
エコレールマーク認定商品一覧
平成２８年９月７日現在

サランラップ 旭化成（株） 一級茶葉烏龍茶 アサヒ飲料（株）

パナソニック製携帯電話 パナソニック　モバイルコミュニケーションズ（株） バヤリース アサヒ飲料（株）

「赤穂の天塩」ポリ袋類６品目 赤穂化成（株） ウィルキンソン（炭酸飲料） アサヒ飲料（株）

キリン　生茶 キリンビバレッジ（株） 六甲のおいしい水 アサヒ飲料(株)

キリン　アルカリイオンの水 キリンビバレッジ（株） ドデカミン アサヒ飲料(株)

キリンレモン キリンビバレッジ（株） ECO.RシリーズNEO（自動車用バッテリー） （株）ＧＳユアサ

午後の紅茶 キリンビバレッジ（株） Gran Cruiseシリーズ（自動車用バッテリー） （株）ＧＳユアサ

キリンサプリ キリンビバレッジ（株） コスモECO.Rシリーズ（自動車用バッテリー） （株）ＧＳユアサ

いたれりつくせり２０度４L キング醸造（株） ＰＲＯＤＡ　ＮＥＯ (株)ＧＳユアサ

東芝ライテックランプ
（ネオシリーズ・メロウシリーズ・E-COREシリーズ）

東芝ライテック（株）鹿沼工場 ＹＴＺ (株)ＧＳユアサ

スズラン印グラニュ糖 日本甜菜製糖（株） Ｇｒａｎ　Ｃｒｕｉｓｅ　Ｋ （株）ＧＳユアサ

スズラン印上白糖 日本甜菜製糖（株） いわて純情米岩手県産ひとめぼれシリーズ 全国農業協同組合連合会岩手県本部米穀部

通販生活、ピカイチ事典 （株）カタログハウス いわて純情米岩手県産あきたこまちシリーズ 全国農業協同組合連合会岩手県本部米穀部

日立モートル （株）日立産機システム いわて純情米岩手県産いわてっこシリーズ 全国農業協同組合連合会岩手県本部米穀部

シャープ製携帯電話 シャープ（株） ボルテージ（アルカリ乾電池） 日立マクセル（株）

ＦＭＶ　ＥＳＰＲＩＭＯ（企業用デスクトップﾟPC）
ＰＲＩＭＥＲＧＹ（PCサーバ）

富士通（株） あかふじ（※１） （株）　神明

富士通製携帯電話 富士通（株）  じゃがりこ（じゃがりこサラダ・じゃがりこチーズ・じゃがりこじゃがバター） カルビー（株）

十六茶 アサヒ飲料（株） 日立ホイスト（※２） （株）日立産機システム

三ツ矢サイダー アサヒ飲料（株） ベンベルグ 旭化成（株）

ワンダ（缶コーヒー） アサヒ飲料（株） ベンリーゼ 旭化成（株）

（次ページへ続く）

認定商品名（右欄は商品の製造企業名） 認定商品名（右欄は商品の製造企業名）



エコレールマーク認定商品一覧
（前ページから続く） 平成２８年９月７日現在

ラムース 旭化成（株） カダン除草剤 フマキラー（株）

ダイキンエアコン（※３） ダイキン工業（株） イヌネコ忌避剤 フマキラー（株）

東レ　テトロン 東レ(株) Ｐａｎａｓｏｎｉｃ乾電池ＥＶＯＬＴＡ　１．５Ｖリチウム パナソニック（株）

液晶テレビ　〈ブラビア〉 ソニー(株) 充電式　ＥＶＯＬＴＡ パナソニック（株）

ソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー ソニー(株) Ｐａｎａｓｏｎｉｃマイクロ電池 パナソニック（株）

ＭＣＧ遮断機（※４） (株)京三製作所 Ｐａｎａｓｏｎｉｃ電池式ＬＥＤライト パナソニック（株）

ケイソウ質ろ過助剤Silika（シリカ）シリーズ（※５） 中央シリカ（株） パナソニック　エネループ パナソニック（株）

アセテート　トウ 三菱レイヨン（株） パリッテ 江崎グリコ（株）

アクリペット 三菱レイヨン（株） パナップ 江崎グリコ（株）

ダイヤナール 三菱レイヨン（株） 牧場しぼり 江崎グリコ（株）

三菱ルームエアコン霧ヶ峰 三菱電機(株) ココナッツポッキー 江崎グリコ（株）

三菱冷蔵庫 三菱電機(株) ポッキーミディ＜ぽってりイチゴ＞ 江崎グリコ（株）

おすだけべープ フマキラー（株） ブルボン　プチ （株）ブルボン

どこでもべープ フマキラー（株） ブルボン　イオン水 （株）ブルボン

フマキラー蚊とり線香 フマキラー（株） ブルボン　天然名水出羽三山の水 （株）ブルボン

フマキラーＡダブルジェット フマキラー（株） ブルボン　アルフォート （株）ブルボン

虫よけバリア フマキラー（株） ボルテージ　クレール 日立マクセル(株)

フマキラーアルコール除菌 フマキラー（株） 固定間仕切　軽量ドア 小松ウオール工業（株）

カダン園芸用殺虫殺菌剤 フマキラー（株） 移動間仕切　小松ランニング 小松ウオール工業（株）

カダン園芸用不快害虫駆除剤 フマキラー（株） 可動間仕切　マイティウォール 小松ウオール工業（株）
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エコレールマーク認定商品一覧
（前ページから続く） 平成２８年９月７日現在

トイレブース　サニティ 小松ウオール工業（株） 三井化学　コスモネートＴＤＩ 三井化学（株）

いいちこ 三和酒類　(株) 亀田の柿の種 亀田製菓（株）

カシオ計算機製　クロック カシオ計算機(株) ハッピーターン 亀田製菓（株）

カシオ計算機製　デジタルピアノ カシオ計算機(株) 日東工業製キュービクル 日東工業（株）

カシオ計算機製　電子キーボード カシオ計算機(株) アロンアルファ 東亞合成（株）

カシオ計算機製　電子レジスター カシオ計算機(株)  東亞合成製ジメチルアミノエチルアクリレート（アロンＤＡ） 東亞合成（株）

ビオレu 花王（株） 東亞合成製アクリル酸ブチル 東亞合成（株）

アタックNeo 花王（株） 東亞合成製アクリル酸メチル 東亞合成（株）

スミカセン 住友化学（株） 東亞合成製アクリル酸2エチルヘキシル 東亞合成（株）

ノーブレン 住友化学（株） アロンT-５０ 東亞合成（株）

スミカフレックス 住友化学（株） Ｔ-塩酸 東亞合成（株）

スミライザーＧＰ 住友化学（株） ピロリン酸カリウム 東亞合成（株）

住友化学製飼料添加物　メチオニン 住友化学（株） おふろのルック ライオン（株）

三井化学　アクリルアマイド 三井化学（株） キレイキレイ薬用泡ハンドソープ ライオン（株）

三井化学アグロ　ドロクロール 三井化学（株） キレイキレイ薬用液体ハンドソープ ライオン（株）

三井化学　ハイドロキノン 三井化学（株） デンタークリアＭＡＸライオン ライオン（株）

三井化学　イソプロピルアルコール 三井化学（株） ビトイーンライオン ライオン（株）

三井化学　コスモネートＭＤＩ 三井化学（株） トッププラチナクリア ライオン（株）

三井化学　三井ＰＥＴ 三井化学（株） トップＮＡＮＯＸ ライオン（株）

三井化学　高純度テレフタル酸 三井化学（株） 香りとデオドラントのソフラン　アロマナチュラル ライオン（株）
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エコレールマーク認定商品一覧
（前ページから続く） 平成２８年９月７日現在

自動車用バッテリー　カオス パナソニックストレージバッテリー（株） 玄関・リビング用　消臭力　香りStyle エステー（株）

自動車用バッテリー　カオスライト パナソニックストレージバッテリー（株） パロマガステーブルコンロ　ＧＲＡＮＤＣＨＥＦ 株式会社　パロマ

自動車用バッテリー　カオス　ハイブリット パナソニックストレージバッテリー（株） パロマガステーブルコンロ　ＥＶＥＲＹＣＨＥＦ 株式会社　パロマ

自動車用バッテリー　サークラ パナソニックストレージバッテリー（株） パロマガステーブルコンロ　あじわざ 株式会社　パロマ

バッテリー寿命判定ユニット　ライフ・ウィンク パナソニックストレージバッテリー（株） パロマガステーブルコンロ　水なし片面焼　 株式会社　パロマ

天然木床材 北海道パーケット工業（株） パロマガステーブルコンロ　コンパクト 株式会社　パロマ

カゴメトマトケチャップ カゴメ（株） パロマガスビルトインコンロ　ｃｒｅａ 株式会社　パロマ

カゴメソースウスター カゴメ（株） パロマガスビルトインコンロ　Ｆａｃｅｉｓ 株式会社　パロマ

カゴメソース中濃 カゴメ（株） パロマガスビルトインコンロ　ミニキッチン 株式会社　パロマ

カゴメソースとんかつ カゴメ（株） パロマガスふろ給湯器　ＢＲＩＧＨＴＳ 株式会社　パロマ

ダイヤモンドフロアー（ＷＰ） 東洋テックス（株） ヨド物置 株式会社　淀川製鋼所

ダイヤモンドフロアー（7000） 東洋テックス（株） ヨドカーポ 株式会社　淀川製鋼所

ダイヤモンドフロアー（4000） 東洋テックス（株） ヨド自転車置場 株式会社　淀川製鋼所

ダイヤモンドフロアー（ＡＡ） 東洋テックス（株） ヨド倉庫 株式会社　淀川製鋼所

天然銘木（5200） 東洋テックス（株） ヨドガレージラヴィージュ 株式会社　淀川製鋼所

タフマン （株）ヤクルト本社 ヨドダストピットHタイプ 株式会社　淀川製鋼所

ヤクルト蕃爽麗茶 （株）ヤクルト本社 ヨドダストピットFタイプ 株式会社　淀川製鋼所

ヤクルト珈琲たいむ （株）ヤクルト本社 六条麦茶 アサヒ飲料 株式会社

ヤクルトきになる野菜 （株）ヤクルト本社 食事の脂にこの１杯 アサヒ飲料 株式会社

ヤクルト麺許皆伝 （株）ヤクルト本社 黒霧島 霧島酒造（株）
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認定商品の補足

白霧島 霧島酒造（株）

赤霧島 霧島酒造（株）

茜霧島 霧島酒造（株）

吉助 霧島酒造（株）

バニラティエ 江崎グリコ（株）

佐賀たまねぎ 佐賀県農業協同組合

佐賀米（佐賀よかもち） 佐賀県農業協同組合

糸かつお　20ｇТ マルトモ　（株）

ゆきのみず （株）ロジネットジャパン

ＢＡＳＩＣ　ＶＡＬＵＥ （株）ＧＳユアサ

ＦＲＥＸ 旭化成ホームズ（株）

アクリルアマイド（50％水溶液） 三菱レイヨン（株）

（注）下線付きの商品は、平成２８年９月７日開催の第３３回「エコレールマーク運営・審査委員会」で認定されたものである。

認定商品名（右欄は商品の製造企業名）

合　　計 １７２件　２０１品目

※１　あかふじ
あきたこまち・新潟こしひかり・岩手ひとめぼれ・セレクション

※２　日立ホイスト
日立ロープホイスト・日立モートルブロック・日立クレーンサドル

※３　ダイキンエアコン
ビル用マルチ・スカイエア・エコジアス・ルームエアコン・うるるとさらら

※４　ＭＣＧ遮断機
ＭＥ８Ｆ－Ｂ形・ＭＡ形・ＭＤＷＳ形・ＭＡＷＳ形・ＴＤ６Ｓ形・ＴＡ６Ｓ形・ＤＥ８Ｆ形

※５　ケイソウ質ろ過助剤Silika（シリカ）シリーズ
シリカ100F・シリカ300S-A・シリカ300S・シリカ600S・シリカ600H・シリカ645・
シリカプールエース・オプライトW3020・オプライトW3050



エコレールマーク認定企業一覧
平成２８年９月７日現在

花王（株） パナソニック　モバイルコミュニケーションズ（株） (株)ＧＳユアサ

味の素ゼネラルフーヅ（株） 小松ウオール工業（株） キリンビール(株)

キヤノン（株） ミサワホーム（株） 東芝ライテック(株)

アサヒ飲料（株） 雪印メグミルク（株） 江崎グリコ(株)

ハウス食品（株） キング醸造（株） 中央シリカ(株)

味の素（株） ホクレン農業協同組合連合会 三菱レイヨン(株)

味の素冷凍食品（株） ＪＸエネルギー(株) サンデン・ビジネスエキスパート(株)

カゴメ（株） 日本甜菜製糖（株） シャープ(株)

パナソニックストレージバッテリー（株） （株）カタログハウス パナソニック(株)

キッコーマン食品（株） 全国農業協同組合連合会岩手県本部米穀部 (株)クレハ

ライオン（株） 住化コベストロウレタン（株） カルビー（株）

日清オイリオグループ（株） トヨタ自動車（株） 日本たばこ産業（株）

旭化成（株）・旭化成ホームプロダクツ（株） 住友化学（株） （株）日立産機システム

サッポロビール（株） ＪＵＫＩ（株） ダイキン工業（株）

キリンビバレッジ（株） (株）神明 三菱製紙（株）

北海道パーケット工業（株） (株)コロナ 古河電工パワーシステムズ(株)横須賀事業所

旭化成（株） 東芝メディカルシステムズ(株) 東レ(株)

（株）ブルボン カシオ計算機(株) 大東カカオ(株)

（株）日立製作所 (株)平和 全国農業協同組合連合会　宮城県本部

日立マクセル（株） (株)オリンピア 富士通(株)
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エコレールマーク認定企業一覧
（前ページから続く） 平成２８年９月７日現在

ソニー(株) YKK AP（株）

松原産業(株) （株）パロマ

三菱電機（株） （株） 淀川製鋼所

フマキラー（株） サントリービール （株）

三和酒類(株) サントリースピリッツ （株）

赤穂化成(株) 霧島酒造　株式会社

住友電気工業(株) 佐賀県　農業協同組合

不二製油（株） マルトモ　株式会社

日本曹達（株）

三井化学（株）

亀田製菓（株）

日東工業（株）中津川工場

東亞合成（株）

（株）ブルーエナジー

三菱化学（株）

大成ラミック（株）

東洋テックス（株）

ネスレ日本（株）

（株）ヤクルト本社

エステー（株）　九州工場

(注）企業名は認定順に記載している。また、下線付きの商品は、平成２８年９月７日開催の第３３回「エコレールマーク運営・審査委員会」で認定されたものである。

認定企業名 認定企業名

８８社



エコレールマーク協賛企業一覧

協賛企業名 協賛企業名

日本貨物鉄道（株） 熊谷通運(株)

日本通運（株） 日東燃料工業（株）ベニースーパー

日本石油輸送（株） ユーピーアール（株）

（株）ランテック 日本梱包運輸倉庫（株）

日本オイルターミナル（株） センコー（株）

佐川急便（株） （株）ジェイアール貨物・不動産開発

全国通運（株） （株）イトーヨーカ堂

日本フレートライナー（株） イオン 株式会社

日本パレットプール（株） 株式会社 グリーンパックス

ヤマト運輸（株） 京葉臨海鉄道 株式会社

日本パレットレンタル（株） 多治見通運 株式会社　

（株）日陸 東京エコサービス 株式会社

（株）ジェック ジャパン・カーゴ 株式会社

神奈川臨海鉄道(株)

（株）ジェイアール貨物・東北ロジスティクス

愛宕倉庫（株）

２９社

（注）協賛企業とは、エコレールマーク商品又は取組企業の輸送・流通に関わっている企業等であって、エコレールマークを多くの一般消費者に普及させるた
め、エコレールマーク運営・審査委員会が適当と判断するもの。また、下線付きの企業は、今回新たに協賛企業に加わった企業である。

平成２８年９月７日現在


