
 
 
 

 
 
 

 
                                        平 成 ２ ５ 年 ９ 月 ６ 日 

                                           鉄道局鉄道事業課ＪＲ担当室 
 

 

第２９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２５年９月５日（木）に第２９回「エコレールマーク運営・審査委員会」(委員長 苦瀬博仁 東

京海洋大学教授）が開催され、エコレールマークの認定商品として５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。 

（１）新規エコレールマーク認定商品（５件） 
① スミカセン【住友化学株式会社】 

② ノーブレン【住友化学株式会社】 

③ スミカフレックス【住友化学株式会社】 

④ スミライザーＧＰ【住友化学株式会社】 

⑤ 住友化学製飼料添加物 メチオニン【住友化学株式会社】 

 

（２）新規エコレールマーク認定企業（２件） 

① 不二製油株式会社 

② 日本曹達株式会社 

 

 

今回の認定を受け、認定商品は合計で１００件（１５４品目）、認定企業は７９件となりました。また、日

東燃料工業株式会社ベニースーパー、ユーピーアール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１９件となりました。 

 

 

 

くせ   ひろひと 

【問い合わせ先】 

鉄道局鉄道事業課ＪＲ担当室 岡部、織田 

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．新規エコレールマーク認定商品（５件） 

 

 

 

                         

          

 
 
 

 

 

     

      

 

 

２．新規エコレールマーク認定企業（２件） 

 

 

 

    
 

 

※そのほか、日東燃料工業株式会社ベニースーパー、ユーピーアール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１９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 

 
②ノーブレン 

【住友化学 株式会社】 

 
① スミカセン 

【住友化学 株式会社】 

 
③スミカフレックス 

【住友化学 株式会社】 

 
④スミライザーＧＰ 

【住友化学 株式会社】 

⑤住友化学製飼料添加物 
メチオニン 

【住友化学 株式会社】 

 
① 不二製油株式会社 

 

 
②日本曹達株式会社 

 



 
 
 

 
 
 

 
                                        平成２６年２月２８日  

                                           鉄道局鉄道事業課ＪＲ担当室  
 

 

第３０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２６年２月２７日（木）に第３０回「エコレールマーク運営・審査委員会」(委員長 苦瀬博仁 

東京海洋大学教授）が開催され、エコレールマークの認定商品として３９件、認定企業として５件

を新たに認定することが決定されました。 

くせ   ひろひと 

（１）新規エコレールマーク認定商品（３９件） 
① 三井化学 アクリルアマイド【三井化学株式会社】 

② 三井化学アグロ ドロクロール【三井化学株式会社】 

③ 三井化学 ハイドロキノン【三井化学株式会社】 

④ 三井化学 イソプロピルアルコール【三井化学株式会社】 

⑤ 三井化学 コスモネートＭＤＩ【三井化学株式会社】 

⑥ 三井化学 三井ＰＥＴ【三井化学株式会社】 

⑦ 三井化学 高純度テレフタル酸【三井化学株式会社】 

⑧ 三井化学 コスモネートＴＤＩ【三井化学株式会社】 

⑨ 亀田の柿の種【亀田製菓株式会社】 

⑩ ハッピーターン【亀田製菓株式会社】 

⑪ 日東工業製キュービクル【日東工業株式会社】 

⑫ アロンアルファ【東亞合成株式会社】 

⑬ 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）【東亞合成株式会社】 

⑭ 東亞合成製アクリル酸ブチル【東亞合成株式会社】 

⑮ 東亞合成製アクリル酸メチル【東亞合成株式会社】 

⑯ 東亞合成製アクリル酸 2 エチルヘキシル【東亞合成株式会社】 

⑰ アロンＴ-５０【東亞合成株式会社】 

⑱ Ｔ-塩酸【東亞合成株式会社】 

⑲ ピロリン酸カリウム【東亞合成株式会社】 

 



 

⑳ おふろのルック【ライオン株式会社】 

㉑ キレイキレイ薬用泡ハンドソープ【ライオン株式会社】 

㉒ キレイキレイ薬用液体ハンドソープ【ライオン株式会社】 

㉓ デンタークリアＭＡＸライオン【ライオン株式会社】 

㉔ ビトイーンライオン【ライオン株式会社】 

㉕ トッププラチナクリア【ライオン株式会社】 

㉖ トップＮＡＮＯＸ【ライオン株式会社】 

㉗ 香りとデオドラントのソフラン アロマナチュラル【ライオン株式会社】 

㉘ 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式会社】 

㉙ 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式会社】 

㉚ 自動車用バッテリー カオス ハイブリッド【パナソニックストレージバッテリー株式会社】 

㉛ 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式会社】 

㉜ 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式会社】 

㉝ 天然木床材【北海道パーケット工業株式会社】 

㉞ パナソニック エネループ【パナソニック株式会社】 

㉟ カゴメトマトケチャップ【カゴメ株式会社】 

㊱ カゴメソースウスター【カゴメ株式会社】 

㊲ カゴメソース中濃【カゴメ株式会社】 

㊳ カゴメソースとんかつ【カゴメ株式会社】 

㊴ Gran Cruise K【株式会社ＧＳユアサ】 

 

（２）新規エコレールマーク認定企業（５件） 

① 三井化学株式会社 

② 亀田製菓株式会社 

③ 日東工業株式会社 中津川工場 

④ 東亞合成株式会社 

⑤ 株式会社ブルーエナジー 

 

 

今回の認定を受け、認定商品は合計で１３８件（１９２品目）、認定企業は８３件となりました。また、日

本梱包運輸倉庫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２０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 岡部、織田 

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～

①三井化学 アクリルアマイド
【三井化学株式会社】

②三井化学アグロ ドロクロール
【三井化学株式会社】

③三井化学 ハイドロキノン
【三井化学株式会社】

１．新規エコレールマーク認定商品（３９件）

④三井化学 ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ
【三井化学株式会社】

⑤三井化学 コスモネートＭＤＩ
【三井化学株式会社】

⑥三井化学 三井ＰＥＴ
【三井化学株式会社】

⑦三井化学 高純度テレフタル酸

【三井化学株式会社】
⑧三井化学 コスモネートＴＤＩ

【三井化学株式会社】
⑨亀田の柿の種

【亀田製菓株式会社】



⑩ハッピーターン
【亀田製菓株式会社】

⑪日東工業製キュービクル
【日東工業株式会社】

⑫アロンアルファ
【東亞合成株式会社】

⑬東亞合成製ｼﾞﾒﾁﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
ｱｸﾘﾚｰﾄ（ｱﾛﾝDA）

【東亞合成株式会社】

⑭東亞合成製アクリル酸ブチル
【東亞合成株式会社】

⑮東亞合成製アクリル酸メチル
【東亞合成株式会社】

⑯東亞合成製ｱｸﾘﾙ酸2
ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

【東亞合成株式会社】

⑰アロンＴ‐５０
【東亞合成株式会社】

⑱Ｔ‐塩酸
【東亞合成株式会社】

⑲ピロリン酸カリウム
【東亞合成株式会社】

⑳おふろのルック
【ライオン株式会社】

㉑ｷﾚｲｷﾚｲ薬用
泡ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ

【ライオン株式会社】



㉒ｷﾚｲｷﾚｲ薬用
液体ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ

【ライオン株式会社】

㉓ﾃﾞﾝﾀｰｸﾘｱMAXﾗｲｵﾝ
【ライオン株式会社】

㉔ビトイーンライオン
【ライオン株式会社】

㉕ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾗﾁﾅｸﾘｱ
【ライオン株式会社】

㉖トップＮＡＮＯＸ
【ライオン株式会社】

㉗香りとﾃﾞｵﾄﾞﾗﾝﾄのｿﾌﾗﾝ
ｱﾛﾏﾅﾁｭﾗﾙ

【ライオン株式会社】

㉘自動車用バッテリー
カオス

【ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｽﾄﾚｰｼﾞﾊﾞｯﾃﾘｰ株式会社】

㉙自動車用バッテリー
カオスライト

【ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｽﾄﾚｰｼﾞﾊﾞｯﾃﾘｰ株式会社】

㉚自動車用バッテリー
カオス ハイブリッド

【ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｽﾄﾚｰｼﾞﾊﾞｯﾃﾘｰ株式会社】

㉛自動車用バッテリー
サークラ

【ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｽﾄﾚｰｼﾞﾊﾞｯﾃﾘｰ株式会社】

㉜バッテリー寿命判定ユニット
ライフ・ウィンク

【ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｽﾄﾚｰｼﾞﾊﾞｯﾃﾘｰ株式会社】

㉝天然木床材
【北海道ﾊﾟｰｹｯﾄ工業株式会社】



㉞パナソニック
エネループ

【ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ株式会社】

㉟カゴメトマトケチャップ
【カゴメ株式会社】

㊱カゴメソースウスター
【カゴメ株式会社】

㊲カゴメソース中濃
【カゴメ株式会社】

㊳カゴメソースとんかつ
【カゴメ株式会社】

㊴Gran Cruise K
【株式会社ＧＳユアサ】

２．新規エコレールマーク認定企業（５件）

※そのほか、日本梱包運輸倉庫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２０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

①三井化学株式会社 ②亀田製菓株式会社
③日東工業株式会社

中津川工場

④東亞合成株式会社 ⑤株式会社ブルーエナジー



 
 
 

 
 
 

 
                                        平成２７年２月２７日 

                                           鉄道局鉄道事業課ＪＲ担当室 
 

 

第３１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２月２６日（木）に第３１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１４件、認定企業として７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（１４件） 
① ブルボン アルフォート【株式会社 ブルボン】 

② ダイヤモンドフロアー（ＷＰ）【東洋テックス 株式会社】 

③ ダイヤモンドフロアー（7000）【東洋テックス 株式会社】 

④ ダイヤモンドフロアー（4000）【東洋テックス 株式会社】 

⑤ ダイヤモンドフロアー（ＡＡ）【東洋テックス 株式会社】 

⑥ 天然銘木（5200）【東洋テックス 株式会社】 

⑦ タフマン【株式会社 ヤクルト本社】 

⑧ ヤクルト蕃爽麗茶【株式会社 ヤクルト本社】 

⑨ ヤクルト珈琲たいむ【株式会社 ヤクルト本社】 

⑩ ヤクルトきになる野菜【株式会社 ヤクルト本社】 

⑪ ヤクルト麺許皆伝【株式会社 ヤクルト本社】 

⑫ ココナッツポッキー【江崎グリコ 株式会社】 

⑬ ポッキーミディ＜ぽってりイチゴ＞【江崎グリコ 株式会社】 

⑭ 玄関・リビング用 消臭力 香り Style【エステー 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（７件） 

① 三菱化学 株式会社 

② 大成ラミック 株式会社 

③ 東洋テックス 株式会社 

④ ネスレ日本 株式会社 

⑤ 株式会社 ヤクルト本社 

⑥ エステー株式会社 九州工場 

⑦ YKK AP 株式会社 

 

今回の認定を受け、認定商品は合計で１５０件（１９０品目）、認定企業は８７件となりました。また、

センコー 株式会社、株式会社 ジェイアール貨物・不動産開発、株式会社 イトーヨーカ堂が今回新たに協

賛企業となり、協賛企業は合計で２３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 田邊、織田 

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ブルボン アルフォート
【株式会社ブルボン】

１．新規エコレールマーク認定商品（１４件）

④ダイヤモンドフロアー（4000）
【東洋テックス株式会社】

⑤ダイヤモンドフロアー（ＡＡ）
【東洋テックス株式会社】

⑧ヤクルト蕃爽麗茶
【株式会社ヤクルト本社】

③ダイヤモンドフロアー（7000）
【東洋テックス株式会社】

②ダイヤモンドフロアー（ＷＰ）
【東洋テックス株式会社】

⑥天然銘木（5200）
【東洋テックス株式会社】

⑦タフマン
【株式会社ヤクルト本社】

⑨ヤクルト珈琲たいむ
【株式会社ヤクルト本社】



⑭玄関・リビング用消臭力香りStyle
【エステー株式会社】

⑩ヤクルトきになる野菜
【株式会社ヤクルト本社】

⑪ヤクルト麺許皆伝
【株式会社ヤクルト本社】

⑫ココナッツポッキー
【江崎グリコ株式会社】

⑬ポッキーミディ＜ぽってりイチゴ＞
【江崎グリコ株式会社】



２．新規エコレールマーク認定企業（７件）

※そのほか、センコー株式会社、株式会社ジェイアール貨物・不動産開発、株式会社イトーヨーカ堂が
今回新たに協賛企業となり、協賛企業は合計で２３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

①三菱化学株式会社 ②大成ラミック株式会社

④ネスレ日本株式会社 ⑤株式会社ヤクルト本社

③東洋テックス株式会社

⑥エステー株式会社
九州工場

⑦YKK AP株式会社
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