エコライフ・サービスキャンペーン

みやぎグリーン購入ネットワーク会員

いちおし商品・サービス
取り組みリスト

＜はじめに＞

みやぎグリーン購入ネットワーク会員の環境に配慮した
いちおし商品・サービス・取り組み

のリストです。

２０１１年２月現在、会員から寄せられた情報を元に掲載しました。
グリーン購入の取組にはどのようなものがあるのか、また、実際の消費活動が、
どのような形でグリーン購入になるのか知っていただくことで、グリーン購入
の実践に役立てていただければ幸いです。
※ 掲載内容は変更される場合があります。

＜目次＞
分類・内容

P.

項

企業・団体名

１

（株）吉岡

商品

ガルバリウム鋼板屋根材ウッドピースグランデ

3

２

（株）エヌ・エフ・ジー

商品

ボイラー・ディーゼルエンジン 燃料省エネ装置

3

３

協(かのお)工業（株）

商品

あかり安心サービス

4

４

アイリスオーヤマ（株）

商品

ＬＥＤ電球

4

５

（株）エコライフサポート

商品

環境保護型多目的洗剤

5

６

みやぎ生活協同組合

商品

リサイクルパルプ 100%で作ったトイレットペーパー

5

７

東北リコー（株）

取組

環境型エコ包装

6

８

（株）セント

サービス VI 構築支援サービス

6

９

富士ゼロックス宮城（株）

商品

ドキュメントハンドリング・ソフトウェア

7

10

富士ゼロックス宮城（株）

商品

シュレッダー

7

11

コクヨ東北販売（株）

取組

エコ×マークの表示

8

12

コクヨ東北販売（株）

商品

間伐材を使用したチューブファイル

8

13

松本事務機（株）

商品

OA 機器、オフィス家具、文具、家電、ギフト、マ

9

ＥＣＯＬＵＸ シリーズ

工場キッティングサービス

ルチメディア事業
14

協業組合仙台清掃公社

取組

15

（株）サイコー

サービス シークレットキング・シークレットボックス

10

16

（株）オイルプラントナトリ

取組

廃棄物の資源化・資源化リサイクル

10

17

（株）三森コーポレーション

取組

自動車リサイクルパーツ販売

11

18

（株）エコライフサポート

商品

電気自動車用充電スタンド

11

19

笹氣出版印刷（株）

取組

ＦＳＣ認証紙の提案

12

20

（株）佐々木印刷所

取組

10 円ノート、奄美大島復興ノート

12

21

仙台市

商品

せんだいグリーン購入かるた

13

22

仙台市

取組

グリーン購入紙芝居

13

23

宮城県

取組

みやぎｅ行動（eco do！）大作戦

14

24

宮城県

取組

宮城県グリーン製品の認定制度

14

廃棄物のリサイクル化

2

9

＜1. 株式会社吉岡＞
【商品名又は取組内容】
ガルバリウム鋼板屋根材ウッドピースグランデ
「エコテクノシリーズ木肌（きはだ）」
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
インターネット：「通販建材.com」
ホームセンター：ダイシン（仙台市内）
・ムサシ泉店
各地の建築資材販売店

【特徴・仕様説明等】

「木肌（きはだ）
」は高反射率塗装鋼板を採用しているので、太陽光を効率的に反射させ、建物への
蓄熱を抑制します。従って冷房効果がアップし、冷房費が節約されるので二酸化炭素の排出量が削
減されます。もちろん金属ですので、ほぼ 100％リサイクル出来ます。外観はブナの木肌をイメー
ジしており、朝日や夕陽の斜光を受けると陰影が際立ち、屋根に独特の表情を醸し出します。定期
的なメンテナンスで、約 50 年取り換え不要です。
団体名：株式会社 吉岡
TEL：022−258-5121
E-mail：tsujiya@woodpiece.co.jp

担当者：辻谷 敏浩
FAX：022−259-3168
ＵＲＬ：http://www.woodpiece.co.jp

＜ ２. 株式会社エヌ・エフ・ジー＞
【商品名又は取組内容】
ボイラー・ディーゼルエンジン
燃料省エネ装置「エコオイルプラント」
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
http://www.nfg.co.jp
TEL： 022‑355‑8611

【特徴・仕様説明等】

燃焼炉に使用される重油・灯油に水を乳化させ燃焼効率をあげる乳化装置。平成 18 年度特許を 取
得 CO2 排出量削減は節約できる重油量の分だけ低減できることと環境汚染物質 Nox（窒素酸化物）
を 30%以上低減。
団体名： 株式会社エヌ・エフ・ジー
TEL： 022-355-8611
E-mail：info@nfg.co.jp

担当者：本間 義朗
FAX：022-355-8612
ＵＲＬ：http://www.nfg.co.jp
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＜３. 協(かのお)工業株式会社＞
【商品名又は取組内容】
「買う」から「借りる」で

あかり安心サービス

使用済ランプのゼロエミッションを実現
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
協工業株式会社

【特徴・仕様説明等】

照明用のランプを「販売」ではなく、「貸与」させていただくことで、使用済みのランプの排出者
責任がなくなり、使用後の手続きに関するご負担の軽減し、サービス会社（パナソニック電工指定
代理店）が適正処理（再資源化）をおこなうサービスです。
このサービスはグリーン購入法の「照明機能提供業務」に対応しています。
団体名：協(かのお)工業株式会社

担当者：黒田

TEL：

FAX：022-372-0407

022-372-8559

E-mail：denq@denq.co.jp

成紀

ＵＲＬ：http://www.denq.co.jp/

＜４. アイリスオーヤマ株式会社＞
【商品名又は取組内容】
ＬＥＤ電球

ＥＣＯＬＵＸ シリーズ

【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/

【特徴・仕様説明等】

ＬＥＤ直管４０形は、蛍光灯４０Ｗ（ＦＬ型）と比較し、電気代約４０％オフ、ＣＯ２排出量も４
０％削減。長寿命４０，０００時間で取替えの手間要らず。安全・安心で省エネルギー、環境性能
に優れたＬＥＤ照明 ＥＣＯＬＵＸ の御提案です。電球タイプから、直管タイプ、水銀灯代替タ
イプまで、あらゆるシーンでのＬＥＤ照明化の御提案が可能です。
団体名：アイリスオーヤマ㈱
TEL：0224-88-3520
E-mail：kazuya-n@irisohyama.co.jp

担当者：二瓶

和也

FAX：0224-67-1105
ＵＲＬ：http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
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＜５. 株式会社エコライフサポート＞
【商品名又は取組内容】
環境保護型多目的洗剤

エコ・クウィーン

【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
株式会社エコライフサポート

直接販売（代金引換）

ダイシン各店舗での販売

【特徴・仕様説明等】

主成分は植物性の樹脂で、経口毒性は食塩、アルコールより低く人体に安全です。また、汚れの生
分解（微生物による物質の分解）を促す為、最終的に汚れが酸素・二酸化炭素・水に置き換わり、
環境保護型商品です。用途に応じ、原液を３倍から４０倍希釈することで、工業関連の部品・機器・
器具の清掃から家庭のキッチン周り、野菜や魚まで洗浄することができます。
使用頻度の高い１０倍希釈でも約８０円/４００ｍｌと経済的です。
団体名：株式会社エコライフサポート

担当者：沼田 宏

TEL： 022-792-9821

FAX：022-355-8639

E-mail：h.numata@eco-ls.co.jp

ＵＲＬ：http://eco-ls.co.jp

＜６. みやぎ生活協同組合＞
【商品名または取り組み内容】
ＣＯ・ＯＰコアノンロール１５０（シングル）
、７５（ダブル）
（リサイクルパルプ 100％で作ったトイレットペーパー）
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
みやぎ生協全店と共同購入の注文で取り扱っています。
http://jccu.coop/unicef/smileschool/article.html
(ｺｱﾉﾝﾛｰﾙ 150) (ｺｱﾉﾝﾛｰﾙ 75)
【特徴・仕様説明等】

①原料は古紙・牛乳パックなど回収した再生紙原料を使用しています。店舗・共同購入で回収した牛
乳パックも原料の一部として使用しており回収運動の促進に繋がります。
②環境に配慮し芯の無駄を省いたトイレットロールです。
（捨てられる芯を作るために、割箸 3 本分の
木材資源が必要となります。） ③長さはなんと 150ｍの長巻きタイプです。市販品の多くは 60ｍ巻き
ですので、ズッシリ重いのがお分かりなると思います。取りかえる手間も省けます。
④2011 年 10 月 31 日まで日本ユニセフ協会とともに、アンゴラ（アフリカ）の教育環境の改善を目指
すキャンペーン「ＣＯ・ＯＰコアノン スマイルスクールプロジェクト（1 パック購入で１円募金）
」
を行っています。
団体名：みやぎ生活協同組合（みやぎ生協）

担当者：佐藤 敬

TEL：022-771-2461

FAX：022-772-6843

E-mail：sn.m57014ks@todock.jp

ＵＲＬ：http://www2.miyagi.coop/
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＜７. 東北リコー株式会社＞
【商品名又は取組内容】
環境型エコ包装 工場キッティングサービス
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
http://www.ricoh‑japan.co.jp/
TEL：022‑726‑3380 リコージャパン(株)
【特徴・仕様説明等】
・包装材廃棄物 →90%減！
・ 輸送効率 →荷姿容積で 30%減！
・納品時間 →2/3 以下！
・リコーグループ全体 CO2 削減効果 →1750 トン （2008 年度実績）
オプションのセットアップを工場で行い、一つの荷姿（環境型エコ包装）にして、お客様にお届
けするサービスです。段ボールの個別包装と比較して、大幅な包装資材の削減、納品時間の短縮を
図っています。

団体名： 東北リコー株式会社
TEL： 0224-58-3714
ＵＲＬ：http://www.tohoku.ricoh.co.jp/

＜８. 株式会社セント＞
【商品名又は取組内容】
VI 構築支援サービス
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
株式会社セント
TEL： 022-301-5230
【特徴・仕様説明等】
VI とはヴィジュアル・アイデンティティーです。企業や組織などが、視覚的デザインを通じて自己
の特徴を外部発信する方法を提案いたします。御社のかけがえのない企業価値を高めるビジネスア
イテムのビジュアル統一。マスタープランに基づき名刺・封筒・会社案内等の印刷物をひとつひと
つ Re・デザイン致します。
団体名：株式会社セント

担当者：ドキュメントセンター 小野

TEL： 022-301-5230

FAX：022-718-6539

E-mail : ono.susumu@sento.co.jp

ＵＲＬ： http://www.sento.co.jp/
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晋

＜９. 富士ゼロックス宮城株式会社＞
【商品名】
ドキュメントハンドリング・ソフトウエア「DocuWorks」
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
http://www.fujixerox.co.jp/myx/product/
TEL022-221-2131（代）

【特徴・仕様説明等】

アプリケーション・フォーマットの違いを超えて、電子文書と紙文書をパソコン上で一元管理。紙
文書を扱うように情報を共有、活用、保管できるため、紙への出力を抑えることができます。
おかげさまで、国内累計出荷数が 300 万ライセンスを突破いたしました。
団体名：富士ゼロックス宮城株式会社

担当者：人事課 長嶋麻里子

TEL： 022-221-2131

FAX：022-221-2170

E-mail：mariko.nagashima@myx.fujixerox.co.jp ＵＲＬ：http://www.fujixerox.co.jp/myx/

＜10. 富士ゼロックス宮城株式会社＞
【商品名】
シュレッダー「Trust-Eco1500」
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
http://www.fujixerox.co.jp/myx/product/
TEL022-221-2131（代）

【特徴・仕様説明等】

高い機密性を保持するため、文書の復元・判読が困難となる方式を採用。不定形にひきちぎり、圧
縮した紙は、再資源化しやすく環境にも配慮しています。

団体名：富士ゼロックス宮城株式会社

担当者：人事課

長嶋 麻里子

TEL： 022-221-2131

FAX：022-221-2170

E-mail：mariko.nagashima@myx.fujixerox.co.jp ＵＲＬ：http://www.fujixerox.co.jp/myx/
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＜11. コクヨ東北販売株式会社＞
【商品名又は取組内容】
エコ×マークの表示
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
http://www.kokuyo‑touhoku.com/

TEL：022‑782‑9633

【特徴・仕様説明等】
2008 年「エコ×」をカタログの環境未配慮商品に表示しこれを 3 年間で「ゼロ」にするという目
標を掲げ、
『つくる時・つかう時・すてる時』
『はこぶ時』をキーワードに環境配慮に取り組んでい
ます。

団体名： コクヨ東北販売株式会社
TEL： 022-782-9633

担当者：岩渕 博行
FAX：022-782-9598

E-mail：h_iwabuchi@kokuyo-touhoku.com ＵＲＬ：www.kokuyo-touhoku.com/

＜12. コクヨ東北販売株式会社＞
【商品名又は取組内容】
間伐材を使用したチューブファイル。

※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。

【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
ホームページ：www.kokuyo-touhoku.com/

1枚
【特徴・仕様説明等】
間伐材の活用は森林を育成し、地球温暖化の原因となる CO２の削減に貢献します。
コクヨグループは、《カーボンフットプリント》〈CO2 の見える化〉に取り組んでいます。
(チューブファイルの算定結果⇒http://www.kokuyo.co.jp/ecology/cfp/result)

団体名：コクヨ東北販売株式会社

担当者：岩渕 博行

TEL：022-782-9633

FAX：022-782-9598

E-mail：h_iwabuchi@kokuyo-touhoku.com ＵＲＬ：www.kokuyo-touhoku.com/
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＜13. 松本事務機株式会社＞
【商品名又は取組内容】
OA 機器、オフィス家具、文具、家電、ギフト、マルチメディ
ア事業
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
http://www.mbm-kk.co.jp

TEL 022-299-8181

オフィスガレージ事業部

TEL 022-396-1313

【特徴・仕様説明等】

文具から事務機器まで、環境に配慮した「グリーン購入法適合商品」をご提供させていただいてお
ります。オフィスガレージでは、今までのリサイクルの イメージを払拭するほど新品同様に再生
された オフィス家具から OA 機器、応接セットにいたるまで、 幅広く商品を取り揃えております。
また、ご不要になりました机や椅子など、オフィス家具買い取りも行っておりますので、廃棄され
る前に、一度お問い合わせ下さい。
団体名：松本事務機株式会社

担当者：気田

俊之

TEL：022-299-8181

FAX：022-299-8282

E-mail：keta@mbm-kk.co.jp

ＵＲＬ：http://www.mbm-kk.co.jp

＜14. 協業組合仙台清掃公社＞
【商品名又は取組内容】
廃棄物のリサイクル化
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
http://www.ss5383.com
TEL：022‑284‑5383
【特徴・仕様説明等】
・ミックスペーパー（雑紙類）の収集
・廃プラスチックを利用した RPF の製造
・廃食用油を再利用したバイオディーゼル燃料の製造
・機密書類の溶解処理による再生利用
上記取組みにより、廃棄物を可能な限りリサイクルへとつなげ、限りある資源の再利用や再生に貢
献しています。
団体名： 協業組合仙台清掃公社
TEL： 022-284-5383
E-mail：seiko_sendai@ss5383.com

FAX：022-238-1418
ＵＲＬ：http://www.ss5383.com
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＜15. 株式会社サイコー＞
【商品名又は取組内容】
シークレットキング・シークレットボックス

【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
http://www.kk‑saikoh.co.jp/
TEL：022‑255‑3150
【特徴・仕様説明等】
・機密書類リサイクルシステムの「シークレットキング」
→大量の機密書類を安全・確実に破砕・リサイクルできる当社独自のサービス。
・「シークレットボックス」
→ １箱の機密書類でも対応させていただく中小企業、個人のお客様向けのサービス。

団体名： 株式会社サイコー
TEL：022-255-3150
E-mail：info@kk-saikoh.co.jp

担当者：服部

泰子

FAX：022-255-9955
ＵＲＬ：http://www. kk-saikoh.co.jp

＜16. 株式会社オイルプラントナトリ＞
【商品名又は取組内容】
廃棄物の資源化・資源化リサイクル

【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
ＵＲＬ：http://www.opnatori.co.jp

【特徴・仕様説明等】
廃棄物のリサイクルを通して「低炭素社会」へ積極的に取組んでおります。
使用済み天ぷら油等の廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃料精製事業を通して、地域社会と
のコラボ活動を推進しながら社会貢献に努めています。リサイクル・CO2 削減・ＣＳＲに積極的な
企業の皆様、ぜひお声をかけてください。
団体名： 株式会社オイルプラントナトリ
TEL：022-382-2713
E-mail： opn-amenity@msf.biglobe.ne.jp

担当者：星野 豊
FAX：022-384-0946
ＵＲＬ：http://www.opnatori.co.jp
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＜17. 株式会社三森コーポレーション＞
【商品名又は取組内容】
自動車リサイクルパーツ販売
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】

リサイクルドア

リサイクルエンジン

TEL

022-255-6564

URL

http://www.3mori.co.jp

【特徴・仕様説明等】

ご存知ですか〜？
リサイクルパーツを使用すると修理代が安く上がります！！
☆使用済み自動車から、使用できる部品を取り外し、厳しいチェックをクリアしたものを自動車
リサイクルパーツとして全国へ送りだしています。
（2 万点の在庫）
☆リサイクルパーツ 1 点使用すると平均約 48kg の CO２を削減します。
（1ℓのペットボトル 683 本分）
☆

地球環境に優しく、低価格で保証も付いて安心です。

団体名：株式会社三森コーポレーション

担当者：大久保 弘子

TEL： 022-255-6564

FAX：022-396-1008

E-mail：info@3mori.co.jp

ＵＲＬ：http://www.3mori.co.jp

＜18. 株式会社エコライフサポート＞
【商品名又は取組内容】
電気自動車用充電スタンド「エルシーヴ」
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
株式会社エコライフサポート

直接販売（リース又は

現金）

【特徴・仕様説明等】

電気自動車（EV）及びプラグインハイブリッド車（PHEV）の充電スタンドを公共施設・商業施設の
駐車場など不特定多数の人が使用するパブリックエリアに設置することにより、エコカー普及を加
速し、低炭素社会の実現を図れます。充電スタンドは、１５分から３０分で８０％充電する急速充
電タイプと充電に１時間から１４時間かかる普通充電タイプがあります。充電スタンドで、最大４
個迄拡張することができます。
団 体 名：株式会社エコライフサポート

担当者：

TEL： 022-792-9821

FAX：022-355-8639

E-mail：h.numata@eco-ls.co.jp

沼田 宏

ＵＲＬ：http://eco-ls.co.jp
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＜19. 笹氣出版印刷株式会社＞
【商品名又は取組内容】
FSC 認証紙のご提案
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
http://www.sasappa.co.jp/
TEL:022‑288‑5555

【特徴・仕様説明等】

私たち印刷会社と切っても切れない「紙」との縁。しかしこの紙の原材料を巡り、世界中の大切な
森が違法伐採等でどんどん減っています。FSC 認証は大切な森を守るための制度です。笹氣出版印
刷株式会社では、適切に管理された森から生まれた木材から製造される、FSC 認証紙の使用をご提
案致します。
団 体 名：笹氣出版印刷株式会社

担当者：営業部

永峯 博明

TEL： 022‑288‑5555

FAX：022‑288‑5551

E‑mail：hiroaki@sasappa.co.jp

ＵＲＬ：http://www.sasappa.co.jp

＜20. 株式会社佐々木印刷所＞
【商品名又は取組内容】
10 円ノート、奄美大島復興ノート
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
株式会社佐々木印刷所
10 円ノートは、当社で販売

【特徴・仕様説明等】

今回は、ノートプロジェクトについてご紹介します。
犬、猫の保護に役立ててもらうため「10 円ノート」1 万冊を制作し、売上金で餌を購入し仙台市動
物管理センターに寄贈しています。また、2010 年 10 月豪雨災害で被害を受けた鹿児島県奄美地方の
子どもたちを励ますため、オリジナルノート 1 万冊を制作し寄贈しました。ノートには「仙台から
奄美大島へ」というメッセージを添えて、印刷所ならではの社会貢献を続けております。
団 体 名：

株式会社佐々木印刷所

TEL： 022‑236‑1281
E‑mail：sasaki@sasaki‑print.com

担当者：佐々木 英明
FAX：022‑236‑1284
ＵＲＬ：http://www.sasaki‑print.com
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＜21. 仙台市＞
【商品名又は取組内容】
せんだいグリーン購入かるた
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
仙台市市政情報センターでご購入いただけます。
TEL:022‑214‑1233
http://www.city.sendai.jp/kankyou/toshisuishin/green/karuta/karuta.html

【特徴・仕様説明等】
仙台市が全国から読み句を募集し、お寄せいただいた 2,092 首の応募作の中から、市民の皆さんの投
票で選ばれた句をもとに製作した環境教育用教材。環境にやさしい商品を選ぶ「グリーン購入」のヒ
ントがたくさんつまっています。
価格：300 円
サイズ：縦 10cm 横 7cm

団体名：

仙台市

担当課 環境局環境部環境都市推進課
FAX：022‑214‑0580

TEL：022‑214‑0007
E‑mail：kan007130@city.sendai.jp

ＵＲＬ：http://www.city.sendai.jp

＜22. 仙台市＞
【商品名又は取組内容】
グリーン購入紙芝居「かみじいのくんしょう」
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
仙台市環境交流サロンで貸し出しを行っています。
TEL:022‑214‑1233
http://www.city.sendai.jp/kankyou/toshisuishin/green/index.html

【特徴・仕様説明等】
仙台市が環境 NPO「ACT53」の協力を得て製作した環境教育用教材。ものを大切に使うこと、リサイ
クルの大切さ、買い物のときには地球のことを考えて作られたものを選ぶことなど、グリーン購入
についてやさしく教えてくれる内容となっています。

団体名：仙台市
TEL：022-214-0007
E-mail：kan007130@city.sendai.jp

担当課：環境局環境部環境都市推進課
FAX：022-214-0580
ＵＲＬ：http://www.city.sendai.jp
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＜23. 宮城県＞
【商品名又は取組内容】
みやぎ e 行動(eco do!)大作戦
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
http://www.pref.miyagi.jp/kankyo‑s/
TEL：022‑211‑2663

【特徴・仕様説明等】

e 行動(eco do!)とは、環境に優しい暮らし方について自ら宣言することを契機として実践して
いくものです。宣言する項目には、
「グリーン購入」に関する部分が含まれています。また、小学
校等へグリーン購入をテー マに出前講座を実施することで、e 行動宣言の普及 に努めています。
さぁ、みなさんも e 行動(eco do!)しませんか？

団体名：宮城県
TEL：022-211-2663
E-mail：kankyo-s@pref.miyagi.jp

担当者：環境政策課 環境計画推進班
FAX：022-211-2669
ＵＲＬ：http://www.pref.miyagi.jp/kankyo‑s/

＜24. 宮城県＞
【商品名又は取組内容】
宮城県グリーン製品の認定制度
【取扱店・商品購入方法、取組内容掲載ページ等】
http://www.pref.miyagi.jp/sigen/Nintei/newpage1.htm
宮城県グリーン製品認定証票

TEL:022-211-2656

【特徴・仕様説明等】

宮城県では、
「グリーン購入促進条例」
（平成 18 年 3 月制定）の中で、
「グリーン製品認定基準」
を定め、宮城県の環境に配慮した製品を「宮城県グリーン製品」として認定し、その普及拡大を図
ることにしています。
環境に配慮した物品・役務や環境に配慮した事業活動をしている事業者が適切に評価される市場
の形成を促進し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な地域社会の構築に寄与するために、皆
様の積極的な御利用と御理解をお願いいたします。
団 体 名：宮城県

担当者：環境生活部資源循環推進課 企画指導班

TEL：022-211-2656

FAX：022-211-2657

E-mail：sigenp@pref.miyagi.jp

ＵＲＬ：http://www.pref.miyagi.jp/sigen/
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＜グリーン購入とは＞
製品やサービスを購入するとき「環境」
「必要性」を考慮し、環境への影響
が少ないもの、商品の製造から廃棄に至るまでの過程を考えると共にも、環境
負荷の低減に努める事業者から優先して購入することが「グリーン購入」です。
環境に積極的な企業を支援することにもなり、「ビジネスチャンス」、
「環境
活動の取り組み」のきっかけと捉え、ポジティブに取り組むことが重要です。
グリーン購入は CO2 削減にもつながり、地球温暖化防止の有効手段のひとつで
す。

＜みやぎグリーン購入ネットワーク＞
グリーン購入の取り組みを促進するために、平成 16 年 3 月 24 日設立した宮
城県内の企業、団体、市町村等の緩やかなネットワークです。地域の幅広い団
体の参加により、地域のグリーン購入促進の取り組みを行うとともに、全国組
織である「グリーン購入ネットワーク(GPN)」と連携して活動しています。
趣旨に賛同する多くの会員に支えられて運営しています。宮城県の法人・団
体であればどなたでも入会できます。
（Ａ会員 1 口 1 万円、Ｂ会員 1 口 6 千円）

＜

お問合せ先

＞

みやぎグリーン購入ネットワーク事務局
〒981‑3121 仙台市泉区上谷刈三丁目 10−6
TEL:022‑218‑5451 ／ FAX:022‑375‑7797
E‑mail : m‑green@ miyagigpn.net
URL ： http://www.miyagigpn.net
（2011 年 2 月

15

発行）

