
 
 
 

 
 
 

 
                                        平成２７年８月２８日 

                                           鉄道局鉄道事業課ＪＲ担当室  
 

 

第３２回「エコレールマーク」の認定について 
 

 

１．エコレールマーク制度について 

エコレールマーク制度は、地球環境に優しい鉄道貨物輸送を一定以上利用している商品又は企業

に対して、「エコレールマーク」の認定を行い、マークの表示によって消費者に判断基準を提供す

る制度です。「エコレールマーク」の表示された商品等を通じて、流通過程において企業が地球環

境問題に貢献していることを消費者に意識していただき、企業の鉄道貨物輸送へのモーダルシフト

を促進することを目的としています。 
 

○認定商品 

・５００ｋｍ以上の陸上貨物輸送のうち３０％以上鉄道を利用している商品 

○認定企業 

 ・５００ｋｍ以上の陸上貨物輸送のうち１５％以上鉄道を利用している企業 

 ・数量で年間１万５千トン以上または、数量×距離で年間１，５００万トンキロ以上の輸送に鉄道を利用している企業  
 

２．今回の新規認定について 

平成２７年８月２７日（木）に第３２回「エコレールマーク運営・審査委員会」(委員長 苦瀬博仁 

流通経済大学教授）が開催され、エコレールマークの認定商品として１８件、認定企業として４件

を新たに認定することが決定されました。 

 

（１）新規エコレールマーク認定商品（１８件） 
① パロマガステーブルコンロ ＧＲＡＮＤＣＨＥＦ【株式会社 パロマ】  

② パロマガステーブルコンロ ＥＶＥＲＹＣＨＥＦ【株式会社 パロマ】  

③ パロマガステーブルコンロ あじわざ          【株式会社 パロマ】  

④ 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】  

⑤ パロマガステーブルコンロ コンパクト        【株式会社 パロマ】  

⑥ パロマガスビルトインコンロ ｃｒｅａ     【株式会社 パロマ】 

⑦ パロマガスビルトインコンロ Ｆａｃｅｉｓ  【株式会社 パロマ】 

⑧ 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】  

⑨ パロマガスふろ給湯器 ＢＲＩＧＨＴＳ      【株式会社 パロマ】  

⑩ ヨド物置             【株式会社 淀川製鋼所】 

⑪ ヨドカーポ      【株式会社 淀川製鋼所】 

⑫ ヨド自転車置場      【株式会社 淀川製鋼所】 

⑬ ヨド倉庫          【株式会社 淀川製鋼所】 

⑭ ヨドガレージラヴィージュ 【株式会社 淀川製鋼所】  

⑮ ヨドダストピットHタイプ  【株式会社 淀川製鋼所】 

⑯ ヨドダストピットFタイプ 【株式会社 淀川製鋼所】 

⑰ 六条麦茶         【アサヒ飲料 株式会社】 

⑱ 食事の脂にこの１杯      【アサヒ飲料 株式会社】  

 

 

 

くせ   ひろひと 



 

 

 

（２）新規エコレールマーク認定企業（４件） 

① 株式会社 パロマ 

② 株式会社 淀川製鋼所 

③ サントリービール 株式会社 

④ サントリースピリッツ 株式会社 

 

今回の認定を受け、認定商品は合計で１９９品目（１６１件）、認定企業は８６件となりました。また、

イオン 株式会社、株式会社 グリーンパックス、京葉臨海鉄道 株式会社、多治見通運 株式会社が今回新た

に協賛企業となり、協賛企業は合計で２７件となりました。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

鉄道局鉄道事業課ＪＲ担当室 中村、田中 

代表：03-5253-8111 内線：40242,40223 

直通：03-5253-8529 

FAX：03-5253-1635 



～今回「エコレールマーク」の認定を受けた商品～

①パロマガステーブルコンロ ＧＲＡＮＤＣＨＥＦ

【株式会社 パロマ】

１．新規エコレールマーク認定商品（１８件）

②パロマガステーブルコンロ ＥＶＥＲＹＣＨＥＦ

【株式会社 パロマ】
③パロマガステーブルコンロ あじわざ

【株式会社 パロマ】

④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】
⑤パロマガステーブルコンロ コンパクト

【株式会社 パロマ】
⑥パロマガスビルトインコンロ ｃｒｅａ

【株式会社 パロマ】

⑦パロマガスビルトインコンロ Ｆａｃｅｉｓ

【株式会社 パロマ】
⑧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】
⑨パロマガスふろ給湯器 ＢＲＩＧＨＴＳ

【株式会社 パロマ】



⑩ヨド物置
【株式会社 淀川製鋼所】

⑪ヨドカーポ
【株式会社 淀川製鋼所】

⑫ヨド自転車置場
【株式会社 淀川製鋼所】

⑬ヨド倉庫
【株式会社 淀川製鋼所】

⑭ヨドガレージラヴィージュ
【株式会社 淀川製鋼所】

⑮ヨドダストピットHタイプ
【株式会社 淀川製鋼所】

⑯ヨドダストピットFタイプ
【株式会社 淀川製鋼所】

⑰六条麦茶
【アサヒ飲料株式会社】

⑱食事の脂にこの１杯
【アサヒ飲料株式会社】



２．新規エコレールマーク認定企業（４件）

※そのほか、イオン株式会社、株式会社グリーンパックス、京葉臨海鉄道株式会社、多治見通運株式
会社が今回新たに協賛企業となり、協賛企業は合計で２７件となりました。

協賛企業：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

①株式会社パロマ ②株式会社 淀川製鋼所

③サントリービール株式会社、④サントリースピリッツ株式会社



 
 
 

 
 
 

 
                                        平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ８ 日 

                                           鉄 道 局 鉄 道 事 業 課 Ｊ Ｒ 担 当 室 
 

第３３回「エコレールマーク」の認定について 
 

 
平成２８年９月７日（水）に第３３回「エコレールマーク運営・審査委員会」(委員長 苦瀬博仁 流

通経済大学教授）が開催され、エコレールマークの認定商品として１３件、認定企業として３件を

新たに認定することが決定されました。 

 

エコレールマーク制度は、地球環境に優しい鉄道貨物輸送を一定以上利用している商品又は企業

に対して、「エコレールマーク」の認定を行い、マークの表示によって消費者に判断基準を提供す

る制度です。「エコレールマーク」の表示された商品等を通じて、流通過程において企業が地球環

境問題に貢献していることを消費者に意識していただき、企業の鉄道貨物輸送へのモーダルシフト

を促進することを目的としています。 

 

１．新規エコレールマーク認定商品（１３件） 

① 黒霧島【霧島酒造 株式会社】 

② 白霧島【霧島酒造 株式会社】 

③ 赤霧島【霧島酒造 株式会社】 

④ 茜霧島【霧島酒造 株式会社】 

⑤ 吉助【霧島酒造 株式会社】 

⑥ バニラティエ【江崎グリコ 株式会社】 

⑦ 佐賀たまねぎ【佐賀県農業協同組合】 

⑧ 佐賀米（佐賀よかもち）【佐賀県農業協同組合】 

⑨ 糸かつお 20ｇТ【マルトモ 株式会社】 

⑩ ゆきのみず【株式会社 ロジネットジャパン】 

⑪ ＢＡＳＩＣ ＶＡＬＵＥ【株式会社 ＧＳユアサ】 

⑫ ＦＲＥＸ【旭化成ホームズ 株式会社】 

⑬ アクリルアマイド（50％水溶液）【三菱レイヨン 株式会社】 

 

２．新規エコレールマーク認定企業（３件） 

① 霧島酒造 株式会社 

② 佐賀県 農業協同組合 

③ マルトモ 株式会社 

 

今回の認定を受け、認定商品は合計で２０１品目（１７２件）、認定企業は８８社となりました。

また、東京エコサービス 株式会社、ジャパン・カーゴ 株式会社が今回新たに協賛企業となり、協

賛企業は合計で２９社となりました。 

 

 

 

 

くせ   ひろひと 

【問い合わせ先】 

鉄道局鉄道事業課ＪＲ担当室 中村、田中 

代表：03-5253-8111 内線：40242,40223 

直通：03-5253-8529 

F A X：03-5253-1635 



～今回「エコレールマーク」の認定を受けた商品～

①黒霧島
【霧島酒造 株式会社】

１．新規エコレールマーク認定商品（１３件）

②白霧島
【霧島酒造 株式会社】

③赤霧島
【霧島酒造 株式会社】

④茜霧島
【霧島酒造 株式会社】

⑤吉助
【霧島酒造 株式会社】

⑥バニラティエ
【江崎グリコ 株式会社】

⑦佐賀たまねぎ
【佐賀県農業協同組合】

⑧佐賀米（佐賀よかもち）
【佐賀県農業協同組合】

⑨糸かつお 20ｇТ
【マルトモ 株式会社】



⑩ゆきのみず
【株式会社 ロジネットジャパン】

⑪ＢＡＳＩＣ ＶＡＬＵＥ
【株式会社 ＧＳユアサ】

⑫ＦＲＥＸ
【旭化成ホームズ 株式会社】

⑬アクリルアマイド（50％水溶液）
【三菱レイヨン 株式会社】

２．新規エコレールマーク認定企業（３件）

①霧島酒造 株式会社 ②佐賀県 農業協同組合 ③マルトモ 株式会社

※そのほか、東京エコサービス株式会社、ジャパン・カーゴ株式会社が今回新たに協賛企業となり、協
賛企業は合計で２９件となりました。

協賛企業：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

※画像はコンテナで輸送しているもの



 
 
 

 
 
 

 
                                        平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ 日 

                                           鉄 道 局 鉄 道 事 業 課 
 

第３４回「エコレールマーク」の認定について 
  

 
平成２９年３月２日（木）に第３４回「エコレールマーク運営・審査委員会」(委員長 苦瀬博仁 流

通経済大学教授）が開催され、エコレールマークの認定商品として１８件、認定企業として２件を

新たに認定することが決定されました。 

 

エコレールマーク制度は、地球環境に優しい鉄道貨物輸送を一定以上利用している商品又は企業

に対して、「エコレールマーク」の認定を行い、マークの表示によって消費者に判断基準を提供す

る制度です。「エコレールマーク」の表示された商品等を通じて、流通過程において企業が地球環

境問題に貢献していることを消費者に意識していただき、企業の鉄道貨物輸送へのモーダルシフト

を促進することを目的としています。 

 

１．新規エコレールマーク認定商品（１８件） 

① 北海道コンデンスミルク 脂肪ゼロ 130g【雪印メグミルク 株式会社】 

② 北海道コンデンスミルク 130g【雪印メグミルク 株式会社】 

③ 北海道コンデンスミルク 230g【雪印メグミルク 株式会社】 

④ （業務用）北海道コンデンスミルク 480g【雪印メグミルク 株式会社】 

⑤ （業務用）北海道コンデンスミルク 800g【雪印メグミルク 株式会社】 

⑥ 北海道濃縮ミルク 170g【雪印メグミルク 株式会社】 

⑦ （業務用）加糖練乳 24.5㎏【雪印メグミルク 株式会社】 

⑧ （業務用）加糖脱脂練乳 25.5㎏【雪印メグミルク 株式会社】 

⑨ 雪印メグミルク 脱脂粉乳 25㎏【雪印メグミルク 株式会社】 

⑩ 芋麹焼酎 吉助＜白＞【霧島酒造 株式会社】 

⑪ 芋麹焼酎 吉助＜黒＞【霧島酒造 株式会社】 

⑫ 芋麹焼酎 吉助＜赤＞【霧島酒造 株式会社】 

⑬ ＰＢＴ樹脂 トレコン【東レ 株式会社】 

⑭ マルチスライスＣＴ装置 Ｓｕｐｒｉａ【株式会社 日立製作所】 

⑮ Ｘ線診断装置 ＣＬＩＮＩＸ（ＣＬＩＮＩＸⅡ・ＣＬＩＮＩＸⅢ）【株式会社 日立製作所】 

⑯ しっかり除湿 ドライペット コンパクト【エステー株式会社 九州工場】 

⑰ ダイヤモンドフロアー（ＹＰ）【東洋テックス 株式会社】 

⑱ ダイヤモンドフロアー（7100）【東洋テックス 株式会社】 

 

 

２．新規エコレールマーク認定企業（２件） 

① ヤマモリ 株式会社 

② 日立オムロンターミナルソリューションズ 株式会社 

 

今回の認定を受け、認定商品は合計で２１０品目（１８２件）、認定企業は８７社となりました。 

 

 

 

 

くせ   ひろひと 

【問い合わせ先】 

鉄道局鉄道事業課ＪＲ担当室 中村、田中 

代表：03-5253-8111 内線：40242,40223 

直通：03-5253-8529 

F A X：03-5253-1635 

クリニックス 

スプリア 



～今回「エコレールマーク」の認定を受けた商品及び企業～

①北海道コンデンスミルク
脂肪ゼロ 130ｇ

【雪印メグミルク 株式会社】

〇認定商品
・５００ｋｍ以上の陸上貨物輸送のうち３０％以上鉄道を利用している商品

〇認定企業
・５００ｋｍ以上の陸上貨物輸送のうち１５％以上鉄道を利用している企業
・数量で年間１万５千トン以上または、数量×距離で年間１，５００万トンキロ以上の輸送に
鉄道を利用している企業

１．新規エコレールマーク認定商品（１８件）

②北海道コンデンスミルク 130ｇ
【雪印メグミルク 株式会社】

③北海道コンデンスミルク230ｇ
【雪印メグミルク 株式会社】

④（業務用）
北海道コンデンスミルク 480ｇ
【雪印メグミルク 株式会社】

⑥北海道濃縮ミルク 170ｇ
【雪印メグミルク 株式会社】

⑤（業務用）
北海道コンデンスミルク 800ｇ
【雪印メグミルク 株式会社】

⑦（業務用）加糖練乳 24.5㎏
【雪印メグミルク 株式会社】

⑧（業務用）加糖脱脂練乳 25.5㎏
【雪印メグミルク 株式会社】

⑨雪印メグミルク 脱脂粉乳 25㎏
【雪印メグミルク 株式会社】



⑬ＰＢＴ樹脂 トレコン
【東レ 株式会社】 （※）

⑭マルチスライスＣＴ装置
Ｓｕｐｒｉａ

【株式会社 日立製作所】

⑮Ｘ線診断装置 ＣＬＩＮＩＸ
（ＣＬＩＮＩＸⅡ・ＣＬＩＮＩＸⅢ）
【株式会社 日立製作所】

⑰ダイヤモンドフロアー（ＹＰ）
【東洋テックス 株式会社】

⑯しっかり除湿
ドライペット コンパクト

【エステー株式会社 九州工場】

⑱ダイヤモンドフロアー（7100）
【東洋テックス 株式会社】

スプリア

クリニックス

※耐熱性、耐候性、耐薬品性に優れた樹脂
で、自動車部品や電気・電子部品や精密機
器に加え、その質感・硬さなどから食器、箸、
フィルム等にも使用されています。

２．新規エコレールマーク認定企業（２件）

②日立オムロンターミナルソリューションズ 株式会社①ヤマモリ 株式会社

⑩芋麹焼酎 吉助＜白＞
【霧島酒造 株式会社】

⑪芋麹焼酎 吉助＜黒＞
【霧島酒造 株式会社】

⑫芋麹焼酎 吉助＜赤＞
【霧島酒造 株式会社】


