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No.419 

2013 年 8 月 5 日 
＜報道関係各位＞ 
 

 

「ともに生きる！」ひろげよう防災の輪！「ともに生きる！」ひろげよう防災の輪！「ともに生きる！」ひろげよう防災の輪！「ともに生きる！」ひろげよう防災の輪！    
復興支援キャンペーンのご案内復興支援キャンペーンのご案内復興支援キャンペーンのご案内復興支援キャンペーンのご案内        

 

王子ネピア株式会社（代表取締役社長：清水紀暁）は、大塚食品株式会社（代表取締役社長：浦田宏二）、       

株式会社マルハニチロ食品（代表取締役社長：坂井道郎）、大塚製薬株式会社（代表取締役社長：岩本太郎）、

佐藤食品工業株式会社（代表取締役社長：佐藤元）、三立製菓株式会社（代表取締役社長：松島勇史）、株式会

社白元（代表取締役社長：鎌田真）、カンロ株式会社（代表取締役社長：村上和夫）、カルビーポテト株式会社

（代表取締役社長：佐久間竹美）、三菱ＵＦＪリース株式会社（代表取締役社長：白石正）、カルビー株式会社

（代表取締役社長：伊藤秀ニ）と共同で、一昨年の東日本大震災で甚大な被害を受けた被災地の事業者が発行

する森林吸収系クレジット（Ｊ－ＶＥＲクレジット※1 ）の販売を、普段のお買い物を通して支援することによ

り復興のための資金還流を促すことを目的としたキャンペーンを下記要領にて展開いたします。 

昨年度は、環境省、日本スーパーマーケット協会、日本チェーンストア協会後援の下で本キャンペーンを展

開し、全国 35 企業 1,828 店舗で実施いたしました。本年度は、日本スーパーマーケット協会、日本チェーンス

トア協会、新日本スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会、日本チェーンドラッグスト

ア協会の後援のもと、９月１日の“防災の日”に合わせ、８月中旬より全国の店頭にて順次開始いたします。 

記 

1. キャンペーン名称  「ともに生きる！」ひろげよう防災の輪！復興支援キャンペーン 

2. 企画目的 

①防災の日をテーマとし、防災への備えを行うことが同時に被災地の復興支援につながる形で消費者自身

が主体的に参加できるプロモーションを実施し、被災地の温室効果ガス森林吸収プロジェクトから発行

されるＪ-ＶＥＲクレジットを購入することを通して被災地の復興支援へ貢献する。 

 ②１２年度の同企画を通じて取得したＪ－ＶＥＲクレジットにより、売場展開に使用するＰＯＰの製造時

排出されるＣＯ２を相殺することで、オフセット型プロモーション事例を創出し、クレジット活用の普

及促進に寄与する。 

3. 実施期間  

売場展開期間  ８月１９日（月）～９月吉日 

応援メッセージ受付期間 ８月２３日（金）～９月３０日（月） 

               ※売場展開日程はお店によって異なります。 

4. 展開規模 全国 119 企業 3,582 店舗で実施  

※今後増える可能性があります。 

 

※1.  J-VER(オフセット・クレジット)とは、温室効果ガスの削減・吸収量をクレジットとして認証する制度で、環境省が運営し

ています。 
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5. 事業主体 

【主催】「ともに生きる！」ひろげよう防災の輪！復興支援キャンペーン 企画実行委員会 

【企画推進企業】王子ネピア株式会社、大塚食品株式会社、株式会社マルハニチロ食品、大塚製薬株式会社

佐藤食品工業株式会社、三立製菓株式会社、株式会社白元、カンロ株式会社、       

カルビーポテト株式会社、カルビー株式会社 計 10 社 

【後援】日本スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会、新日本スーパーマーケット協

会、日本チェーンドラッグストア協会、日本チェーンストア協会 計５協会 

【カーボン・オフセット協力監修】三菱ＵＦＪリース株式会社 

【キャンペーン事務局】カルビー株式会社カルネコ事業部 

 

6. 企画内容 

①キャンペーン参加店舗におけるメーカー対象商品の納品数量×１円と、売場ＰＯＰ納品数×２円の合計

金額を原資として、対象プロジェクト（被災地で発行されたＪ－ＶＥＲクレジット）に均等に配分して

支援（購入）します。 

②お客様は、お店で対象商品を「買う」だけですべてのプロジェクトの支援につながります。また、ご希

望によりキャンペーンサイトからそれぞれのプロジェクトへ応援メッセージを送ることが出来ます。 

 

＜支援対象プロジェクト一覧＞ 

No プロジェクト名 実施場所 

1 石岡市森林カーボンオフセット協議会による森林資源活性化事業（仮称） 茨城県石岡市 

2 北海道広尾町有林における森林吸収プロジェクト～サンタの森づくりプロジェクト～ 北海道広尾郡広尾町 

3 登米市市有林間伐促進森林吸収プロジェクト 宮城県登米市 

4 米川生産森林組合有林間伐促進森林吸収プロジェクト 宮城県登米市 

5 磐城造林(株)社有林における田人町旅人での森林吸収プロジェクト 福島県いわき市 

6 森の町内会 （間伐サポーター企業群と岩手県岩泉町・葛巻町の連携による間伐促進プロジェクト） 岩手県下閉伊郡岩泉町 

7 宮城県県有林における森林吸収Ｊ-ＶＥＲプロジェクト（栗原エリア） 宮城県栗原市 

8 宮城県林業公社有林における間伐促進による震災復興と森林吸収Ｊ-ＶＥＲプロジェクト（気仙沼管内） 宮城県気仙沼市，南三陸町 

9 新潟県 J-VER 制度に基づく温室効果ガス吸収プロジェクトによる津南町での間伐促進型プロジェクト 新潟県津南町 

10 岩手県県有林における森林吸収量取引プロジェクト 岩手県 

11 釜石地方森林組合による集約化施業(森林整備活動)を用いた温室効果ガス吸収事業 岩手県 釜石市 

 

7. 対象商品 

次ページをご参照下さい。 

 

8. キャンペーンサイト 

https://www.evic.jp/tomoiki/ （PC・スマートフォン共通） 
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9. お問い合わせ先 

 

＜読者からのお問い合わせ先＞ 

■キャンペーンに関するお問い合わせ先 

キャンペーン事務局：カルビー株式会社カルネコ事業部 

TEL：0120-340-558 受付時間：祝日を除く月曜日～金曜日９：００～１７：００ 

 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

■キャンペーンに関するお問い合わせ先 

王子ネピア株式会社 営業推進部 担当：岡・森谷（もりや） TEL：03-3248-2871 

 

■対象商品に関するお問い合わせ先 

参加企業各社のお問い合わせ窓口までお願いいたします。 

 

■カーボン・オフセットに関するお問い合わせ先 

三菱 UFJ リース株式会社 環境事業部 オフセットサービス室 

TEL：03-6865-3023 E-mail：offset-2@lf.mufg.jp 
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ノンアコールタイプノンアコールタイプノンアコールタイプノンアコールタイプ    アルコールタイプアルコールタイプアルコールタイプアルコールタイプ    

 

 

キャンペーン対象商品 一覧 

 

◆王子ネピア株式会社 

･ネピアウエットントン 除菌ウエットティシュアルコールタイプ 80 枚入り 

･ネピアウエットントン 除菌ウエットティシュアルコールタイプ ポケット  30 枚入り 

･ネピアウエットントン 除菌ウエットティシュノンアルコールタイプ オレンジの香り  80 枚入り 

･ネピアウエットントン 除菌ウエットティシュノンアルコールタイプ オレンジの香り ポケット 30 枚入り 

･ネピアウエットントン 除菌ウエットティシュノンアルコールタイプ 無香料 80 枚入り 

･ネピアウエットントン 除菌ウエットティシュノンアルコールタイプ 無香料 ポケット 30 枚入り 

･ネピアウエットントン 除菌ウエットティシュアルコールタイプ フレッシュハーブの香り 80 枚入り 

･ネピアウエットントン 除菌ウエットティシュアルコールタイプ フレッシュハーブの香り ポケット 30 枚入り 

･ネピアウエットントン 除菌ウエットティシュアルコールタイプ 楽園の香り 80 枚入り 

･ネピアウエットントン 除菌ウエットティシュアルコールタイプ 楽園の香り ポケット 30 枚入り 

･ネピア GENKI！ ごきげんフィットパンツ Ｍ54 枚 

･ネピア GENKI！ ごきげんフィットパンツ Ｌ42 枚 

･ネピア GENKI！ ごきげんフィットパンツ Big38 枚 

 

＊ネピアウエットントンシリーズ（商品一例） 

 

    
無香料   フレッシュハーブの香り  楽園の香り    オレンジの香り     無香料 

 

◆ 大塚食品株式会社 

・クリスタルガイザー500ml・クリスタルガイザー650ml・ボンカレーネオ 230g（甘口、中辛、辛口） 

 

◆ 株式会社マルハニチロ食品    

・あけぼのさけ 180ｇ・あけぼのさけ 180ｇ×３缶パック    

・あけぼのさけ 90ｇ・あけぼのさけ 90ｇ×３缶パック     

・さば水煮月花 200ｇ・さば水煮月花 200ｇ×２缶パック     

・さばみそ煮月花 200ｇ・さばみそ煮月花 200ｇ×２缶パック 

    

◆ 大塚製薬株式会社 

・カロリーメイトブロック（チーズ味）1 箱 4 本入（80g） 

・カロリーメイトブロック（フルーツ味）1 箱 4 本入（80g） 

・カロリーメイトブロック（チョコレート味）1 箱 4 本入（80g） 

・カロリーメイトブロック（ポテト味）1 箱 4 本入（80g） 

・カロリーメイトブロック（メープル味）1 箱 4 本入（80g） 

 

◆ 佐藤食品工業株式会社 

・サトウの切り餅パリッとスリット 400ｇ・サトウの切り餅パリッとスリット 700ｇ・サトウの切り餅パリッとスリット 1ｋｇ 

・サトウのごはん新潟県産コシヒカリ 3 食セット 200ｇ×3 

・サトウのごはん新潟県産コシヒカリ 5 食パック 200ｇ×5 

 

◆ 三立製菓株式会社 

・缶入カンパン 100ｇ・ホームサイズカンパン 475ｇ・缶入プチバゲット（氷砂糖入り）85ｇ 

 

◆ 株式会社白元 

・ホッカイロ 10 個入・貼るホッカイロ 10 個入 

・ウイルストッパー立体タイプ レギュラーサイズ 30 枚入・ウイルストッパー立体タイプ 小さめサイズ 30 枚入 

 

◆ カンロ株式会社 

・カンロ飴保存缶 140ｇ  

 

◆ カルビーポテト株式会社 

・ポテトサラダできちゃいます。 35g     

＊ネピア GENKI！  

ごきげんフィットパンツ（商品一例） 

 


