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エシカルな商品についているマークを3種類集めて、環境にやさしい

「はぴりゅうマイボトル」（先着１,０００名様）をゲットしよう！

マークを集めてもらえるキャンペーンマークを集めてもらえるキャンペーン

２０20年９月２0日（日）～１２月20日（日） 
当日消印有効 （ただし、先着１,０００名に到達した時点で終了）

主催／福井県安全環境部県民安全課　　　事務局／(公社)ふくい・くらしの研究所　　　協力／環境ふくい推進協議会

　エシカルとは、「倫理的」という意味です。エシカルなお買い物とは、環境や社会、人々、地域

に配慮して、モノやサービスを買うことをいいます。

　・・・何だかむずかしそう。いえいえ、そんなことはありません。環境に配慮した商品、途上国の

誰かを支援することにつながる商品、地元の生産者がつくる農産物や商品など、自分以外の誰か

が笑顔になれるお買い物は、エシカル消費なのです！

　まずは、マークを意識してエシカルなお買い物をするところからはじめてみましょう！

◆注意事項

〇応募用紙の切手は、応募者ご自身でお貼り下さい。

〇期間内であっても、応募が１,０００通を超えた時点でキャンペー

ンは終了します。

〇応募に際して、不正等が発覚した場合は、プレゼント対象外と

なりますので、ご了承下さい。

お名前

ご住所

性　別 年　代

〒

アンケート

① エシカル消費を知っていましたか

1. 知っている　　　2.聞いたことはある 　　3. 知らなかった

1. 取り組んでいる　　　2.少し 　　3. あまり　　4.取り組んでいない

② エシカル消費に取り組んでいますか

〆切２０20年１２月20日（日）

応募の際にお預かりした個人情報は、個人情報保護法に基づき、キャンペーン以外の

目的に使用したり、第三者に提供したりしません。

お電話

　～19才　　　20～39才

40～59才　　　60才～

福井県委託エシカル消費促進事業

対象期間内に、環境や社会貢献につながる

「エシカルなお買い物」についている商品の

マークを「３種類」集めて、応募用紙に添付

して郵送でお送り下さい。

（添付できない場合は、封筒に入れていた

だいて、はがきと一緒に送付いただいても

ＯＫです。）

応募方法

応募期間

送 付 先

● お預かりした個人情報は、エシカルチャレ

ンジ２020に関するプレゼントの発送にのみ

使わせていただきます。

● この事業は、福井県県民安全課の「エシカ

ル消費促進事業」の委託を受けて、(公社)

ふくい・くらしの研究所が実施するもので

す。本事業は、環境ふくい推進協議会のご

協力を得ながら実施しています。

そ の 他

２０20年 ９月20日（日）～１２月20日（日）

（当日消印有効）

〒９１０－０８４２　

福井県福井市開発５丁目１６０３番地

（公社）ふくい・くらしの研究所

エシカル・チャレンジ２０20 事務局 宛

ＴＥＬ：０７７６-５２-0626

Ｅ-mail：kurashi_00017@fukuicoop.or.jp

エシカル・エシカル・
チャレンジチャレンジ

福井県福井市開発５丁目１６０３番地

（公社）ふくい・くらしの研究所

 エシカル・チャレンジ２０20
　　　　　　　 事務局 行

福井県福井市開発５丁目１６０３番地

（公社）ふくい・くらしの研究所

 エシカル・チャレンジ２０20
　　　　　　　 事務局 行

9 1 0 0 8 4 2切手を

お貼り

下さい

県ホームページ

　県では、海洋へのプラスチック流出防止とプラスチック

廃棄物削減のため、ふくいプラスチックスマートキャン

ペーンを実施中です。

　ペットボトルなど、使い捨てのプラスチック容器を選ば

ないことも、ひとつのエシカル消費。

　お出かけの際には、マイボトルを持って行きましょう。

中施実マイボトル運動マイボトル運動

マイボトル運動
協力店 一覧

エシカルな価値エシカルな価値

20202020

商品のメリット

おいしい

安 心 品 質

安 い 環 境

人 地 域

社 会
エシカル

消費って！？

応募期間

エシカル・チャレンジエシカル・チャレンジ 20202020

※イラストは

　イメージです。

  （約350㎖）

ステッカーが目印です

※店 舗によってはステッ

カーを貼っていない場合も

あります。QRコードにアク

セスして、近くの店舗を探

してみましょう。



環境に配慮した商品
社会貢献や人の支援に
つながる商品

地域を応援する商品（福井県独自の認証制度）

エシカル・チャレンジエシカル・チャレンジ

◆対象となるマーク【一例】◆対象となるマーク【一例】

◆応募方法◆応募方法

「エシカル・チャレンジ２０２０」

キャンペーン応募用紙

●エシカルマーク貼付場所

1

2

3

FSC認証

適切な森林管理を受けた森林か

ら作られた木材や紙製品につい

ています。

●紙パック ●ティッシュ など

MSC認証（海のエコラベル）

持続可能で適切に管理されてい

る漁業で獲られた水産物につい

ています。

●たらこ・明太子 ●魚の加工食品 など

ASC認証

適切に管理されている養殖によ

る水産物についています。

●サーモン ●えび など

フェアトレード認証

公正な賃金や労働を保証するこ

とで、途上国の生産者を守る製

品につけられます。

●コーヒー・紅茶 ●チョコレート など

福井県特別栽培農産物認証

極力、農薬や化学肥料を抑えた

福井県産の農産物についてい

ます。

●野菜など農産物

エコファーマー

持続性の高い農業生産方式を導

入する計画を立て、知事の認定を

受けた農業者が使用できます。

●野菜など農産物

福井県認定リサイクル製品認定

県内の再生資源を利用し、製造

されたリサイクル製品につけら

れます。

●トイレットペーパー ●堆肥 など

厳選ふくいの味認証マーク

県内で生産された農林水産物を主

原料にしたり伝統技術によって製

造される加工食品につけられます。

●豆腐、納豆、もち・漬物、みそ など

レッドカップキャンペーン

国連ＷＦＰを通じて商品の売上

の一部が途上国の学校給食支

援に役立てられます。

●即席麺 ●カップスープ など

オーガニック（有機栽培）

一定の基準を満たす有機栽培に

よって生産された農産物につい

ています。

●野菜・果物 ●農産加工品 など

ピンクリボン運動

応援商品・対象商品の売上の一

部が、乳がん患者や家族を支援

するために使われます。

●化粧品など

紙パックマーク

アルミ付以外の紙パックについ

ているマーク。紙パックの分別の

判断のためにつけられています。

●紙パック飲料 など

グリーンマーク

原料に古紙を規程の割合以上

利用していることを示すマーク

です。

●フォルダ ●ノート など

再生紙使用マーク

古紙を混ぜた製品につけられま

す。数字は古紙パルプを何％

使っているかを示しています。

●ダンボール ●ファイル など

RSPO認証

適切に管理されたパーム油でつ

くられた製品につけられます。

●洗濯用せっけん ●洗剤 など

カーボンフットプリント

製品の製造から廃棄までCO²排

出量を数値化してCO²の見える化

をしている製品についています。

●洗剤、ラップ ●水飲料 など

牛乳パック再利用マーク

回収された牛乳パックを原料に

して再生してつくられた製品に

つけられます。

●ティッシュ、ノート ●食品トレイ など

エコマーク

環境への影響が少ない商品や

環境保全につながる製品につい

ています。

●文房具 ●ごみ袋 など

PETボトルリサイクル推奨

日本国内でリサイクルしたペッ

トボトルを使った製品について

います。 

●ファイル ●ボールペン など

レインフォレスト
　　アライアンス認証

野生生物の保護や土壌や水源の

保全に配慮した農園や認証森林

で作られた製品につけられます。

●コーヒー・紅茶 ●チョコレート など

対象となるマークを3種類集めて応募しよう !

商品パッケージからマークを3種類
集めて、応募用紙に添付してください。

（※同じマークを3枚は不可）
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「エシカル・チャレンジ２０２０」
キャンペーン応募用紙●エシカルマーク貼付場所

1

2

3

20202020
マークを集めてもらえるキャンペーンマークを集めてもらえるキャンペーン

子どもと一緒にマークを探し、

良い勉強になった。色々なマークを

見つけるのは楽しかった。

「エシカル」の言葉を知らなかったが、

今後は関心をもちエシカル消費に

取り組んでいこうと思う。

このキャンペーンで

色々なマークがあることを

知った。これからは購入した

商品のマークを確認して、

エシカルなお買物をしたい。

これらのマーク以外でも、エシカルにつながる商品の

マークであればOKです。他にもどのようなマークが

あるか探してみてください。

はぴりゅうデ
ザイン

オリジナルマイ
ボトル2020

もれなくプレゼ
ント

もれなくプレゼ
ント

日々のお買い物が世界を変える！
先着

１,０００名様


