
事業者 コード 事業者名

K157 財団法人 都市緑化基金

K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人 都市緑化基金

K158 社団法人 日本ナショナル・トラスト協会

A024 株式会社ジェフグルメカード K161 独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金

A026 全国たまご商業協同組合

A040 日本図書普及株式会社

A041 株式会社トイカード K122 財団法人 日本ユニセフ協会

A042 株式会社日本フラワー振興協会 K161 独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金

A043 株式会社 日比谷花壇 K157 財団法人 都市緑化基金

A046 住信・パナソニックフィナンシャル サービス株式会社

A047 株式会社ベスト電器 K032 特定非営利活動法人 再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本

K157 財団法人 都市緑化基金

K176 そらべあグリーン電力証書 日本風力開発株式会社

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

K175
再生可能エネルギープロジェクトから創出された排出枠の 活用によるカーボン・オフセット
オリックス株式会社・オリックス環境株式会社

K007 GLOBE Japan　地球環境国際議員連盟

K085 特定非営利活動法人 緑の地球ネットワーク

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

K074 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

K034 おきなわアジェンダ21県民会議

K158 社団法人 日本ナショナル・トラスト協会

A053 ＡＮＡセールス株式会社

A054 株式会社日本航空インターナショナル

A055 株式会社プリンスホテル

A056 株式会社ホテルオークラ東京

A057 日本百貨店協会

A058 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス K074 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団

A059 ユニー株式会社 K156 社団法人 国土緑化推進機構

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人 都市緑化基金

K158 社団法人 日本ナショナル・トラスト協会

A061 株式会社ダイエー

A062 株式会社いせやコーポレーション

A063 エス・ビー・システムズ株式会社 K107 財団法人 オイスカ

A064 株式会社義津屋

A065 株式会社京急百貨店

A066 株式会社サニーマート K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

A067 イズミヤ株式会社

A068 株式会社フジ K122 財団法人 日本ユニセフ協会

A069 ビットワレット株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション K014 特定非営利活動法人 そらべあ基金

A070 株式会社セブン・カードサービス K074 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団

A072 株式会社クオカード K156 社団法人 国土緑化推進機構

K173 インドの国から生まれるCO2削減クレジット 株式会社リサイクルワン

K175
再生可能エネルギープロジェクトから創出された排出枠の 活用によるカーボン・オフセット
オリックス株式会社・オリックス環境株式会社

A075 三井住友カード株式会社 K069 特定非営利活動法人 環境リレーションズ研究所

A077 ユーシーカード株式会社 K122 財団法人 日本ユニセフ協会

A074 株式会社ジェーシービー

株式会社エコノス

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

財団法人 尾瀬保護財団

The Green Belt Movement

横浜市水道局 水のふるさと道志の森基金

株式会社FTカーボン

A071 イオンリテール株式会社 財団法人 イオン環境財団

石見銀山基金

社団法人 海外環境協力センター

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

A060 全国農業協同組合連合会

A050 近畿日本ツーリスト株式会社

A051 株式会社日本旅行

A052 トップツアー株式会社

特定非営利活動法人 海の森づくり推進協会

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

一般社団法人グリーンサンタ基金

A048 出光クレジット株式会社

A049 株式会社ＪＴＢ法人東京

住宅エコポイント  交換事業者寄附先一覧

寄附先名称

A021 全国米穀販売事業共済協同組合

A022 全国農業協同組合連合会



A078 株式会社ほくせん K002 財団法人 北海道環境財団

A079 株式会社日専連旭川

A080 株式会社日専連釧路 K151 特定非営利活動法人 トラストサルン釧路

A081 株式会社日専連ジェミス K002 財団法人 北海道環境財団

A084 株式会社日専連ホールディングス K206 特定非営利活動法人白神山地を守る会

A087 株式会社日専連ライフサービス K063 財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)

A091 株式会社OCS K205 特定非営利活動法人西表島エコツーリズム協会

A094 株式会社オリコビジネス＆コミュニケーションズ

A097 株式会社ＪＴＢ商事 K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

A164 長崎県鮨商生活衛生同業組合

A166 株式会社文化放送開発センター

A167 株式会社エイチ・アイ・エス K124 特定非営利活動法人ブリッジ エーシア ジャパン

A168 藤田観光株式会社

A170 株式会社阪急阪神ホテルズ

A171 株式会社西條

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人 都市緑化基金

K158 社団法人 日本ナショナル・トラスト協会

K005 特定非営利活動法人 環境ネットやまがた

K063 財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)

K050 特定非営利活動法人 富士山クラブ

K122 財団法人 日本ユニセフ協会

A177 株式会社東急ハンズ

A178 株式会社マルエツ K156 社団法人 国土緑化推進機構

A179 株式会社アップルランド

A180 株式会社バロー

A181 株式会社清水屋 K036 特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会

A183 株式会社平和堂 K129 財団法人 石川県緑化推進委員会

A185 株式会社オークワ

A186 株式会社松源 K028 特定非営利活動法人 わかやま環境ネットワーク

A187 株式会社イズミ

A188 株式会社マルヨシセンター

A189 株式会社サンシャインチェーン本部 K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

A190 株式会社ニッセンレンエスコート K003 特定非営利活動法人 北海道グリーンファンド

A198 株式会社東急ホテルズ K107 財団法人オイスカ

A199 株式会社ロイヤルホテル

A200 株式会社  タカヤナギ K004 特定非営利活動法人  環境あきた県民フォーラム (秋田県地球温暖化防止活動推進セ
ンター)

A201 株式会社  丸井

A206 株式会社  近鉄ホテルシステムズ K142 社団法人 まちづくり国際交流センター

A207 株式会社  ヤオコー

B012 協同組合江釣子ショッピングセンター

B025 鹿沼商工会議所 K122 財団法人 日本ユニセフ協会

B066 協同組合安城サルビアスタンプ会 K137 特定非営利活動法人 地域の未来・志援センター

B093 南国市商工会 K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

B098 協同組合鹿本ショッピングセンター K089 特定非営利活動法人 環境技術協会

B107 蒲生町商工会

B121 協同組合倶知安商店連合会

B144 協同組合ハマナス商店会 K150 特定非営利活動法人 霧多布湿原トラスト

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

A202 株式会社  サンリブ 社団法人 広島県みどり推進機構

財団法人 やまぐち農林振興公社

社団法人 熊本県緑化推進委員会

社団法人 宮崎県緑化推進機構

A175 株式会社オートバックスセブン

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

財団法人 福岡県水源の森基金

A173 株式会社ヤマザワ

A174 イオンリテール株式会社 財団法人 イオン環境財団

石見銀山基金

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配
　Ｃ．自然保護・生物多様性保全

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

A172 株式会社Ａコープ北東北

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配



B146 びばい商品券運営協議会 K002 財団法人 北海道環境財団

B162 協同組合雫石町サービス店会

B167 前沢商業協同組合

B179 生活協同組合共立社 K005 特定非営利活動法人 環境ネットやまがた

B184 協同組合おのショッピングプラザ

B209 練馬区商店街振興組合連合会

B226 能登鹿北商工会 K129 財団法人 石川県緑化推進委員会

B248 株式会社駿河屋魚一

B263 大府商工会議所

B265 協同組合グランドショップアツミ

B266 設楽町商工会

B274 亀岡商業協同組合 K093 特定非営利活動法人 プロジェクト保津川

K028 特定非営利活動法人 わかやま環境ネットワーク

K086 特定非営利活動法人 和歌山自然リサイクル協会

B304 久米郡商工会

B311 山口商工会議所

B337 湯前町商工会

B367 和寒町商業振興協同組合 K095 環境NGO ezorock

B373 株式会社  名鉄交通商事

B378 東城カード事業協同組合

Ｂ407 勝浦奉仕会協同組合 K067 特定非営利活動法人 ちば里山センター

Ｂ411 つるぎ街づくり株式会社 K129 財団法人 石川県緑化推進委員会

Ｂ414 神石やまなみギフト会 K031 特定非営利活動法人 ＩＮＥ ＯＡＳＡ ＇い～ね！おおあさ

C019 エグゼキューブ株式会社

C022 株式会社三喜

C025 株式会社ディノス K070 特定非営利活動法人 国際環境NGO FoE Japan

C029 グッディポイント株式会社

C030 株式会社  シージードラフト K122 財団法人 日本ユニセフ協会

C031 株式会社  ビック酒販

C032 ギフトフーズ株式会社

C033 株式会社ＪＴＢ商事 K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

C035 株式会社  アルファーブレインズ

C036 伊藤忠商事株式会社

C037 株式会社  京王百貨店

D017 株式会社セカンドプランニング事務所

D039 株式会社北のグルメ

D042 株式会社ディスカバリー K122 財団法人 日本ユニセフ協会

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人 都市緑化基金

K158 社団法人 日本ナショナル・トラスト協会

K099 特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

K182 矢祭町商工会青年部

D048 花企画株式会社

D049 特定非営利活動法人Ｍａｄｅｉｎ越後 K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

D050 手づくり百人協同組合 K203 特定非営利活動法人 信越トレイルクラブ

D051 株式会社ゆのたに K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

D055 株式会社信濃屋酒店

D057 株式会社アリエシステム

D059 財団法人但馬地域地場産業 振興センター

D061 株式会社山陽百貨店 K168 社団法人 兵庫県緑化推進協会

D065 鳥取県商工会連合会

K029 特定非営利活動法人 おかやまエネルギーの未来を考える会

K030 財団法人 おかやま環境ネットワーク

D070 社団法人香川県物産協会 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配
　D．森林の保全・緑化

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

豊岡市 コウノトリ基金

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

D067 赤磐特産館アグリ

住宅エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配
　D．森林の保全・緑化

D044 株式会社Ａコープ北東北

D046 株式会社いわきテレワークセンター

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

The Green Belt Movement

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配
 　A．地球温暖化防止

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配
　C．自然保護・生物多様性保全

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

B289 白浜町商工会

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

練馬みどりの葉っぴい基金

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配



D077 株式会社鶴屋百貨店

D080 社団法人大分県物産協会 K204 特定非営利活動法人 おおいた環境保全フォーラム

D087 まちづくり会社知床市場有限会社

D089 株式会社  アクティス K150 特定非営利活動法人 霧多布湿原トラスト

D092 株式会社アプコ

E001 伊藤忠商事株式会社

E012 株式会社カタログハウス K121 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター

E013 株式会社三喜

E016 株式会社ディノス K070 特定非営利活動法人 国際環境NGO FoE Japan

E017 株式会社日盛興産

E018 株式会社丸井

E020 株式会社エニシル K056 特定非営利活動法人 日本ウミガメ協議会

E021 酒井産業株式会社 K210 一般社団法人 more trees

E024 株式会社アリエシステム

K015 特定非営利活動法人 バイシクル エコロジー ジャパン

K052 財団法人 キープ協会

K126 特定非営利活動法人 ミレニアムシティ

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

E025 ステップチェンジ株式会社

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

The Green Belt Movement

住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２６年度

K157 財団法人 都市緑化機構

K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

平成２５年度

K157 財団法人 都市緑化機構

K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

事業報告

寄附先

平成２３年度

K157 財団法人 都市緑化機構

K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

平成２４年度

K157 財団法人 都市緑化機構

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A021 交換事業者名 全国米穀販売事業共済協同組合

0.23% 交換事業者ＵＲＬ http://www.zenbeihan.com/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２６年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人 都市緑化機構

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K157 財団法人 都市緑化機構

平成２５年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人 都市緑化機構

事業報告

寄附先

平成２３年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人 都市緑化機構

平成２４年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A022 交換事業者名 全国農業協同組合連合会

0.23% 交換事業者ＵＲＬ http://www.zennoh.or.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K161 独立行政法人 地球環境基金（環境再生保全機構）

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K161 独立行政法人 地球環境基金（環境再生保全機構）

事業報告

寄附先

K161 独立行政法人 地球環境基金（環境再生保全機構）

K161 独立行政法人 地球環境基金（環境再生保全機構）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A024 交換事業者名 株式会社ジェフグルメカード

0.20% 交換事業者ＵＲＬ http://www.jfcard.co.jp/index.html



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

寄附額 ¥20

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要／使途）
当協会は「海の森づくり」支援活動の主たる公益事業として「海の森づくり」用コンブ／ワカメ種糸の斡旋事業を行っており、今回の住宅エコポイン
ト事業での寄附金20円は当協会会員に対する平成２５年度の当該斡旋事業の通信費総額14,604円の一部とした。

（効果）
平成２５年度の「種糸の斡旋」事業は、東京海洋大学の海の日イベントが品川キャンパスで行われ、種糸の斡旋量は沖縄県を含む14県44件を
対象とした16,385ｍ、総額3,227,786円となった。

平成２６年度

寄附先 特定非営利活動法人海の森づくり推進協会

事業・プロジェクト名 「海の森づくり推進協会」が推進する海の森づくり支援活動の一部「種糸の斡旋」事業

URL http://www.kaichurinn.com

URL http://www.kaichurinn.com

寄附額 ¥517

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

当協会が進めている「海の森づくり」は、コンブなど大型海藻の養殖を勧めることです。その理由は、こうした大型海藻の養殖が、富栄養化した水
域では、窒素、燐、炭酸ガスを吸収し、酸素を吐き出し、水の垂直移動を促進し、赤潮を防ぎ、藻場を再生し、環境を保全するからです。他方、在
来種の付着基盤となり、産卵場・揺籃場となり、地元の生物多様性を促進し、水産増殖につながるからです。しかしながら、このような効果は、公
的利益に繋がりますが、養殖業者の私的利益に直結しません。さらに、養殖費用は、個人負担となります。その結果、「海の森づくり」に興味を持
つ養殖業者は非常に少ないのです。このような状態を改善するために、コンブやワカメの種糸を手数料無料で当協会が実施しております。その
斡旋量は平成24年度は16,731mでした。種糸は、平成24年11月から平成25年1月にかけて北海道、青森県、岩手県、徳島県から取寄せ、全国41
箇所に配りました。この寄附金　517円は、手数料無料の種糸購入先青森市への送金手数料　840円の一部として使用しました。

事業・プロジェクト名 「海の森づくり推進協会」が推進する海の森づくり支援活動の一部「種糸の斡旋」事業

事業・プロジェクト名 「海の森づくり推進協会」が推進する海の森づくり支援活動の一部「種糸の斡旋」事業

URL http://www.kaichurinn.com

寄附額 ¥2,062

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

１．H23/3～H24/2迄を対象期間とする寄付額　2,062円の使い道：海の森づくり支援活動の一部「種糸の斡旋」は平成23/9～H24/2迄の事業で
ある。当協会では、海の森づくりのためのコンブの種糸を手数料無料で斡旋している。平成２３年度の斡旋量は種糸18,071mで、16県30箇所に及
んだ。寄付額は、通信費の一部に使われた。

平成２５年度

寄附先 特定非営利活動法人海の森づくり推進協会

¥4,999

事業報告

平成２３年度

寄附先 特定非営利活動法人 海の森づくり推進協会

事業・プロジェクト名 海の森づくり

URL http://www.kaichurinn.com

寄附額 ¥2,400

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

①今回の環境寄附は、海の森づくり支援事業のうち、コンブ種糸の斡旋に充てられた。当協会では、中国の例に見られるような海藻の養殖の増
殖効果を高く評価し、大型海藻コンブの養殖を「海の森づくり」の基本に位置づけ、本州以南の希望者に種糸を手数料無料で斡旋している。本年
度の斡旋量17,551ｍ（総額　3,510,200円）は、松前町種苗センター、青森市水産指導センター、青森県栽培漁業振興協会の３か所から得た促成
栽培種糸を鹿児島県から秋田県を含む16県40か所に送付した。
②本環境寄付2,400円は、種糸の供給先3か所への送金手数料（840円×3＝2,520円）の一部として使われた。
③斡旋した種糸は、本年5～6月には175ｔから3,500ｔの養殖生産に繋がり、各地の海の森づくりに貢献している。

平成２４年度

寄附先 特定非営利活動法人海の森づくり推進協会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

A026 交換事業者名 全国たまご商業協同組合

0.50% 交換事業者ＵＲＬ http://www.tamagoken.or.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A040 交換事業者名 日本図書普及株式会社

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.toshocard.com/eco_point/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K122  公益財団法人 日本ユニセフ協会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K122  公益財団法人 日本ユニセフ協会

事業報告

寄附先

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

K122  公益財団法人 日本ユニセフ協会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A041 交換事業者名 株式会社トイカード

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.toycard.co.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K161 独立行政法人 環境再生保全機構（地球環境基金）

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K161 独立行政法人 環境再生保全機構（地球環境基金）

事業報告

寄附先

K161 独立行政法人 地球環境基金（環境再生保全機構）

K161 独立行政法人 地球環境基金（環境再生保全機構）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A042 交換事業者名 一般社団法人　日本生花通信配達協会

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.jfpa.co.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K157 財団法人 都市緑化機構

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K157 財団法人 都市緑化機構

事業報告

寄附先

K157 財団法人 都市緑化機構

K157 財団法人 都市緑化機構

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A043 交換事業者名 株式会社　日比谷花壇

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.flowergiftcard.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

寄附額 ¥7,983

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）グリーンサンタ基金では、森の循環を促し、環境に配慮された持続可能な「グリーンサンタの森」づくりをおこない、そこで森の役割や、自
然の大切さを学ぶ活動を行なっています。
（使途）寄附金は子どもたちに森林環境教育を実施するために使用いたしました。今年度は、北海道、岩手県、宮城県、福島県、新潟県、群馬
県、東京都、三重県、和歌山県、兵庫県、広島県にて計50回以上、乳児から高校生まで、延べ500人以上の子どもたちに森林環境教育プログラ
ムLEAFを体験してもらいました。今回の寄附金は活動の一部として使用させていただきました。
（効果）子どもたちが森に行き、森林体験をすることによって、森や自然の働きについて学びました。また自然や木の働きや、人間の暮らしと森と
の関わりなどについて、自らが考え、気づきや意見を共有することにより、自分たちの未来に対する意識や責任感が生まれました。

平成２６年度

寄附先 特定非営利活動法人　グリーンサンタ基金

事業・プロジェクト名 森林育成支援事業　および　子どもたちへの自然教育事業

URL http://www.greensanta.or.jp

URL http://www.greensanta.or.jp/

寄附額 ¥42,823

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

グリーンサンタ基金では、森の循環を促し、環境に配慮された持続可能な「グリーンサンタの森」づくりをおこない、森の役割や、自然の大切さを
学ぶ森林環境教育活動を行なっています。
・使途　寄付金は子どもたちに森林環境教育を実施するために使用いたしました。今年度は、北海道、宮城県、福島県、群馬県、神奈川県にて
計9回、乳児から小学生まで、延べ200人以上の子どもたちに森林環境教育プログラムLEAFを体験してもらいました。また、国連が定める9月21
日の世界平和の日に、全国3ヶ所で子どもたちが植樹を行い、その使途として寄付金を活用させていただきました。
・効果　子どもたちが森に行き、植樹をはじめとした森林体験をすることにより、森や自然の働きについて学びました。それにより、人間の暮らしと
森との関わりについて、自らが考え、気づきや意見を共有することにより、自分たちの未来に対する意識や責任感が生まれました。

事業・プロジェクト名 森林育成支援事業　および　子どもたちへの自然教育事業

事業・プロジェクト名 森林育成支援事業　および　子どもたちへの自然教育事業

URL http://www.greensanta.or.jp/

寄附額 ¥253,260

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

グリーンサンタ基金では、森の循環を促し、環境に配慮された持続可能な「グリーンサンタの森」づくりをおこない、そこで森の役割や、自然の大
切さを学ぶ活動を行なっています。
・使途　寄付金は子どもたちに森林環境教育を実施するために使用いたしました。今年度は、北海道、新潟県、宮城県、福島県、東京都、三重
県、広島県、熊本県にて計50回以上、乳児から高校生まで、延べ800人以上の子どもたちに森林環境教育プログラムLEAFを体験してもらいまし
た。また、国連が定める9月21日の世界平和の日に、全国８ヶ所で子どもたちが植樹を行いました。
・効果　子どもたちが森に行き、植樹をはじめとした森林体験をすることにより、森や自然の働きについて学びました。また自然や木の働きや、人
間の暮らしと森との関わりなどについて、自らが考え、みんなで気づきや意見を共有することにより、自分たちの未来に対する意識や責任感が生
まれました。

平成２５年度

寄附先 特定非営利活動法人　グリーンサンタ基金

¥528,878

事業報告

平成２３年度

寄附先 一般社団法人法人 グリーンサンタ基金

事業・プロジェクト名 森林育成支援事業　および　子どもたちへの自然教育事業

URL http://www.greensanta.or.jp

寄附額 ¥224,812

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）グリーンサンタ基金では、森の循環を促し、環境に配慮された持続可能な「グリーンサンタの森」づくりをおこない、そこで子どもたちが森
の役割や、自然の大切さを学ぶ活動を行なっています。
（使途）寄付金は全国９ヶ所のグリーンサンタの森の整備・保全等に使用し、多様な動植物が生息する森づくりを行っています。また、全国７ヶ所
（北海道３ヶ所、新潟県、東京都、三重県、熊本県）の、グリーンサンタの森を拠点として、学校等教育機関での森林環境教育を実施させていただ
き、今年度全65回、園児から高校生まで、延べ1000人以上の子どもたちが学びました。
（効果）子どもたちが実際に森に入り、体験することにより、森や自然環境の大切さを学びました。また、それらがもたらす様々な役割について、
自らが考え、みんなで気づきや意見を共有することにより、自分たちの未来に対する意識や責任感が生まれました。

平成２４年度

寄附先 特定非営利活動法人　グリーンサンタ基金

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

A046 交換事業者名 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.smtpfc.jp/ko_eco/jyutaku.html



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K032 特定非営利活動法人 再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K032 特定非営利活動法人 再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本

事業報告

寄附先

K032 特定非営利活動法人 再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本

K032 特定非営利活動法人 再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A047 交換事業者名 株式会社ベスト電器

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.bestdenki.ne.jp/jutaku_eco-point_gift



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２６年度 K157 財団法人 都市緑化機構

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K176
そらべあグリーン電力証書
日本風力開発株式会社

平成２５年度

K157 財団法人 都市緑化機構

K176 日本風力開発株式会社

事業報告

寄附先

平成２３年度

K157 財団法人 都市緑化機構

K176 日本風力開発株式会社

平成２４年度

K157 財団法人 都市緑化機構

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A048 交換事業者名 出光クレジット株式会社

5.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.idemitsucard.com/preca/ecopreca/index.html



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２６年度

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

K175 オリックス株式会社・オリックス環境株式会社

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K175
再生可能エネルギープロジェクトから創出された排出枠の活用によるカーボ

ン・オフセット
オリックス株式会社・オリックス環境株式会社

平成２５年度

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

K175 オリックス株式会社・オリックス環境株式会社

事業報告

寄附先

平成２３年度

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

K175 オリックス株式会社・オリックス環境株式会社

平成２４年度

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A049 交換事業者名 株式会社JTB法人東京

0.1%～1.0% 交換事業者ＵＲＬ http://jtb.co.jp/gift/ecopointjutaku/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２６年度

K007 GLOBE Japan（地球環境国際議員連盟）

K085 特定非営利活動法人 緑の地球ネットワーク

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K085 特定非営利活動法人 緑の地球ネットワーク

平成２５年度

K007 GLOBE Japan（地球環境国際議員連盟）

K085 特定非営利活動法人 緑の地球ネットワーク

事業報告

寄附先

平成２３年度

K007 GLOBE Japan（地球環境国際議員連盟）

K085 特定非営利活動法人 緑の地球ネットワーク

平成２４年度

K007 GLOBE Japan（地球環境国際議員連盟）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A050 交換事業者名 近畿日本ツーリスト株式会社

1.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.knt.co.jp/ecopoint/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２６年度

K074 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

平成２５年度

K074 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

事業報告

寄附先

平成２３年度

K074 一般財団法人　セブン－イレブン記念財団

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

平成２４年度

K074 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A051 交換事業者名 株式会社日本旅行

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.nta.co.jp/ecopoint/index/index.htm



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２６年度

K034 おきなわアジェンダ21県民会議

K158 社団法人 日本ナショナル・トラスト協会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K158 社団法人 日本ナショナル・トラスト協会

平成２５年度

K034 おきなわアジェンダ21県民会議

K158 社団法人 日本ナショナル・トラスト協会

事業報告

寄附先

平成２３年度

K034 おきなわアジェンダ21県民会議

K158 社団法人 日本ナショナル・トラスト協会

平成２４年度

K034 おきなわアジェンダ21県民会議

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A052 交換事業者名 トップツアー株式会社

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://toptour.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

寄附額 ¥829,650

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

国際総合山岳開発センター（ＩＣＩＭＯＤ）の「ネパール・ＩＣＩＭＯＤ自然教育公園内にエネルギー施設導入支援プロジェクト」活動を支援。ＩＣＩＭＯＤ
はヒンドゥクシ・ヒマラヤ地区にまたがる八か国における持続可能な開発を目指して政府間調整、研究、情報発信等を行っている国際機関で、ネ
パール・カトマンズ市に本部を置き同市南東１５ｋｍ、プルチョウキ山麓北部に位置するＩＣＩＭＯＤ自然教育公園を管理運営。配電網を整備する集
中型電力供給システムは、途上国の山間僻地においては経済的、技術的にも困難な場合が多く、小規模水力発電や太陽光発電など、現場での
分散型電力供給システムが求められる。ＩＣＩＭＯＤは、本寄附金（全額）を投入し、公園内歩道に太陽光パネルによる夜間照明用ＬＥＤランプを導
入。入園者向けの自然教育プログラムの中で、分散型電力供給技術の一例として紹介し、同国の低炭素社会及びグリーン経済の構築に寄与す
る。

平成２６年度

寄附先 一般社団法人海外環境協力センター

事業・プロジェクト名 ラオスにおけるラムサールサイトのプロファイリング調査

URL http://oecc.or.jp/

URL http://www.oecc.or.jp/

寄附額 ¥2,177,160

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当団体では、2011年度からラオス国際自然保護連合（IUCN）と共同でラオス国内２箇所のラムサール湿地の基礎調査及び同調査結果を
基にする持続的な湿地管理管理手法の追求をしています。
（使途）前年度繰越(85,964円)とこの度の寄附金である2,177,160円に、自己資金を追加した2,306,500円を用いて、湿地に多大な影響を及ぼす住
民の生計向上につながるBeung Kiat Ngong湿地における貴重な鳥類及び哺乳類の同定を行うとともに、エコツーリズムにも貢献する居住境界
フェンス・看板の設置を実施した。
（効果）IUCNと共同で開発したBeung Kiat Ngongラムサール湿地管理計画に基づき、貴重な自然資源の懸命な利用を確実にする具体的方策とし
てエコツーリズムの実施可能性が検証された。また、住民の影響を排除する境界フェンス・看板の設置を通して、生活影響を物理的に排除すると
ともに住民意識の向上が図られた。

事業・プロジェクト名 ラオスにおけるラムサールサイトのプロファイリング調査

事業・プロジェクト名 ラオスにおけるラムサールサイトのプロファイリング調査

URL http://www.oecc.or.jp/

寄附額 ¥2,399,130

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）前年度に実施したラオス国天然資源環境省(MONRE)から協力依頼を受けたラムサール条約に登録されたセーチャムポーン湿地
（XeChamphone）及びブンケットゴン湿地（Beung Kiat Ngong）に関するプロファイリング調査結果に基づき、特に対応が急がれるXeChamphone湿
地を対象に鳥類及び大型哺乳類の資源調査を実施しました。
（使途）この度ご寄附頂いた2,399,130円に前年度の残預金368,305円を加え、XeChamphone湿地における国際的な有識者による資源調査に
2,681,471円を支出しました。
（効果）国際NGO（IUCN）と共同で調査を行い、資源分布、対象種存在度、生物多様性の脅威を分析し、その結果を基にXeChamphone湿地にお
ける優先分類群の初期モニタリング方法を開発しました。このモニタリング方法の開発を通して、貴重な種や資源の概況把握、湿地周辺住民の
生活の影響を高く受けている地域の把握が可能となるとともに、それらの対策に向けたオプションの検討が可能になりました。
（その他）今年度の残余金85,964円は、次年度へ繰り越します。

平成２５年度

寄附先 一般社団法人海外環境協力センター

¥6,482,520

事業報告

平成２３年度

寄附先 社団法人 海外環境協力センター（内、オフセットクレジット認証運営委員会）

事業・プロジェクト名 海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境の保全に貢献することを目的とする事業

URL http://www.oecc.or.jp/

寄附額 ¥1,076,580

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）ラオス国天然資源環境省(MONRE)からからラムサール湿地の懸命な利用に関する方向性検討に関する協力依頼を受けたところ、セー
チャムポーン湿地（XeChamphone）とブンケットゴン湿地（Beung Kiat Ngong）の対象2湿地に関するプロファイリングを行い、賦存自然資源の特性
に基づく包括的な管理計画策定に向けた準備を行いました。
（使途）概要部分にある対象2湿地のプロファイリング調査費として708,275円を使わせていただきました。
（効果）ラオスの自然環境に詳しい現地のNGO（IUCN）と共同で調査を実施し、住民の意見なども取り入れた開発オプションを検討したことによ
り、現地の状況に適した賢明な利用に関する管理の方向性を示すことが出来、ラオス政府のラムサール湿地管理計画の策定準備を推進するこ
とができました。
（その他）今年度の残余金368,305円は、次年度へ繰り越します。

平成２４年度

寄附先 一般社団法人海外環境協力センター

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

A053 交換事業者名 ANAセールス株式会社

3.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.anas.co.jp/tsumitate/guide/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A054 交換事業者名 日本航空株式会社

3.0% 交換事業者ＵＲＬ http://www.jal.co.jp/ep



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A055 交換事業者名 株式会社プリンスホテル

0.2% 交換事業者ＵＲＬ http://www.princehotels.co.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A056 交換事業者名 株式会社ホテルオークラ東京

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.hotelokura.co.jp/tokyo/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A057 交換事業者名 日本百貨店協会

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.departinfo.com/do/pc/gift



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K074 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K074 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団

事業報告

寄附先

K074 一般財団法人　セブン－イレブン記念財団

K074 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A058 交換事業者名 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.7andi.com/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K156 社団法人 国土緑化推進機構

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K156 社団法人 国土緑化推進機構

事業報告

寄附先

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K156 社団法人 国土緑化推進機構

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A059 交換事業者名 ユニー株式会社

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.uny.co.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２６年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人 都市緑化機構

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K157 財団法人 都市緑化機構

平成２５年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人 都市緑化機構

事業報告

寄附先

平成２３年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人 都市緑化機構

平成２４年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A060 交換事業者名 全国農業協同組合連合会

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.zennoh.or.jp/bu/seikatu/gift/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A061 交換事業者名 株式会社ダイエー

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.daiei.co.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

寄附額 ¥8,960

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当財団では尾瀬国立公園の利用者に対するマナー啓発や情報発信、尾瀬の自然について理解を深めるための自然解説、登山者の安
全対策などを行っています。
（使途）尾瀬の隠された魅力や新たな利用方法を参加者に発見していただく『尾瀬を知る現地講座』の開催、登山者の安全確保や自然解説技術
等の向上を図るための各種研修の受講、登山者の安全確保のためのツキノワグマ対策、これらの事業に係る人件費や諸経費にご寄附を使用さ
せていただきました。
（効果）地域力向上を図るために地元ガイドを活用し、麓の史跡も案内するなど、地域に密着した現地講座を複数回開催しました。また、受講した
救急法研修を活かして、傷病事故に的確に対応し、チェーンソーや刈払機研修を活かして、登山道の保守管理を行いました。ツキノワグマ対策
では木道近くに繰り返し出没したクマに対して、轟音玉等を用いて追い払いを実施し、人身事故を防ぐことが出来ました。

平成２６年度

寄附先 財団法人尾瀬保護財団

事業・プロジェクト名 尾瀬国立公園の優れた自然環境の保全とその適正利用に関する普及啓発活動

URL http://www.oze-fnd.or.jp

URL http://www.oze-fnd.or.jp

寄附額 ¥111,489

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当財団では尾瀬国立公園の利用者に対するマナー啓発や情報発信、尾瀬の自然について理解を深めるための自然解説、登山者の安
全対策などを行っています。
（使途）尾瀬の隠された魅力や新しい尾瀬の利用方法を参加者に発見していただく『尾瀬を知るための現地講座』の開催、登山者の安全確保や
自然解説技術等の向上を図るための各種研修の受講、登山者の安全確保のためのツキノワグマ対策、これらの事業に係る人件費や諸経費に
ご寄附を使用させていただきました。
（効果）地域力向上を図るために地元ガイドを活用し、麓の史跡も案内するなど、地域に密着した現地講座を複数回開催しました。また、受講した
救急法研修などを活かして、昨年よりも５件多い９０件の傷病事故に対して的確に対応できました。ツキノワグマ対策では木道近くに繰り返し出
没したクマに対して、轟音玉などを用いて追い払いを実施し、人身事故を防ぐことが出来ました。

事業・プロジェクト名 尾瀬国立公園の優れた自然環境の保全とその適正利用に関する普及啓発活動

事業・プロジェクト名 尾瀬国立公園の優れた自然環境の保全とその適正利用に関する普及啓発活動

URL http://www.oze-fnd.or.jp

寄附額 ¥801,273

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当財団では尾瀬国立公園の利用者に対するマナー啓発や情報発信、尾瀬の自然について理解を深めるための自然解説、至仏山の環
境保全のための環境調査などを行っています。
（使途）尾瀬の隠された魅力や新しい尾瀬の利用方法を参加者に発見していただく『尾瀬を知るフィールド講座』の開催、傷病人に対して迅速、的
確に対応するための救急法研修の受講、浸食や裸地化が進行する至仏山登山道について地質等の調査を行う至仏山環境調査、これらの事業
に係る人件費や諸経費にご寄付を使用させていただきました。
（効果）フィールド講座は昨年８回開催、参加者８４名であったのに対して、今年度は９回開催し、延べ１２８名の方に参加していただきました。ま
た、受講した救急法研修を活かして、８５件の傷病事故に対して的確に対応できました。至仏山環境調査では現地調査を２回行い、現登山道の
劣化原因の特定や修復目標と復元方法について検討しました。

平成２５年度

寄附先 財団法人尾瀬保護財団

¥1,479,554

事業報告

平成２３年度

寄附先 財団法人 尾瀬保護財団

事業・プロジェクト名 尾瀬地域のすぐれた自然環境保全とその利用に関する普及啓発

URL

寄附額 ¥557,832

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当財団独自事業として、尾瀬の自然について理解を深めるための自然解説事業と至仏山の環境保全のための環境調査などを行ってい
ます。
（使途）現地で、一般のお客様等を対象に「新しい尾瀬の発見」と、「適正利用を促す」ことを目的とするテーマを設定した『尾瀬を知るフィールド講
座』を開催して、たぐいまれな尾瀬の自然環境への理解と環境教育の充実を図りました。また、至仏山の環境保全のための調査として、浸食や
裸地化の進行が激しい至仏山登山道３ルートについて、付け替え候補地の植生及び地質等の調査を行う事業費や人件費としてご寄付を使用さ
せていただきました。
（効果）フィールド講座は８回開催し、延べ８４名の参加があり、参加しやすい受講料金（２，０００円）を設定することができました。至仏山環境調
査では引き続き平成２４年度も調査を行い、現登山道の劣化原因の特定や修復目標と復元方法について検討します。山道の劣化原因の特定や
修復目標と復元方法について検討します。

平成２４年度

寄附先 財団法人尾瀬保護財団

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

A062 交換事業者名 株式会社いせやコーポレーション

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.beisia.co.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K107 公益財団法人 オイスカ

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K107 公益財団法人 オイスカ

事業報告

寄附先

K107 公益財団法人 オイスカ

K107 公益財団法人 オイスカ

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A063 交換事業者名 エス・ビー・システムズ株式会社

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.sbsystems.co.jp/cgcgift/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

寄附額 ¥1,730

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）2009年より、MOTTAINAIキャンペーンからの寄附金額によって、ケニア中部のキエニ地区（面積約1,300平方km）で、3年計画で植林する
「MOTTAINAI GREEN PROJECT」が始動しております。
（使途）MOTTAINAIキャンペーン事務局を構成する一企業である伊藤忠商事株式会社からのエコポイント寄附は本プロジェクトの一部として活用
されております。
（効果）MOTTAINAI GREEN PROJECTでは、これまで381万本を植林し、現在171万6千本が生育中です。
45％の定着率ですが、これは自生種の「宮脇方式」による混植で強い種だけが生育したためで、強い森づくりの基礎ができたということになりま
す。
グリーンベルト運動が周辺農家やケニア森林公社と協力して保全にあたっており、すでに2～7メートルの木々の森が形成されつつあります。

平成２６年度

寄附先 The Green Belt Movement

事業・プロジェクト名 グリーンベルトムーブメント

URL http://www.greenbeltmovement.org/

URL http://www.greenbeltmovement.org/

寄附額 ¥9,692

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）2009年より、MOTTAINAIキャンペーンからの寄附金額によって、ケニア中部のキエニ地区（面積約1,300平方km）で植林する「MOTTAINAI
GREEN PROJECT」の植樹本数は2012年10月までに330万本以上になりました。2012年から2013年は、森林再生の取り組みを継続する際の雨
水貯留や、土壌の保全を目的とした農民の研修とサポートに重点が置かれています。
（使途）MOTTAINAIキャンペーン事務局を構成する一企業である伊藤忠商事株式会社からのエコポイント寄附は本プロジェクトの一部として活用
されております。
（効果）2013年は、約50万本が植樹され、その他、昨年火災により焼失した区域などに約100万本を植え直しました。更に植えられたこれらの150
万本の木を補うため、木の種の直まきによって、231万本の木が確保されています。雨水の貯留も190の農地で強化され、26の苗床グループは、
農場収穫物や食事内容を多様化する永年作物を栽培するための水貯留に関して研修を受けました。また、溝での雨水貯留用ビニールシートが
雨水を貯留する溝を掘った農民に対して支給されました。

事業・プロジェクト名 グリーンベルトムーブメント

事業・プロジェクト名 The Green Belt Movement

URL http://www.greenbeltmovement.org/

寄附額 ¥43,819

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）2009年より、MOTTAINAIキャンペーンからの寄附金額によって、ケニア中部のキエニ地区（面積約1,300平方km）で、3年計画で約20万本
を植林する「MOTTAINAI GREEN PROJECT」が始動しております。
（使途）MOTTAINAIキャンペーン事務局を構成する一企業である伊藤忠商事株式会社からの
エコポイント寄附は本プロジェクトの一部として活用されております。
（効果）2012年10月の途中報告によると、多くの地域住民たちが植林活動に参加し、合計で約330万本の苗木をケニア山の西地区、東地区に植
林しております。
この植林した苗木の保持を行い定着させていく予定です。
同時に地域住民やコミュニティの教育、意識向上にも貢献しており、森林や公営・民営の農場での森林再生努力、コミュニティ参加による植え付
け苗木の保護も行っております。

平成２５年度

寄附先 The Green Belt Movement

¥76,808

事業報告

平成２３年度

寄附先 The Green Belt Movement

事業・プロジェクト名 The Green Belt Movement

URL http://www.greenbeltmovement.org/

寄附額 ¥21,567

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）
2009年より、MOTTAINAIキャンペーンからの寄附金額によって、ケニア中部のキエニ地区（面積約1,300平方km）で、3年計画で約20万本を植林
する「MOTTAINAI GREEN PROJECT」が始動しております。

（使途）
エコポイントの寄附金額は、本プロジェクトの一部として活用されております。

（効果）
2011年11月の途中報告によると、多くの地域住民たちが植林活動に参加し、80万本の苗木を439ヘクタールに植林しております。
この植林した苗木の保持を行い定着させていく予定です。
同時に地域住民やコミュニティの教育、意識向上にも貢献しており、森林や公営・民営の農場での森林再生努力、コミュニティ参加による植え付

平成２４年度

寄附先 The Green Belt Movement

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

A064 交換事業者名 株式会社義津屋

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.yoshizuya.com



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

寄附額 ¥29,169

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

・（概要）横浜市の水源のひとつである山梨県道志村の森林を保全するため、平成16年度から市民ボランティアが道志村民有林を整備していま
す。ボランティアの活動は、「横浜市水のふるさと道志の森基金」への寄附等で賄っています。
・（使途）本寄附29,169円とその他横浜市民等からの寄附金により、25年度は15回に渡って道志村で森林整備作業を実施することができました。
水源地道志村の水源林を守るため、市民と行政が協働して水源保全に取り組み、安全でおいしい水を横浜市民へお届けしています。
・（効果）25年度は、1,831本を間伐することにより、3.0ヘクタールを整備することができました。引き続き、整備を継続し、水を貯えたり、浄化したり
する水源かん養機能を向上させるとともに、森林の適切な成長促進によってCO2を吸収し、地球温暖化防止に努めます。

平成２６年度

寄附先 横浜市水のふるさと道志の森基金

事業・プロジェクト名 道志水源林ボランティア事業

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/kyoku/torikumi/suigen-hozen/doshi-kikin.html

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/kyoku/torikumi/suigen-hozen/doshi-kikin.html

寄附額 ¥122,913

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）横浜市の水源のひとつである山梨県道志村の森林を保全するため、平成16年度から市民ボランティアが道志村民有林を整備していま
す。ボランティアの活動は、「横浜市水のふるさと道志の森基金」への寄附等で賄っています。
（使途）本寄附122,913円とその他横浜市民等からの寄附金により、24年度は15回に渡って道志村で森林整備作業を実施することができました。
水源地道志村の水源林を守るため、市民と行政が協働して水源保全に取り組み、安全でおいしい水を横浜市民へお届けしています。
（効果）24年度は、2,396本を間伐することにより、5.5ヘクタールを整備することができました。引き続き、整備を継続し、水を貯えたり、浄化したり
する水源かん養機能を向上させるとともに、森林の適切な成長促進によってCO2を吸収し、地球温暖化防止に努めます。

事業・プロジェクト名 道志水源林ボランティア事業

事業・プロジェクト名 道志水源林ボランティア事業

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/kyoku/torikumi/suigen-hozen/doshi-kikin.html

寄附額 ¥151,605

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

・（概要）横浜市の水源のひとつである山梨県道志村の森林を保全するため、平成16年度から市民ボランティアが道志村民有林を整備していま
す。ボランティアの活動は、「横浜市水のふるさと道志の森基金」への寄附等で賄っています。
・（使途）本寄附151,605円とその他横浜市民等からの寄附金により、23年度は13回に渡って道志村で森林整備作業を実施することができまし
た。水源地道志村の水源林を守るため、市民と行政が協働して水源保全に取り組み、安全でおいしい水を横浜市民へお届けしています。
・（効果）23年度は、1,741本を間伐することにより、4.8ヘクタールを整備することができました。引き続き、整備を継続し、水を貯えたり、浄化したり
する水源かん養機能を向上させるとともに、森林の適切な成長促進によってCO2を吸収し、地球温暖化防止に努めます。

平成２５年度

寄附先 横浜市水のふるさと道志の森基金

¥343,947

事業報告

平成２３年度

寄附先 横浜市 水のふるさと道志の森基金

事業・プロジェクト名 道志水源林ボランティア事業

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/kyoku/torikumi/suigen-hozen/doshi-kikin.html

寄附額 ¥40,260

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）横浜市の水源のひとつである山梨県道志村の森林を保全するため、平成16年度から市民ボランティアが道志村民有林を整備していま
す。ボランティアの活動は、「横浜市水のふるさと道志の森基金」への寄附等で賄っています。
（使途）本寄附40,260円とその他横浜市民等からの寄附金により、23年度は道志村で13回以上に渡って森林整備作業を実施することができまし
た。水源地道志村と横浜市は距離が離れているため、効率的な活動を実施することが難しい面もありますが、安全でおいしい水を作るために
は、水源の保全が重要です。
（効果）23年度は、1,741本を間伐することにより、4.8ヘクタールを整備することができました。引き続き、整備を継続し、水を貯えたり、浄化したり
する水源かん養機能を向上させるとともに、森林の適切な成長促進によってCO2を吸収し、地球温暖化防止に努めます。

平成２４年度

寄附先 横浜市水のふるさと道志の森基金

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

A065 交換事業者名 株式会社京急百貨店

0.30% 交換事業者ＵＲＬ http://www.keikyu-depart.com/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

事業報告

寄附先

K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A066 交換事業者名 株式会社サニーマート

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.sunnymart.co.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

寄附額 ¥29,690

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

大阪府岸和田市で自動車部品等の鋳造を行う（株）センシューが2010年５月に高効率の工業炉に更新。
コークスを燃料とするキューポラを電気式高周波誘導炉に更新、鋳造行程の省エネルギー化によりCO2を削減する。
この度の住宅エコポイントによる寄附額29,690円は、全て上記プロジェクトで償却した。（償却量18ｔ）

平成２６年度

寄附先 株式会社FTカーボン

事業・プロジェクト名 高周波誘導炉への更新プロジェクト

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

URL

寄附額 ¥187,385

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

大阪府岸和田市で自動車部品等の鋳造を行う(株)センシューが2010年5月に高効率の工業炉に更新。
コークスを燃料とするキューポラを電気式高周波誘導炉に更新、鋳造行程の省エネルギー化によりCO2を削減する。
この度の住宅エコポイントによる寄附額187,385円は、全て上記プロジェクトで償却した。（償却量119t）

事業・プロジェクト名 高周波誘導炉への更新プロジェクト

事業・プロジェクト名 高周波誘導炉への更新プロジェクト

URL

寄附額 ¥778,935

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

・大阪府岸和田市で自動車部品等の鋳造を行う㈱センシューが２０１０年５月に高効率の工業炉に更新。コークスを燃料とするキューポラを電気
式高周波誘導炉に更新、鋳造工程の省エネルギー化によりＣＯ２を削減する。
住宅エコポイントへの寄付額778,935円で（CO2 ４９４トン）は全て上記プロジェクトで償却した。

平成２５年度

寄附先 高周波誘導炉への更新プロジェクト

¥1,279,570

事業報告

平成２３年度

寄附先 タミルナドゥNewsprint and Paper社6.75MW風力発電プロジェクト

事業・プロジェクト名 タミルナドゥNewsprint and Paper社6.75MW風力発電プロジェクト

URL

寄附額 ¥283,560

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

2011年6月8日付けにて、181tのクレジットを償却済み。
（283,560÷1575円＝180,03ｔ）
なお、寄附額が283,560円だが、1tあたり1575円×１８１ｔ＝285,075円分の寄附を実施
寄附額との齟齬が生じるが、クレジットが１ｔ毎にシリアルNO管理されている為に発生する
（端数のグラム単位での償却が不可能な為）
償却を実施したシリアルNO　00405-4116～00405-4296

平成２４年度

寄附先

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

A067 交換事業者名 イズミヤ株式会社

0.50% 交換事業者ＵＲＬ http://www.izumiya.co.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K014 特定非営利活動法人 そらべあ基金

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K014 特定非営利活動法人 そらべあ基金

事業報告

寄附先

K014 特定非営利活動法人 そらべあ基金

K014 特定非営利活動法人 そらべあ基金

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A069 交換事業者名 ビットワレット株式会社

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.rakuten-edy.co.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K074 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K074 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団

事業報告

寄附先

K074 一般財団法人　セブン－イレブン記念財団

K074 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A070 交換事業者名 株式会社セブン・カードサービス

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.nanaco-net.jp/service/eco_point.html



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

寄附額 ¥1,288,853

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当財団は、2014年度は国内5ヶ所・海外4ヶ所でボランティアの皆様と植樹活動を実施しました。
　　　　 国内　北海道むかわ町、愛知県知多市、千葉県浦安市、宮崎県綾町、三重県紀北町
　　　　 参加者　3,152名、植樹本数　31,300本
　　　　 海外　ベトナム・ハノイ、中国・蘇州、ミャンマー・ヤンゴン、マレーシア・ビドー
　　　　 参加者　3,269名、植樹本数　51,000本
（使途）この度、いただいたご寄附と当財団の資金を合わせ、苗木代を含む植樹事業費として使用しました。
（効果）当財団では、地球温暖化防止と生物多様性の保全という２つの課題を解決する手段として植樹活動があると信じて、今後も市民の皆様と
国内外で植樹を続けてまいります。ご寄附を頂いた方にも参加いただければ幸いです。

平成２６年度

寄附先 公益財団法人イオン環境財団

事業・プロジェクト名 植樹事業

URL http://www.aeon.info/ef/index.html

URL http://www.aeon.info/ef/index.html

寄附額 ¥3,888,979

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当財団は、2013年度は国内5ヶ所・海外3ヶ所でボランティアの皆様と植樹活動を実施しました。
国内　北海道むかわ町、愛知県知多市、千葉県浦安市、三重県紀北町、宮崎県綾町
　　　参加者3,000名　　植樹本数23,400本
海外　インドネシア・ジャカルタ、中国・北京（万里の長城）、ミャンマー・ヤンゴン
　　　参加者　計3,050名　植樹本数計38,800本

（使途）この度、いただいたご寄附と当財団の資金を合わせ、苗木代を含む植樹事業費として使用しました。

（効果）当財団では、地球温暖化防止と生物多様性の保全という２つの課題を解決する手段として植樹活動があると信じて、今後も市民の皆様と
国内外で植樹を続けてまいります。ご寄附を頂いた方にも参加いただければ幸いです。

事業・プロジェクト名 植樹事業

事業・プロジェクト名 植樹事業

URL http://www.aeon.info/ef/index.html

寄附額 ¥8,404,255

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当財団は、2012年度は国内7ヶ所・海外2ヶ所でボランティアの皆様と植樹活動を実施しました。
　　　　　国内　北海道むかわ町、山形県南陽市、愛知県知多市、長崎県南島原市、千葉県浦安市、
　　　　　　　　　三重県紀北町、宮城県石巻市
　　　　　　　　　参加者5,280名　　植樹本数52,700本
　　　　　海外　インドネシア・ジャカルタ、ベトナム・フエ
　　　　　　　　　参加者　計2,500名　植樹本数計31,200本
（使途）この度、いただいたご寄附と当財団の資金を合わせた1億1,325万5,430円を苗木代を含む植樹事業費として使用しました。
（効果）当財団では、地球温暖化防止と生物多様性の保全という２つの課題を解決する手段として植樹活動があると信じて、今後も市民の皆様と
国内外で植樹を続けてまいります。ご寄附を頂いた方にも参加いただければ幸いです。

平成２５年度

寄附先 公益財団法人イオン環境財団

¥16,530,423

事業報告

平成２３年度

寄附先 財団法人 イオン環境財団

事業・プロジェクト名 植樹事業

URL http://www.aeon.info/ef/index.html

寄附額 ¥2,948,336

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当財団は、2011年度は国内5ヶ所・海外6ヶ所で市民の皆様と植樹活動を実施しました。
　　　　　国内　北海道支笏湖、東京都三宅島、長崎県南島原、山形県南陽市、愛知県知多市
　　　　　　　　　参加者3,410名　　植樹本数34,7000本
　　　　　海外　ラオス、カンボジア、中国（煙台・威海）、ベトナム、インドネシア、マレーシア
　　　　　　　　　参加者　計5,686名　植樹本数計78,956本
（使途）この度、いただいたご寄附と当財団の資金を合わせた1億185万9,978円を苗木代を含む植樹事業費として使用しました。
（効果）当財団では、地球温暖化防止と生物多様性の保全という２つの課題を解決する手段として植樹活動があると信じて、今後も市民の皆様と
国内外で植樹を続けてまいります。ご寄附を頂いた方にも参加いただければ幸いです。

平成２４年度

寄附先 公益財団法人イオン環境財団

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

A071 交換事業者名 イオンリテール株式会社

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.waon.com/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K156 社団法人 国土緑化推進機構

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K156 社団法人 国土緑化推進機構

事業報告

寄附先

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K156 社団法人 国土緑化推進機構

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A072 交換事業者名 株式会社クオカード

0.15% 交換事業者ＵＲＬ http://www.quocard.com/jeco/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

復興支援・住宅エコポイント事業を通じてご利用者様からいただいた寄附金761,385円を、1.「北海道4町連携による間伐促進型森林
づくり事業」および2.「下川町役場周辺地域熱供給システムバイオマスエネルギー活用プロジェクト」によって創出されたオフセット・ク
レジット（CO2削減量）を購入（1.２４トン、2.１トン）することに充当いたしました。これにより地域の自然を守り健全な森林を育成する事
業および採算性の厳しい地域林業の雇用維持に貢献しています。

（クレジットについて）
1.北海道の足寄町・下川町・滝上町・美幌町の4町において、J-VER制度に基づき、各町における町有林の間伐を実施し、適正な森
林整備を進めます。
2.環境モデル都市である下川町内で発生する林地残材、林道支障木、剪定木、風倒木などの木質くずを利用し、木質ボイラーを用
いて役場庁舎、消防署、公民館、総合福祉センターの暖房に使用しています。

寄附先② 株式会社エコノス

事業・プロジェクト名 J-VER及び国内CDMを使った環境貢献事業の実施について

URL http://myclimatejapan.com/

寄附先① K173 株式会社レノバ

寄附額 ¥761,385

寄附額 ¥4,298,048

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）
平成24年3月～平成25年2月請求分住宅エコポイント事業における環境寄附
総額4,298,048円分を以下のプロジェクトへ充当。
（使途）
《J-VERプロジェクト》
1）秋田県八峰町：『白神山麓・八峰町有林J-VERプロジェクト』133(t-CO2)
2）大館市：『曲げわっぱと忠犬ハチ公の故郷大館市有林J －VERプロジェクト』153(t-CO2)
（効果）
合計286t-CO2を無効化し、二酸化炭素削減に寄与。

平成２６年度

寄附先② 株式会社エコノス

事業・プロジェクト名 J-VER及び国内CDMを使った環境貢献事業の実施について

URL http://www.eco-nos.com/

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）
平成23年3月～平成24年7月請求分家電エコポイント事業における環境寄附額 11,226,314円と併せ、
総額23,422,260円分の寄附を以下のプロジェクトへ充当。
（使途）
《J-VERプロジェクト》
1）秋田県八峰町：『白神山麓・八峰町有林J-VERプロジェクト』175(t-CO2)
2）大館市：『曲げわっぱと忠犬ハチ公の故郷大館市有林J －VERプロジェクト』849(t-CO2)
3）北海道：『道有林森林吸収エコビジネス支援プロジェクト～「キキタの森」の間伐促進プロジェクト～』44(t-CO2)
4）下川町：『北海道森林バイオマス吸収量活用推進協議会～北海道4町連携による間伐促進型森林づくり事業～』　54(t-CO2)
《国内CDMプロジェクト》
1）釧路和商協同組合：『市場におけるファン・ポンプ類へのインバーター制御の導入、照明設備の更新(LED化)』　187(t-CO2)

平成２５年度

寄附先① K173 株式会社レノバ

http://www.eco-nos.com/

寄附額 ¥12,195,946

事業・プロジェクト名 J-VER及び国内CDMを使った環境貢献事業の実施について

¥17,255,379

事業報告

平成２３年度

寄附先① K173 株式会社リサイクルワン

寄附先① K175 オリックス株式会社・オリックス環境株式会社

平成２４年度

寄附先① K173
インドの国から生まれるCO2削減クレジット

株式会社リサイクルワン

寄附先② 株式会社エコノス

URL

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

A074 交換事業者名 株式会社ジェーシービー

0.15% 交換事業者ＵＲＬ http://www.jcb.co.jp/r/eco



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K069 特定非営利活動法人 環境リレーションズ研究所

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K069 特定非営利活動法人 環境リレーションズ研究所

事業報告

寄附先

K069 特定非営利活動法人 環境リレーションズ研究所

K069 特定非営利活動法人 環境リレーションズ研究所

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A075 交換事業者名 三井住友カード株式会社

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.smbc-card.com/rd/ep.jsp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

事業報告

寄附先

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A077 交換事業者名 ユーシーカード株式会社

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www2.uccard.co.jp/cp/ecopoint-house/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K002 財団法人 北海道環境財団

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K002 財団法人 北海道環境財団

事業報告

寄附先

K002 財団法人 北海道環境財団

K002 財団法人 北海道環境財団

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A078 交換事業者名 株式会社ほくせん

0.20% 交換事業者ＵＲＬ http://www.hokusen.jp/e/giftcer.html



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A079 交換事業者名 株式会社日専連旭川

0.2% 交換事業者ＵＲＬ http://www.nissenren-asahikawa.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K151 特定非営利活動法人 トラストサルン釧路

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K151 特定非営利活動法人 トラストサルン釧路

事業報告

寄附先

K151 特定非営利活動法人 トラストサルン釧路

K151 特定非営利活動法人 トラストサルン釧路

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A080 交換事業者名 株式会社　日専連釧路

0.15% 交換事業者ＵＲＬ http://nk2.nissenren-kushiro-unet.ocn.ne.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K002 財団法人 北海道環境財団

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K002 財団法人 北海道環境財団

事業報告

寄附先

K002 財団法人 北海道環境財団

K002 財団法人 北海道環境財団

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A081 交換事業者名 株式会社日専連ジェミス

0.15% 交換事業者ＵＲＬ http://www.nissenrenjemis.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K206 特定非営利活動法人白神山地を守る会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K206 特定非営利活動法人白神山地を守る会

事業報告

寄附先

K206 特定非営利活動法人 白神山地を守る会

K206 特定非営利活動法人白神山地を守る会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A084 交換事業者名 株式会社日専連ホールディングス

0.15% 交換事業者ＵＲＬ http://www.nissenren-aomori.or.jp/sale/ecopoint.html



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K063 財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K063 財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)

事業報告

寄附先

K063 財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)

K063 財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A087 交換事業者名 株式会社日専連ライフサービス

0.20% 交換事業者ＵＲＬ http://www.nissenren-sendai.or.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K205 特定非営利活動法人西表島エコツーリズム協会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K205 特定非営利活動法人西表島エコツーリズム協会

事業報告

寄附先

K205 特定非営利活動法人 西表島エコツーリズム協会

K205 特定非営利活動法人西表島エコツーリズム協会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A091 交換事業者名 株式会社OCS

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.ocsnet.co.jp/a_point/point_21/ecopoint.html



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A094 交換事業者名 株式会社オリコビジネス＆コミュニケーションズ

1.33％～1.8％ 交換事業者ＵＲＬ http://www.orico-bc.co.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

事業報告

寄附先

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A097 交換事業者名 株式会社JTB商事

5.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.j-tabimono.com/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A164 交換事業者名 長崎県鮨商生活衛生同業組合

1.0% 交換事業者ＵＲＬ http://www1.cncm.ne.jp/~george/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配（C.自然保
護・生物多様性保全）

※寄附先の事業報告内容については、各環境保全分野に属する環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度
住宅エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配（C．自

然保護・生物多様性保全）

平成２５年度
エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配（C.自然保

護・生物多様性保全）

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（分野指定用）

A166 交換事業者名 株式会社文化放送開発ｾﾝﾀｰ

0.2% 交換事業者ＵＲＬ http://www.joqr-bkc.co.jp/park/park.html



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K124 特定非営利活動法人ブリッジ エーシア ジャパン

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K124 特定非営利活動法人ブリッジ エーシア ジャパン

事業報告

寄附先

K124 特定非営利活動法人 ブリッジ エーシア ジャパン

K124 特定非営利活動法人ブリッジ エーシア ジャパン

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A167 交換事業者名 株式会社エイチ・アイ・エス

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.his-j.com/ecopoint/index.html



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A168 交換事業者名 藤田観光株式会社

0.3% 交換事業者ＵＲＬ http://www.fujita-kanko.co.jp/ecopoint/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A170 交換事業者名 株式会社阪急阪神ホテルズ

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.hankyu-hotel.com/news/coupon/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A171 交換事業者名 株式会社西條

0.1% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K157 財団法人 都市緑化機構

平成２５年度

K156 公益社団法人国土緑化推進機構

K157 公益財団法人都市緑化機構

事業報告

寄附先

平成２３年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人 都市緑化機構

平成２４年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A172 交換事業者名 株式会社Ａコープ北東北

0.10% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

K063 公益財団法人　みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K063 財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)

事業報告

寄附先

平成２３年度

K005 特定非営利活動法人 環境ネットやまがた

K063 財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)

平成２４年度

K005 特定非営利活動法人 環境ネットやまがた

平成２６年度

K005 特定非営利活動法人　環境ネットやまがた

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A173 交換事業者名 株式会社ヤマザワ

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.yamazawa.co.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

寄附額 ¥50,339

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当財団は、2014年度は国内5ヶ所・海外4ヶ所でボランティアの皆様と植樹活動を実施しました。
　　　　 国内　北海道むかわ町、愛知県知多市、千葉県浦安市、宮崎県綾町、三重県紀北町
　　　　 参加者　3,152名、植樹本数　31,300本
　　　　 海外　ベトナム・ハノイ、中国・蘇州、ミャンマー・ヤンゴン、マレーシア・ビドー
　　　　 参加者　3,269名、植樹本数　51,000本
（使途）この度、いただいたご寄附と当財団の資金を合わせ、苗木代を含む植樹事業費として使用しました。
（効果）当財団では、地球温暖化防止と生物多様性の保全という２つの課題を解決する手段として植樹活動があると信じて、今後も市民の皆様と
国内外で植樹を続けてまいります。ご寄附を頂いた方にも参加いただければ幸いです。

平成２６年度

寄附先 公益財団法人イオン環境財団

事業・プロジェクト名 植樹事業

URL http://www.aeon.info/ef/index.html

URL http://www.aeon.info/ef/index.html

寄附額 ¥170,766

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当財団は、2013年度は国内5ヶ所・海外3ヶ所でボランティアの皆様と植樹活動を実施しました。
国内　北海道むかわ町、愛知県知多市、千葉県浦安市、三重県紀北町、宮崎県綾町
　　　参加者3,000名　　植樹本数23,400本
海外　インドネシア・ジャカルタ、中国・北京（万里の長城）、ミャンマー・ヤンゴン
　　　参加者　計3,050名　植樹本数計38,800本

（使途）この度、いただいたご寄附と当財団の資金を合わせ、苗木代を含む植樹事業費として使用しました。

（効果）当財団では、地球温暖化防止と生物多様性の保全という２つの課題を解決する手段として植樹活動があると信じて、今後も市民の皆様と
国内外で植樹を続けてまいります。ご寄附を頂いた方にも参加いただければ幸いです。

事業・プロジェクト名 植樹事業

事業・プロジェクト名 植樹事業

URL http://www.aeon.info/ef/index.html

寄附額 ¥541,828

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当財団は、2012年度は国内7ヶ所・海外2ヶ所でボランティアの皆様と植樹活動を実施しました。
　　　　　国内　北海道むかわ町、山形県南陽市、愛知県知多市、長崎県南島原市、千葉県浦安市、
　　　　　　　　　三重県紀北町、宮城県石巻市
　　　　　　　　　参加者5,280名　　植樹本数52,700本
　　　　　海外　インドネシア・ジャカルタ、ベトナム・フエ
　　　　　　　　　参加者　計2,500名　植樹本数計31,200本
（使途）この度、いただいたご寄附と当財団の資金を合わせた1億1,325万5,430円を苗木代を含む植樹事業費として使用しました。
（効果）当財団では、地球温暖化防止と生物多様性の保全という２つの課題を解決する手段として植樹活動があると信じて、今後も市民の皆様と
国内外で植樹を続けてまいります。ご寄附を頂いた方にも参加いただければ幸いです。

平成２５年度

寄附先 公益財団法人イオン環境財団

¥1,083,246

事業報告

平成２３年度

寄附先 財団法人 イオン環境財団

事業・プロジェクト名 植樹事業

URL http://www.aeon.info/ef/index.html

寄附額 ¥320,313

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）当財団は、2011年度は国内5ヶ所・海外6ヶ所で市民の皆様と植樹活動を実施しました。
　　　　　国内　北海道支笏湖、東京都三宅島、長崎県南島原、山形県南陽市、愛知県知多市
　　　　　　　　　参加者3,410名　　植樹本数34,7000本
　　　　　海外　ラオス、カンボジア、中国（煙台・威海）、ベトナム、インドネシア、マレーシア
　　　　　　　　　参加者　計5,686名　植樹本数計78,956本

（使途）この度、いただいたご寄附と当財団の資金を合わせた1億185万9,978円を苗木代を含む植樹事業費として使用しました。
（効果）当財団では、地球温暖化防止と生物多様性の保全という２つの課題を解決する手段として植樹活動があると信じて、今後も市民の皆様と
国内外で植樹を続けてまいります。ご寄附を頂いた方にも参加いただければ幸いです。

平成２４年度

寄附先 公益財団法人イオン環境財団

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

A174 交換事業者名 イオンリテール株式会社

0.10% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

平成２５年度

K050 特定非営利活動法人富士山クラブ

K122 公益財団法人日本ユニセフ協会

事業報告

寄附先

平成２３年度

K050 特定非営利活動法人 富士山クラブ

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

平成２４年度

K050 特定非営利活動法人 富士山クラブ

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A175 交換事業者名 株式会社オートバックスセブン

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.autobacs.com



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A177 交換事業者名 株式会社東急ハンズ

0.1% 交換事業者ＵＲＬ https://www.tokyu-hands.co.jp/form/form.php?p=4



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K156 社団法人 国土緑化推進機構

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K156 社団法人 国土緑化推進機構

事業報告

寄附先

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K156 社団法人 国土緑化推進機構

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A178 交換事業者名 株式会社マルエツ

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.maruetsu.co.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A179 交換事業者名 株式会社アップルランド

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.appleland.co.jp/ecohome/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A180 交換事業者名 株式会社バロー

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.valor.co.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K036 特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K036 特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会

事業報告

寄附先

K036 特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会

K036 特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A181 交換事業者名 株式会社清水屋

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.shimizuya.co.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K129 財団法人 石川県緑化推進委員会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K129 財団法人 石川県緑化推進委員会

事業報告

寄附先

K129 財団法人 石川県緑化推進委員会

K129 財団法人 石川県緑化推進委員会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A183 交換事業者名 株式会社平和堂

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.heiwado.jp/ep_house/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A185 交換事業者名 株式会社オークワ

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.okuwa.net



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K028 特定非営利活動法人 わかやま環境ネットワーク

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K028 特定非営利活動法人 わかやま環境ネットワーク

事業報告

寄附先

K028 特定非営利活動法人 わかやま環境ネットワーク

K028 特定非営利活動法人 わかやま環境ネットワーク

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A186 交換事業者名 株式会社松源

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.matugen.co.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A187 交換事業者名 株式会社イズミ

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.izumi.co.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A188 交換事業者名 株式会社マルヨシセンター

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://ww2.maruyoshi-center.co.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

事業報告

寄附先

K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A189 交換事業者名 株式会社サンシャインチェーン本部

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.sunshinechain.co.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K003 特定非営利活動法人 北海道グリーンファンド

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K003 特定非営利活動法人 北海道グリーンファンド

事業報告

寄附先

K003 特定非営利活動法人 北海道グリーンファンド

K003 特定非営利活動法人 北海道グリーンファンド

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A190 交換事業者名 株式会社ニッセンレンエスコート

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.nissenren-scort.co.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K107 公益財団法人オイスカ

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K107 公益財団法人オイスカ

事業報告

寄附先

K107 公益財団法人 オイスカ

K107 公益財団法人オイスカ

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A198 交換事業者名 株式会社東急ホテルズ

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.tokyuhotels.co.jp/ja/ecopoint/index.html



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A199 交換事業者名 株式会社ロイヤルホテル

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.rihga.co.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K004
特定非営利活動法人　環境あきた県民フォーラム

(秋田県地球温暖化防止活動推進センター)

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K004
特定非営利活動法人　環境あきた県民フォーラム

(秋田県地球温暖化防止活動推進センター)

事業報告

寄附先

K004 特定非営利活動法人 環境あきた県民フォーラム(秋田県地球温暖化防止活動推進センター)

K004
特定非営利活動法人　環境あきた県民フォーラム

(秋田県地球温暖化防止活動推進センター)

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A200 交換事業者名 株式会社　タカヤナギ

0.50% 交換事業者ＵＲＬ http://www.e-takayanagi.com



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A201 交換事業者名 株式会社　丸井

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.0101.co.jp/index.html



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

平成２６年度

寄附先 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

URL http://www.f-suigen.or.jp/

寄附額 ¥1,064

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

市町村緑化推進協議会、ＮＰＯ法人などを含む３８団体に助成し、県内各地の公共緑化や森林の整備に使わ
れています。助成団体の名称や助成金については、事業の翌年度に、公益財団法人福岡県水源の森基金の
ホームページで公開されます。また、約４，０００名を擁する緑の少年団に対する活動費についても助成いたし
ました。平成２５年８月１９日～２０日には、北九州市立玄海青年の家において１２０名が参加して緑の少年団
交流集会を実施しました。また、このことについてもホームページで紹介しています。

事業・プロジェクト名 緑の募金事業

事業・プロジェクト名 「緑の募金」事業

URL http://www.y-agree.or.jp

寄附額 ¥7,600

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

　植栽を希望する県内の小･中学校に苗木を配布する事業の一部に充当し、学校緑化に役立たせていただい
た。

　配布希望校
　　小学校　　４校
　　中学校　１校

　配布樹種･本数
　　　ヒラドツツジ　６３本、　ドウダンツツジ　２０本、　アジサイ　６２本、　クヌギ　６２本、　コナラ　２本、
　　マテバシイ　２本

平成２５年度

寄附先 公益財団法人　福岡県水源の森基金

¥14,664

事業報告

平成２３年度

寄附先 財団法人やまぐち農林振興公社

事業・プロジェクト名 ｢緑の募金」事業

URL http://www.y-agreen.or.jp/

寄附額 ¥6,000

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

校庭等に植栽する、緑化樹木の苗木購入代の一部に充当し、植栽を希望する学校に苗木を配布し､学校緑化
に役立たせていただいた。

配布希望校
　小学校　5校
　中学校　1校

配布樹種･本数
　クルメツツジ　4本
  サツキツツジ　4本
　ヒラドツツジ　34本

平成２４年度

寄附先 財団法人やまぐち農林振興公社

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

A202 交換事業者名 株式会社　サンリブ

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.sunlive.co.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K142 社団法人 まちづくり国際交流センター

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K142 社団法人 まちづくり国際交流センター

事業報告

寄附先

K142 社団法人 まちづくり国際交流センター

K142 社団法人 まちづくり国際交流センター

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

A206 交換事業者名 株式会社　近鉄ホテルシステムズ

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.miyakohotels.ne.jp/j/whatsup/index.html



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

A207 交換事業者名 株式会社　ヤオコー

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.yaoko-net.com/index.php



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B012 交換事業者名 協同組合江釣子ショッピングセンター

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.ee-pal.com/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

事業報告

寄附先

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B025 交換事業者名 鹿沼商工会議所

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.kanumaitown.com/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K137 特定非営利活動法人 地域の未来・志援センター

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K137 特定非営利活動法人 地域の未来・志援センター

事業報告

寄附先

K137 特定非営利活動法人 地域の未来・志援センター

K137 特定非営利活動法人 地域の未来・志援センター

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B066 交換事業者名 協同組合安城サルビアスタンプ会

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.salvia.or.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K170 公益社団法人高知県森と緑の会

事業報告

寄附先

K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

K170 公益社団法人 高知県森と緑の会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B093 交換事業者名 南国市商工会

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.kochi-shokokai.jp/nankoku/ecoeco/ecoecoindex.htm



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

寄附先

K089 特定非営利活動法人 環境技術協会

K089 特定非営利活動法人 環境技術協会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B098 交換事業者名 協同組合鹿本ショッピングセンター

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.sc-rio.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B107 交換事業者名 蒲生町商工会

0.5% 交換事業者ＵＲＬ http://www.kamou.or.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B121 交換事業者名 協同組合倶知安商店連合会

0.1% 交換事業者ＵＲＬ www.kutchan-town-st.com/plat3



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

寄附先

K150 特定非営利活動法人 霧多布湿原トラスト

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B144 交換事業者名 協同組合ハマナス商店会

0.10% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２６年度 K002 公益財団法人　北海道環境財団

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

寄附先

K002 財団法人 北海道環境財団

K002 財団法人 北海道環境財団

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B146 交換事業者名 びばい商品券運営協議会

0.10% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B162 交換事業者名 協同組合雫石町サービス店会

1.0% 交換事業者ＵＲＬ http://www.shokokai.com/shizukuishi/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B167 交換事業者名 前沢商業協同組合

1.0% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度 K005 特定非営利活動法人 環境ネットやまがた

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K005 特定非営利活動法人 環境ネットやまがた

事業報告

寄附先

K005 特定非営利活動法人 環境ネットやまがた

K005 特定非営利活動法人 環境ネットやまがた

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B179 交換事業者名 生活協同組合共立社

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.yamagata.coop



事業者コード

環境寄附（寄附率）

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B184 交換事業者名 協同組合おのショッピングプラザ

0.1% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

寄附額 ¥40

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）練馬のみどりの保全
（使途）練馬区の緑被率向上に向けた活動資金に環境寄附金40円全額使用
（効果）都市に残された貴重な樹木を守り、みどり豊かな自然環境を次世代の子供たちの為にも残していく基金。基金は、大切なみどりである林
（憩いの森など）の取得や緑を守る活動やイベントのために活用。

平成２６年度

寄附先 練馬区（練馬みどりの葉っぴい基金）

事業・プロジェクト名 練馬みどりの葉っぴい基金

URL http://www.nerimamidorinokikou.org/

URL http://www.nerimamidorinokikou.org/

寄附額 ¥4,018

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）練馬のみどりの保全。
（使途）練馬区の緑被率向上に向けた活動資金に全額使用。
（効果）都市に残された貴重な樹木を守り、みどり豊かな自然環境を次世代の子供たちの為にも残していく基金。基金は、大切なみどりである林
（憩いの森など）の取得や緑を守る活動やイベントのために活用。

事業・プロジェクト名 練馬みどりの葉っぴい基金

事業・プロジェクト名 練馬みどりの葉っぴい基金

URL http://www.nerimamidorinokikou.org/

寄附額 ¥19,448

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）練馬の緑の保全
（使途）練馬区の緑被率向上に向けた活動資金に全額使用
（効果）都市に残された貴重な樹木を守り、みどり豊かな自然環境を次世代の子供たちの為にも残していく基金。基金は、大切なみどりである林
（憩いの森など）の取得や緑を守る活動やイベントのために活用。

平成２５年度

寄附先 練馬区（練馬みどりの葉っぴい基金）

¥26,376

事業報告

平成２３年度

寄附先 練馬区（練馬みどりの葉っぴい基金）

事業・プロジェクト名 練馬みどりの葉っぴい基金

URL http://www.nerimamidorinokikou.org/

寄附額 ¥2,870

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）練馬のみどりの保全
（使途）練馬区の緑被率向上に向けた活動資金に使用
（効果）都市に残された貴重な樹木を守り、みどり豊かな自然環境を次世代の子供たちの為にも残していく基金。基金は、大切なみどりである林
（憩いの森など）の取得や緑を守る活動やイベントのために活用。

平成２４年度

寄附先 練馬区（練馬みどりの葉っぴい基金）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

B209 交換事業者名 練馬区商店街振興組合連合会

0.20% 交換事業者ＵＲＬ http://www.nerima-kushoren.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

寄附先

K129 財団法人 石川県緑化推進委員会

K129 財団法人 石川県緑化推進委員会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B226 交換事業者名 能登鹿北商工会

0.50% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B248 交換事業者名 株式会社駿河屋魚一

0.1% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B263 交換事業者名 大府商工会議所

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.obu-cci.or.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

※寄附先の事業報告内容については、各環境保全分野に属する環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度
住宅エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配（C．自

然保護・生物多様性保全）

平成２５年度
エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配（C.自然保

護・生物多様性保全）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（分野指定用）

B265 交換事業者名 協同組合グランドショップアツミ

1.0% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B266 交換事業者名 設楽町商工会

1.0% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K093 特定非営利活動法人プロジェクト保津川

事業報告

寄附先

K093 特定非営利活動法人 プロジェクト保津川

K093 特定非営利活動法人 プロジェクト保津川

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B274 交換事業者名 亀岡商業協同組合

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.efureai.jp



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２４年度

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

寄附先

平成２３年度

K028 特定非営利活動法人 わかやま環境ネットワーク

K086 特定非営利活動法人 和歌山自然リサイクル協会

K086 特定非営利活動法人 和歌山自然リサイクル協会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B289 交換事業者名 白浜町商工会

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www2.w-shokokai.or.jp/sirahama



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B304 交換事業者名 久米郡商工会

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.okasci.or.jp/kumegunsci/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B311 交換事業者名 山口商工会議所

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.yamacci.or.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B337 交換事業者名 湯前町商工会

1.0% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K095 特定非営利活動法人ezorock

事業報告

寄附先

K095 環境NGO ezorock

K095 環境NGO ezorock

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B367 交換事業者名 和寒町商業振興協同組合

0.10% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B373 交換事業者名 株式会社　名鉄交通商事

3.0% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

B378 交換事業者名 東城カード事業協同組合

1.0% 交換事業者ＵＲＬ http://www6.ocn.ne.jp/~nikocard/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K067 特定非営利活動法人ちば里山センター

事業報告

寄附先

K067 特定非営利活動法人　ちば里山センター

K067 特定非営利活動法人 ちば里山センター

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B407 交換事業者名 勝浦奉仕会協同組合

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.chuokai-chiba.or.jp/mycard/page3.htm



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

寄附先

K129 財団法人 石川県緑化推進委員会

K129 財団法人 石川県緑化推進委員会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B411 交換事業者名 つるぎ街づくり株式会社

0.10% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

寄附先

K031 特定非営利活動法人 ＩＮＥ　ＯＡＳＡ　（い～ね！おおあさ）

K031 特定非営利活動法人 ＩＮＥ ＯＡＳＡ （い～ね！おおあさ）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

B414 交換事業者名 神石やまなみギフト会

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.jkougen.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配（A．地球温暖化防止）

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

C019 交換事業者名 株式会社ユナイテッドスペース

0.1% 交換事業者ＵＲＬ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

C022 交換事業者名 株式会社三喜

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.sunfunny.co.jp/eco-points/

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

C025 交換事業者名 株式会社ディノス

0.50% 交換事業者ＵＲＬ http://dinos.co.jp/jutaku-eco-point

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K070 特定非営利活動法人 国際環境NGO FoE Japan

事業報告

寄附先

K070 特定非営利活動法人 国際環境NGO FoE Japan

K070 特定非営利活動法人 国際環境NGO FoE Japan

K070 特定非営利活動法人 国際環境NGO FoE Japan



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

C029 交換事業者名 グッディポイント株式会社

0.5% 交換事業者ＵＲＬ http://www.goody.co.jp

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

C030 交換事業者名 株式会社　シージードラフト

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.cg-d.com/index.htm

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

事業報告

寄附先

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

C031 交換事業者名 株式会社　ビック酒販

0.5% 交換事業者ＵＲＬ http://www.bic-osake.com/

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

C032 交換事業者名 ギフトフーズ株式会社

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.gift-foods.co.jp/eco/

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

C033 交換事業者名 株式会社ＪＴＢ商事

3.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.jtbtrading.co.jp

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

事業報告

寄附先

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

C035 交換事業者名 株式会社　アルファーブレインズ

0.5% 交換事業者ＵＲＬ http://www.alpha-b.co.jp

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

C036 交換事業者名 伊藤忠商事株式会社

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://mottainai-3r.jp/eco/

¥5,226

事業報告

平成２３年度

寄附先 The Green Belt Movement

事業・プロジェクト名 The Green Belt Movement

URL http://www.greenbeltmovement.org/

寄附額 ¥1,137

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）
2009年より、MOTTAINAIキャンペーンからの寄附金額によって、ケニア中部のキエニ地区（面積約1,300平方km）で、3年計画で約20万本を植林
する「MOTTAINAI GREEN PROJECT」が始動しております。
（使途）
エコポイント寄附は本プロジェクトの一部として活用されております。
（効果）
2011年11月の途中報告によると、多くの地域住民たちが植林活動に参加し、80万本の苗木を439ヘクタールに植林しております。
この植林した苗木の保持を行い定着させていく予定です。
同時に地域住民やコミュニティの教育、意識向上にも貢献しており、森林や公営・民営の農場での森林再生努力、コミュニティ参加による植え付
け苗木の保護も行っております。

平成２４年度

寄附先 The Green Belt Movement

事業・プロジェクト名 The Green Belt Movement

事業・プロジェクト名 The Green Belt Movement

URL http://www.greenbeltmovement.org/

寄附額 ¥2,272

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）2009年より、MOTTAINAIキャンペーンからの寄附金額によって、ケニア中部のキエニ地区（面積約1,300平方km）で、3年計画で約20万本
を植林する「MOTTAINAI GREEN PROJECT」が始動しております。
（使途）MOTTAINAIキャンペーン事務局を構成する一企業である伊藤忠商事株式会社からの
エコポイント寄附は本プロジェクトの一部として活用されております。
（効果）2012年10月の途中報告によると、多くの地域住民たちが植林活動に参加し、合計で約330万本の苗木をケニア山の西地区、東地区に植
林しております。
この植林した苗木の保持を行い定着させていく予定です。
同時に地域住民やコミュニティの教育、意識向上にも貢献しており、森林や公営・民営の農場での森林再生努力、コミュニティ参加による植え付
け苗木の保護も行っております。

平成２５年度

寄附先 The Green Belt Movement

URL http://www.greenbeltmovement.org/

寄附額 ¥1,081

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）2009年より、MOTTAINAIキャンペーンからの寄附金額によって、ケニア中部のキエニ地区（面積約1,300平方km）で、3年計画で約20万本
を植林する「MOTTAINAI GREEN PROJECT」が始動しております。
（使途）MOTTAINAIキャンペーン事務局を構成する一企業である伊藤忠商事株式会社からのエコポイント寄附は本プロジェクトの一部として活用
されております。
（効果）多くの地域住民たちが植林活動に参加し、合計で約330万本の苗木をケニア山の西地区、東地区に植林しております。この植林した苗木
の保持を行い定着させていく予定です。同時に地域住民やコミュニティの教育、意識向上にも貢献しており、森林や公営・民営の農場での森林再
生努力、コミュニティ参加による植え付け苗木の保護も行っております。

寄附額 ¥736

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）2009年より、MOTTAINAIキャンペーンからの寄附金額によって、ケニア中部のキエニ地区（面積約1,300平方km）で、3年計画で植林する
「MOTTAINAI GREEN PROJECT」が始動しております。
（使途）MOTTAINAIキャンペーン事務局を構成する一企業である伊藤忠商事株式会社からのエコポイント寄附は本プロジェクトの一部として活用
されております。
（効果）MOTTAINAI GREEN PROJECTでは、これまで381万本を植林し、現在171万6千本が生育中です。
45％の定着率ですが、これは自生種の「宮脇方式」による混植で強い種だけが生育したためで、強い森づくりの基礎ができたということになりま
す。
植樹した木の保護を行っていくと共に、引き続き植樹エリアの住民の生活向上を目指して住民のニーズや提案に応えたワークショップ、技術支援
を行っています。

平成２６年度

寄附先 The Green Belt Movement

事業・プロジェクト名 The Green Belt Movement

URL http://www.greenbeltmovement.org/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

C037 交換事業者名 株式会社　京王百貨店

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.keionet.com

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

D017 交換事業者名 株式会社セカンドプランニング事務所

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.yamatwo.jp/

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（分野指定用）

D039 交換事業者名 株式会社北のグルメ

5.0% 交換事業者ＵＲＬ http://www.kitanogurume.com/eco/

エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配（D.森林の
保全・緑化）

※寄附先の事業報告内容については、各環境保全分野に属する環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度
住宅エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配（D．森

林の保全・緑化）

平成２５年度
エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配（D.森林の

保全・緑化）

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

D042 交換事業者名 株式会社ディスカバリー

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.kk-discovery.com/eco.html

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

事業報告

寄附先

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会

K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

D044 交換事業者名 株式会社Ａコープ北東北

0.10% 交換事業者ＵＲＬ http://www.a-coop.jp

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K157 財団法人都市緑化機構

平成２５年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人都市緑化機構

事業報告

寄附先

平成２３年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人 都市緑化機構

平成２４年度

平成２６年度

K156 社団法人 国土緑化推進機構

K157 財団法人都市緑化機構



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

K099 特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

D046 交換事業者名 株式会社いわきテレワークセンター

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.furusatomarche.com/

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K182 矢祭町商工会青年部

平成２５年度

K099 特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

K182 矢祭町商工会青年部

事業報告

寄附先

平成２３年度

K099 特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

K182 矢祭町商工会青年部

平成２４年度

平成２６年度

K099 特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

K182 矢祭町商工会青年部



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（分野指定用）

D048 交換事業者名 花企画株式会社

1.0% 交換事業者ＵＲＬ http://www.hana87.co.jp

エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配（D.森林の
保全・緑化）

※寄附先の事業報告内容については、各環境保全分野に属する環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度
住宅エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配（D．森

林の保全・緑化）

平成２５年度
エコポイント環境寄附対象団体の中から特定の分野に均等分配（D.森林の

保全・緑化）

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

D049 交換事業者名 特定非営利活動法人Ｍａｄｅｉｎ越後

1.00% 交換事業者ＵＲＬ

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

寄附先

K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

D050 交換事業者名 手づくり百人協同組合

0.50% 交換事業者ＵＲＬ http://www.461888.jp/

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K203 特定非営利活動法人 信越トレイルクラブ

事業報告

寄附先

K203 特定非営利活動法人 信越トレイルクラブ

K203 特定非営利活動法人 信越トレイルクラブ

K203 特定非営利活動法人 信越トレイルクラブ



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

D051 交換事業者名 株式会社ゆのたに

0.50% 交換事業者ＵＲＬ http://niigata-shokurakuen.com/

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

事業報告

寄附先

K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

K162 社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

D055 交換事業者名 株式会社信濃屋酒店

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.sake-shinanoya.jp/

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

D057 交換事業者名 株式会社アリエシステム

0.5% 交換事業者ＵＲＬ http://www.man-nen.jp

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

D059 交換事業者名 財団法人但馬地域地場産業振興センター

0.50% 交換事業者ＵＲＬ http://www.tajima.jibasan.jp/

¥1,714

事業報告

平成２３年度

寄附先 豊岡市 コウノトリ基金

事業・プロジェクト名 コウノトリ野生復帰を核とした人と自然が共生するまちづくり事業

URL http://www.city.toyooka.lg.jp/

寄附額 ¥393

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）豊岡市は、日本で一度は絶滅したコウノトリの国内最後の生息地であり、地域が一体となってその野生復帰事業に取り組んでいる。当基
金は、全国から寄せられる支援を、コウノトリと共に生きる自然環境や文化環境の再生・創造に活用するものである。
（使途）事業の一部に充当
　①コウノトリの生息地（＋環境学習フィールド）となる大・中・小規模湿地の管理等 4,244千円
　②野生復帰を支える生物のモニタリング調査 2,993千円
　③小さな自然再生の支援等 212千円
　④市の施設「ハチゴロウの戸島湿地」の管理 1,272千円
　⑤「コウノトリ育むお米」の学校給食への使用拡大 3,995千円
（効果）上記をはじめとするコウノトリ野生復帰の取り組みは、生物多様性保全の分野における先進事例として、国内外から高い評価を得てい
る。（国連ＴEEB報告書、国際誌「ＳＡＴＯＹＡＭＡ」などで紹介）

平成２４年度

寄附先 豊岡市　コウノトリ基金

事業・プロジェクト名 コウノトリ野生復帰を核とした人と自然が共生するまちづくり事業

事業・プロジェクト名 コウノトリ野生復帰を核とした人と自然が共生するまちづくり事業

URL http://www.city.toyooka.lg.jp/

寄附額 ¥457

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

・（概要）豊岡市は、日本で一度は絶滅したコウノトリの国内最後の生息地であり、地域が一体となってその野生復帰事業に取り組んでいる。当
基金は、全国から寄せられる支援を、コウノトリと共に生きる自然環境や文化環境の再生・創造に活用するものである。
・（使途）事業の一部に充当
　①コウノトリの生息地（＋環境学習フィールド）となる大・中・小規模湿地の管理等 4,671千円
　②野生復帰を支える生物のモニタリング調査 2,000千円
　③小さな自然再生活動の支援等 190千円
　④市の施設「ハチゴロウの戸島湿地」の管理 1,272千円
　⑤「コウノトリ育むお米」の学校給食への使用拡大 2,805千円
・（効果）
　上記をはじめとする取組みは、生物多様性保全の分野における先進事例として国内外から高い評価を得ている（国連ＴEEB報告書等にも掲
載）。2012年7月には、コウノトリの生息を支える「円山川下流域・周辺水田」が、ラムサール条約湿地に登録された。

平成２５年度

寄附先 豊岡市　コウノトリ基金

URL http://www.city.toyooka.lg.jp/

寄附額 ¥707

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）豊岡市は、日本で一度は絶滅したコウノトリの国内最後の生息地であり、地域が一体となってその野生復帰事業に取り組んでいる。当基
金は、全国から寄せられる支援を、コウノトリと共に生きる自然環境や文化環境の再生・創造に活用するものである。
（使途）事業の一部に充当
　(1)コウノトリの生息地（＋環境学習フィールド）となる大・中・小規模湿地の管理等　5,730千円
　(2)野生復帰を支える生物のモニタリング調査　1,800千年
　(3)小さな自然再生活動の支援等　100千円
　(4)市の施設「ハチゴロウの戸島湿地」の管理　1,272千円
　(5)「コウノトリ育むお米」の学校給食への使用拡大　2,857千円
（効果）上記をはじめとする取組みは、生物多様性保全の分野における先進事例として国内外から高い評価を得ている（国連ＴEEB報告書等にも
掲載）。2012年7月には、コウノトリの生息を支える「円山川下流域・周辺水田」が、ラムサール条約湿地に登録された。

寄附額 ¥157

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）豊岡市は、日本で一度は絶滅したコウノトリの国内最後の生息地であり、地域が一体となってその野生復帰事業に取り組んでいる。当基
金は、全国から寄せられる支援を、コウノトリと共に生きる自然環境や文化環境の再生・創造に活用するものである。
（使途）事業の一部に充当
　①コウノトリの生息地（＋環境学習フィールド）となる大・中・小規模湿地の管理等　7,111千円
　②野生復帰を支える生物のモニタリング調査　1,800千円
　③小さな自然再生活動の支援等　360千円
　④市の施設「ハチゴロウの戸島湿地」の管理　1,415千円
　⑤「コウノトリ育むお米」の学校給食への使用拡大　2,636千円
（効果）上記をはじめとする取組みは、生物多様性保全の分野における先進事例として国内外から高い評価を得ている（国連ＴEEB報告書等にも
掲載）。2012年7月には、コウノトリの生息を支える「円山川下流域・周辺水田」が、ラムサール条約湿地に登録された。

平成２６年度

寄附先 豊岡市　コウノトリ基金

事業・プロジェクト名 コウノトリ野生復帰を核とした人と自然が共生するまちづくり事業

URL http://www.city.toyooka.lg.jp/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

D061 交換事業者名 株式会社山陽百貨店

0.50% 交換事業者ＵＲＬ http://www.sanyo-dp.co.jp/

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K168 社団法人 兵庫県緑化推進協会

事業報告

寄附先

K168 社団法人 兵庫県緑化推進協会

K168 社団法人 兵庫県緑化推進協会

K168 社団法人 兵庫県緑化推進協会



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

D065 交換事業者名 鳥取県商工会連合会

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://shokoren.infosakyu.ne.jp/

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

K029 特定非営利活動法人 おかやまエネルギーの未来を考える会

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

D067 交換事業者名 赤磐特産館アグリ

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.akaiwasci.org/agri

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K030 財団法人 おかやま環境ネットワーク

平成２５年度

K029 特定非営利活動法人 おかやまエネルギーの未来を考える会

K030 財団法人 おかやま環境ネットワーク

事業報告

寄附先

平成２３年度

K029 特定非営利活動法人 おかやまエネルギーの未来を考える会

K030 財団法人 おかやま環境ネットワーク

平成２４年度

平成２６年度

K029 特定非営利活動法人 おかやまエネルギーの未来を考える会

K030 財団法人 おかやま環境ネットワーク



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

D070 交換事業者名 社団法人香川県物産協会

0.5% 交換事業者ＵＲＬ http://kagawaproducts.or.jp/

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

D077 交換事業者名 株式会社鶴屋百貨店

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.tsuruya-dept.co.jp/

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

D080 交換事業者名 社団法人大分県物産協会

0.50% 交換事業者ＵＲＬ http://www.oita-bussan.or.jp

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K204 特定非営利活動法人 おおいた環境保全フォーラム

事業報告

寄附先

K204 特定非営利活動法人 おおいた環境保全フォーラム

K204 特定非営利活動法人 おおいた環境保全フォーラム

K204 特定非営利活動法人 おおいた環境保全フォーラム



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

D087 交換事業者名 まちづくり会社知床市場有限会社

1.0% 交換事業者ＵＲＬ

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

D089 交換事業者名 株式会社　アクティス

3.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.kai1000.com/

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K150 特定非営利活動法人 霧多布湿原トラスト

事業報告

寄附先

K150 特定非営利活動法人 霧多布湿原トラスト

K150 特定非営利活動法人 霧多布湿原トラスト

K150 特定非営利活動法人 霧多布湿原トラスト



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

D092 交換事業者名 株式会社アプコ

3.0% 交換事業者ＵＲＬ http://www.apcogift.com/

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

寄附額合計

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（独自の寄附先用）

E001 交換事業者名 伊藤忠商事株式会社

売上の0.5％以上 交換事業者ＵＲＬ http://mottainai-3r.jp/eco/

¥55,081

事業報告

平成２３年度

寄附先 The Green Belt Movement

事業・プロジェクト名 The Green Belt Movement

URL http://www.greenbeltmovement.org/

寄附額 ¥6,114

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）
2009年より、MOTTAINAIキャンペーンからの寄附金額によって、ケニア中部のキエニ地区（面積約1,300平方km）で、3年計画で約20万本を植林
する「MOTTAINAI GREEN PROJECT」が始動しております。
（使途）
エコポイント寄附は本プロジェクトの一部として活用されております。」
（効果）
2011年11月の途中報告によると、多くの地域住民たちが植林活動に参加し、80万本の苗木を439ヘクタールに植林しております。
この植林した苗木の保持を行い定着させていく予定です。
同時に地域住民やコミュニティの教育、意識向上にも貢献しており、森林や公営・民営の農場での森林再生努力、コミュニティ参加による植え付
け苗木の保護も行っております。

平成２４年度

寄附先 The Green Belt Movement

事業・プロジェクト名 The Green Belt Movement

事業・プロジェクト名 The Green Belt Movement

URL http://www.greenbeltmovement.org/

寄附額 ¥15,145

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）2009年より、MOTTAINAIキャンペーンからの寄附金額によって、ケニア中部のキエニ地区（面積約1,300平方km）で、3年計画で約20万本
を植林する「MOTTAINAI GREEN PROJECT」が始動しております。
（使途）MOTTAINAIキャンペーン事務局を構成する一企業である伊藤忠商事株式会社からの
エコポイント寄附は本プロジェクトの一部として活用されております。
（効果）2012年10月の途中報告によると、多くの地域住民たちが植林活動に参加し、合計で約330万本の苗木をケニア山の西地区、東地区に植
林しております。
この植林した苗木の保持を行い定着させていく予定です。
同時に地域住民やコミュニティの教育、意識向上にも貢献しており、森林や公営・民営の農場での森林再生努力、コミュニティ参加による植え付
け苗木の保護も行っております。

平成２５年度

寄附先 The Green Belt Movement

URL http://www.greenbeltmovement.org/

寄附額 ¥26,113

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）2009年より、MOTTAINAIキャンペーンからの寄附金額によって、ケニア中部のキエニ地区（面積約1,300平方km）で、3年計画で約20万本
を植林する「MOTTAINAI GREEN PROJECT」が始動しております。
（使途）MOTTAINAIキャンペーン事務局を構成する一企業である伊藤忠商事株式会社からのエコポイント寄附は本プロジェクトの一部として活用
されております。
（効果）多くの地域住民たちが植林活動に参加し、合計で約330万本の苗木をケニア山の西地区、東地区に植林しております。この植林した苗木
の保持を行い定着させていく予定です。同時に地域住民やコミュニティの教育、意識向上にも貢献しており、森林や公営・民営の農場での森林再
生努力、コミュニティ参加による植え付け苗木の保護も行っております。

寄附額 ¥7,709

実際の環境寄附の使い途
（使用対象及び成果等）

（概要）2009年より、MOTTAINAIキャンペーンからの寄附金額によって、ケニア中部のキエニ地区（面積約1,300平方km）で、3年計画で植林する
「MOTTAINAI GREEN PROJECT」が始動しております。
（使途）MOTTAINAIキャンペーン事務局を構成する一企業である伊藤忠商事株式会社からのエコポイント寄附は本プロジェクトの一部として活用
されております。
（効果）MOTTAINAI GREEN PROJECTでは、これまで381万本を植林し、現在171万6千本が生育中です。
45％の定着率ですが、これは自生種の「宮脇方式」による混植で強い種だけが生育したためで、強い森づくりの基礎ができたということになりま
す。
植樹した木の保護を行っていくと共に、引き続き植樹エリアの住民の生活向上を目指して住民のニーズや提案に応えたワークショップ、技術支援
を行っています。

平成２６年度

寄附先 The Green Belt Movement

事業・プロジェクト名 The Green Belt Movement

URL http://www.greenbeltmovement.org/



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

E012 交換事業者名 株式会社カタログハウス

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.cataloghouse.co.jp/company/

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K121 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター

事業報告

寄附先

K121 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター

K121 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター

K121 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

E013 交換事業者名 株式会社三喜

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.sunfunny.co.jp/eco-points/

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

E016 交換事業者名 株式会社ディノス

0.50% 交換事業者ＵＲＬ http://dinos.co.jp/jutaku-eco-point

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K070 特定非営利活動法人 国際環境NGO FoE Japan

事業報告

寄附先

K070 特定非営利活動法人 国際環境NGO FoE Japan

K070 特定非営利活動法人 国際環境NGO FoE Japan

K070 特定非営利活動法人 国際環境NGO FoE Japan



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

E017 交換事業者名 株式会社日盛興産

1.0% 交換事業者ＵＲＬ http://www.nissei-web.co.jp/site/ecopoint2.html

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

E018 交換事業者名 株式会社丸井

0.5% 交換事業者ＵＲＬ http://www.0101.co.jp

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

E020 交換事業者名 株式会社エニシル

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.enicil.co.jp/ecopoint/

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K056 特定非営利活動法人 日本ウミガメ協議会

事業報告

寄附先

K056 特定非営利活動法人 日本ウミガメ協議会

K056 特定非営利活動法人 日本ウミガメ協議会

K056 特定非営利活動法人 日本ウミガメ協議会



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

E021 交換事業者名 酒井産業株式会社

5.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.kiso-sakai.com

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K210 一般社団法人 more trees

事業報告

寄附先

K210 一般社団法人 more trees

K210 一般社団法人 more trees

K210 一般社団法人 more trees



事業者コード

環境寄附（寄附率）

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（均等配分用）

E024 交換事業者名 株式会社アリエシステム

0.1% 交換事業者ＵＲＬ http://www.ariesystem.co.jp

エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

※寄附先の事業報告内容については、各環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

事業報告

年度 環境寄附先

平成２３年度 住宅エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２４年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２５年度 エコポイント環境寄附対象団体に均等に分配

平成２６年度



事業者コード

環境寄附（寄附率）

年度

K015 特定非営利活動法人 バイシクル エコロジー ジャパン

住宅エコポイント事業　環境寄附を行った交換事業者　事業報告書（個別指定用）

E025 交換事業者名 ステップチェンジ株式会社

1.00% 交換事業者ＵＲＬ http://www.eco4u.jp/

※寄附先の事業報告内容については、個々の環境寄附団体の事業報告書を参照ください。

K052 財団法人 キープ協会

平成２５年度

K015 特定非営利活動法人 バイシクル エコロジー ジャパン

K052 財団法人 キープ協会

事業報告

寄附先

平成２３年度

K015 特定非営利活動法人 バイシクル エコロジー ジャパン

K052 財団法人 キープ協会

平成２４年度

平成２６年度

K015 特定非営利活動法人 バイシクル エコロジー ジャパン

K052 財団法人 キープ協会


