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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 15 日、
「第７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」116 件、
「エコサービス部門」23 件のあわせて 139 件の応募
があり、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、以下の 18 件を表彰することが決まりました。
審査結果においては、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、国土交通大臣賞、環境大臣賞の 4 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 4 件、エコサービス部
門で 2 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 1 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 9 日（木）10 時 10 分より、同日から東京都江東区の東京ビッグサイトにお
いて開催されるエコプロダクツ 2010（＊）展示会の会場内で実施されます。また同日 13 時からは、
東京ビッグサイト西 3 ホール特設会議場 4 階ルーム F において、大賞受賞者による事例発表会（＊＊）
も実施される予定です。
＊エコプロダクツ２０１０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 9 日(木)から 11 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/eco2010/）
＊＊事例発表会では
今回は、第 12 回グリーン購入大賞の大臣賞受賞 2 件の事例発表会も併催されます。

第７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

篠田株式会社、岐阜県森林組合連合会

間伐材防音壁「安ら木Ⅱ（やすらぎⅡ）」

本庄工業株式会社

（3 社共同）

■経済産業大臣賞
名称

会社名、事業所名

環境配慮型エスカレーターとリニューアル

株式会社 日立製作所 都市開発システム社

VX シリーズ、VXS シリーズ

株式会社 日立ビルシステム

（2 社共同）

■国土交通大臣賞
名称

会社名、事業所名

日立バラスト水浄化システム ClearBallast

株式会社 日立プラントテクノロジー

■環境大臣賞
名称

会社名、事業所名

すすぎ１回で 節水・節電、時間短縮 「アタックＮｅｏ」 花王株式会社
（以上大臣賞４件）

■エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）
名称

会社名、事業所名

＜集合住宅向け＞
集熱ユニット TYS-S3009AV

貯湯ユニット TI-C09A

株式会社ガスター、リンナイ株式会社、
三協立山アルミ株式会社、東京ガス株式会社
＜戸建住宅向け＞
太陽熱利用ガス温水システム「ＳＯＬＡＭＯ」

貯湯ユニットSS-GTHC2400AD 集熱器SCQ-201
貯湯ユニットCTU-GHS2400Z 集熱器C-41A
貯湯ユニットHSGT-201D 集熱器C-41A

株式会社ノーリツ
髙木産業株式会社

株式会社長府製作所

貯湯ユニット136－TT01

大阪ガス株式会社

貯湯ユニットTXT-C10ARS-AWC

東邦ガス株式会社

貯湯ユニットTCT-C09ARS-AWC

東京ガス株式会社
（9 社共同）

名称

会社名、事業所名

超音波診断システム Aplio MX
SSA-780A

ペレタイザー TS シリーズ

東芝メディカルシステムズ株式会社
株式会社土佐テック

TS-550, TS-250, TS-150, TS-55, TS-35 L

ディーゼルエンジンハイブリッドフォークリフト
「ジェネオ ハイブリッド」

株式会社 豊田自動織機

（以上、エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞４件）

■審査委員長特別賞（奨励賞）
名称

midorie（ミドリエ）
壁面緑化システム[花のかべ]、屋上緑化システム[緑の屋根]、ミドリエデザインシリーズ

会社名、事業所名

サントリーミドリエ株式会社

省燃費型・船底防汚塗料“LF-Sea（エルエフシー）”シリーズ

日本ペイントマリン株式会社

F-rents（フレンツ）[レンタサイクルコミュニティシステム]

株式会社フルタイムシステム

（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

会社名、事業所名

生活協同組合ちばコープ、生活協同組合さいたまコ
ープ、生活協同組合コープとうきょう、とちぎコー
循環（リサイクル）、エネルギー消費・使用量の削減

プ生活協同組合、生活協同組合コープぐんま、いば
らきコープ生活協同組合
（生活協同組合連合会コープネット事業連合加盟
のうち 6 団体共同）

■経済産業大臣賞
名称

会社名、事業所名

川崎火力からの蒸気配管大規模連係による蒸気の販売供給 川崎スチームネット株式会社、東京電力株式会社

■国土交通大臣賞
名称

「バルクコンテナ」一貫物流システム

会社名、事業所名

センコー株式会社

■環境大臣賞
名称

SMBC 環境配慮評価融資／私募債

会社名、事業所名

株式会社三井住友銀行

（以上大臣賞４件）

■エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）
名称

会社名、事業所名

物流パフォーマンス（CO2）の見える化に向けた情報提供

佐川急便株式会社

間伐材利用促進と植林代行システムによる CO2 削減

株式会社ゼストシステム

（以上、エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞２件）

■審査委員長特別賞（奨励賞）
名称

風の解析とデザイン（住宅の風通しの解析と計画）

会社名、事業所名

株式会社ユリーカデザイン ウィンドラボ

（以上、審査委員長特別賞１件）

以 上

第７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

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
加藤 久喜 国土交通省総合政策局環境政策課長
須賀 唯知 東京大学工学系研究科教授（精密機械工学専攻）
正田

寛 環境省総合環境政策局環境経済課長

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
福本 浩樹 厚生労働省医政局経済課長
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 東京大学名誉教授
（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、2010 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

