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エコプロダクツ大賞推進協議会（会長：森島昭夫／名古屋大学名誉教授）は 11 月 24 日、
「第６回
エコプロダクツ大賞」
（主催：エコプロダクツ大賞推進協議会、後援：財務省、厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土交通省、環境省）の審査結果を発表しました。
「エコプロダクツ大賞」は、環境負荷の低減に配慮したすぐれた製品・サービス（エコプロダクツ）
を表彰することを通じて、それらに関する情報を需要者サイドに広く伝えるとともに、エコプロダク
ツの供給者である企業等の取り組みを支援することで、わが国におけるエコプロダクツのさらなる普
及を図ることを目的に、2004 年創設されたものです。また、第２回からは中小企業のエコプロダクツ
への取り組みを奨励するために、審査委員長特別賞（奨励賞）が設けられています。
エコプロダクツ大賞は、
「エコプロダクツ部門」と「エコサービス部門」で構成されますが、今回の
大賞においては「エコプロダクツ部門」123 件、
「エコサービス部門」37 件のあわせて 160 件を審査
対象とし、以下の 25 件を表彰することが決まりました。
エコプロダクツ大賞推進協議会内に設置された審査委員会（審査委員長：石谷 久／東京大学名誉
教授）における審査の結果、最もすぐれたエコプロダクツとして、エコプロダクツ部門において農林
水産大臣賞、経済産業大臣賞、国土交通大臣賞、環境大臣賞の 4 件の大賞が、エコサービス部門にお
いて農林水産大臣賞、経済産業大臣賞、環境大臣賞の 3 件の大賞が、それぞれ決まりました。
また、大賞に次いですぐれたエコプロダクツとして、エコプロダクツ部門で 7 件、エコサービス部
門で 6 件がエコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）に決まりました。さらに中小企業からの
応募案件を対象とする審査委員長特別賞（奨励賞）として、エコプロダクツ部門で 3 件、エコサービ
ス部門で 2 件が表彰されることとなりました（別紙受賞一覧参照）
。
なお、表彰式は 12 月 10 日（木）10:10 より、同日から東京都江東区の東京ビッグサイトにおいて
開催されているエコプロダクツ 2009（＊）展示会の会場内で実施されます。また同日 14:00 から会議
棟において、大賞受賞者による事例発表も実施される予定です（添付資料２参照）
。
＊エコプロダクツ２００９とは
1999 年から開催されている日本最大級の環境展示会で、今年は 12 月 10 日(木)から 12 日(土)までの 3 日間、東京ビ
ッグサイトで開催されます（主催：社団法人産業環境管理協会、日本経済新聞社）
。
（http://eco-pro.com/eco2009/）

第６回エコプロダクツ大賞審査結果
１．エコプロダクツ部門
■財務大臣賞
該当なし

■厚生労働大臣賞
該当なし

■農林水産大臣賞
名称

会社名、事業所名

ベストカップルハウス

株式会社 グリーンシステム

■経済産業大臣賞
名称

会社名、事業所名

低炭素社会の交通ネットワーク実現に貢献する、電動ハイ
ブリッド自転車「eneloop bike“CY-SPA226”」と「ソー 三洋電機株式会社
ラー駐輪場」の開発

■国土交通大臣賞
名称

会社名、事業所名

アイドリングストップ機構「i-stop（アイ・ストップ）」
マツダ アクセラ（DBA-BLEFW）、マツダ ビアンテ（DBA-CCEFW）に

マツダ株式会社

搭載

■環境大臣賞
名称

会社名、事業所名

家庭用燃料電池「エネファーム」
NA-0109ARS-K(FC-108R13) NAT-C09ARSAW6CU(SF-GTHC2402A)

東京ガス株式会社

191-TB01 136-CF01

大阪ガス株式会社

NA-0109ARS-K(FC-108R13) NAT-C09ARSAW6CU(SF-GTHC2402A)

東邦ガス株式会社

FCP-075CPG2 FCG-201-RT

TM1-Z-N FCG-201B
FCG-201-RT

NA-0109ARS-K NAT-C09ARSAW6CU

パナソニック株式会社

TM1-Z-L FCG-201D

191-TB01

東芝燃料電池システム株式会社

136-CF01

株式会社長府製作所

FCG-201B

FCG-201D

FCP-075CPG2 FCG-201-RT
※製品番号重複は、各社における表彰プロダクツ重複のため

（以上大臣賞４件）

新日本石油株式会社

株式会社 ENEOS セルテック
（8 社共同）

■エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）

応募者の五十音順

名称

太陽光照明システム ソーラチューブ
160DS､290DS(ブライトンアップシリーズ)
330DS､750DS(ソーラマスターシリーズ)

「グリーンファースト」
工業化住宅（戸建て住宅）
安全性と長寿命を追求した二次電池「ＳＣｉＢTM」

会社名、事業所名

ウシオライティング株式会社
株式会社井之商

（2 社共同）

積水ハウス株式会社
株式会社 東芝

循環式軽量水辺緑化システム「クールパレットシステム」 東邦レオ株式会社
デジタル補聴器 ONWA モデル KJ・LJ・MJ
（WH-216KJ 他 17 機種）
国産材（間伐材）パネル・Ｊパネル端材を再利用した遊具
「J・ブロック」
HiTES（ハイテス）タイヤ空気圧モニタリングシステム

パナソニック四国エレクトロニクス株式会社
本庄工業株式会社
横浜ゴム株式会社

（以上、エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞７件）

■審査委員長特別賞（奨励賞）
名称

ヘックメック（未来の子供たちにエコ心を伝える、教える）
ＨＭ０１

応募者の五十音順
会社名、事業所名

三惠工業株式会社

プレーリールーフ

中国電機製造株式会社

バイオマスマネキン

株式会社ヤマトマネキン

（以上、審査委員長特別賞３件）

２．エコサービス部門
■財務大臣賞
該当なし
■厚生労働大臣賞
該当なし
■農林水産大臣賞
名称

次世代省ＣＯ２ハウス・ハイブリッドエコウィンハウスの
全国普及コンソーシアム

会社名、事業所名

一級建築士事務所 有限会社ロクス

■経済産業大臣賞
名称

エコ バリュー パック

会社名、事業所名

株式会社ブリヂストン

■国土交通大臣賞
該当なし
■環境大臣賞
名称

会社名、事業所名

株式会社ＪＴＢ首都圏
Ｅｃｏバイク「旅チャリ」

パナソニック サイクルテック株式会社
（2 社共同）

（以上大臣賞３件）

■エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）

応募者の五十音順

名称

会社名、事業所名

カーボンオフセット導入環境配慮型周遊券

小田急電鉄株式会社 箱根登山鉄道株式会社

「箱根旧街道・１号線きっぷ」

箱根登山バス株式会社

インクカートリッジ里帰りプロジェクト
ヨシでびわ湖を守ろう～ReEDEN ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ～

（3 社共同）

ブラザー、キヤノン、デル、エプソン、日本 HP、
レックスマーク

（6 社共同）

株式会社コクヨ工業滋賀

ビジネスホテルにおける「エコひいき」（連泊のお客様が
未清掃の場合ノべルティのプレゼント）および「エコ泊」 株式会社ス－パ－ホテル
（一部店舗でカーボンオフセット）の導入
「リフォームローン eco プラン」
～住まいのエコリフォームと生物多様性保全を応援～

使用済み竹割箸の竹炭リサイクル
（以上、エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞６件）

株式会社損害保険ジャパン
株式会社損保ジャパン・クレジット
（2 社共同）
パナソニックグループ労働組合連合会 休暇村
ユニトピアささやま

■審査委員長特別賞（奨励賞）
名称

応募者の五十音順
会社名、事業所名

エネルギー・マネジメント・ソリューション『見えタロー®』 株式会社環境経営戦略総研
期限切れ等で廃棄される未開封飲料のリサイクル処理サー
ビス

株式会社リヴァックス

（以上、審査委員長特別賞２件）

以 上

第６回エコプロダクツ大賞審査委員名簿
（委員長）石谷

久 東京大学名誉教授

石飛 博之 環境省総合環境政策局環境経済課長
遠藤 順也 農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推進室長
大塚

洋 国土交通省総合政策局環境政策課長

木下 賢志 厚生労働省医政局経済課長
辰巳 菊子 社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任理事
藤村コノヱ ＮＰＯ法人環境文明２１共同代表
椋田 哲史 社団法人日本経済団体連合会常務理事
村田

有 経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室長

山名 規雄 国税庁課税部酒税課長
山本 良一 東京大学生産技術研究所教授
（審査委員長を除く氏名の五十音順）

参考資料１

「エコプロダクツ大賞推進協議会」
○エコプロダクツ大賞推進協議会とは
「エコプロダクツ大賞推進協議会」は、環境負荷の低減に配慮した製品・サービス（いわゆるエコ
プロダクツ）
をさらにわが国に普及させるため、
具体的にすぐれた環境配慮が組み込まれるとともに、
独創性にあふれ、しかも社会的にも評価の高いエコプロダクツを表彰する「エコプロダクツ大賞」の
実施などを通じて、わが国におけるエコプロダクツの振興・発展を図ることを目的に、エコプロダク
ツに関わりの深い民間団体が連携して 2004 年 7 月に設立されました。

○エコプロダクツ大賞推進協議会の事業内容は
・すぐれたエコプロダクツを顕彰する「エコプロダクツ大賞」の実施
・エコプロダクツ大賞を受賞した製品・サービスの普及促進を図るための広報活動
・その他、推進協議会の目的を達成するために必要な活動

○エコプロダクツ大賞推進協議会の会員は
エコプロダクツ大賞推進協議会は、推進協議会の事業目的に賛同する民間団体等で構成されます。
なお、2009 年 11 月現在の会員は、
財団法人地球・人間環境フォーラム
社団法人産業環境管理協会
交通エコロジー・モビリティ財団
社団法人日本有機資源協会
の 4 団体です。

○エコプロダクツ大賞推進協議会の役員構成は
会 長

森 島 昭 夫（名古屋大学名誉教授）

副会長
〃
〃
〃

炭 谷
茂（財団法人地球・人間環境フォーラム理事長）
南
直 哉（社団法人産業環境管理協会会長）
与 田 俊 和（交通エコロジー・モビリティ財団理事長）
兒 玉
徹（社団法人日本有機資源協会会長）
（順不同）

○エコプロダクツ大賞推進協議会に対するお問い合わせは
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-43-16 成田ビル 3 階
財団法人地球・人間環境フォーラム内
エコプロダクツ大賞推進協議会事務局
TEL 03-3813-9735
FAX 03-3813-9737
URL: http://www.gef.or.jp/ecoproducts/
E-Mail: ecoproducts@gef.or.jp

参考資料２

第６回エコプロダクツ大賞受賞事例発表会
主催：エコプロダクツ大賞推進協議会

エコデザイン学会連合

日

時

2009 年 12 月 10 日（木）14:00～16:30（受付開始 13:30）

会

場

東京ビッグサイト 会議棟 7 階 703 会議室

プログラム（予定）
【基

調

講

■山本良一氏

演】
エコプロダクツ大賞審査委員／エコデザイン学会連合顧問／東京大学生産技術研究所教授

『低炭素革命とエコプロダクツ』

【事

例

発

表】

以下は大賞受賞事例の名称を記載しています

――エコプロダクツ部門
■農林水産大臣賞受賞
『ベストカップルハウス』

株式会社グリーンシステム

■経済産業大臣賞受賞
『低炭素社会の交通ネットワーク実現に貢献する、電動ハイブリッド自転車「eneloop bike“CY-SPA226”」
と「ソーラー駐輪場」の開発』
三洋電機株式会社
■国土交通大臣賞受賞
『アイドリングストップ機構「i-stop（アイ・ストップ）」
マツダ アクセラ（DBA-BLEFW）、マツダ ビアンテ（DBA-CCEFW）に搭載』

マツダ株式会社

■環境大臣賞受賞
『家庭用燃料電池「エネファーム」』

（8 社共同受賞）
東京ガス株式会社 東邦ガス株式会社 パナソニック株式会社
大阪ガス株式会社 東芝燃料電池システム株式会社 株式会社長府製作所
新日本石油株式会社 株式会社ＥＮＥＯＳセルテック

――エコサービス部門
■農林水産大臣賞受賞
『次世代省ＣＯ２ハウス・ハイブリッドエコウィンハウスの全国普及コンソーシアム』
一級建築士事務所
■経済産業大臣賞受賞
『エコ バリュー パック』
■環境大臣賞受賞
『Ｅｃｏバイク「旅チャリ」』

コーディネーター：須賀唯知

有限会社ロクス

株式会社ブリヂストン

（2 社共同受賞）
株式会社 JTB 首都圏
パナソニック サイクルテック株式会社

氏（エコデザイン学会連合代表幹事／東京大学工学系研究科教授）

