半永久的にご使用いただけます｡
桐箱の主材料である桐も、ヨシ同様に非木材で生育の早い（CO2 削減を助長する）植物です｡
◆ヨシによる CO2 回収量：ヨシ特撰手紙セット 232ｇ／ｾｯﾄ
※「ヨシ(葦 Reed)の活用は、水の浄化や水鳥・魚などの棲息地保護につながります。この製品はびわ湖・淀川水系のヨシ
を使用しており、その売上の一部をヨシ群落の保全活動に役立てています。」のメッセージを記載しています。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
・店頭販売（滋賀県内のコクヨ製品取扱文具店にお問い 担当者：営業グループ 松宮・川端
合わせください。
TEL ：0749-37-3611
・ネット販売（コクヨショーケース）
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
http://www.kokuyo-shop.jp/shop/top.aspx
HP
：https://www.kokuyo-shiga.co.jp/

【文具】Ｃ－１２
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ：オーダー商品群
※商品、またはサービスの内容が
写真を貼り付けて下さい。

ヨシ 100%名刺
ヨシ賞状
カスタムサービス
【仕様説明】
・ヨシ 100%名刺（100 枚）［税抜 2,000～6,000 円］
カラー・表裏印刷可 ヨシ紙ケース入り
・ヨシ賞状
完全オーダー
・カスタムサービス（各種製品：印刷・箔押しなど）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇国内で初めて 100％ヨシパルプでできた名刺用紙の開発に成功しました。
◇ヨシ（葦）は水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物です。
◇ヨシ 100％名刺は、
「ヨシ 100％紙」であることを明記することで環境への意識の高さをアピールできます。
◇ヨシ紙を賞状に使用することにより、表彰がエコな活動に変わります。
（地元小中学校、卒業証書作成の実績有り）
◇カスタムサービスのご利用で、一度にたくさんのヨシを活用することに貢献して頂けます。
ノベルティーとして配布される場合など、環境貢献をアピールできます。
◆ヨシによる CO2 回収量、名刺は CO2 480g／100 枚ｾｯﾄ、賞状はｵｰﾀﾞｰｻｲｽﾞ･坪量･ﾖｼ配合率による
【取扱店・購入方法】
お問い合わせ頂きましたら各種見積も受け賜ります。
取り扱い店舗は、弊社 HP: https://www.kokuyoshiga.co.jp/
にて随時更新しております。
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【情報元】
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
担当者：営業グループ 松宮・川端
TEL ：0749-37-3611
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
HP
：https://www.kokuyo-shiga.co.jp/

【文具】Ｃ－１３
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ

ＲｅＥＤＥＮ

ＰＲＥＭＩＵＭ・びわこ一筆箋

【仕様説明】
・ノートブック＜ReEDEN PREMIUM＞
麻の葉・青海波・七宝・市松 A6［税抜 各 185 円］
・ノートブック＜ReEDEN PREMIUM＞
麻の葉・青海波・七宝・市松 A5［税抜 各 250 円］
・ノートブック＜ReEDEN PREMIUM Shiga＞
［税抜 250 円］
・びわこ一筆箋［税抜 400 円］
びわこ・こぎょの透かし入りヨシ紙一筆箋。
各 12 枚×2 柄入り（罫線下敷付）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇表紙に、浮き出し効果を表現できる特殊なニスの印刷技法を用いており、UV（紫外線）によってインキを硬化
させるため、表面に皮膜強度があり、キズ・汚れ・指紋などがつきにくくなっています。
◇中紙にはびわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物）配合の紙を使
用しています。
◆ヨシによる CO2 回収量：6～16g
【取扱店・購入方法】
【情報元】
・取り扱い店舗（滋賀県内中心）は、弊社 HP
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
https://www.kokuyo-shiga.co.jp/ にて随時更新しています。
担当者：営業グループ 松宮・川端
・ネット販売（コクヨショーケース）
TEL ：0749-37-3611
http://www.kokuyo-shop.jp/shop/top.aspx
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
・自社 EC サイト（となりのひきだし）
HP
：https://www.kokuyo-shiga.co.jp/

【文具】Ｃ－１４
【商品名】ReEDEN(リエデン)シリーズ

ヨシコピー用紙
ヨシプリンター用紙
【仕様説明】
・ヨシコピー用紙（500 枚入り） ［オープン価格］
サイズ：A5/B5/A4/B4/A3 64g/㎡ 90μm 白色度 80％
パルプ配合率：ECF(含 FSC)79％、古紙 20％、ヨシ 1％
・ヨシプリンタ用紙（250 枚入り）
［税抜 420 円］
サイズ：A4
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇各商品、中紙にびわ湖・淀川水系のヨシ（水質浄化・CO2 削減・生態系の保全などの機能を持つ植物）
、古紙、
ECF(含 FSC)配合の紙を使用しています。
◆ヨシによる CO2 回収量：コピー用紙 59～236g／冊、プリンタ用紙 59g／冊
※「ヨシ(葦 Reed)の活用は、水の浄化や水鳥・魚などの棲息地保護につながります。この製品はびわ湖・淀川水系のヨシ
を使用しており、その売上の一部をヨシ群落の保全活動に役立てています。」のメッセージを記載しています。
【取扱店・購入方法】

【情報元】
団体名：株式会社 コクヨ工業滋賀
お問い合わせ頂きましたら各種見積も受け賜ります。
担当者：営業グループ 松宮・川端
取り扱い店舗は、弊社 HP: https://www.kokuyo-shiga.co.jp/ TEL ：0749-37-3611
にて随時更新しています。
E-mail：sales_kps@kokuyo.com
HP
：https://www.kokuyo-shiga.co.jp/
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【文具】Ｃ－１５
【商品名】

使用済みカマボコ板で作ったバッグ用ネームタグ
【仕様説明】
きれいに洗浄したカマボコ板を御持参いただければ旅行用バッグや
ゴルフバッグ用として使用できます(30㍉×100㍉×厚さ10㍉)
価格：1,890円

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
カマボコ板の再利用
【取扱店・購入方法】

【情報元】

コスガ印判
きれいに洗浄したカマボコ板を御持参下さい
事前にご連絡をお願いします

団体名：コスガ印判
担当者：代表 小菅 邦夫
TEL：0748-23-1888 FAX：0748-24-1468
E-mail：kosuga@ares.eonet.ne.jp

【文具】Ｃ－１６
【商品名】

ＭＤＦ(中質繊維板)を使ったサインボード
【仕様説明】
大きさは縦 45cm×横 80cm のものまで可能で、レーザー彫刻を施
しております
彫刻後いろんな形にカットできるのが特徴で、彫刻箇所が焦げて
茶色く仕上がります。カットしたところは炭化して黒くなります。
写真の見本は縦 45cm×横 70cm で素材の厚
みは 5.5 ㎜のものを使って作りました。

お値段は見本程度の大きさで 18,900 円とリーズナブルな価格で
ご提供できます。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
リサイクル素材として使われておりますＭＤＦ(中質繊維板)を使ってサインボードを作っております。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

コスガ印判
データ内容や大きさで価格が変わりますの
で、詳しくは連絡ください。

団体名：コスガ印判
担当者：代表 小菅 邦夫
TEL：0748-23-1888 FAX：0748-24-1468
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【文具】Ｃ－１７
【商品名】

滋賀県産間伐材

木製名刺ケース(Ver.2)

【仕様説明】
材

質：滋賀県の間伐材（ヒノキ）
、キハダ、トチ、ホウ

サイズ：縦 59×横 102×厚さ 11mm
印
価
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】

刷：無地
格：3,000 円（税別）
第３回買うエコ大賞

優秀賞

100%木でできたお洒落な木製の名刺ケースです。名刺交換の時に注目をひくことまちがいなし。エコなグッズを
使っていることから、話がはずむかもしれません。商品は４種類の木材からお選びいただけます。なかでも間伐
材によるものは珍しいと思われます。名刺が約 10 枚入り、ケースを下に向けても名刺が落ちないように工夫し
てあります。特に薄さにこだわって、改良を重ねて現在の形が完成しました。木ならではの質感があり、木目も
２つとないものです。就職祝や記念品にもご活用ください。
※オリジナルカラープリントも可能です。
（別途費用）
。ロゴマークや写真も印刷できます。また名刺と同じデザ
インをすれば、ちょっとユニークな名刺入れになりますよ。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
通販でお買い求めできます。
［エコグッズ.ビズ］https://ecogoods.biz

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

【文具】Ｃ－１８
【商品名】

滋賀県産間伐材 マグネット
【仕様説明】
材

質：滋賀県の間伐材（ひのき）
マグネット
サイズ：長さ 210×横 25×厚さ 7mm
印 刷：フルカラープリント
価 格：700 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ひのきのマグネット。バーいっぱいにマグネットが付いているので、A4 サイズの書類も
しかりと固定。そのほかワンプッシュで止めた用紙が離れる便利な機能や名刺カードが載せられるのが特徴。
また、オリジナルプリントも可能（別途費用）です。企業などの販促にも最適です。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 吉田松蔵商店（滋賀県彦根市）
TEL：0749-23-8322

団体名：滋賀県産間伐材有効利用促進グループ
担当者：吉田 彰彦(有限会社 吉田松蔵商店)
TEL：0749-23-8322 FAX：0749-23-8321
E-mail：matsu-70@mail.bbexcite.jp
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【文具】Ｃ－１９
【商品名】

びわ湖ヨシ紙一筆箋
【仕様説明】
大 き さ：85×190m/m
紙 厚 ：50g／㎡
枚 数 ：20 枚つづり
使 用 紙：ヨシパルプ 30％配合
希望価格：350 円（税別）
（他製品と比べて「環境性能が優れている点」）
江州葭から生産されたヨシパルプを配合し、やわらかい和紙の風合いをもっています。
水質の浄化と、鳥や、魚の生態系保全に重要な役目をもつヨシを原料にしている環境育成紙といえます。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

直接西川嘉右衛門商店へ
京都市左京区岡崎入江町４４の２

団体名：西川嘉右衛門商店
担当者：西川 嘉武
TEL/FAX：075-771-0636

【文具】Ｃ－２０
【商品名】

ボードマスター（極太、太字、中字、中字平芯）
メーカー：株式会社 パイロットコーポレーション
【仕様説明】

【詳細は下記の URL からお願いします。】

エコマーク認定商品、グリーン購入法適合商品
２、 カートリッジ式（全アイテム共通）
３、 ペン先交換可能（極太以外）
４、 キャップ式
５、 アイテム ・極太：価格 250 円、太字：価格 180 円、
中字：価格 120 円、中字平芯：価格 120 円
・カートリッジ
・色：ブラック、レッド、ブルー、グリーン、オレンジ
・替芯：太字、中字、中字平芯
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
１、補充が可能なカートリッジ式。カートリッジ容器も再生材を使用。エコマーク認定商品。
２、極太以外はペン先も交換可能。本体自身は長期使用が可能。
従来ホワイトボードマーカーの本体を廃棄した場合とボードマスターカートリッジを廃棄した場合との CO2 排
出量の削減量は約 5 分の 1 になります。（環境省 CO2 排出係数より試算）
【詳細】→http://www.pilot.co.jp/products/pen/sign_marker/board_marker/bordmaster/index.html
【取扱店・購入方法】
【情報元】
有限会社 正木屋商店
〒522-0088 彦根市銀座町 6-3
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 嘉規
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776
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【文具】Ｃ－２１
【商品名】

Ｖスーパーカラー（中字丸芯、中字平芯）
メーカー：株式会社 パイロットコーポレーション
【仕様説明】 【詳細は下記の URL からお願いします。
】
１、
２、 エコマーク認定商品、グリーン購入法適合商品
３、 カートリッジ式（全アイテム共通）
４、 ペン先交換可能
５、 キャップ式
６、 アイテム・中字丸芯：価格 120 円、中字平芯：価格 120 円、
・カートリッジ：価格 60 円
・色：ブラック、レッド、ブルー、グリーン、オレンジ、
イエロー、バイオレット、ブラウン
・替芯：中字丸芯 価格 100 円、中字平芯 価格 100 円
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
補充が可能なカートリッジ式。カートリッジ容器も再生材を使用。エコマーク認定商品。
１、ペン先も交換可能。本体自身は長期使用が可能。
従来油性マーカー（スーパーカラー）の本体を廃棄した場合とＶスーパーカラーカートリッジを廃棄した場合と
の CO2 排出量の削減量は約 7 分の 1 になります。（環境省 CO2 排出係数より試算）
【詳細】→http://www.pilot.co.jp/products/pen/sign_marker/oil_based/oil_v_supercolor/index.html
【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 正木屋商店
〒522-0088 彦根市銀座町 6-3
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 嘉規
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

【文具】Ｃ－２２
【商品名】

油性ツインマーカー
（細太タイプ、丸芯タイプ 細太）
メーカー：株式会社 パイロットコーポレーション
【仕様説明】
エコマーク認定商品、グリーン購入法適合商品
インキ補充式
アイテム：細・太及び丸芯タイプ 細太共に 定価 157 円
色：ブラック、レッド、ブルー、グリーン、ピンク、
ブラウン、バイオレット、イエロー、
（※ライトブルー、ライトグリーン、ライトブラウン
オレンジ）※丸芯タイプでは除く
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・インキが補充でき、繰り返し使用が可能
・タフで強いチップを使用しており、長く使用が可能
・濃くてピタっと定着するコイピタインキを使用、クラフトテープの上からも筆記可能
【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 正木屋商店
〒522-0088 彦根市銀座町 6-3
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 嘉規
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776
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【文具】Ｃ－２３
【商品名】

蛍光ペンスポットライター
スポットライター２
【仕様説明】
エコマーク認定商品、グリーン購入法適合商品
インキ補充式、OA 対応
アイテム：シングルタイプ 定価 84 円
ツインタイプ 定価 105 円
色：ピンク、グリーン、オレンジ、ブルー、バイオレット
イエロー、レッド、パープル、クリームイエロー
エメラルドグリーン
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
補充インキで、インキ注入する事により、繰り返し使用できます。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 正木屋商店
〒522-0088 彦根市銀座町 6-3
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 嘉規
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

【文具】Ｃ－２４
【商品名】

コクヨ フラットファイル〈オール紙〉
【仕様説明】
価格：100 円
サイズ：A4－S
収容寸法：10
収容枚数：100 枚
外寸法（高さ・幅・背幅）：307・231・18
●穴数/2 穴●とじ穴間隔/80mm ピッチ
●表紙/色板紙（古紙パルプ配合率 70％）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
●表紙だけでなく、押さえ板やとじ足も紙で作った、オール紙製のフラットファイル。
樹脂および金属はまったく使用していません。
●製品すべてが紙製なので、廃棄の際は、分別することなく紙ゴミとして処理できます。
●表紙／古紙パルプ配合率 70％。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 正木屋商店
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776
E-mail：masakiya@juno.ocn.ne.jp

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 嘉規
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776
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【文具】Ｃ－２５
【商品名】

コクヨ 保存ファイル〈オール紙〉
【仕様説明】
価格：800 円 サイズ：A4－S 収容寸法：30 収容枚数：300 枚
外寸法(高さ・幅・背幅)：307・235・58 包装単位：20 穴数：2 穴
とじ穴間隔：80mm ピッチ 表紙：クラフトボール

＊この製品は、とじ具も紙製のため、樹脂とじ具・金属とじ具と比較し
て強度および保持力は弱くなっております。頻繁な閲覧や書類の出し入
れには適していませんので、ご了承の上ご使用ください。
●材質／表紙：古紙パルプ配合率 90％。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
●製品すべてが紙製なので、分別することなく廃棄処分できます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 正木屋商店
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776
E-mail：masakiya@juno.ocn.ne.jp

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 嘉規
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776
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【ＯＡ機器】Ｄ－１
【商品名】

オルフィス ＦＴ５４３０
【仕様説明】 本体価格 3,000,000 円 ～
● オフィスのプリントを毎分１４０枚の高速で処理！
(コンパクト・更なる低ランニングコスト・使いやすさを
備えオフィスの大量印刷をスピーディに処理します)
●
両面ワンパス高速スキャナ( 100ppm)を装備(オプション)
● オフセットステープル排紙トレイで自動ステープル
フィニッシャー装着で小冊子にも対応(オプション)
● トータル 600 万ページの出力が可能(条件有り)

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】熱を使わないインクジェット印刷方式
●
●
●
●

各環境性能をクリアしながら省電力型。
（ 1 枚あたりの消費電力は、 0.25Wh ／枚以下
オフィスユースのカラープリンタとしては高速 の生産性能 1 4 0 枚／片面・分 7 0 枚／両面・分
更に 圧倒的なコスト性能 向上 フルカラー 1 枚 1. 47 円、モノクロ 1 枚 0.41 円 ISO ﾁｬｰﾄ原稿
複合機なみのコンパクト設計で全幅 775mm を実現、これならあなたのオフィスにも設置可能です。

【取扱店・購入方法】現金・リース利用可能
小林事務機株式会社
本
社 東近江市幸町 2-28
草 津 支 店 草津市草津町 1540-1
彦 根 営 業 所 彦根市京町 1-3-4
大 津 営 業 所 大津市京町 1-3-44
長 浜 営 業 所 長浜市末広町 240-17

【情報元】
団体名：小林事務機株式会社
担当者：井垣 達夫
TEL：0748-23-2233
FAX：0748-23-2241
E-mail：arigato@kbm.co.jp

【ＯＡ機器】Ｄ－２
【商品名】

オルフィス

ＧＤ９６３１ ＋ ＯＲくるみ製本フィニッシャーⅡ

【仕様説明】
本体価格 2,800,000 + 3,300,000 円 ｾｯﾄ価格 6,100,000 円
ﾏﾆｭｱﾙやｶﾀﾛｸﾞ規約書など印刷～製本まで１台で実現する印刷機
（毎時約 62 冊の高速製本・両面 600 ﾍﾟｰｼﾞまで対応可能）
● 表紙インサーターを標準装備
● 冊子の仕上がりをパソコンで事前に確認可能
● 多品種少量ロットの製本に威力を発揮し、しかも経済的です。
大量給排紙・メーリング・小冊子中綴じフィニッシャーなど豊富
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】熱を使わないインクジェット印刷方式
● 作成したデータを専用アプリからワンクリック、プリントから製本までを全自動で作成できます。
● 個人情報の外部持ち出しを抑制・手軽に書類の内製化を実現できます。
● 製本の厚みにより 1 片のみ断裁で完成するので、切りくずを少なくしました。
● 製本消臭フィルターを標準装備していますので、臭いも氣になりません。
【取扱店・購入方法】現金・リース利用可能
【情報元】
小林事務機株式会社
団体名：小林事務機株式会社
本 社 東近江市幸町 2-28
担当者：井垣 達夫
草 津 支 店 草津市草津町 1540-1
TEL：0748-23-2233
FAX：0748-23-2241
彦 根 営 業 所 彦根市京町 1-3-4
E-mail：arigato@kbm.co.jp
大 津 営 業 所 大津市京町 1-3-44
長 浜 営 業 所 長浜市末広町 240-17
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【ＯＡ機器】Ｄ－３
【商品名】

リユーストナーカートリッジ
【仕様説明】（価格等）
･ｷｬﾉﾝ、ﾘｺｰ、ﾌﾞﾗｻﾞｰ、NEC、富士通、OKI、富士ﾌｨﾙﾑなど各社対応
しております。
（対応不可機種が御座います）
･対応可否及び価格は、お気軽にお問い合わせください。
･純正使用済みｶｰﾄﾘｯｼﾞを「再利用（ﾘﾕｰｽ）」したﾘﾕｰｽﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞです。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
●使用済みｶｰﾄﾘｯｼﾞの『再利用（ﾘﾕｰｽ）
』で、所謂“ﾄﾅｰの詰め替え”（＋必要部品の交換）ですので、環境負荷軽
減となります。
●『再利用（ﾘﾕｰｽ）
』ですので、純正品や互換品（再生品）に比べて CO2 排出量が軽減できます。
●ｸﾞﾘｰﾝ購入法「再生ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ」に対応しています。（ｶｰﾄﾘｯｼﾞの種類により「対象外」がございます）
●使用するﾄﾅｰや交換部品などの安全性は、ｸﾞﾘｰﾝ購入法や RohS2 などを満足しております。
●当社は、
“MLGs”及び“しが CO2 ネットゼロムーブメント”に賛同しております。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

ゼネラルサプライ株式会社

団 体 名：ゼネラルサプライ株式会社

製品保証室 住吉

ご担当者：住吉

E-mail：ecolotec_info@general.co.jp

TEL：0748-65-4712

FAX：0748-62-3881

E-mail：ecolotec_info@general.co.jp
HP：https://www.general.co.jp/item/reuse/supply/index.html
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【冷熱・給湯】Ｅ－１
【商品名】

太陽熱利用給湯システム（家庭用＆業務用）

家庭用

【仕様説明】
太陽熱をそのまま熱として活かし、お湯を沸かします。電気、ガス、石
油の消費量と光熱費の削減ができます。災害時にも役立ちます。

業務用

○家庭用機種には、お風呂専用のもののほか、既存の給湯器と連結して
台所や洗面などにも使えるものがあります。
○業務用機種は、福祉施設や宿泊施設、病院、美容院、飲食店など、お
湯を多く使われる施設に向いています。（条件により、県や国の補助制
度も使えます。県：1/3 国：1/2 または 1/3）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
○太陽光発電と比べて小面積なため、使用する資源が少ないです。投資コストも小さいです。
（理由－太陽光発電と比べてエネルギーの利用効率が高いため 太陽光：約 10～15％ 太陽熱：約 30～50％）
○木質燃料の給湯器と併用すれば、熱源に石油もガスも電気も一切使わない給湯が可能です。
【取扱店・購入方法】
特定非営利活動法人
碧いびわ湖
TEL：0748-46-4551
http://aoibiwako.shiga-saku.net/
担当 村上

【情報元】
団体名：特定非営利活動法人 碧いびわ湖
担当者：村上 悟
所在地：滋賀県近江八幡市安土町下豊浦３番地
TEL：0748-46-4551
FAX：0748-46-4550
E-mail：info@aoibiwako.org

【冷熱・給湯】Ｅ－２
【商品名】

エネファーム（家庭用燃料電池）
【仕様説明】
・エネファームは、自宅で”電気とお湯を同時につくる”創エネ
システムです。都市ガスや LP ガスから取り出した水素と空気中
の酸素を化学反応させて電気を作り、このとき発生する熱でお湯
を沸かして給湯などに利用します。エネルギーを有効活用するの
で、省エネ、省 CO2 に大きく貢献します。また、近年頻発する
風水害等の自然災害に伴う停電時にも運転を継続して発電を続
ける停電対応型の機種もあります。
・設置スペース：約 0.72m2 ※1
高さ：約 1.3m ※1
※1 (株)アイシンのホームページより。エネファーム typeS の燃料電池ユニットのサイズ。設
置スペースは、別途、熱源機（給湯器）のスペースが必要。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
従来のシステムでは、発電所で電気を作り、送電線で使う場所まで送ります。使う場所から離れた場所で発電す
るため、発電時に発生する熱は殆ど利用することができず、エネルギー利用率は約 40％※2 にとどまります。
「エ
ネファーム」は自宅で発電し、同時に発生する熱を給湯などに利用できるため、エネルギー利用率は 87％※2 と
高く、CO2 排出量を年間約 1.5t※2 削減することができます。 CO2 排出量の削減効果はハイブリッドカー２台
分※2 に相当します。
※2 (株)アイシンのホームページより。エネファームの数値はエネファーム typeS の場合。CO2 削減量は戸建住宅・４人家族を想定した試算例。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

お使いのガスの事業者にお問い合わせください

団 体 名：大阪ガス株式会社 滋賀事業所
担当者：小林
TEL： 077-566-1086
FAX：077-566-1611
E-mail：masayuki-kobayashi@osakagas.co.jp
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【冷熱・給湯】Ｅ－３
【商品名】

エコジョーズ（省エネ高効率給湯器）
【仕様説明】
エコジョーズは、少ないガスで効率よくお湯を沸かすこと
ができ、省エネルギーに貢献できる給湯器です。ガスの燃
焼熱を水に伝える熱交換器を２つ持ち、一次熱交換器を通
過した高温排気（約 200～230℃）を二次熱交換器での水の
予備加熱に活用するため、効率よくお湯を作ることができ
ます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
従来型給湯器は熱交換器が１つしかなく高温（約 200℃ ）の排気を捨てていましたが、エコジョーズはこの排気
を２次熱交換器で有効活用します。このため、熱効率が従来型給湯器では約 80％※であるのに対し、エコジョー
ズでは約 95％※と高く、ガス使用量および CO2 排出量を約 13％※削減します。
※ (一社) 日本ガス協会ホームページより

【取扱店・購入方法】

【情報元】

お使いのガスの事業者にお問い合わせください

団 体 名：大阪ガス株式会社 滋賀事業所
担当者：小林
TEL： 077-566-1086
FAX：077-566-1611
E-mail：masayuki-kobayashi@osakagas.co.jp

【冷熱・給湯】Ｅ－４
【商品名】

ペレットストーブ
【仕様説明】
サイズ
暖房能力

約 48 センチ×58 センチ・高さ 90 センチ～
6 畳～60 畳（25 坪）くらいまで

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」
製材所から出る

廃材を使いエネルギーの地産地消を目指しています。

◎15 畳以上のリビング・ダイニングルーム
◎玄関に設置して、廊下や２階など、全体に

◎吹抜けのある 20 坪くらいの住宅全体に
◎25 坪までのレストラン・カフェや事業所・教室などに

【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

【冷熱・給湯】Ｅ－５
【商品名】

薪ストーブ
【仕様説明】
サイズ
暖房能力

約 48 センチ×58 センチ・高さ 80 センチ～
6 畳～60 畳（25 坪）くらいまで。煙の問題や掃除、薪の確

保など、薪ストーブ歴 20 年以上のスタッフによるアドバイスで安心し
て設置可能です。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」
石油等化石燃料は自分で作ることは不可能だが薪は自給可能でエネルギーの地産地消が実現できる。
電気を使わない。
火のある暮らし・炎が見える暮らしは心身とも癒される。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

ずっとわくわく暮らしたい
ベストハウスネクスト株式会社
滋賀県栗東市小野 1007-3
電話 077-552-6955 FAX077-552-6775
URL : http://besthouse.cc

団体名：ベストハウスネクスト株式会社
担当者：吉本

智

TEL：077-552-6955

FAX：077-552-6775

E-mail：yumeusa3@gmail.com

【冷熱・給湯】Ｅ－６
25EX

35EXN

70EXN

【商品名】

サンコー 業務用 ECO 冷風機
【仕様説明】（価格等）
□25EX プライベートタイプ

定価

86,000 円

□35EXN スタンダードタイプ

定価 132,000 円

□70EXN 大風量タイプ

定価 230,000 円

オートスイング機能で広範囲をクールダウン！
風量を３段階(強・中・弱)に調節可能
マイナスイオン発生装置付で空気を快適に
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】

◆電気料金が安い スポットクーラーと比べ、わずか15％の消費電力で冷却！

◆排気熱ゼロ

コンプレッサーを使わず、水を利用した気化冷却方式だから、排気熱も騒音も出ません。

【取扱店・購入方法】
有限会社

南商店

*お気軽にお問い合わせください。

【情報元】
団体名：有限会社 南商店
担当者：南 邦彦
TEL：077-522-1914 FAX：077-522-5288
E-mail：minamico@office.eonet.ne.jp
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【冷熱・給湯】Ｅ－７
【商品名】

電子ブレーカー
【仕様説明】
電子ブレーカーとは、実際に流れている電流値と時間をブレーカー内
CPU で測定して、JIS 規格の許容範囲最大まで使用できるようプログ
ラムされたブレーカーです。
電子ブレーカーの特性と主開閉器契約をうまく組み合わせることで
基本料金の削減が可能となります。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
エスコが独自に開発した高性能電子ブレーカーを導入し、既存の電力契約を見直すことで、電気基本料金を平均
50%削減することができます。電力契約の見直しは、電力会社から承認を受け、適正なコスト削減方法をご提案
します。電子ブレーカーはこれまでに 47,000 台以上の導入実績があります。
電子ブレーカー本体の製品力と合わせて、事前調査、設置工事、品質管理、緊急対応、アフターフォローまで一
貫したサービスをご提供いたします。
電気（電子ブレーカー）はビジネスや生活に必要不可欠なライフラインです。そのため、短期的なサービスでは
なく、長期的に安心してご利用いただくために、エスコでは安定的にサービスを提供できる財務力と信頼性の高
い組織体制で企業のコスト削減をサポートいたします。また、耐久年数を経過した電子ブレーカーの点検および
交換をおすすめしております。長年ご利用いただいている製品がございましたら、不具合の発生前に、一度ご相
談ください。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
株式会社 ヨシダヤ
滋賀県高島市今津町今津 1596-1
TEL：0740-22-0055 FAX：0740-22-3988
URL：http://www.yosidaya.co.jp/

団体名：株式会社 ヨシダヤ
担当者：木原 昌也
TEL：0740-22-0055 FAX：0740-22-3988
E-mail：kihara@yosidaya.co.jp
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【照明関連設備】Ｆ－１
【商品名】

24 時間くりかえしタイマー
【仕様説明】（価格等）
設定した時刻に「入」
「切」動作を行います。
15 分間隔（0、15、30、45 分）でセット可能ですが、
「入・切」時間
間隔は 30 分以上空けて設定してください。
付属のピン(6 個)で「入」「切」6 動作の設定が可能。
コンセント直結式で簡単にお使いいただけます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
本体左上の通電ランプで接続機器の「入・切」状態がひと目で分かります。
タイマー動作中でも「切り替えつまみ」の操作で即入・切操作が可能。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

アヤハディオ・ディオハウス
ディオワールド各店

団 体 名：株式会社 アヤハディオ
ご担当者：小澤 弘美
TEL：077-528-5013
FAX：077-528-5018
E-mail：h_kozawa@ayaha.co.jp

【照明関連設備】Ｆ－２

NEW
【商品名】防災用ＬＥＤシーリング

HotaluX AID

SLDC08Q003
【仕様説明】（価格等）
・～8 畳用で器具光束 4,000 ﾙｰﾒﾝ、41W
・添付のリモコンで調光・調色可能
・非常点灯用のバッテリーを内蔵
・希望小売価格(税別) ４９，６００円
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・停電時に内蔵バッテリーにて自動点灯（最長２０時間、非常点灯時の明るさを３段階変更できます。
）
・停電検知送信機が停電を検知しますので、通常の引掛けｼｰﾘﾝｸﾞに取付可能。追加の電気工事は不要です。
・平常時のあかりは、調色 15 通り×調光 15 段階の 225 パターンの調整が可能です。

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：有限会社 キャリアネットワーク滋賀

有限会社 キャリアネットワーク滋賀

ご担当者：安部 侃
TEL： 077-516-0504

FAX：077-516-0506

E-mail：cns@circus.ocn.ne.jp
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【照明関連設備】Ｆ－３
【商品名】ＬＥＤ一体型ベース照明器具

MVB4103/40N5-N8
【仕様説明】（価格等）
・FLR40W ×2 灯相当 光源色は昼白色
・定格器具光束 4,000 ルーメン
・器具幅 230mm でリニューアルに適しています
・希望小売価格(税別) 20,500 円
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・光源寿命

40,000 時間と長寿命

(従来光源の FLR40EX-N の寿命 --約 12,000 時間 )

・定格消費電力 24.7W：従来の FLR40W
・平均演色評価数 Ra84

×2 灯タイプ（85W）

より約 71％削減

：従来の 3 波長形蛍光ランプと同等の演色で自然な色合いを再現

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：有限会社 キャリアネットワーク滋賀

有限会社 キャリアネットワーク滋賀

ご担当者：安部 侃
TEL： 077-516-0504

FAX：077-516-0506

E-mail：cns@circus.ocn.ne.jp

【照明関連設備】Ｆ－４
【商品名】ＬＥＤ一体型ベース照明器具

防雨・防湿タイプ

MMB4102(MP)/40N4-N8
【仕様説明】（価格等）
・防雨・防湿タイプ
・トラフ形 FLR40W ×2 灯相当 光源色は昼白色
・定格器具光束 ４，０００ルーメン
・希望小売価格(税別) ３５，８００円
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・雨が吹き込みやすい階段・軒下や、廊下・厨房など湿度の高い場所に最適。保護等級ＩＰ２３.

・拡散カバーに特殊アクリル樹脂を採用し、高い耐候性を確保。また、軽度な油煙環境でもご使用いただけます。
※油種によっては使用できない場合がございますので、別途ご相談ください。

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：有限会社キャリアネットワーク滋賀

有限会社 キャリアネットワーク滋賀

ご担当者：安部 侃
TEL： 077-516-0504

FAX：077-516-0506

E-mail：cns@circus.ocn.ne.jp
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【照明関連設備】Ｆ－５
【商品名】ＬＥＤ一体型ダウンライト

MRD06013(RP)BW1/N-1 (昼白色)
MRD06013(RP)BW1/L-1 (電球色)
【仕様説明】（価格等）
・φ100, 一般電球 60W 相当, 埋込高 76mm の浅型設計
・屋外軒下でも使用可能な防滴仕様
・昼白色タイプ器具光束 480 ﾙｰﾒﾝ(電球色タイプは 420 ﾙｰﾒﾝ)
・希望小売価格(税別) 3,300 円
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・光源寿命

40,000 時間と長寿命

(従来光源の電球 60W の寿命---約 2,000 時間 )

・定格消費電力 4.8W：従来の白熱 60W タイプ（54W）から約 89％削減
・断熱材施工対応ですので使用範囲が広がります

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：有限会社 キャリアネットワーク滋賀

有限会社 キャリアネットワーク滋賀

ご担当者：安部 侃
TEL： 077-516-0504

FAX：077-516-0506

E-mail：cns@circus.ocn.ne.jp

【照明関連設備】Ｆ－６
【商品名】高温環境対応型

高天井用ＬＥＤ照明器具

DRGE15H15(HT)G/N-ZJX8
【仕様説明】（価格等）
・高温環境対応型高天井用 LED 照明器具 電源別置型
・水銀ランプ 400 形相当（１５，２００ルーメン）
・希望小売価格(税別) ２４８，０００円 ※専用電源込み

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・周囲温度が最大 80℃となる、過酷な高温環境でも使用可能
・特に天井が熱くなる夏季の昼間など、一時的には 90℃まで使用可能です
・当社試験に合格した素材のパッキンを採用し、器具本体の密閉性を確保。軽微な油煙環境でも
ご使用いただけます

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：有限会社キャリアネットワーク滋賀

有限会社 キャリアネットワーク滋賀

ご担当者：安部 侃
TEL： 077-516-0504

FAX：077-516-0506

E-mail：cns@circus.ocn.ne.jp
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【照明関連設備】Ｆ－７
【商品名】ＬＥＤランプ

LDA8N-G/S-ｷｷ (昼白色)
LDA8L-G/S-ｷｷ (電球色)
【仕様説明】（価格等）
・E26 口金、 全般配光形、 一般電球 60 形相当
・全光束 900 ルーメン(昼白色), 810 ルーメン(電球色)
・配光角 180 度
・希望小売価格(税別) オープン
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・長寿命

40,000 時間

：1 日 8 時間点灯で 10 年以上ランプ交換なし

・平均消費電力 9W：60 形白熱電球に比べ消費電力

1/6 に削減できます

・カバーの付いた密閉形器具に対応：使用用途・使用範囲が広がります

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：有限会社 キャリアネットワーク滋賀

有限会社 キャリアネットワーク滋賀

ご担当者：安部 侃
TEL： 077-516-0504

FAX：077-516-0506

E-mail：cns@circus.ocn.ne.jp

【照明関連設備】Ｆ－８
【商品名】

ＣＣＦＬ蛍光灯

直管タイプ「ＢｅｅＺｅｉｌ」

【仕様説明】
形式：110Ｗ型/40Ｗ型/20Ｗ型
演色性：Ra80～86
消費電力：110Ｗ⇒72Ｗ,40Ｗ⇒28Ｗ,20Ｗ⇒14Ｗ
口金：G13(110W 型は R17d)
定格寿命：40,000 時間
3 段階調光機能
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
CCFL とは、Cold Cathode Fluorescent Lamp の略称で冷陰極蛍光管のことです。液晶モニターの背面光源と
して 30 年以上の実績を有しており、安定調達や光源としての安全性が十分に保証されています。
■ 省エネ ＦＬＲ蛍光灯 40Ｗタイプの場合、消費電力は 28Ｗで同等照度を保ちながら約 30％の電気代、CO2
削減が期待できます。※調光機能を使用し、照度を抑えれば 65％の削減も可能です。
■ 長寿命 1 日 10 時間のご使用で約 10 年取替不要です（設計寿命 40,000 時間）。
■ ＵＶカット 人体に有害なＵＶ－Ｂ、ＵＶ－Ｃを 95％カットしております。
CCFL 照明は既設器具を活用（※1）できるので、安価なコストで導入することが可能です。
※1：安定器の交換工事が必要です。

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団体名：日本シン・光源 株式会社

代理店様または電材業者様からのご購入となりま
担当者：上田
す。お問い合わせ頂きましたら、代理店様等をご
TEL：077-564-4771
紹介させて頂きます。

FAX：077-565-8116

E-mail：t-ueda@sinkougen.co.jp
URL：https://www.sinkougen.co.jp//
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【照明関連設備】Ｆ－９
【商品名】

Hf インバータ専用
既存器具にそのまま取り換えるＬＥＤ蛍光灯
【仕様説明】
消費電力：17.8W 全光束：2,790lm 口金：G13
重量：430ｇ 寿命：50,000 時間 色温度：5,000K
演色性：Ra80 以上 配光角度：200 度
定価：オープン 保証期間：3 年
※ＡＣ直結ではご使用できません。
※動作検証済インバーター以外の器具では使用できません。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】

【取扱店・購入方法】
株式会社 ヨシダヤ
滋賀県高島市今津町今津 1596-1
TEL：0740-22-0055 FAX：0740-22-3988
http://www.yosidaya.co.jp/

【情報元】
団体名：株式会社 ヨシダヤ
担当者：木原 昌也
TEL：0740-22-0055 FAX：0740-22-3988
E-mail：kihara@yosidaya.co.jp
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【衣類】Ｇ－１
【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（作業服・事務服 等）
【取扱店・購入方法】

【情報元】

音伍繊維工業 株式会社 滋賀営業所

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

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。

【衣類】Ｇ－２
【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
入
4｝東北被災地復興支援に貢献できます

企業への参

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】

【情報元】

有限会社 長浜ユニフォーム

団体名：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

担当者：古田 敏之

購入方法 代引 後払い可

TEL：0749-62-3313

FAX：0749-62-0763

E-mail：na-uniform@mx2.wt.tiki.ne.jp
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【衣類】Ｇ－３
【商品名】

ＥＳＧ３２１０ｅｃｏ静電
【仕様説明】
規格：JIS T8103（ED-P）／CI／S／P1／F1 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：15,800 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】

【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 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静電
【仕様説明】
規格：JIS T8103（ED-P）／CI／S／P1／F1 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：16,200 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】

【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 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静電
【仕様説明】
規格：JIS T8103（ED-P）／CI／S／P1／F1 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：19,000 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】

【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 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

K8005

カーゴズボン

K8006

レディススラックス

¥7,200
¥7,700
¥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】

【情報元】

・定価の 50％引き（税別）

団体名：株式会社 ユニーズ

株式会社 ユニーズ

TEL：077-545-8118

TEL：077-545-8118

FAX：077-545-8122

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

K80806

カーゴズボン

K80605

レディススラックス

¥7,750
¥8,250
¥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】

【情報元】

・定価の 50％引き（税別）

団体名：株式会社 ユニーズ

株式会社 ユニーズ

TEL：077-545-8118

TEL：077-545-8118

FAX：077-545-8122

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

K20605

レディーススラックス

¥7,800
¥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】

【情報元】

・定価の 50％引き（税別）

団体名：株式会社 ユニーズ

株式会社 ユニーズ

TEL：077-545-8118

TEL：077-545-8118

FAX：077-545-8122

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

77006

カーゴパンツ

¥7,200（脇ゴム入り）
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】

【情報元】

・定価の 50％引き（税別）

団体名：株式会社 ユニーズ

株式会社 ユニーズ

TEL：077-545-8118

TEL：077-545-8118

FAX：077-545-8122

FAX：077-545-8122

E-mail：uniz@oregano.ocn.ne.jp

【衣類】Ｇ－１０
【商品名】

アイトス

エコプロダクト

BRING

Material

SDGS に貢献できる循環型ワークウェア
・AZ-10611

半袖ポロシャツ

・AZ-9101

長袖ブルゾン

・AZ-9120

ワークパンツ

・AZ-9121

カーゴパンツ

・使用済みユニフォームから生まれた生地を使用した、完全循環型のワークウェア。
・再生エコ製品であり、石油由来のポリエステル生産と比較して CO2 を約 55％削減。
・再生ポリエステル樹脂糸 10％以上含む素材を使用。
・産業廃棄物となる使用済みユニフォームを、資源として無償回収が可能

【取扱店・購入方法】

【情報元】

トラヤ商事株式会社
本店

彦根市銀座町 5-4

団 体 名：トラヤ商事株式会社
TEL0749-22-5821

ご担当者：小崎 三忠

大津店 大津市中央３丁目 2-5

TEL：0749-22-5821 FAX：0749-22-5833

TEL 077-521-8121(定休日 毎週火・水曜日)

E-mail：info@toraya-shoji.co.jp
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【衣類】Ｇ－１１
【商品名】

エコマーク基準対応 エコワーカー
グリーン購入法判断基準対応
エコマーク
・AZ-1701

長袖ブルゾン

・AZ-1720

シャーリングパンツ

・AZ-6363

レディースシャーリングパンツ

・再生ポリエステル 60％使用。
・環境をイメージしたカラーの使用。
リーフグリーン

屋久島の若葉をイメージ

/

スカイブルー

沖縄の海と空をイメージ

・エコマーク基準 、グリーン購入法判断基準対応。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

トラヤ商事株式会社

団 体 名：トラヤ商事株式会社

本店 彦根市銀座町 5-4 TEL0749-22-5821

ご担当者：小崎 三忠

大津店 大津市中央３丁目 2-5

TEL：0749-22-5821 FAX：0749-22-5833

TEL 077-521-8121(定休日 毎週火・水曜日)

E-mail：info@toraya-shoji.co.jp
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【家具・寝具】Ｈ－１
【商品名】

濱まゆ真綿掛ふとん
【仕様説明】
サイズ 150×210cm（他のサイズも可）
側は絹 100％ 超軽量のオリジナル濱ちりめん
中わたは 純国産生まゆ近江真綿
中わた 1.0kg
価格 200,000 円（税別）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
シルクロードともいわれる湖北地方は古来より養蚕が盛んですぐれた絹の製品を算出してきました
その最高級品である濱ちりめんの側生地を使い、純国産の生まゆを使った近江真綿を組み合わせた最高級の真綿
ふとんです。軽量に仕上げるために専用の超軽量濱ちりめん生地を織りました。
長く使え、仕立て直しも可能で、廃棄時にも生分解性に優れているので全て土に還ります。地産地消を目標に、
全てを地元近江で調達しているために輸送時の CO2 を軽減します。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

眠りのプロショップ Sawada
店頭およびインターネットで可
https://awaumi-silk.net/

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：info3@sleep-natura.jp

【家具・寝具】Ｈ－２
【商品名】

丸洗い可能

近江ちぢみ本麻クール掛ふとん

【仕様説明】
サイズ 140×190cm（他のサイズも可）
生地
麻 100％ 滋賀県産 近江縮み
タイプ
中わた 麻 100％ 滋賀県産 0.28kg

価格 30,000 円（税別）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
地元の近江の麻を使い、地元で加工した純滋賀県産の本麻ふとんです。従来の本麻ふとんと違い、多針キルトに
よって軽量で、家庭で丸洗いすることができます。
麻は熱伝導性が高いので、涼しく古来より使われてきました。地元産品を見直して企画製造したオリジナル本麻
ふとんは省エネを推進するだけでなく、全て地元素材・加工なので輸送などにかかる CO2 を削減します。
２種類あり、タイプ A は新開発の軽量ウォッシャブル麻わたを使用した最軽量のものです。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

眠りのプロショップ Sawada
店頭およびインターネットで可
https://awaumi-silk.net/

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：info3@sleep-natura.jp
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【家具・寝具】Ｈ－３
【商品名】

丸洗い可能

近江ちぢみ本麻クール敷パッド

【仕様説明】
サイズ 105×210cm
生地
麻 100％ 滋賀県産
中わた 麻 100％ 滋賀県産
価格 27,000 円（税別）
その他に

表：近江ちぢみ
0.6kg

裏：平織り

リネン麻を使ったバージョンなどがあります

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
麻は熱伝導性が高いので、涼しく古来より使われてきました。特に近江ちぢみはその独特のしぼで涼しさは抜群
の素材といえます。その地元の近江ちぢみの麻生地を使い、地元で加工した純滋賀県産の本麻の敷パッドで、敷
ふとんやマットレスの上に敷いて使います。従来の本麻敷ふとんと違い、多針キルトによって軽量で、家庭で丸
洗いすることができます。
地元産品を見直して企画製造したオリジナル本麻ふとんは省エネを推進するだけでなく、全て地元素材・加工な
ので輸送などにかかる CO2 を削減します。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

眠りのプロショップ Sawada
店頭およびインターネットで可
https://awaumi-silk.net/

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：info3@sleep-natura.jp

【家具・寝具】Ｈ－４
【商品名】

天然ゴム 100％マットレス

スーパーフレックス

【仕様説明】
（価格等）
サイズ：一般シングルサイズからオーダーメイドまで広く対応
厚さ：一般 8.5 ㎝
カラー：青、グリーン、濃茶、赤
材質：クッション/ 天然ゴム 100％
表面/ ウィルシュータ入りラミネートフィルム加工
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
ゴムの木は樹液を作るために、杉の木の３倍の勢いで Co2 を吸収します。しかも生育において土壌を痩せさせ
ません。1999 ～ 2004 年の間にスーパーフレックスが削減した CO２は 2000 万 kg です（ISO14064-1 GhG
分析に基づく計算）。耐久性に優れ、製造から廃棄まで環境保護を考慮した天然製品です。
普段のお手入れや清拭に危険なアルコールを使う必要はありません。２４時間、抗菌と消臭効果で清潔を維持
できることが多くの医療機関ですでに証明されています。寝心地も開発当初より現在もトップクラスです。
【取扱店・購入方法】
【情報元】

シガドライホームページから購入できます。
シガドライ 検索

団体名：株式会社 シガドライウィザース
担当者：野村
TEL： 0749-25-1393
FAX：0749-25-3214
E-mail：info@shigadry.com
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【家具・寝具】Ｈ－５
【商品名】

段ボール製

簡易ベッド「暖段はこベッド」

（備蓄用～外装段ボール箱入り）
【仕様説明】
形状：組み立て時 約 900×1950×350（高さ）㎜
物性：一般的な「普通の」段ボールです
強度：均等加圧の耐荷重＝約 9 トン
荷姿：備蓄用は段ボール箱１ケースに１セット入りです
収納箱（外箱）110×33×57 ㎝（高さ）
意匠登録：
この簡易ベッドの様式は意匠登録されています
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・工具なしで組み立て可能
・体重 100kg の人が乗っても大丈夫
・振動、音を吸収します
・ミカン箱形式の段ボール箱なので収納箱の替わりに所持品を収納できます
・引っ越し箱に使え、処分するときに困らない
【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。

団体名：新江州 株式会社 本社営業部
担当者：営業グループ 加藤 亮

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

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

【家具・寝具】Ｈ－６
【商品名】

組手什（くでじゅう）甲賀
【仕様説明】
サイズ
20 本

約 40×15×2000 の杉または桧材
１セット

10,000 円（税別）となります。

甲賀産の杉・桧で作製した簡単組立家具キット。伝統技術を使い作製さ
れた商品で誰でも簡単に家具作りが楽しめます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」
「組手」とは障子の桟の切り込みのこと。
「什」とは什器のことで身の回りの器具のこと。
組み立てることで丈夫な構造になります。用途はイス・テーブル・テレビ台・本棚・小物置き・洋服掛けなどア
イデアしだい。生活スタイルに合わせて何度も組み換えできるので破棄することなく使えます。
エコプロダクト東京では展示ブースを組手什甲賀で作製し、破棄することなく何度も利用されています。
【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

【家具・寝具】Ｈ－７
【商品名】

ｆｅｅｇｏ ｍｅｓｈ（メッシュチェア）
【仕様説明】
軽快に進化した、先進のエルゴノミクスとメッシュ素材のチェア
定価 84,700 円～169,800 円（税抜）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
●徹底した分別設計
将来的な素材の有効利用を考え、それぞれの素材に材質表示を実施。また、単一素材への分解が可能な徹底した
分別設計を行っています。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 正木屋商店
TEL：0749-22-0030
彦根市銀座町 6-13

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 嘉規
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

FAX：0749-22-5776

【家具・寝具】Ｈ－８
【商品名】

Ｃｏｎｔｅｓｓａ（メッシュチェア）
【仕様説明】
イタリアのインダストリアルデザインの名門「ＧＩＵＧＩＡＲＯ Ｄ
ＥＳＩＧＮ」とのコラボレーションにより生まれた革新的メッシュチェ
ア「コンテッサ」、快適な座り心地とシンクロリクライニング機構に加
え座ったままの自然な姿勢で、イスの調整が簡単に行える機構が特徴。
定価 152,500 円～345,400 円（税抜）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
●地球環境保全のため、環境負担の少ない材料を採用し、単一素材への分別設計を行っています。さらに主要樹
脂部品に材質表示を行い、リサイクルや分別廃棄に配慮しています。
●米国環境基準のグリーンカード認定取得
【取扱店・購入方法】
有限会社 正木屋商店
TEL：0749-22-0030
彦根市銀座町 6-13

【情報元】
団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 嘉規
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

FAX：0749-22-5776

83

【住宅・設備】Ｉ－１
【商品名】

雨水利用システム（洗濯・トイレ・散水等）＆
小型雨水タンク（散水・非常用水等）
【仕様説明】
屋根に降る雨を集めて貯留し、毎日の暮らしの中で使います。

地下タンク

地上タンク

小規模な庭の散水や雑用水利用（2～10 万円程度）から、
洗濯やトイレなどの家屋内利用（20～60 万円程度）
まで、ご希望の用途や、建物の条件、コストなどに合わせて、
カスタマイズしたご提案をさせていただきます。
業務用についてもご相談に応じます。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
○雨水は天然の超軟水なので、洗濯に使うと洗剤の使用量が減り、洗濯機につく汚れが減ります。
（洗濯槽クリーナーの使用頻度も減らせます）
○水道の使用量を減らすことで、間接的に CO2 排出量を減らします。
○災害時の非常用水源として役立ちます。
※2014 年 5 月に「雨水利用推進法」が施行され、行政、事業者、国民すべてが雨水の利用に努めることが定められました。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

特定非営利活動法人
碧いびわ湖
TEL：0748-46-4551
http://aoibiwako.shiga-saku.net/
担当 村上

団体名：特定非営利活動法人 碧いびわ湖
担当者：村上 悟
所在地：滋賀県近江八幡市安土町下豊浦３番地
TEL：0748-46-4551
FAX：0748-46-4550
E-mail：info@aoibiwako.org

【住宅・設備】Ｉ－２
【商品名】ゼロエネルギーを実現する日本最強のエコハウス

「ＯＭクワトロソーラー」
【仕様説明】
ＯＭソーラーとは、太陽から受け取った熱をそのまま利用するパッシブ
ソーラーシステム。冬は太陽熱をそのまま利用して家中を暖め、春から
秋は太陽熱でお湯をつくります。そのＯＭソーラーに太陽電池をプラス
したのが『ＯＭクワトロソーラー』
。太陽熱から快適性を、太陽光から
経済性を得ながらゼロエネルギーで暮らす家を実現します。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

●お電話、メールにてお問合せください。
株式会社木の家専門店 谷口工務店（担当者：佐藤）
TEL：0748-57-1990 FAX：0748-57-1835
E-mail：kinoie@taniguchi-koumuten.jp
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団体名：OM ソーラー株式会社
〒431-1207 静岡県浜松市西区村櫛町 4601
Tel：053-488-1700
Fax：053-488-1701

【住宅・設備】Ｉ－３
【商品名】

『オーガニック 100 年住宅』
【仕様説明】
「オーガニック100年住宅」は、木造軸組み工法と２×４工法を
掛け合わせた頑強な構造が特徴。火山灰を原料とする塗り壁や
無垢材の床など自然に返すことができる素材を駆使して長持ち
する〝本物の木の家〟。完成後は定期点検を毎年実施。100年先
まで家を守るために大工を社員採用して技術継承しており、ご
家族の世代が変わっても大工が家を守り続ける体制を整えてい
ます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
日本の住宅寿命は約27年といわれ、スクラップビルドを繰り返し大量の産業廃棄物を出しています。オーガニッ
ク100年住宅はリフォームしやすく永く住み継げ、解体しても再利用できる素材や自然に還る材料を使用した木
造住宅。環境負荷を低減した地球と住む人にやさしい住宅です。
・土地を100％リサイクル。環境汚染をしない地盤補強「天然玉砕パイル工法」を採用
・床は木そのものの「無垢材」を使用。国産材を積極的に活用し、日本の森林保全にも貢献します。
・シラス台地の火山灰を原料とした100％自然素材の外壁や塗り壁「スーパーシラスそとん壁」「薩摩中霧島
壁」
・構造材は総理大臣賞受賞、ＪＩＳにも認定された伊藤林産の木材「東濃ひのき」を全棟使用。
・気密・断熱に優れた省エネ木製サッシ「アイランドプロファイル」を採用。
・軒の深さは１ｍが標準。雨風や日射しから外壁を守り長持ちさせます。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

取扱店：株式会社木の家専門店谷口工務店

団 体 名：株式会社 木の家専門店 谷口工務店
ご担当者：佐藤 恭子
TEL：0748-57-1990
FAX：0748-57-1835
E-mail：satou@taniguchi-koumuten.jp

購入方法：まずはお問い合わせください。

【住宅・設備】Ｉ－４
【商品名】

「ルミエルド・オリジナルプリント」
（飛散防止効果あり）
オリジナルデザインの装飾性と防災機能で安全・安心
【仕様説明】
ガラスフィルムや内装用塩ビシート、壁紙などへオリジナル・
デザインでプリントしたフィルムで自由な空間づくりをお手
伝いします。
ガラスの飛散防止効果もあるので、安全安心です。
従来の既製品ではできなかった物件ごとのロット、納期対応が
可能となります。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・最新のデジタルプリントによるオリジナルデザインでプリントするので無駄がない。
・オンリーワンのデザイン性（企業や店舗のロゴマーク等の演出も可能）
・プライバシー保護の目隠し効果（ホワイトインクの印刷が可能）
・ガラス面の飛散防止機能によって商業スペースの安全・安心・快適を実現します
採用例：東京スカイツリー、札幌全日空ホテル、新千歳空港国際線ターミナルビル等、店舗・ホテル・病院・ク
リニック・商業施設・オフィス空間など小スペースのパーテーション等々に。
【取扱店・購入方法】
◆営業担当；東京営業所 中川、遠藤
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9-10
TEL：03-5651-7801
FAX：03-5641-0201
◆制作本部：滋賀県長浜市川道町 759-3
TEL：0749-72-8130 FAX0749-72-8131

【情報元】
団体名：新江州 株式会社 本社営業部
担当者：営業グループ 加藤 亮
TEL：0749-72-8020
FAX：0749-72-8021
E-mail：a_kato@shingoshu.co.jp
URL：http://www.shingoshu.co.jp/
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【住宅・設備】Ｉ－５
【商品名】

そよ風
【仕様説明】
《そよ風》とは、太陽や放射冷却など、自然の力を最大限に取り入れ
た家づくりの仕組みです。
パッシブで「心地よい住まいづくり」に貢献します。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」
できるだけ機械的な手法によらず、建築的に自然エネルギーをコントロールすることで冷暖房の効果を得ようと
するのが、パッシブデザインで《そよ風》は太陽光発電（アクティブデザイン）と組み合わせて両方のいいとこ
ろを利用し「冬は暖かく夏は涼しい」を実現するシステムになります
【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

智
FAX：077-552-6775

URL : http://besthouse.cc

【住宅・設備】Ｉ－６
【商品名】

国産材で身の丈にあった住まい
【仕様説明】
平屋 20 坪から 3 世帯住宅まで自由設計。
滋賀県産材はもちろん日本 3 大美林「吉野」
「天竜」
「尾鷲」など全国の
産地と提携し、産地直送で木造建築が可能。
自分の家に使う木材を伐採するツアーも開催
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」
近くの木「国産材」を利用することで、経済を国内で循環させる。
「身の丈にあった住まいづくり」小さく暮らすことを提案。無駄のない生活スタイルで部材もお金も省力化。
身近な素材を地元の職人で施工することで 30 年 50 年先でもモノも技術の持続できるスタイルを作る。
【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

【園芸】Ｊ－１
【商品名】

なたね発酵油粕 『菜ばかす』
【仕様説明】（価格等）
圧搾式なので、たくさんの栄養分が残ります。これに約１割の米ぬかを
加え、微生物の力で発酵させた油かすが「菜ばかす」です。
島本微生物工業株式会社の協力を得て、愛のまちエコ倶楽部が自社製造
した上質な肥料です。味の濃い、おいしい野菜が育ちます。
■5 ㎏：￥770（税込）
■18 ㎏：￥2310（税込）
の 2 サイズをご用意しております。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
当団体の圧搾方式によって生産した菜たね油「菜ばかり」からでる油かすを自社で有機肥料にして製造しており
ます。

【取扱店・購入方法】
■店頭、お電話にて販売を承っております。
住所:〒527-0162 滋賀県東近江市妹町 70
TEL:0749-46-8100
■道の駅あいとうマーガレットステーション
住所:〒527-0162 滋賀県東近江市妹町 184--1
TEL: 0749-46-0370

【情報元】
団 体 名:NPO 法人愛のまちエコ倶楽部
ご担当者:財満 遼
TEL: 0749-46-8100 FAX:0749-46-8288
E-mail:npo@ai-eco.com

【園芸】Ｊ－２
【商品名】

もみ殻くん炭
【仕様説明】（価格等）
お米のもみ殻を炭化させたものです。
畑やプランターの土に混ぜると保水性や通気性が増し、土がふかふかに
なる、作物の根張りがよくなるなどの効果がみられます。
■40ℓ：￥495
■100 ℓ：￥990
の２サイズをご用意しております。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
■地域の米つくりででる「もみ殻」を資源として利用する、農業資材「くん炭」。地域資源循環の取り組みとし
て注目されています

【取扱店・購入方法】
■店頭、お電話にて販売を承っております。
住所:〒527-0162 滋賀県東近江市妹町 70
TEL:0749-46-8100
■道の駅あいとうマーガレットステーション
住所:〒527-0162 滋賀県東近江市妹町 184--1
TEL: 0749-46-0370

【情報元】
団 体 名:NPO 法人愛のまちエコ倶楽部
ご担当者:財満 遼
TEL: 0749-46-8100 FAX:0749-46-8288
E-mail:npo@ai-eco.com
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【園芸】Ｊ－３
【商品名】

有機 100％

古い土の再生材

【仕様説明】（価格等）
植物性有機原料（オガコ、コーンコブ、米ぬか等）100％で、古くなっ
た土に混ぜ込むだけで、保水力・保肥力・通気性や排水性を高めたふか
ふかの土に再生します。容量：1.8Ｌ、5Ｌ、10Ｌ
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
有効菌の力で様々な土を再生。微量要素を補給し連作障害に強い土にします。
土の表面にまくだけでも再生効果を実感出来ます。
※土に良く混ぜ込むことでよりよい土に再生します。

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：株式会社 アヤハディオ
ご担当者：小澤 弘美
TEL：077-528-5013
FAX：077-528-5018
E-mail：h_kozawa@ayaha.co.jp

アヤハディオ・ディオハウス
ディオワールド各店

【園芸】Ｊ－４
【商品名】

琵琶湖ヨシ腐葉土
【仕様説明】

20 リットル 1 袋 695 円（税抜・送料別途）
※ 琵琶湖のヨシをベースに、乾燥鶏糞、米糠などを混ぜて作っ
た完熟腐葉土。通気性、透水性に優れており、
「良い花が咲く」
と、特に菊・朝顔の愛好家の方に好評です。
大量購入（トラック持込・現場渡し等）についてはご相談下
さい。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
多くの生きもののいのちを育み、万葉集にも詠まれるなど、湖国の原風景である琵琶湖のヨシ原。
衰退が進むヨシ原を再生するために、毎年多くの人たちが「ヨシ刈り」に取り組んでいます。
この腐葉土は、刈り取ったヨシに乾燥鶏糞、米糠などを混ぜこみ、完熟させています。
刈り取ったヨシを利用することは CO2 の回収につながり、地球温暖化防止への貢献にもつながります。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

淡海環境保全財団 事務所
滋賀県職員生協 その他 通信販売など。
詳しくは、担当までお気軽にお問合せください。

団体名：公益財団法人 淡海環境保全財団
担当者：菊池
TEL：077-569-5301
FAX：077-569-5304
E-mail： info@ohmi.or.jp
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【園芸】Ｊ－５
【商品名】

肥料（みのるちゃん）
【仕様説明】
10ℓ（袋入り）
180 円
20ℓ（袋入り）
300 円
40ℓ（袋入り）
500 円
1t パック
2,800 円
バラ（選別なし）
1,400 円/㎥

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
100％県内から発生された自然樹木を当社プラントにて破砕し使用した、チップを完熟させ鶏糞・尿素・発酵剤
を撹拌した製品であり、地産地消に適していると思います。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

当社プラントにて取扱い。
引取り・配達可能

団体名：有限会社 クリエイト・マエダ
担当者：前田 稔
TEL：0740-32-3303
FAX：0740-32-3212
E-mail：create-1@mx.bw.dream.jp

【園芸】Ｊ－６
【商品名】

木質チップ（エコ・チップ）
【仕様説明】
滋賀県リサイクル認定品。
認 定 番 号：Ｃ－２
目
名：木質チップ
循環資源名：自然立木、間伐材、剪定枝葉

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
100％県内から発生された自然樹木を当社プラントにて破砕し使用した、チップを完熟させた製品で滋賀県リ
サイクル認定品です。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

当社プラントにて取扱い。配達可能。
※引取りの場合は無料です。
※配達の場合は、運搬距離により異なる
（弊社 10t ダンプ 25 ㎥）

団体名：有限会社 クリエイト・マエダ
担当者：前田 稔
TEL：0740-32-3303
FAX：0740-32-3212
E-mail：create-1@mx.bw.dream.jp
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【金融】Ｋ－１
【商品名】

SDGs 私募債「つながり」
一般プラン
・地域の学校等へ物品寄贈または金銭寄付
・発行体、寄贈先、当行の3者で贈呈式を行います

事業者さま
SDGs私募債発行

滋
賀
銀
行

【仕様説明】
SDGs 私募債「つながり」は、次世代を担う子どもた
ちの健全な育成や社会的課題解決に取り組む活動を支
援し、地域社会との「つながり」を応援する商品です。
当行が私募債発行金額の 0.2％を拠出し、次世代を担う
子どもたちの学びや成長を応援する物品の寄贈や、社
会貢献度の高い事業に寄付します。

スポーツ振興プラン

寄付

・滋賀県のスポーツ選手育成・強化への寄付
・滋賀県から感謝状が送られます

「未来よし＋」プラン
・環境・社会に幅広く貢献する寄付。詳しくは裏面
・当行から記念盾を贈呈します

※寄付の主体は当行となります。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
発行企業からは「SDGs 賛同書」を提出いただき、SDGs に取り組むきっかけづくりを行っています。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

滋賀銀行本支店窓口(一部店舗除く)

団 体 名：株式会社 滋賀銀行
ご担当者：総合企画部サステナブル推進室
サステナブル推進グループ 山本・村田
TEL：077-521-2207 FAX：077-521-2890
E-mail：sogokikaku@shigagin.com

【金融】Ｋ－２

NEW
【商品名】

カーボンニュートラルローン未来よし
【仕様説明】（価格等）
事業者さまが CO2 削減に向けた設備投資を行う際にご
利用いただけるご融資商品です。
E（環境）
・S（社会）
・G（企業統治）への取組状況を評
価する当行独自の「ESG 評価制度」の結果に応じて金利優
遇を受けられます。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
カーボンニュートラルの実現に向けて企業の脱炭素化をサポートすることで、企業の更なる価値向上にもつな
がり、地域の脱炭素化の推進にもつながります。また、ご利用実績に応じて当行が資金を拠出し、
「ニゴロブナ・
ワタカ放流事業」への寄付や、
「びわ湖カーボンクレジット」の購入をすることで経済と環境の好循環を生み出す
仕組みとなっています。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

滋賀銀行本支店窓口(一部店舗除く)

団 体 名：株式会社 滋賀銀行
ご担当者：総合企画部サステナブル推進室
サステナブル推進グループ山本・村田
TEL：077-521-2207
FAX：077-521-2890
E-mail：sogokikaku@shigagin.com
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【金融】Ｋ－３
【商品名】

NEW

『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローン
“しが CO2 ネットゼロ”プラン
【仕様説明】（価格等）
2050 年までに滋賀県全体の CO2 排出量実質ゼロを目指
す“しが CO2 ネットゼロ”の実現と、事業者さまの脱炭素
経営を同時に目指すご融資商品です。滋賀県と滋賀銀行へ
事前にご提出いただいた“野心的な”CO2 削減目標の達成
状況と金利等の融資条件が連動するもので、達成時に優遇
条件を適用します。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県と連携して、地域全体で脱炭素化を目指そうという強い意識を県内の皆さまに醸成する大きなきっかけに
なっていると考えています。滋賀県と連携することにより、次のような特徴が生み出せています。
●滋賀県が提唱する“しが CO2 ネットゼロ”ムーブメントの賛同企業が増やせる。
●滋賀県の「事業者行動計画書制度」に則って報告するので、フォーマットが定まっていてわかりやすい。
●計画・実績が滋賀県のホームページで公表されるため、良いプレッシャーが生まれる。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

滋賀銀行本支店窓口(一部店舗除く)

団 体 名：株式会社 滋賀銀行
ご担当者：総合企画部サステナブル推進室
サステナブル推進グループ 山本・村田
TEL：077-521-2207 FAX：077-521-2890
E-mail：sogokikaku@shigagin.com
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【建設工事】Ｌ－１
【商品名】

環境配慮型舗装材 エコクリーンソイル
【仕様説明】
1袋

25kg 入

主成分：天然の山砂（真砂土）、固化材、透水材
敷き均して水をまくだけで固まるので簡単に施工できます。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・周辺環境への安全性を考え、
「土壌汚染に係わる環境基準」と「水質汚濁に係わる環境基準・人の健康の保護
に関する環境基準」の法対応基準をすべて満たしています。詳しい内容を示した分析表も公表しています。
・緩やかな透水性と優れた保水性でヒートアイランド現象の緩和など環境改善効果が期待できます。
・不要になった場合は産業廃棄物ではなく、粉砕して土壌に還元できます。
【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：株式会社 アズマ

株式会社 アズマ

ご担当者：鈴木

滋賀県大津市真野ニ丁目 15 番 17 号

実有

TEL：077-573-3937

※お電話、FAX、メールにてお気軽にお問合せ

FAX：077-573-4452

E-mail：eco.hanbai_@azmer.co.jp

下さい。お見積致します。

URL: http://www.azmer.co.jp/

【建設工事】Ｌ－２
【商品名】

常温・全天候型舗装補修材

オレンジパッチ

【仕様説明】
1袋

20kg 入

春夏秋用と冬用（10℃以下）の 2 種類
全天候型。雨の中でも、水たまりでも使用できます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◇柑橘系果皮オイル（シトラス）使用した、人と環境に優しい舗装補修材です。
従来型常温舗装材には揮発性有機溶剤が加えられていますが、オレンジパッチは、人体や環境に無害の柑橘
系果皮オイル（シトラス）を揮発性有機溶剤の代わりに使用しています。よって土壌汚染、地下水汚染、大
気汚染も無く、人体に触れても健康に無害です。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 アズマ

団 体 名：株式会社 アズマ

滋賀県大津市真野ニ丁目 15 番 17 号

ご担当者：鈴木

※お電話、FAX、メールにてお気軽にお問合せ

TEL：077-573-3937

下さい。お見積致します。

実有
FAX：077-573-4452

E-mail：eco.hanbai_@azmer.co.jp
URL: http://www.azmer.co.jp/
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【建設工事】Ｌ－３
【商品名】地球にやさしいリサイクル骨材

エコセルベン

（第 5541003 号 ：商標登録証）

【仕様説明】
陶器屑を再利用したリサイクルエコ商品です。
用途 １）道路防滑用骨材
２）サンドブラスト
３）インターロッキングブロック材
４）遮熱塗料用骨材
５）耐火物原料
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
特長

１）一度焼成しているので、耐酸・耐アルカリ、耐熱、耐衝撃、耐候性が非常に安定している
２）塩化物を一切含まないので、鉄筋・金網などを腐食させない
３）重金属を一切含まないので安心して使用できる
４）遮熱効果による表面温度が△３℃低減できる
５）粒子の角度が適度にあり、製品への強度が出る
６）安心・安全のリサイクル商品である

【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 サンエー
〒520-3221 滋賀県湖南市三雲 146-1
電話・FAX・E-mail いずれでも承ります。
URL：http://www.3-ei.co.jp

団体名：株式会社 サンエー
担当者：井上・志賀
TEL： 0748-72-7060
FAX：0748-72-7080
E-mail：hiroshi-inoue@3-ei.co.jp

【建設工事】Ｌ－４
【路側帯の防滑カラー舗装の骨材として】

【商品名】地球にやさしいリサイクル骨材

エコカラーセルベン

（第 5541004 号

：商標登録証）

【仕様説明】
（価格等）
陶器屑を再利用したリサイクルエコ商品です。
用途
道路・路側帯・公園歩道・駐車場のノンスリップ材
特色
1）色が白い為 製品へのカラー化が容易に出来る。
2）粒度バランス調整が柔軟に対応できる。
3）遮熱効果でヒートアイランド現象を緩和できる。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
特長

１）遮熱効果による表面温度が△３℃低減できる。
２）粒度調整が容易にでき製品強度が出る。
３）一度焼成しているので、耐酸・耐アルカリ、耐熱、耐衝撃、耐候性が非常に安定している。
４）塩化物を一切含まないので、鉄筋・金網などを腐食させない。
５）重金属を含まない安心・安全のリサイクル商品である。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 サンエー
〒520-3221
滋賀県湖南市三雲 146-1
電話・FAX・E-mail いずれでも承ります。
URL：http://www.3-ei.co.jp

団体名：株式会社 サンエー
担当者：井上・志賀
TEL： 0748-72-7060
FAX：0748-72-7080
E-mail：hiroshi-inoue@3-ei.co.jp
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【建設工事】Ｌ－５
【商品名】

アスファルト路面用太陽熱遮熱舗装
クールネオＳＤ（水系２液アクリルウレタン）
【仕様説明】
※アスファルト舗装面の場合
1.塗装面積・・37～50 ㎡（１回当り/1 缶 15 ㎏セット）
2.塗装回数・・3 回塗り（専用プライマー含む）
3.塗装方法・・はけ・ローラー等で容易に施工が可能です。
4.用途・・・・自転車道、遊歩道、公園、駐車場、工場内等の
アスファルト、コンクリート及びモルタル面
5.色と特長・・・標準色７色・低臭気
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
① 路面の保護や美観に優れ、路面色彩を任意にコーディネートでき、粉じんの発生を抑制します。
② 路面温度を大幅に低減し、夏場におけるアスファルト路面から立ち上がる熱気の上昇を低減させ、わだち
掘れ抑制や路面の耐久性効果が高くなります。ヒートアイランド現象を抑制する効果があります。
③ トルエンやキシレンのような溶剤や、鉛・クロムが配合上に含まれていない環境に優しい塗料です。
④ 従来の水系１液型塗料と比較して耐汚染性に優れており、高い耐久性を有しております。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 昭建（しょうけん）試験研究所
電話・FAX・Ｅ-mail いずれでも承ります。
〒520-3113 滋賀県湖南市石部北 2 丁目 2 番 20 号

団体名：株式会社 昭建 試験研究所
担当者：髙田
TEL：0748-77-2830 FAX：0748-77-8788
E-mail：shoken-shiken@kk-shoken.co.jp

【建設工事】Ｌ－６
【商品名】

保水性舗装用注入材
ニューファンコート清涼(保水タイプ)
【仕様説明】
1.保水性舗装とは、舗装体内に保水された水分が蒸発し、水の気化熱
により路面温度の上昇を抑制する性能をもつ舗装です。
2.一般の舗装よりも舗装体内の蓄熱量を低減するため、歩行者空間
や沿道の熱汚染環境の改善、ヒートアイランド現象の緩和が期待さ
れています。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
① 舗装の熱が都市空間や熱環境に与える影響については、さまざまな機関で試算されています。保水性舗装
と一般のアスファルト舗装を比較した場合に、上空数ｍの位置で 1℃程度の大気温度の上昇抑制効果が期
待できます。
② 歩行者の環境に注目した場合には、ベビーカーに乗った幼児の高さに相当する 50cm の位置で 2℃程度の
大気温度の上昇抑制効果が期待でき、より歩行者に優しい舗装であると言えます。
③ 優れた保水性効果により、大幅に路面温度を低減し、夏場におけるアスファルト路面から出る熱気の上昇
を低減させ、温暖化とヒートアイランド現象・CO2 排出を抑制する効果を発揮し、環境にも人体にも優し
い舗装になります。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
株式会社 昭建（しょうけん）試験研究所
電話・FAX・Ｅ-mail いずれでも承ります。
〒520-3113 滋賀県湖南市石部北 2 丁目 2 番 20 号

団体名：株式会社 昭建 試験研究所
担当者：髙田
TEL：0748-77-2830
FAX：0748-77-8788
E-mail：shoken-shiken@kk-shoken.co.jp
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【建設工事】Ｌ－７
【商品名】

土系舗装

（まさｄｏ楽♪）

【仕様説明】
1.まさｄｏ楽♪（まさどうらく）は、敷き均して水をかける、簡単
な散水型施工の土系舗装です。
2.良質な自然土を粒度調整し乾燥したものが基材で、固化材・混和
剤を混合しています。
3.仕上がりは土系舗装として充分な圧縮強度に加え、土としての自
然な透水力・保水力を備え、舗装体内の蓄熱を低減し熱汚染環境の
改善、ヒートアイランド現象を緩和します。
4.都市空間等の雑草や維持管理にも防草舗装として役立ち、視認
性・安全性が向上します。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
① 薬品などによる除草とは違い無害な防草対策で環境にもやさしく、薬害の心配もありません。また、他の
植樹の生育を阻害しません。
② 環境によい自然の土がもつ特性により、使用後に粉砕して良質な埋め戻しの土として３Ｒ（リデュース・
ごみを減らす）
（リユース・くり返し使う）
（リサイクル・資源として再利用する）が可能な舗装材です。
③ 優れた保水性効果により、雨水が路面から浸透し内部で保水して、路面温度を低減することにより、路面
から出る熱気を低減させ、温暖化とヒートアイランド現象・CO2 排出を抑制する効果があります。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
株式会社 昭建（しょうけん）試験研究所
電話・FAX・Ｅ-mail いずれでも承ります。
〒520-3113 滋賀県湖南市石部北 2 丁目 2 番 20 号

団体名：株式会社 昭建 試験研究所
担当者：髙田
TEL：0748-77-2830
FAX：0748-77-8788
E-mail：shoken-shiken@kk-shoken.co.jp

【建設工事】Ｌ－８
【商品名】半たわみ性舗装

注入材ニューファンコート
【仕様説明】
①半たわみ性舗装とは、ポーラスアスファルト舗装の空隙に、
セメントミルクを浸透させた舗装です。
②一般のアスファルト舗装よりも、剛性や耐久性が高く、耐流
動性（わだち）や耐油性（油漏れ）に優れています。
③セメントミルクに顔料を添加することで、環境に合わせて
多彩な色調を選べ、お客様がコーディネート出来ます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
④3 日養生、1 日養生、3 時間養生があり、現場環境に合わせた施工が可能です。また、路面温度の低減効果
もあり、環境に配慮した舗装です。
⑤特殊再乳化粉末樹脂をプレミックスしているため、現場で水と練り混ぜるだけで施工が可能であり、施工の
省力化が図れます。
⑥超寿命化舗装であるため、舗装工事の施工回数も低減できることにより、景観保全に役立ちます。
【取扱店・施工・購入方法】

【情報元】

株式会社 昭建（しょうけん）試験研究所
電話・ＦＡＸ・Ｅ-mail いずれでも承ります。
〒520-3113 滋賀県湖南市石部北 2 丁目 2 番 20 号

団体名：株式会社 昭建 試験研究所
担当者：髙田
TEL：0748-77-2830
FAX：0748-77-8788
E-mail：shoken-shiken@kk-shoken.co.jp
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【建設工事】Ｌ－９
【商品名】

乾式吹き付け工法
【仕様説明】
乾式吹付け工法（ポリマーセメントモルタル）によるコンクリート補
強・補修システム。
取り壊して新設する時代は、終りました。劣化した部分を除去して断
面復旧します。
耐震補強としての増し厚工法としても有効です。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・
・
・
・
・

乾燥収縮、クリープ歪、ひび割れ抵抗性の向上 ・ 曲げ、圧縮、引張強度の向上
コンクリート面など下地に対する付着性向上
・ 凍結融解性の向上
有害物質の遮断性向上（CO2、H2O、酸化物） ・耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性の向上
施工現場とプラント設置場所が離れていても施工可能（水平距離 200ｍ）
ホース内は乾式でポリマーセメントモルタル送るため、段取り替え等による短時間の施工中断に際しても
品質の劣化が生じません

【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 昭建（しょうけん）
右記の電話、FAX もしくはメールへご連絡下さい。

団体名：株式会社 昭建
担当者：改田 俊次
TEL： 077-525-5136 FAX：077-528-2170
E-mail：shoken@kk-shoken.co.jp

【建設工事】Ｌ－１０
【商品名】
耐震改修部材「風あかり」
【仕様説明】
採光・通気といった居住性、建物デザインや街の美観
を損なわない意匠性の高い画期的な耐震補強製品

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
古い住宅や町家の再生のため、元々の開口部を塞ぐこと無く、建築の外側から耐震性能を上げるための仕組みで
ある。無骨なブレースなどで景観を壊したり、居住性を損なうことなく、歴史を持つ建築を補強する。梯子状の
フレーム構造は、装飾材を限定しないため、古い建物の意匠性を生かす事ができる。景観への貢献度の極めて高
い製品です。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

高畑産業株式会社

団 体 名：高畑産業株式会社

滋賀県栗東市下鈎 1169-1

ご担当者：山岡

TEL：077-553-2200

TEL：075-605-3344

FAX：077-553-6187

誠弥
FAX：075-605-3353

E-mail：yamaoka@takahata-s.co.jp

URL:http//www.takahata-s.jp
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【建設工事】Ｌ－１１
【商品名】
テクセルの吸音特性による、
新次元ハニカムサイレンサー「ＳＡＩＮＴ」

【仕様説明】
防音パネルの到達点。
基本サイズ 5 種類、さらに天面開口タイプ 5 種類を加
え、充実の全 10 タイプをご用意。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
アルミフレームによる組立キット構造なので、本格的な施工は不要→施工費削減
解体も簡単なので、移設もご自分で簡単にできます→工場のレイアウト変更にも対応
内壁の吸音材は交換が可能です→グラスウールやウレタン

【取扱店・購入方法】

【情報元】

高畑産業株式会社

団 体 名：高畑産業株式会社

滋賀県栗東市下鈎 1169-1

ご担当者：山岡

TEL：077-553-2200

TEL：075-605-3344

FAX：077-553-6187

誠弥
FAX：075-605-3353

E-mail：yamaoka@takahata-s.co.jp

URL:http//www.takahata-s.jp

【建設工事】Ｌ－１２
【商品名】
断熱セラミック塗材「ガイナ」
【仕様説明】
「ガイナ」･･･宇宙ロケットの断熱塗材を建築に転用。
優れた遮熱・断熱効果に加え防音、消臭効果もあり、外
壁･内壁の両面で効果を発揮する。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
断熱性能が高く省エネ効果があり、冷暖房効率の改善にもつながる。耐久性にも優れているため投資効果が
高い。作業環境の改善にもつながる。
2018 年省エネ大賞受賞。高性能であり、複数のメリットを享受できる。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

高畑産業株式会社

団 体 名：高畑産業株式会社

滋賀県栗東市下鈎 1169-1

ご担当者：山岡

TEL：077-553-2200

TEL：075-605-3344

FAX：077-553-6187

誠弥
FAX：075-605-3353

E-mail：yamaoka@takahata-s.co.jp

URL:http//www.takahata-s.jp
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【建設工事】Ｌ－１３
【商品名】

木質加熱アスファルト舗装（ハーモニーロードウッド）
【仕様説明】（価格等）
地域で発生した廃木材の破砕チップを舗装材料として有効活用し、公園の遊歩道・ジョ
ギングコースやサイクリングロード、建築物の外構・庭園部等の舗装に適しています。
施工単価は、㎡当たり約 7000 円（但し施工条件により違ってきます。
）
（写真は大津市田上公園内遊歩道）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・砕石を用いた舗装（普通のアスファルト舗装）と比較して製造時のエネルギーを約 60％削減
・廃木材の償却と比較して舗装施工面積 1000 ㎡当たり 6.5ｔの CO2 を舗装面に固定化

【取扱店・購入方法】

【情報元】
団 体 名：田中建材株式会社

田中建材株式会社

ご担当者：谷口圭汰

（特許第 3814695 号）

TEL：0740-22-0217 FAX：0740-22-1349
E-mail：risaikuru@tanakakenzai.co.jp

【建設工事】Ｌ－１４
【商品名】
揮発性有機溶剤（VOC）排出量低減型常温アスファルト道路舗装材

一般舗装用「ＹＫアスコン」
【仕様説明】
密粒型（最大骨材 13mm）25kg 入袋 2,900 円（税別）
細粒型（最大骨材 7mm）25kg 入袋 2,900 円（税別）
密粒型（最大骨材 13mm）15kg 入袋 2,130 円（税別）
細粒型（最大骨材 7mm）15kg 入袋 2,130 円（税別）
※試用ご希望の方、無償サンプル提供します。
※納入数量、納入場所により価格相談応じます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
公共施設である道路の小規模補修工事に多く用いられる常温アスファルト混合物に含まれる揮発性有機溶剤
（VOC）は、光化学オキシダストや浮遊粒子状物質の一因とされ、光化学スモッグの要因や長期にわたる吸引で
人体に影響を及ぼすといわれている。ここに着目し、VOC 排出量低減型の常温アスファルト混合物を独自に開
発し提供している。普及すれば、現在年間出荷数量約 18 万トン(建設工業調査会)といわれる常温アスファルト混
合物から排出されると考え得る約 1,080 トンの揮発性有機溶剤の減少が期待できる。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

光舗道建設 株式会社
電話・FAX・E-mail いずれでも承ります。
少量であれば下記住所に在庫あります。
〒525-0050 草津市南草津 3 丁目 1-1

団体名：光舗道建設 株式会社
担当者：金本
TEL：077-564-5533
FAX：077-565-1134
E-mail：hikarihodou@hikarihodou.net
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【建設工事】Ｌ－１５
【商品名】
揮発性有機溶剤（VOC）排出量低減型常温アスファルト道路舗装材

薄層舗装用「薄層」
【仕様説明】
アスファルトモルタル（最大骨材 2.5mm）箱入り
内容物：袋詰 6kg×3 袋、ｽﾌﾟﾚｰ式乳剤×1 本、石粉少量×1 袋
１箱当たり 8,500 円（税別）
※試用ご希望の方、無償サンプル提供します。
※納入数量、納入場所により価格相談応じます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
①揮発性有機溶剤（VOC）をほとんど含まないので、これを使用することで大気への VOC 排出を抑制できる。
②揮発性有機溶剤（VOC）をほとんど含まないので、雨天時の側溝や田畑への油膜流出を抑制できる。
③VOC 特有の刺激臭がなく、車中や倉庫に異臭を放つことがない。
④VOC 特有の油分のベタつきがなく、作業者や歩行者の足元や着衣に汚れがつきにくい。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

光舗道建設 株式会社
電話・FAX・E-mail いずれでも承ります。
少量であれば下記住所に在庫あります。
〒525-0050 草津市南草津 3 丁目 1-1

団体名：光舗道建設 株式会社
担当者：金本
TEL：077-564-5533
FAX：077-565-1134
E-mail：hikarihodou@hikarihodou.net

【建設工事】Ｌ－１６
【商品名】
揮発性有機溶剤（VOC）排出量低減型常温アスファルト道路舗装材

ポットホール緊急補修用「ＹＫパック」
【仕様説明】

0.5kg 入り袋×30 個タイプ ¥5,800-（税別）
1.0kg 入り袋×15 個タイプ ¥4,900-（税別）
1.5kg 入り袋×10 個ﾀタイプ ¥4,500-（税別）
0.5kg 入り袋×30 個スティックタイプ ¥8,100-（税別）
※試用ご希望の方、無償サンプル提供します。
※納入数量、納入場所により価格相談応じます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
エコマーク製品の揮発性有機溶剤（VOC）排出量低減型常温アスファルト道路舗装材「ＹＫアスコン」を不織布
袋に小分けして、道路にあいた小さな穴に袋のまま詰め込む緊急用補修材。既存の舗装面より盛り上げて穴に詰
め込み、通行車両に踏ませることにより締まって硬化していく。特別な道具や技術を必要とせず、通行車両の切
れ間に規制しないで短時間に補修が可能。揮発性有機溶剤を含まないため、長期保存でも硬化しない。臭いがな
く、人と自然にやさしい環境配慮型。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

光舗道建設 株式会社
電話・FAX・E-mail いずれでも承ります。
少量であれば下記住所に在庫あります。
〒525-0050 草津市南草津 3 丁目 1-1

団体名：光舗道建設 株式会社
担当者：金本
TEL：077-564-5533
FAX：077-565-1134
E-mail：hikarihodou@hikarihodou.net
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【建設工事】Ｌ－１７
【商品名】
揮発性有機溶剤（VOC）排出量低減型常温アスファルト道路舗装材

排水・透水舗装用「ＰＰアスコン」
【仕様説明】
ＰＰアスコン（2.5～5mm 骨材）25kg 袋入り
１袋当たり 6,800 円（税別）
※試用ご希望の方、無償サンプル提供します。
※納入数量、納入場所により価格相談応じます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
透水性・排水性舗装の補修のために開発された常温施工用舗装材。
揮発性有機溶剤（VOC）をほとんど含まないので、これを使用することで大気への VOC 排出を抑制できる。
揮発性有機溶剤（VOC）をほとんど含まないので、雨天時の側溝や田畑への油膜流出を抑制できる。
VOC 特有の刺激臭がなく、車中や倉庫に異臭を放つことがない。
VOC 特有の油分のベタつきがなく、作業者や歩行者の足元や着衣に汚れがつきにくい。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

光舗道建設 株式会社
電話・FAX・E-mail いずれでも承ります。
少量であれば下記住所に在庫あります。
〒525-0050 草津市南草津 3 丁目 1-1

団体名：光舗道建設 株式会社
担当者：金本
TEL：077-564-5533
FAX：077-565-1134
E-mail：hikarihodou@hikarihodou.net

【建設工事】Ｌ－１８
敷きならして
散水するだけ

【商品名】

高級簡単土舗装「シェルガーデン」
【仕様説明】

【施工例】

敷きならし、散水するだけの簡単施工
養生は、1 日～2 日必要 施工後は、
（雨がかからないように）
（外気温 0℃以下は施工禁止）
荷姿･･･20Kg／袋
納期･･･指定日に納品

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
循環型リサイクル商品
土壌の自然色を活かした舗装、いろんな場所で使用可能
ホタテ貝殻、特殊セラミック入り
透水、保水、防草、断熱、ヒートアイランドの緩和
【取扱店・購入方法】

【情報元】

株式会社 ブルーム及び全国地域販売代理店にて
ご購入できます。
（問い合わせは株式会社ブルームまで）
電話及び FAX でも OK、
インターネット購入 OK

団体名：株式会社 ブルーム
担当者：上月 大介
TEL：077-584-5529 FAX：077-584-5589
E-mail：info@awase.jp
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【建設工事】Ｌ－１９
天然素材・ホタテ貝殻
ホタテ健康壁！！
あわせスーパー
施工例

【商品名】

ホタテ健康壁「あわせシリーズ」
1.あわせ（左官仕上げ） 2.あわせパウダー（ローラー仕上げ）
3. あわせスーパー（左官、ローラー、吹き付け仕上げ）
【仕様説明】

あわせ左官
施工例
施工例

1.あわせ
･･･（施工面積約 ５㎡／袋・定価 10,000 円 ）
2.あわせパウダー･･･（施工面積約 60 ㎡／袋・定価 35,000 円 ）
3.あわせスーパー･･･（施工面積約 10 ㎡／袋・定価 23,000 円 ）
＊荷姿･･･10kg／袋（プレミックス配合のため適量水を入れ攪拌するだけ）
＊納期･･･受注後、小ロットの場合 2～3 日、50 袋以上の場合 7 日以内

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】

あわせコテ塗り用

50
45

■ ホルムアルデヒドなどの VOC 揮発性化学物質を吸収、分解し放出しない
■通気性・調湿効果があり結露、カビの発生を抑制する
■消臭効果に優れている
■断熱効果があり省エネルギーに貢献する
■耐火性、耐熱性に優れ、無機質なので有毒ガスの発生が無い
ホルムアルデヒド吸着実験データ
【取扱店・購入方法】
【情報元】
40
35
30
25
20
15
10
5
0

試験開始時

2時間後

24時間後

ホルムアルデヒド濃度（ｐｐｍ）

株式会社 ブルーム及び全国地域販売代理店にて
ご購入できます。
（問い合わせは株式会社 ブルームまで）
電話及び FAX でも OK、
インターネット購入 OK
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団体名：株式会社 ブルーム
担当者：上月 大介
TEL：077-584-5529 FAX：077-584-5589
E-mail：info@awase.jp

【サービス】Ｍ－１
【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。
※ＺＯＯＭでの診断も可能です。
【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

【サービス】Ｍ－２
【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っています
再生エネルギー100％電力を採用し CO２を大幅削減しました。
側は全て国内縫製です。
シングルサイズ

29,900 円（税込）～

【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
https://down-reform.com

【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：info3@sleep-natura.jp
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【サービス】Ｍ－３
【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
障がい者施設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：KPS-R39
※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、原材料に琵琶湖のヨシを使ったコピー用紙です。
（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。
◆SGN の前身である滋賀グリーン購入ネットワークの「かよい箱プロジェクト」から生まれた事業です。
「第 13 回グリーン購入大賞」受賞。
【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 団体名：特定非営利活動法人
〒525-0032 滋賀県草津市大路 2 丁目 11－15
滋賀県社会就労事業振興センター
TEL：077-566-8266
FAX：077-566-8277
担当者：藤尾
TEL：077-566-8266
FAX：077-566-8277
E-mail：fujio@hataraku-shiga.net

【サービス】Ｍ－４
【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－５
【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－６
【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
船舶営業部 大津営業課
TEL：077-524-1919
FAX：077-524-7896
E-mail：info@biwakokisen.co.jp

団体名：琵琶湖汽船 株式会社
担当部：船舶営業部 大津営業課
TEL：077-524-1919
FAX：077-524-7896
E-mail：info@biwakokisen.co.jp
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【サービス】Ｍ－７
【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

智
FAX：077-552-6775

URL : http://besthouse.cc

【サービス】Ｍ－８
【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－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
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【印刷】Ｎ－１
バタフライマーク

【商品名】

水なし印刷（オフセット印刷方式）
【仕様説明】
水なし印刷は、オフセット印刷に用いられる湿し水を一切使用しな
い印刷方式です。有害な廃液や、CO2 の排出を抑え、環境にも人にも
やさしい印刷です。価格も従来の印刷方式と変わりません。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
湿し水を使用しないため、その中に含まれるＨ液やイソプロピンアルコール（以下 IPA）などの有害物質を含
む廃液が発生しません。また、有機溶剤の一種の IPA を使用しないため、人に優しい印刷とも言えます。
更に、従来の PS 版は強アルカリ性現像廃液が発生しますが、水なし版は有害な廃液が一切出ない水現像方式
で廃液処理が不要です。
※この水なし印刷をご採用いただくと、上記のバタフライマーク（世界水なし印刷協会認定）を印刷することが
できます。
【購入方法・取扱店】
【情報元】
お問い合わせは・・・
団体名：アインズ 株式会社
アインズ お客様サービス窓口
担当者：営業管理課 水上
フリーダイヤル 0120-327-445
TEL： 0748 ｰ 58-8115 FAX：0748-58-8188
メール marketing@shiga-web.or.jp
E-mail：suisin@shiga-web.or.jp
＊各県内エリア担当が対応いたします。

【印刷】Ｎ－２
【商品名】

びわ湖環境ペーパー（印刷用紙）
【仕様説明】
琵琶湖の環境保全を目的とした寄付金付印刷用紙。この印刷用紙
1kg あたり 2 円の寄付を用紙利用者、用紙代理店、アインズの 3 社
から集め、滋賀県に寄付をする仕組みです。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
水環境の汚染は我々の生活だけでなく、動植物、ひいては地球規模で甚大な被害をもたらします。
「環境にやさ
しい印刷」を推奨するアインズでは、用紙メーカーの協力により琵琶湖環境保全を目的とした「びわ湖環境ペー
パー」をご用意しました。印刷用紙 1kg あたり２円を別途頂戴し、用紙利用者・用紙代理店・アインズの計３社
分（6 円）を滋賀県のマザーレイク応援寄付条例に則り、寄付をいたします。
【購入方法・取扱店】
お問い合わせは・・・
アインズ お客様サービス窓口
フリーダイヤル 0120-327-445
メール marketing@shiga-web.or.jp
＊各県内エリア担当が対応いたします。

【情報元】
団体名：アインズ 株式会社
担当者：営業管理課 水上
TEL： 0748 ｰ 58-8115 FAX：0748-58-8188
E-mail：suisin@shiga-web.or.jp
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【印刷】Ｎ－３
【商品名】

地産地消の温室効果ガス排出権付水なし印刷
ＧＲＥＥＮ ｅｙｅ(グリーンアイ）
【仕様説明】
印刷用紙を作る工程から印刷、納品、廃棄までの全ての工程で発生
する CO2 をカーボンオフセット。この仕組みに滋賀県内の排出権を
ご利用いただけます。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
滋賀県内の排出削減事業者の排出権を利用することで、カーボンオフセットの「地産地消」を実現。現在は、東
日本大震災復興支援型のカーボンオフセットとともに選択いただけます。

【購入方法・取扱店】
お問い合わせは・・・
アインズ お客様サービス窓口
フリーダイヤル 0120-327-445
メール marketing@shiga-web.or.jp
＊各県内エリア担当が対応いたします。

【情報元】
団体名：アインズ 株式会社
担当者：営業管理課 水上
TEL： 0748 ｰ 58-8115 FAX：0748-58-8188
E-mail：suisin@shiga-web.or.jp

【印刷】Ｎ－４
【商品名】

緑の募金付「エコカレンダー」
【仕様説明】（価格等）
・
（表紙＋12 枚）卓上リングカレンダー
・「毎日、森とつながる」をテーマに、使いやすさと日々の生活に森を
感じられるデザイン
・スタンドに名入れ可能。名入込価格

100 部

49,000 円より。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・募金付：購入金額の 5％をお客様から、同額を弊社（アインズ）から、合わせた 10％を緑の募金に共同募金します。
・用紙：FSC 国産竹 100％の竹紙使用

・リング：生分解性タイプ

・印刷：有害な廃液を出さない水なし印刷

・インキ：大気汚染原因の揮発性有機化合物を含まないインキ
・CO2 排出量：411ｇ/部（滋賀県内の CO2 排出削減事業者のクレジットによりカーボンオフセット済み）

【取扱店・購入方法】

【情報元】

お問い合わせは・・・
アインズ マーケティング部 田中
フリーダイヤル 0120-327-445
メール marketing@shiga-web.or.jp

団体名：アインズ 株式会社
担当者：営業管理課 水上
TEL： 0748 ｰ 58-8115 FAX：0748-58-8188

＊例年 9 月よりネット販売を開始しております

E-mail：suisin@shiga-web.or.jp

http://www.eins-eco.shop/
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【印刷】Ｎ－５
【商品名】

『脱プラ印刷』(オフセット印刷方式

表面加工)

【仕様説明】
印刷表面加工である PP 表面加工の代替として環境負荷
軽減を実現しながら、商品パッケージや書籍等の保護性能
を発揮します。
脱プラ印刷に使われる、「脱プラニス®」は、従来のニス印
刷にはなかった堅牢な耐摩擦性能を持ちます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
印刷表面加工である PP 表面加工の代替品として、同等の強度をもつ印刷用ニス「脱プラニス®」を業界初にて
開発し、正式に商標登録を行いました。
当ニスを使用した印刷手法を「脱プラ印刷」と呼んで印刷物に用い、地球規模の課題解決に貢献しています。
使用するプラスチックの体積量を 15 分の 1(当社比較)に抑えられます。「脱プラニス®」は、廃プラ削減という
点で環境にやさしい表面加工です。
また、「脱プラニス®」は、揮発性溶剤を含まず無公害であるため、大気汚染の防止に役立ちます。

【購入方法・取扱店】

【情報元】

お問い合わせは・・・
アインズ お客様サービス窓口
フリーダイヤル 0120-327-445
メール marketing@shiga-web.or.jp

団体名：アインズ 株式会社
担当者：営業管理課 水上
TEL： 0748 ｰ 58-8115 FAX：0748-58-8188

＊各県内エリア担当が対応いたします。

E-mail：suisin@shiga-web.or.jp

【印刷】Ｎ－６
【商品名】

グリーンプリンティング認定印刷製品
（ＧＰ認定印刷製品）
【仕様説明】
GP 認定印刷製品とは、「用紙」、「インキ」、「表面加工材料」、「製本の
り」などの印刷資材が一定の基準を達成し、かつ GP 認定工場で印刷さ
れた環境配慮印刷製品です。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
印刷物で環境に配慮しようとする場合、従来までの「用紙」や「インキ」などの印刷資材の選択だけでなく「生
産工程での環境配慮」が重要です。GP 認定マーク入り（上記）の印刷物は、資材及び生産工程全般において環境
に配慮されていることを証明するものであり、総合的な環境配慮印刷製品といえます。
※GP 認定工場で印刷した印刷物には、資材の水準に応じて星の数を 1〜3 つ併記した GP 認定マークを掲載する
ことができます。星の数が多いほど、環境配慮の度合いが高いことを示しています。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

日本印刷産業連合会 認定
グリーンプリンティング認定工場
谷口印刷 株式会社
〒529-0241 滋賀県長浜市高月町高月 618-1
TEL：0749-85-2385
FAX：0749-85-5125

団体名：谷口印刷 株式会社
担当者：三家 照子
TEL：0749-85-2385
FAX：0749-85-5125
E-mail：info@taniguchi-printing.com
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【印刷】Ｎ－７

NEW

【商品名】

紙製クリアファイル

【仕様説明】
A4 サイズ
ホワイト、レモン色、さくら色、未晒色
半透明加工
小ロットカラー印刷対応可
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
紙資源としてリサイクルでき、脱プラスチック化の取り組みとなります。
(紙はニュートラルカーボンという考え方ができます)
鉛筆やボールペンで書き込むことができ、不要になればそのままシュレッダーできます。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

日本印刷産業連合会 認定
グリーンプリンティング認定工場
谷口印刷 株式会社
〒529-0241 滋賀県長浜市高月町高月 618-1
TEL：0749-85-2385
FAX：0749-85-5125

団体名：谷口印刷 株式会社
担当者：三家 照子
TEL：0749-85-2385
FAX：0749-85-5125
E-mail：info@taniguchi-printing.com
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【その他】Ｚ－１
【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。
【情報元】
【取扱店・購入方法】

団 体 名：株式会社 アズマ

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。

ご担当者：鈴木

実有

TEL：077-573-3937

FAX：077-573-4452

E-mail：eco.hanbai_@azmer.co.jp
URL: http://www.azmer.co.jp/

【その他】Ｚ－２
【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。
【情報元】
【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。

団 体 名：株式会社 アズマ
ご担当者：鈴木

実有

TEL：077-573-3937

FAX：077-573-4452

E-mail：eco.hanbai_@azmer.co.jp
URL: http://www.azmer.co.jp/
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【その他】Ｚ－３
【商品名】

環境配慮型舗装材
高耐久性速乾樹脂モルタル

スーパーNAOS

【仕様説明】
・アスファルト色・コンクリート色
・1 箱 19.2 ㎏（骨材 4 ㎏×4 袋 樹脂液 0.8 ㎏×4 袋）
・骨材の袋に樹脂液 1 袋を直接入れ振り混ぜて使用
・夏期 20 分～冬期 40 分～で車両の通行可能
・2 ㎜の超薄層補修が可能
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・水系樹脂なので人体・環境に対し安全（臭いがない・ベタベタしない・不燃）
・季節や気温に左右されない通年タイプ（遅延剤や硬化促進剤不要）
・プライマー不要（揮発性有機溶剤などの化合物を使わない）
・コテなど器材を水洗いできる（他製品はシンナー等を用いる）
【情報元】
【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。

団 体 名：株式会社 アズマ
ご担当者：鈴木

実有

TEL：077-573-3937

FAX：077-573-4452

E-mail：eco.hanbai_@azmer.co.jp
URL: http://www.azmer.co.jp/

【その他】Ｚ－４
【商品名】

貼る補修補助材
バンドエイド
【仕様説明】
・1 箱 10 枚入り（50 ㎝×50 ㎝×1 ㎜）
・強粘着ゴムで接着剤不要。紙を剥がして直接貼るだけ！
・常温合材などの補修材の効果・性能を最大限に引き出します。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・同等品ナシ
・接着剤を使用しない
・骨材の飛散を防止する
・補修材の不安定な時期を水や振動・荷重から守り残存率を向上する（長寿命化させる）
・ブチルゴムと不織布のみで構成 ワイヤーやプラスチック系のものは使用しておりません
【情報元】
【取扱店・購入方法】
団 体 名：株式会社 アズマ
株式会社 アズマ
ご担当者：鈴木 実有
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
TEL：077-573-3937
FAX：077-573-4452
下さい。お見積致します。
E-mail：eco.hanbai_@azmer.co.jp
URL: http://www.azmer.co.jp/
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【その他】Ｚ－５
【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

ご担当者：白川 孝広
TEL：0748-72-7800

キャムズマーケット

FAX：0748-72-7801

E-mail：info@cams.co.jp

http://www.cams-market.com

【その他】Ｚ－６
【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
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【その他】Ｚ－７
【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

【その他】Ｚ－８
【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－９
【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－１０
【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：12,000 円（税別）
【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。
［エコグッズ.ビズ］https://ecogoods.biz

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－１１
【商品名】

滋賀県産間伐材製 木製 SDGs ピンバッチ
【仕様説明】
サイズ：直径 25mm 厚さ 5mm ※丸穴のないタイプとなります。
材料：滋賀県産ヒノキの間伐材
印刷：片面カラー印刷 インクジェット
留め具：バタフライピン接着
包装：台紙（40×70mm カラープリンター出力）
、OPP 袋入り
価格：税別 500 円
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
SDGs を社会に普及させる為に、SDGs に取り組まれている企業や団体様の PR グッズとしていただける間伐材
を使った木製ピンバッジです。SDGs の分野目標の一つ「陸の豊かさも守ろう」を踏まえ、間伐材をつかった木
製ピンバッチはより PR 効果は高いといえます。滋賀県内の森林から切り出された間伐材を、地元の木工の職人
さんがひとつひとつ丁寧に丸型に加工します。その後、弊社のダイレクトプリンターでフルカラー印刷を施して
います。また金具の接着作業や封入作業を福祉作業所様や子育て支援につながる事業所様などにお願いすること
もあります。材料から製造加工まで地元で完結した商品です。
【取扱店・購入方法】
【情報元】
団体名：観光交流企画室 TAC
担当者：中田 亘
TEL：0749-21-3191 FAX：0749-21-3171
E-mail：nakata@tac21.com

通販でお買い求めできます。
WEB ショップ エコグッズ.ビズ
https://ecogoods.biz

【その他】Ｚ－１２
【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
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【その他】Ｚ－１３
【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。
団体名：新江州 株式会社 本社営業部
※直送も可能です。
担当者：営業グループ 加藤 亮
◆新江州 株式会社 本社営業部
TEL：0749-72-8020
FAX：0749-72-8021
営業担当；営業グループ 加藤 亮
E-mail：a_kato@shingoshu.co.jp
TEL：0749-72-8020
FAX：0749-72-8021
URL：http://www.shingoshu.co.jp/

【その他】Ｚ－１４
【商品名】

エコ・アクション・ポイント
（環境省推進 全国共通の環境ポイント）
【仕様説明】（価格等）
エコ・アクション・ポイントとは環境省が推進するエコアクシ
ョンに特化した全国共通の環境ポイントプログラムのことで
す。参加事業者（企業、団体、自治体など）はプログラム対象
となり得る商品・サービスなどを申請して承認されるとポイン
ト原資を提供し、その商品にエコ・アクション・ポイントを付
けて発行していただけます。参加会員（個人、法人）はエコア
クションにより、ポイントがもらえ、貯めたポイントは、様々
な商品、環境寄付などに交換できます。
※エコ・アクション・ポイント対象アクション等に限ります。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
全国共通の環境ポイントの為、様々な目的で事業者と消費者の参加が可能です。
参加事業者はポイントを一般の消費者だけでなく企業や従業員に対しても付与することが可能です。
エコ・アクション・ポイントの普及によって【消費者や事業者などによる環境配慮行動の普及拡大】、
【温室効果
ガスの大幅削減を始めとした国の環境目標の達成への貢献】
、【環境と経済が両立する社会の実現】が期待できま
す。
2019 年 10 月から、参加会員の利便性や参加事業者との連携を向上させた新たなシステムを構築し、この度スマ
ートフォン「アプリ」でのサービスをスタートさせました。新たなシステム機能により、更なる【環境ブランド
力】、
【環境情報伝達力】、
【SDGs や環境課題への意識化】、
【事業者と消費者との繋がり】の強化を目指します。

【取扱店・購入方法】
ティーエムエルデ株式会社
（エコ・アクション・ポイント事務局）
参加事業者を募集しております。
費用（システム利用料＋ポイント原資）
＊お気軽にお問い合わせください

【情報元】
団 体 名：ティーエムエルデ株式会社
（エコ・アクション・ポイント事務局）
ご担当者：草野、又吉
TEL：0749-72-8110 FAX：0749-72-8119
E-mail：sales@eco-action.jp
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【その他】Ｚ－１５
【商品名】

「SAN-TIWS」(サンティウス) 用希釈装置
【仕様説明】（価格等）
蛇口に接続して、高濃度電解除菌水「SAN-TIWS」
（サン
ティウス）を手洗い使用濃度 50ppm 程度に希釈するため
の装置。流水使用での次亜塩素酸水に必須アイテム。蛇口
をひねっただけで適度な希釈濃度の除菌水を使用でき便
利です。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
衛生現場の救世主、高濃度電解除菌水「SAN-TIWS」
（サンティウス）の有効性を最大限に活かすための装置、
蛇口に接続してすぐに使用できる希釈装置です。流水使用で効果を発揮する次亜塩素酸水の必須アイテム。スプ
レーボトルへの小分けにもビーカーやスポイド、シリンジなどの計量器具無しに直接注ぐことで使用できます。

【取扱店・購入方法】
ティーエムエルデ株式会社
￥80,000(消費税別途)。工事費は別途お見積り。
直送も可能です。
（送料別途）
＊お気軽にお問い合わせください

【情報元】
団 体 名：ティーエムエルデ株式会社
ご担当者：松村
TEL：0749-72-8110 FAX：0749-72-8119
E-mail：a24@tm-erde.co.jp

【その他】Ｚ－１６
【商品名】

水素燃料電池自動車トヨタ「MIRAI」
【仕様説明】（価格等）
◆価格 車両本体 税込¥7,100,000〜
(G グレード 別途補助金あり)
◆水素燃料電池駆動
水素と酸素を FC スタックに取り込み発電。
その電気でモーターを駆動させ走ります。
◆モーター最高出力 134kw(1 82PS)
◆航続距離約 850km (参考) 水素充填時間約 3 分
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
◆ゼロエミッション C02 排出ゼロ
走行時に化石燃料を使用しないため、C02 排出はゼロ 比較例プリウス 2WD 72g/km MIRAI 0g/km
MIRAI の設計・車両製造・水素製造•走行・廃棄までのライフサイクルにおいても HV 車と比較し、C02 排出 28%
削減
◆マイナスエミッション
発電の為に走行時に空気を取リ入れる特徴を活かし、吸入した空気をきれいにして排出する空気清浄システム
搭載 ダスト■化学物質-PM2.5 発生抑制するフィルターを搭載し、走るほどに大気を浄化するマイナスエミッ
ションを実現

【取扱店・購入方法】
トヨタカローラ滋賀株式会社
草津市東草津 2 丁目 3 番 54 号

【情報元】
団 体 名：トヨタカローラ滋賀株式会社
ご担当者：総務部井上
TEL077-563-4111
FAX077-565-81 02
E-mail：keiichiro-inoue@corolla-shiga.co.jp
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【その他】Ｚ－１７
【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」】
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
〒520-3234 滋賀県湖南市中央 3 丁目 12 番地
電話、ＦＡＸ、Ｅメール いずれでもＯＫ

団 体 名：西村建設 株式会社
担 当 者：林 充浩
TEL：0748-72-1119
FAX：0748-72-7320
E-mail：eigyo@nishimura-c.co.jp

【その他】Ｚ－１８
ぶ
ん
り
ゅ
う
Ⅰ
型

ぶ
ん
り
ゅ
う
Ⅱ
型

【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）」

【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」】
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－１９
【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－２０
【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・リフォー
団体名：株式会社 ヤサカ
ム・宅配弁当事業・アレルノン食品事業
担当者：馬場 慎也（ばんば しんや）
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： s_banba@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－２１
【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

【情報元】
団体名：株式会社 ヤサカ
担当者：馬場 慎也（ばんば しんや）
TEL：0740-22-2751
FAX：0740-22-1564
E-mail： s_banba@daisuki-kaigo.com

URL：http://www.daisuki-kaigo.com/

【その他】Ｚ－２２
【商品名】

NEW

オゾンエアー発生装置
「ジャストクリーンシリーズ」
【仕様説明】
塩素の 7 倍の殺菌力、でも自然の酸素に戻

使うのは空気と電気だけ！
食中毒やコロナウイルス対策に
お悩みの現場に心強い味方
となってくれます。

る特性だから安心・安全です。
他にも脱臭の効果があることに加え、奈良
県立医科大学の研究により、コロナウイル
ス対策としても有効であることが実証さ
れています。

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・ オゾン回収機能：発生させたオゾンを特殊な触媒で短時間に普通の空気に戻します。
・ オゾンの吹き出し口の方向を自由に変えられます。
・ 24 時間タイマー内蔵で、設定した時間に自動的にオゾンを発生・停止させることができます。
・ マイナスイオン発生器がついているため、殺菌・脱臭効果が更に高まります。
【取扱店・購入方法】
株式会社 ヨシダヤ
滋賀県高島市今津町今津 1596-1
TEL：0740-22-0055 FAX：0740-22-3988
URL：http://www.yosidaya.co.jp/

【情報元】
団体名：株式会社 ヨシダヤ
担当者：横井 豪
TEL：0740-22-0055
FAX：0740-22-3988
E-mail：yokoi@yosidaya.co.jp
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リストを見ていて「お！この商品気になる！」と思ったら、ぜひ情報提供
者へお問い合わせを！
★E-mail での問い合わせ方
リスト内の E-mail アドレスにマウスポインターを近づけてください。

こんな画像が出てきたらクリック！ メールが立ち上がります
★URL が掲載されている商品

同じように
マークが出てきたらクリック！HP が立ち上がります。
★二次元コード記載のある商品
スマホ・タブレットでスキャンしてご覧ください。
SGN 事務局にご連絡いただいてもお取次ぎいたします

一般社団法人 滋賀グリーン活動ネットワーク 事務局
〒520-0807 大津市松本一丁目２－１ 大津合同庁舎６階

ＴＥＬ ０７７－５１０－３５８５
ＦＡＸ ０７７－５１０－３５８６

Email
sgpn@oregano.ocn.ne.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.shigagpn.gr.jp/
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