
 

平成 26 年 1 月 31 日 

 

「CO2 ゼロを目指して！～どんぐりキャンペーン～」を実施します！ 

 

～ どんぐりマーク製品を買って、CO2 削減に貢献しましょう！ ～ 

 

経済産業省は、本年 2 月 3 日から 3 月 31 日まで、「カーボンフットプリントを活用し

たカーボン・オフセット」及び「どんぐりポイント制度」の普及・発展を目指したキャン

ペーンを企業と連携して実施します。 

 

1．キャンペーンの背景 

経済産業省では、製品やサービスから排出される CO2 を始めとする温室効果ガスの

排出量を“実質的にゼロ”にし、その目印として「どんぐり」のマークを添付する「カーボ

ンフットプリントを活用したカーボン・オフセット」（CFP オフセット）を実施・推進していま

す。 

この度、本制度に参加していただいている事業者と連携し、「どんぐり」マークの付い

た環境に優しい製品等の普及と、お買物を通じた地球温暖化防止活動への参加を促

進するためのキャンペーンを実施します。 

 

※「カーボンフットプリント」とは 

製品等の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルを通して排

出されるCO2を始めとする温室効果ガスの排出量をCO2に換算して、製品等にわ

かりやすく表示する仕組み 

 

※「カーボン・オフセット」とは 

自らが排出した温室効果ガスのうち、削減が困難な部分の排出量の全部又は一

部を、他の場所での排出削減・吸収量でオフセット(埋め合わせ)すること 

 

2.キャンペーンのねらい 

①CO2 ゼロの製品・サービスである「どんぐり」マーク製品等の普及 

②「どんぐり」マーク製品等を通じた事業者、消費者の環境活動に対する意識向上 

③上記「どんぐり」関連製品の普及を通じた、事業者、消費者の環境活動に対する意

識向上 

 

3.．キャンペーンの期間 

平成 26 年 2 月 3 日（月）～3 月 31 日（日）の 2 ヶ月間 
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4．キャンペーンの概要 

 

（1）小売店舗等での PR 

「どんぐり」マーク付製品・サービスの期間限定 PR と販売期間に合わせて、店舗等に

おけるポスターの掲示等を行います。各事業者では期間中下記キャンペーンロゴを

使用いたします。 

【製品・サービス一例】 

・（株）ローソン     まちカフェ（ホットコーヒー、ホットカフェラテ）：2 月 11 日～2４日 

・キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

オフィス向け複合機 Refreshed シリーズ（再生モデル）6 機種：3 月 1 日～ 

・SG ムービング（株） カーボン・オフセット引越：3 月 21 日～未定 

・ソニーモバイルコミュニケーションズジャパン株式会社 スマートフォン 

XperiaTMZ1 SO-01F・XperiaTMZ1 SOL23：3 月中旬から 1 か月を予定    等 

 

 

（2）「どんぐり」キャラクターネーミング投票 

「どんぐりポイント制度」ホームページ（http://donguripoint.jp）にて、2 月 3 日（月）～

2 月 28 日（金）まで）「どんぐり」キャラクターに関するネーミング投票を実施します。 

 

（3）「どんぐり」ポイント動画配信スタート 

YOMIURI ONLINE に開設されている「どんぐり」ポイントスペシャルサイト

（http://www.yomiuri.co.jp/adv/donguripoint/）にて、2 月 3 日（月）より、「どんぐり」

キャラクターを主人公とした動画（4 回シリーズ）の閲覧が随時、可能になります。 

 

（4）参加事業者と連携した「どんぐり」普及・広報イベント開催 

2月 6日(木)・7日(金)、エコプロダクツ･エシカル展ｉｎ札幌にてセミナー開催とブース 

出展 

3 月 8 日（土）、東京スカイツリータウン®東京ソラマチひろばにブース出展  

3 月 17 日（月）、どんぐりポイント報告会（仮称）文化放送 12 階ホール 15:00～ 等 

 

 

 

 

 



 

（5）ラジオ・新聞広告等での「どんぐり」の普及･広報 

下記のラジオ番組、新聞広告等を通じて、「どんぐり」の普及・広報を行います。 

 

○ラジオ番組「久保純子のどんぐりラジオ」（http://www.joqr.co.jp/donguri/） 

・文化放送（関東地区、毎週金曜日 20：30～20：45） 

・STV ラジオ（北海道、毎週金曜日 19：30～19：45） 

・南海放送（愛媛、毎週日曜日 18：00～18：15） 

 

 

 

 

 

 

○YOMIURI ONLINE 

・「どんぐり」ポイントスペシャルサイト公開（3 月末まで） 

○日経エコロジー 

・4 月号（3/8 発売）にて広告掲出 

○読売新聞（全国版／朝刊），週刊ダイヤモンド，東洋経済 

・3/下旬号にて広告掲出 

○日本教育新聞 

・2/下旬～3 月下旬にて広告掲出（2 回） 

○2014 エコ・アクション・プロジェクトレポート 

※全国約 5000 校の高校へ配布する環境活動情報誌 

 ・vol5 (3 月末発行)にて記事掲出  

 

（6）どんぐりキャンペーン特設ページの開設 

キャンペーン特設ページ（http://www.cfp-offset.jp/campaign）を開設し、キャンペー

ンの実施状況やスケジュールを随時、情報発信していきます。 

 

5．経済産業省と連携して実施する事業者等（事業参加順） 

 

○「カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット」参加事業者 

事業者名 対象製品等 URL 

株式会社プリプレ

ス・センター 

環境学習ノート http://www.pripress.co.jp/ 

株式会社正文舎 Print Next2014 ダイ

レクトメール 

http://www.syoubunsya.co.jp/ 

SMBC 日興証券株

式会社 

SMBC 日 興 証 券 

CSR REPORT2013 

http://www.smbcnikko.co.jp/index.html 

サンメッセ株式会

社 

サンメッセレポート 

2013 

http://www.sunmesse.co.jp/ 

http://www.cfp-offset.jp/campaign


 

東洋インキ SC ホ

ールディングス株

式会社 

TKNEX NV100 ライス 

キ、同ベニ、同アイ、

同スミ 

http://schd.toyoinkgroup.com/ja/index.html 

凸版印刷株式会

社 

トッパンエコラブルカ

レンダー 

http://www.toppan.co.jp/ 

株式会社リコー リコー「カーボンフッ

トプリントの取り組

み」他 8 件 

http://www.ricoh.co.jp/pp/pod/ 

レーク大津農業協

同組合 

「はなふじ」米 http://www.lakeootu.jp/ 

株式会社サンエー

印刷 

サンエー印刷 ロハ

スプリンティング・パ

ンフレット 

http://www.suna.co.jp 

株式会社ローソン MACHI café ホットコ

ーヒー、MACHI café 

カフェラテ 

http://www.lawson.co.jp 

キヤノン株式会社

/キヤノンマーケテ

ィングジャパン株

式会社 

キヤノン再生複合機

Refreshed シリーズ

（6 機種） 

http://canon.jp/ 

スルガ銀行 ICキャッシュカード取

引規定集 

http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html 

 

○「どんぐりポイント制度」参加事業者 

事業者名 対象製品等名 URL 

NPO 法人コンベン

ション札幌ネットワ

ーク 

Greener Week 2013-2014 (part2) 

Green Excursion 

http://hokkaido-gpn.org/greenerweek/ 

SG ムービング株式

会社 

カーボン・オフセット引越 http://www.sagawa-mov.co.jp/ 

株式会社デコス デコスファイバー http://www.decos.co.jp 

NIK 環境株式会社 再生資源化サービス http://www.kct.ne.jp/~naikai/ 

アイガモファーム小

野越 

アイガモ農法有機無農薬米 http://onogoe.jp/ 

丸玉産業株式会社 丸玉トドマツ合板 http://www.marutama-ind.com/ 

株式会社パソナ農

援隊 

淡路島バーニャカウダ http://www.pasona-nouentai.co.jp/ 

朝日化工株式会社 給食用食器 http://www.asahi-kako.co.jp 

クリーンテックス・ジ

ャパン株式会社 

玄関マット類 http://www.kleen-tex-japan.co.jp/ 

合同会社ひびくー Folmics タンブラー http://hibiqoo.co.jp/ 

タマヤ株式会社 はがし太郎トレー http://www.tamayakk.co.jp 

ソニーモバイルコミ

ュニケーションズジ

ャパン株式会社 

スマートフォンXperiaTM Z1 

SO-01F・XperiaTMZ1 SOL23 

http://www.sonymobile.co.jp/ 



 

＜「どんぐり」に関連したマークの種類＞ 

 

 

 

6．関連リンク 

○「カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット」ホームページ 

  http://www.cfp-offset.jp 

○「どんぐりポイント制度」ホームページ 

  http://donguripoint.jp 

 

 

 ＜本件に関するお問い合わせ＞ 

経済産業省 産業技術環境局 環境政策課  

環境経済室長/環境調和産業推進室長  小見山 

担当者：森川・福田・吉本・平林 

電 話：03-3501-1511(内線 3527) 

03-3501-9271(直通) 


