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No.434 

2014 年 7 月 22 日 
＜報道関係各位＞ 
 

 

「ともに生きる！」防災の日・復興支援キャンペーン 
1 0 社 共 同 で 展 開  

 

王子ネピア株式会社（代表取締役社長：清水紀暁）は、カルビー株式会社（代表取締役社長：伊藤秀ニ）、 

大塚食品株式会社（代表取締役社長：戸部貞信）他、10 社共同で復興支援キャンペーンを行います。 

2012 年より、食品メーカーをはじめとする複数の企業を中心に、９月１日の“防災の日”に 合わせてメー

カー、小売業、消費者が一体となり、８月下旬から全国の店頭にて 「防災の日キャンペーン」を実施してまい

りました。お客様ご自身による災害への備えと、被災地の森林整備を支援することにより、『被災地の子供た

ちの未来の環境を守る』 ことをコンセプトに、３年前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および排出削減系クレジット（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ています。 

本キャンペーンは、小売業様から、昨年度全国 119 企業 3,582 店舗のご参加を頂き、本年度は、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、日本フランチャイズチェーン協会、日本加工食品卸協

会、全国菓子商業組合連合会の後援を頂き、９月１日の“防災の日”に合わせて、８月下旬より全国の店頭に

て順次開始いたします。 

記 

1. 名称     「ともに生きる！」防災の日・復興支援キャンペーン 

        キャンペーンサイト https://www.evic.jp/tomoiki/ 

                                           

2. 実施期間  

売場展開期間  ８月２５日（月）～９月吉日 

               ※売場展開日程はお店によって異なります。 

3. 参加企業 

  王子ネピア株式会社、大塚食品株式会社、佐藤食品工業株式会社、三立製菓株式会社、アルファー食品 

株式会社、森下仁丹株式会社、株式会社八葉水産、パナソニック株式会社、カルビーポテト株式会社、 

カルビー株式会社 計１０社 （順不同） 

※カーボン･オフセット協力監修 三菱ＵＦＪリース株式会社 

４.実施概要 

①キャンペーン参加店舗における対象商品の納品数量×１円と、本キャンペーン用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。 

 

  

                                                   

 
1 ＊J-VER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 

NEWS RELEASE 
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＜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 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 

2 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 

3 
茨城県石岡市森林カーボンオフセット協議会による間伐促進型プロジェクト  

～石岡市の森林資源を活性化するプロジェクト～ 
茨城県石岡市 

4 一関市市有林における森林吸収量販売プロジェクト（水と緑の森低炭素社会支援プロジェクト） 岩手県一関市 

5 
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 

6 森林・林業日本一の町をめざす住田町の間伐プロジェクト 岩手県住田町 

7 宮城県黒川郡大衡村地内 株式会社未来彩園 木質バイオマスボイラー設備導入事業 宮城県黒川郡大衡村 

8 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 

9 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 

10 三田農林株式会社 間伐促進型プロジェクト(岩手県盛岡市) 岩手県盛岡市 

11 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 

12 宮城県栗駒木材による木質ペレットボイラーでの温室効果ガス排出削減事業 宮城県栗原市 

13 ペレット燃料普及による栗駒山麓森林資源活用プロジェクト 宮城県栗原市 

14 喜多方市森林整備加速化プロジェクト 福島県喜多方市 

15 
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 

 

5. 対象商品 

次ページを参照ください。 

 

6. 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 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 Genki！パンツ Ｍサイズ 58 枚 

･ネピア Genki！パンツ Ｌサイズ 44 枚 

･ネピア Genki！パンツ Big サイズ 38 枚 

･ネピア Genki！パンツ Big より大きいサイズ 26 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             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700ml 

・クリスタルガイザー1000ml 

・ボンカレーネオ 230g（甘口、中辛、辛口） 

 

◆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 

 

◆アルファー食品株式会社 

・安心米白飯 100g 

・安心米五目ご飯 100g 

・安心米山菜おこわ 100g 

・安心米わかめご飯 100g 

・安心米おこげ コンソメ味 51.2g 

・安心米おこげ カレー味 51.2g 

・安心米おこげ ぜんざい 145g 

 

◆森下仁丹株式会社 

・仁丹の食養生カレー１本入り  

・仁丹の食養生カレー５本入り  

・レスキューキット 

 

 

＊ネピア Genki！パンツ（商品一例） 

  

◆株式会社八葉水産 

・三陸うすあさめかぶ 40ｇ×3 

・三陸産湯通し塩蔵わかめ 120ｇ 

・いか塩辛ぶっかけ 60ｇ×3 

・いか明太子ぶっかけ 60ｇ×3 

 

◆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 

 

◆パナソニック株式会社 

・乾電池エボルタ単 3 形 4 本ブリスターパック 品番 LR6EJ/4B 

・乾電池エボルタ単 3 形 4 本シュリンクパック 品番 LR6EJ/4SE 

・乾電池エボルタ単 4 形 4 本ブリスターパック 品番 LR03EJ/4B 

・乾電池エボルタ単 4 形 4 本シュリンクパック 品番 LR03EJ/4SE 

・アルカリ乾電池単 3 形 4 本ブリスターパック 品番 LR6XJ/4B 

・アルカリ乾電池単 3 形 4 本シュリンクパック 品番 LR6XJ/4SE 

・アルカリ乾電池単 4 形 4 本ブリスターパック 品番 LR03XJ/4B 

・アルカリ乾電池単 4 形 4 本シュリンクパック 品番 LR03XJ/4SE 

以上 

以上 


