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Dish Reuse System
イベントのごみといえば使い捨て食器。これを何度も洗って使えるリ
ユース食器に切り替えて、大量のごみを削減します。リユース食器を借
りるのに、利用料金50円がかかります。マイ食器の持参も大歓迎です！
企画：A SEED JAPAN・ごみゼロナビゲーション
http://www.gomizero.org/
協力：TOWER RECORDS、ティンバーランド ジャパン

MOTTAINAIキャンペーン
アースデイ MOTTAINAIワークショップ
MOTTAINAIを考える各種ワークショップ、グッズ販売など。
■4月23日開催
◎古布ボンボンアクセサリー：着なくなった古着の布や毛糸などを使
い、可愛いボンボンアクセサリーを作ります。（13時～／15時～　参
加費無料）
■4月24日開催
◎おしゃれでとっても便利！！ふろしき簡単講座（13時～／15時～　参
加費無料）
■4月23・24日両日開催
◎自然体でできることから。わたしのMOTTAINAI宣言！（終日開催　
参加者にエコバッグプレゼント）
◎古布くるみボタン：着なくなった古着の布を再利用して、可愛いボタ
ンアクセサリーを作ります。（終日開催　参加費無料）
企画：MOTTAINAI

My食器洗い場
持参したマイ食器でアースデイごはんを食べた後は、きれいに洗ってください。

ソニー・サイエンスプログラム　
環境に配慮した素材『植物原料
プラスチック』の性質を知ろう！

科学への学びを通じて好奇心や創造性を育むことを目指した、子ども向
けワークショップ。石油資源の使用量削減など環境負荷低減のためソ
ニーが利用促進に取り組んでいる『植物原料プラスチック』でオリジナ
ルストラップを作ります。その性質を知ることで、環境に配慮した素材に
ついて考えるきっかけにもなります。
【先着順受付】※各日数回実施予定。定員になり次第締切。※熱加工を
行うため、小学3年生以下のお子さまには保護者同伴をお願いします。
企画：ソニー(株）

青山ブックセンター
環境と一緒に知ってもらいたい「衣食住」、そして健康を考える本。手軽
に読めるものから専門書まで えました。
企画：青山ブックセンター

EARTH DAY Food Action!
「地産地消」「遺伝子組換えの不使用」「フードマイレージ」「旬の食
材の使用」などアースデイ東京の食への取り組みや出店者メニュー
をご案内します。
協力：Visionary Arts

SIGG
マイボトルで乾いた喉を潤す。自分らしく豊かなひとときです。そしてそ
れは日々増え続ける飲料ゴミを減らし、私たちの美しい地球を守る小さ
な一歩でもあります。SIGGは地球環境の保護と人々の快適な暮らしの
ために「マイボトルを持とう！」を推進しています。
企画：SIGG

インフォメーション
アースデイ東京2011の総合案内窓口です。広い会場で迷うことがあ
ればこちらへどうぞ。迷子や落とし物もこちらで受け付けています。

アースデイ・NPOビレッジ
1 渋谷 Flower プロジェクト　2 はっぴーあいらんど祝島　3 ストップ原発＆再処理・意見広
告の会　4 上関原発どうするの ? ～瀬戸内の自然を守るために～　5 福島老朽原発を考え
る会／温暖化と放射能から地球環境を守る会　6 NPO 法人 メダカのがっこう　7 市民の大
豆食品勉強会＋ 城アイガモ水田トラスト　8 六ヶ所あしたの森／スロービジネススクール　9 
ナマケモノ倶楽部　10 NPO法人 トランジションタウン　11 NPO法人 エコラ倶楽部　12 木
材適正使用相談センター「適材適所の会」　13 日本オオカミ協会　14 ジュゴン保護キャン
ペーンセンター　15 PangeaSeed　16 北限のジュゴンを見守る会　17 八重山・白保の海
を守る会　18 NPO 法人 アクション　19 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン　
20 特定非営利活動法人 ジュレー・ラダック　21 ビッグイシュー日本　22 日本ノルディック
ウォーキング振興会 東京事務所　23 Think the Earth プロジェクト　24 特定非営利活動法
人 エバーラスティング･ネイチャー　25 ＮＰＯ法人 トラ・ゾウ保護基金　26 一般社団法人 
東京動物環境支援協会「山猫庵」　27 特定非営利活動法人 プラスチックマテリアルリサイ
クル推進協議会　28 パープルアイズ　29 ライトワーカーを目指す女性のための NPO「ハンド
＆ハート」　30 特定非営利活動法人 監獄人権センター　31 CCS 世界の子どもと手をつなぐ
学生の会　32 POM2　33 特定非営利活動法人 Living in Peace　34 特定非営利活動法
人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン　35 （特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター）　
36 FoE Japan（フレンズ・オブ・ジ・アース・ジャパン）　37 容器包装の３Ｒを進める全国ネッ
トワーク　38 東京産業廃棄物協会 青年部　39 GARBAGE BAG ART WORK/MAQ 
inc.TOKYO　40 特定非営利活動法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会　41 特定
非営利活動法人 地球市民 ACTかながわ／ TPAK　42 NPO法人 国際チャリティ協会アム
リタハート　43 ワンワールド・ワンピープル協会　44 社団法人 アムネスティ・インターナショ
ナル日本　45 特定非営利活動法人 国連 UNHCR 協会　46 チベットサポートグループＫＩＫ
Ｕ　47 SFTJ(Students for a Free Tibet Japan)　48 ラリグラス・ジャパン　49 特定非営
利活動法人 ケアリングフォーザフューチャーファンデーション　50 ピースボート　51 LOOB 
JAPAN　52 チベット教育サポート基金　53 Peace Music Festival　54 認定ＮＰＯ法人 ＪＨ
Ｐ・学校をつくる会　55 国際協力 NGO 風の会 東京　56 アジア太平洋資料センター
(PARC)　57 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター（JVC）　58 認定 NPO法
人 自然環境復元協会　59 NPO法人 自然体験活動推進協議会（CONE/コーン）　60 東
京環境工科専門学校　61 NPO 法人 竹もりの里　62 水と森の保全を考える・かわうそ倶
楽部　63 SlowLAB（スロー・ラボ）　64 NPO法人 緑の家学校　65 NPO法人 バラエティ
カレッジ　66 NPO法人 メダカの学校　67 発信する子どもたち　68 エコ・リーグ（全国青年
環境連盟）　69 のわプロジェクト　70 社会福祉法人いたるセンター あけぼの作業所　71 特
定非営利活動法人 ぱれっと　72 セカンドハーベスト・ジャパン　73 財団法人 C.W.ニコル・
アファンの森財団　74 人と自然の研究所

こだわりのあるレストラン27店舗が集合！リユース食器の利用
には、50円がかかります。地球にも自分にも安全でおいしいご
はんをぜひ、お気に入りのマイ食器で食べましょう。マイ食器の
洗い場もご用意しております。
企画：アースデイ東京2011実行委員会　
http://www.earthday-tokyo.org/
協力：カドマン企画
1 maimai　2ソトコト Produce 巴馬 LOHAS CAFE　3 KURKKU　4 Cafe Eight　5オーガニッ
クレストラン＆デリみどりえ　6クロスブレッドキッチン　7 MR.FRIENDLY Cafe　8 Food Concept 
Shop MOMINOKI HOUSE　9ルヴァン　10 Loving Hut　11タコデリオ！　12ナチュラルフード
夢は正夢　13 SLOW FOOD CAFE SMILE　14 FUJIYAMA KITCHEN　15 Living proof　16 
GAYA　17キミドリ．　18 YAFFA ORGANIC CAFE　19やさい畑　20 TAMA　21森のガクショ
ク　22 PRIMAL　23ビストロ Ebitei　24 HIDEAWAY 　25 from Earth Cafe OHANA  (ふろ
むあーすカフェ・オハナ ) 　26 SlowCoffee&ピッツァボーイズ　27オルガン

アースデイキッチン

オフィシャルグッズショップ
会場限定エコグッズがズラリ。コダワリ満載のオリジナルグッズは売り
切れ必至です。お早めにどうぞ。

ごみゼロステーション（白井グループ）
持ち込みごみは各自でお持ち帰りください。イベントから出たごみはこ
ちらで分別回収しています。アースデイボランティアの皆さんと共に
「ごみゼロ」を目指します。
企画：アースデイ東京2011実行委員会
協力：白井グループ

救護ステーション
アースデイ東京2011の救護窓口です。ケガをした方、具合の悪い方
は、「アースデイ・救護ステーション」までどうぞ。

アースデイ・クリーンアップアクション
きれいな会場で気持ちいいアースデイを！代々木公園から原宿、渋谷
にかけてどなたでも参加できるクリーンアップ活動を行います。

集合時間：23日（土）・24日（日）各日とも15:00～
集合場所：イベント広場 ごみゼロステーション
企画：アースデイ東京2011実行委員会　
http://www.earthday-tokyo.org/
協力：フィアット グループ オートモービルズ ジャパン（株）、
NPO法人グリーンバード
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楽器＆音響の電力が、全てBDFによって発電される、アースデイを祝
福するステージプログラム。アースコンシャスなアーティストたちによ
る地球への歌声とサウンドが響きます。
企画：アースデイ東京2011実行委員会
協力：(株)アコースティック、(株)スマッシュ、(株)レオミュージック、三
穂電気(株)、LOFT RROJECT、G-D、Seven Ten

キッズランド
親子で一緒に、一息つけるスペース。ワークショップも開催。
7Nature Usagi Workshop
100mの布にリレー方式で、みんなが夢見る・望む未来の地球の姿を
描いて行きます。
■各日：14:00～
企画：アースデイ東京2011実行委員会
協力：The North Face-Powwow aeaa Earth Kids Project-

地球のことを考えて行動する日、アースデイ。代々木公園をはじめ各地でアースデイ・
アクションが企画されています。アースデイ東京 2011 は、「ふんばれ日本、かわらな
きゃ未来」をテーマに、地球を愛する市民の力を結集し、これまで培ってきた知見やメッ
セージを力強く発信・共有することで、多様ないのちがつながりあい、ともに生きる持
続可能な社会を創ることを目指します。

Earth  Day Energy Action
代々木公園では、使用済み天ぷら油をリサイクルした燃料であるバイオディーゼルを導入し、ステージや
会場内のエネルギーを供給しています。

Earth  Day Food Action
代々木公園では、「地産地消」や、「旬の食材の使用」を積極的に推進。遺伝子組み換え食品を使わない「GMO
フリーゾーン」になります。地球環境に負荷をかけずに、しかもカラダにやさしい「食」のあり方を提案します。

Earth  Day 3R Action
代々木公園で発生したその他のごみ・資源は適切に分別し、リサイクルします。また何度でも洗って使用
可能なリユース食器を導入し、ごみを根本から削減。そして、マイ食器＆マイボトルの持参も積極的に推進
し、ごみゼロイベントを目指します。
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東イデスーア 京 02 11 が会員委行実
。たしまし言宣金貯コエ

「 貯コエ 金」とは、 金おたけ預 「が 境環 や 会社 の どにめた れ
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2：間時合集
3 土（日 ） 2・ 4

と日各）日（日
も 00:1 ～

テスロゼみご 場広トンベイ：所場合集

ー ョシ ン

11:30　●オープニング
13:00　●ひとつひとつ生きる - ダウンシフターズ
 加藤登紀子（歌手 / UNEP（国連環境計画）親善大使）
 ）
 高坂勝（減速して生きる - ダウンシフターズ　著者）
 ＋スペシャルミニライブ
 アンニャ・ライト with 松谷冬太（シンガーソングライター / 環境活動家）
14:00　■ナーガ ( 長沢哲夫 )
14:40　●持続可能な復興に向けて
 ◇Part1　福島現地報告
 小野田等（もっけの幸 農場主／南相馬市在住）
 大石ゆい子（おひさまプロジェクト 代表／相馬市在住）
 佐野ハツノ（までい民宿 どうげ　女将／飯舘村）
　 シキタ純（BeGood Cafe）

 ◇Part2　只今被爆中！ THE MASKZ 登場
 信藤三雄（アートディレクター）
 BOSE（スチャラダパー）
 伏見京子（スタイリスト）
 シキタ純（BeGood Cafe）
16:00　■AO&Friends
17:00　■GROUP
18:00　●ふんばれ日本、かわらなきゃ未来
　　　　  Candle JUNE（LOVE FOR NIPPON）
　　　　 アースデイ東京タワー・ボランティアセンター　他
19:00　■China Cats Trips Band

11:00　●地球サミット RIO+20 トーク＆ライブ
 小野リサ /Lisa Ono（シンガー）
 佐藤正弘（地球サミット 2012 Japan 準備事務局）
 谷崎テトラ（放送作家、WorldShift Network Japan）
12:30　■Arisa Safu and the Rovers
13:10　●エネルギー・シフト
　　　　  田中優（未来バンク事業組合）
14:30　■青谷明日香
15:30　●山田玲 さかなクン「絶望に効くトークライブ」　
  山田玲司（マンガ家／「絶望に効く薬」他）
 さかなクン（東京海洋大学客員准教授）
16:30　■LiKKle Mai
17:40　■ソウル・フラワー・アコースティック・パルチザン
　 （中川敬 / 奥野真哉 / 高木克 / 伊藤孝喜）

MC：中島悠、丹羽順子
※タイムテーブルは予告なく変更する場合もございます。

■ライブ　●トーク

TOPICS

アースデイトークステージ
23
SAT

ンョシッセクート」来未ゃきならわか、本日ればんふ「   00:01
」トッミサ球地る語とンソクャジルケイマ「   03:21

14:00   Houribe LOU（ライブ）　
クートドルーィフJAC」ERUTUF ON,ERUTAN ON「   03:41

24
SUN

9:30 igumoC」ガヨ・グンニーモ「  
クートドルーィフJAC」NOITCA POTS REVEN「  03:01

」！うろ知をみぐめの森「  00:11
12:10  フィルム＆トーク「根の国」 菊地文代　（NPO アグリアート）

」。すまえ教方び遊の森「  03:31
～11.3 ecniS ecioV ruO～」グロアイダスーア「  02:41

　優中田」トフシ・ーギルネエ「  03:51 MC：Comugi
※タイムテーブルは予告なく変更する場合もございます。

ピースマイルステージ　

※タイムテーブルは予告なく変更をする場合もございます

23
SAT

11:00
12:00

13:00　
13:45 

14:45

15:45　

16:30　

オープニング
フェアトレードトークショー
フェアトレードビレッジより被災地支援活動報告
・パレスチナ子どものキャンペーン
・パルシック
・シャンティ国際ボランティア会
ライブ『Comugi』
フェアトレードトークショー
 「フェアトレー 森」
  藤岡亜美（スローウォーターカフェ代表）
フェアトレードトークショー

」せわあしドーレトアェフ「  
）

フェアトレードトークショー
 フェアトレードビレッジ出店者によるトーク
ライブ『寿 [kotobuki]』

24
SUN

11:00　
11:10

12:00　
12:45　
　　　
　　

13:45　
　　　　

15:00　
16:00　

オープニング
フェアトレードトークショー
 フェアトレードビレッジより被災地支援活動報告
 ・シャプラニール＝市民による海外協力の会
ライブ『虹の戦士リーディングライブ／じぶこん』
フェアトレードトークショー

」動運ンウタドーレトアェフの本日いたきおてっ知「 
 渡辺龍也（東京経済大学教授　フェアトレードタウン・ジャパン代表理事）
千徳あす香（Earth Cover＠札幌 代表）
フェアトレードトークショー

」ンョシーゼリカーロドーレトアェフ「 
 長坂寿久（拓殖大学教授）
ライブ『アンニャライ 松谷冬太』
ライブ『異打樹！』

「ピース」と「スマイル」をキーワードにした、フェアトレードビレッジ併設
のステージ。「フェアトレード ローカリゼーション」をテーマにフェアト
レードに関するトークショーやアコースティックライブなどを行います。
企画制作：ぐらするーつ＆ピースマイルステージチーム
特別協力：ディンカム・ジャパン
協力：NOAH'S CAFE、earch、Comugi

ピースマイルステージ

震災アクション
東日本大震災に対してのアクションを紹介します。何かやりたい！そんな
人は、こちらへ。現地で、東京で、出来ることをお伝えします。

イベント広場

イベント広場

代々木公園 明治神宮

木
並
キ
ヤ
ケ

駅
宿
原

アースデイいのちの森2011
91年前に植樹された水源の森が都心にあります。森の自然を感じなが
ら、母なる地球とつながるいのちへ感謝を捧げ、美しい自然と共に生き
る喜びを分かち合う"祭り"です。
企画：いのちの森実行委員会
場所：明治神宮

駐輪場

※会場内の歩行喫煙、
人混みでの喫煙はご遠慮ください。
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GUIDEMAP

1 サンサンオーガニックビール
オーガニックモルト＆ホップ100%使用！！モルトのコクと香ばしさ、
ホップの爽やかな苦みが特徴です。
企画：サンサンオーガニックビール

2 日本労働組合総連合会（連合）
労働組合による環境保全に関する取り組みや、間伐材を使った"オリ
ジナル名刺"の販売などを行います。
企画：日本労働組合総連合会（連合）

3 ROOTOTE
ブルーベリーの残渣（ざんさ）から生まれた染料でタイダイ染めを施
した「サポート・ルートート」。
企画：ROOTOTE

4 ロハスプリンティングのサンエー印刷
低炭素社会に対するローカーボン印刷を通じて、環境に配慮した
様々な印刷のエコスタイルをご案内します。
企画：（株）サンエー印刷

5 フジロック＆中越パルプ工業
（間伐材ペーパーの紹介とワークショップ）

フジロックは中越パルプ工業と共に開催地／新潟・湯沢の森の間伐材から
紙を作るプロジェクトを始動。ブースでは、間伐材ワークショップも開催。
企画：中越パルプ工業（株）、フジロック・フェスティバル 

9 ティンバーランド
チャリティーサンプルセールを開催。サンプル品（フットウェア＆ア
パレル）の売上は、全額「アースデイ東京2011震災アクション」へ
寄付。
企画：ティンバーランド ジャパン

10 ENERGY GREEN
ENERGY GREEN（エナジーグリーン株式会社）は、太陽光や風力な
ど自然の恵みによって発電された電気を、「グリーン電力証書」として、
みなさまに提供しています。
企画：エナジーグリーン（株）

11 greenbird / gentle one
グリーンバードでは会場周辺のおそうじを実施、ジェントルワンは犬用
ウンチコップのワークショップを行います。
企画：green bird / gentle one

12 Brown
Brownは、ワンコを預かるお店です。ワンコがいい顔をして元気にお
家に帰ることを大切にしています。
企画：VisionaryArts

13 ニールズヤード レメディーズ
アースデイ記念セール」開催！今年もニールズヤードは、心と体と環境
を癒すアロマ＆スキンケア製品をアウトレット販売します！
企画：（株）ニールズヤード レメディーズ

15 アースデイ × スタイラ キッズステーション
人気ヘアスタイリストによる、キッズスタイリング＋フォト撮影コーナー
を実施。スタイラ商品アウトレット販売も併せて実施いたします！
企画：（株）スタイラ

16 ベイクルーズマーケット
店舗にて出た通常価格での販売が難しい商品や、murmur magazme
グッズを販売いたします。
企画：Baycrew's Group

17 心のぶらんど　お箸の兵左衛門
「お箸は食べ物」。口に入る道具だから自然素材にこだわりたい。My箸
づくりもできます。
企画：（株）兵左衛門

21 ラッシュジャパン
ラッシュは、バイイング、チャリティ、キャンペーンを通じて、地球や人、
動物を守る活動を支援しています。
企画：（株）ラッシュジャパン

14 ブラ・リサイクル& リメイク
ワコール「ブラリサイクル活動」の紹介。ブラを使った、リメイク作品の
展示など。
企画：（株）ワコール
協力：mother dictionary

22 総合リユースカンパニー トレジャー・ファクトリー
トレジャー・ファクトリーが古着・リユース品の販売を行います。お気
に入りの一品を是非探してください！
企画：（株）トレジャー・ファクトリー

生き物にとってなくてはならない水。飲み水以外にも、食べ物や服を
作るためにたくさんの水が使われ、問題が起こっています。一緒に水
の足あとをたどってみませんか？

3 Save the Waterキャンペーン

企画：A SEED JAPAN・水プロジェクト　http://www.aseed.org/asj_water/
協力：パタゴニア日本支社

携帯を作るためにゴリラが絶滅の危機に？！ 使用済み携帯をケータイ
ゴリラブースに持ってくると、ゴリラ保護に参加できます。

4 ケータイゴリラ ～ゴリラを守れ！ 
携帯電話回収キャンペーン～

企画：A SEED JAPAN・ケータイゴリラ　
http://www.gomizero.org/ketai_gorilla/

私たちは、金融機関を選択する際に社会性も考慮することを「エコ貯
金」と定義し、より良い社会のために、おカネを通じてできることを紹
介しています。

5 口座を変えれば世界が変わる
キャンペーン

企画：A SEED JAPAN・エコ貯金プロジェクト　http://www.aseed.org/ecocho/
協力：中央労働金庫

オーラから動物の心や体の情報を読み取りお伝えします。動物にも深
い感情があり、想いを飼い主さんに伝えたいと願っています。

6 動物と人の架け橋　
アニマルコミュニケーション

企画：Petite Lumiere　http://www.petite-lumiere.net/

「地球に優しく」と「人と動物の共生」のつながりを、パネル展示等で
お伝えします。自分に出来ることから始めて、人から人に伝わるうれし
さを感じてみましょう。

7 EARTH & ANIMALS

企画：毛皮はいらない連絡網、一般社団法人SORA　
http://nofur.net/ http://sora.ne.jp/

「クールに環境にコミットしたい」そんな想いからスタートしたリユー
ス T シャツ。まだ着られるTシャツを裏返し、そこに新たなデザインを
プリント、もう一度着てしまおう!というもの。1枚500円。

8 リユース T シャツでECO

企画：フレンドリーデーインターナショナル　http://www.friendlyday.org/

①愛してるッて言ってよし！コーナー♪大好き！愛してる！ありがとう！
大切な人の目を見てあなたらしい言葉で素直に愛を伝えましょう♪
②笑顔あふれる♪「苔玉ワークショップ」

11「愛してるッ」って言ってよし！コーナー♪

企画：ハマカワ家と仲間たち　http://ameblo.jp/hamakawanakama/

アースデイでも人気の新しいKAMISUKIワークショップ。被災地の
子どもたちが元気になるようなイメージを漉きこもう！作品が集まって
大きなタペストリーになる！

2 アースタペストリー「震災復興イベント　
被災地のクリスマスに元気を届ける！」

企画：日本和紙造形研究所　http://washizokei.jp/

フェアトレード推進活動を行う団体による出店企画。

1 フェアトレードビレッジ

企画：ぐらするーつ　http://grassroots.jp/
1.Medicine Field 2. ヒマラヤンマテリアル 3.TRAGOOON・ツナミクラフト 4. パレスチナ子どものキャン
ペーン 5. グアテマヤ・エヌハーベスト 6. ぐらするーつ 7. ディンカム・ジャパン 8. セーブ・ザ・オリーブ 
9.バラカ 10.パルシック 11.第 3世界ショップ12.オルター・トレード・ジャパン 13.アンデス・アルテ 14.チョ
ウタリの家 15. シャンティ国際ボランティア会 16. クラフトリンク南風 17.OGURA 18. インディゴストア 
19.PUENTE 20.スローウォーターカフェ

～平和な社会は　平和な子育てから～「母乳育児」「おむつなし育
児」を入り口に、赤ちゃんとの絆を育みましょう。お母さんの手作り
市、授乳おむつ替えスペースもあります。

9 ベビー・アースデイ　
Peaceful Parenting for Peaceful World

企画：NPO法人自然育児友の会　http://shizen-ikuji.org/

1.サンエフ健康陶器　 2.COBO Lab　 3.オートフィッツ吉祥寺　4.（株）優雅 　5.Lokahi　 6.（株）Pea Pod　7.
ひもろぎ庵・たるまーリー　 8.グーグースリングRayCo　 9.マザリングマーケット／手しごと市 10.布おむつリサイ
クル・虹色ワークショップ　 11.無垢工房　12.カズフォト橋本写真事務所 　13.ファザリングジャパン　 14.モー
ハウス 　15.自然育児の友の会　16.東京都助産師会・Umiの会　 17.カズフォト橋本写真事務所

こどもから大人まで。誰でも参加できる音楽とダンス、アートのワーク
ショップとグッズの販売。笑顔とともに新しい仲間と出会える、世代を
越えた交流の場を提供します。

10 笑顔生まれる「おんらく広場」

企画：おんらく広場　http://kiyoshism.com/

1.（有）アフリカンスクエアー 2.虔十の会 3.MAMARACHO G.H. 4.おんらく市場 5.（株）愉快 studio 
CCOCA 6.共有空間 /ハチコロ 7.ちかけん 8.（有）ハガレックス・ジャパン

フォトジャーナリズム月刊誌DAYSJAPAN写真展。世界トップクラス
のフォトジャーナリスト達による、地球上の痛み、生命の尊厳を謳い上
げた、写真のメッセージを感じてください。

12 守るべきもの ～知るということ

企画：DAYS JAPANサポーターズ　http://www.daysjapan.net/

地球の平和と環境を守るためには、テレビの力が必要です。私たち
は、報道番組にツイッターでつぶやく「ニュースツイート」（＃tvcsr）
などの活動を展示で紹介します。

13 ホンキでテレビがCSR！ キャンペーン

企画：A SEED JAPAN・メディア CSR プロジェクト　
http://www.aseed.org/mediaCSR/

ヘンプは、アサ科1年草の植物で、21世紀のオーガニック生活に欠か
せない素材です。今年の夏に北海道でヘンプオイルで走る車（ヘンプ
カー）の展示をします。

14 ヘンプ体験村
 ～ヘンプカーで北海道一周～

企画：NPO法人ヘンプ製品普及協会　http://www.ooasa.jp/hemp_car/

旬の夏みかん（甘夏）をおいしく味わって、放置農園再生を応援しよ
う！小田原市の放置農園で収穫した甘夏を販売します。甘夏を一緒に
育てる「甘夏オーナー」も募集中！

15 アースデイ・オレンジプロジェクト

企画：NPO法人ビーグッドカフェ　http://begoodcafe.com/

有機野菜・果物・米・雑穀・豆をはじめ、その素が明らかな食べ物からエ
コ雑貨まで、全国の生産・製造者による直売市場。農と食が有機的に
つながる嬉しい出会いの場です。

16 ファーマーズガーデン“春”

企画：NPO法人ポラン広場東京　http://www.polano.org/

1. ラパンノワールくろうさぎ 2. 柳内商店 3. アルコイリス 4. カンホアの塩 5. オーガニックフォレスト
6.AVEDA 7. 古代米浦部農園 8. 永倉精麦 9.日本創建 10. 太陽油脂 11.ポラン広場東京事務局 12.
弓削多醤油 13.FAR EAST 14. 湘南ぴゅあ 15. 角谷文治郎商店 16. 遠忠食品 17. べにや長谷川商店 
18.カワノすり身店 19.池谷

年に４回季節ごとの開催のイベント『アースガーデン』。作り手のメッ
セージや想いのこもったモノを通して、エコ＆オーガニックを伝える
マーケット＆フェスティバルです。

17 アースガーデン“春”

企画：アースガーデン　http://www.earth-garden.jp/

1.LAXMI 2.DrILL（ドリル） 3.オーガニックブックス　みみをすます書店 4.GOHEMP 5.オジャガ デザイン
6.anuenue帽子★リテコピアス★konkoina 7.poka poka /ポカライヨ 8.santai bali～バリ島の草木染
め～ 9.トシュカ 10. 国内循環古着 晴レノヒマーケット 11. パルシステム生活協同組合連合会 12. 川田
化成（株）13.A-rue 14. 忠兵衛 15. クラフト工房 La Mano 16.yuruyuru 17. えみおわす 18. 今井梨絵 
19.Botanic Green 20. 井上ヤスミチとつるかめ屋  21.アースガーデン本部  22.Sipilica  23.Kazoo 24.ルー
ルズピープス  25.chahat 26.F WOOD FURNITURE

油の回収ステーションはここヌラ！ EnergyActionを支える東京油
田力のブースに来て、油がつなぐ「循環型社会」を体験して欲しいヌ
ラ！Δ油くんより

18 天ぷら油リサイクル発電大作戦　
－結集 ！東京油田力－

企画：ＴＯＫＹＯ油田2017（株）ユーズ　http://www.tokyoyuden.jp/

1992年の地球サミットから20年、来年ふたたびリオデジャネイロで地
球サミットが開かれます。持続可能な世界にむけて政府、NGO、企業、市
民のダイアログ（対話）がはじまりました。

19 RIO+20トーク＆アースダイアログ

企画：地球サミット 2012Japan　http://earthsummit2012.jp/

岩手県葛巻町の森林間伐材を使って鉛筆づくりのワークショップを開
催。葛巻町での森林間伐や里山保全活動を紹介し、アンケートにお答え
頂いた方に里山で栽培した雑穀またはエコバッグをプレゼント。

20 森にふれる！

企画：NPO法人Liko-net　http://www.liko-net.or.jp/

元オリンピック選手、勅使川原郁恵らによるノルデックウオーク教室を無
料で開催いたします。当日参加可能です。お気軽にお越しください。

22 sotoe【ソトエ】 ～「ソト」へ行こう。
何かが変わる。～

企画：sotoe project　http://twitter.com/sotoe_jp/

自転車に乗ってアースデイに！今年はBEJメンバーによる「チャリチャリ
市」も初開催。

23 BIKE TO EARTHDAY！

企画：NPO法人バイシクルエコロジージャパン　http://www.bejapan.org/

ツバルの森では、「より良い地球環境作り」の一環として、トリンプ社の
売上の一部をもとに行う植樹活動の支援を始めました。他、様々な3R活
動を展開しています。

21 トリンプの森meetsツバルの森　
～一枚のインナーが地球を救う ！～

企画：（株）ツバルの森　http://www.tuvalu-forest.jp/

プレム・ラワット氏は、平和のメッセージを世界中の人々に伝えると同時
に、人道支援活動にも貢献してきました。WFP、AAT、国際赤十字、など
の各非営利団体と協力しています。

24 人道支援・食料援助を行なう
（プレムラワット財団）活動の紹介

企画：プロジェクト 21　http://www.contactinfo.jp/html_n2/about.htm

ファッションを通して環境や生物のつながりを五感で感じ伝えていく活
動をしています。鳥は環境のつながりを教えてくれるメッセンジャー。一
緒に感じてみませんか？

25 BLUE BIRD～青い空と海を
自由に渡る鳥のように～

企画：BLUE BIRD （清泉女子大学）　http://bluebirdseisen.web.fc2.com/

子宮頸がんは検診とワクチンで予防できるがんです。30代がピークの
子宮頸がんは多くの若い女性の健康を脅かしています。LOVE49プロ
ジェクトではアースデイ東京に参加した全ての人に予防の大切さを伝え
ていきます。

26 LOVE49　みんな子宮から生まれてきた

企画：NPO法人　子宮頸がんを考える市民の会　LOVE49 プロジェクト　
http://love49.org/

厚生労働省科学研究班への協力としてクラミジア検査キットを２５歳以
下の方に今年も無料配布！少しオトナになったSourceと一緒に性と生に
アプローチしてみませんか？

27 Be Aware! YOUR LIFE

企画：Source　http://ameblo.jp/source-ameblo/

愛犬と健康に共生するライフスタイルを提案します。現代のドッグライフ
には問題がいっぱい。「環境問題」=「共生問題」、人と動植物、そして地
球が共生できるように！

28 わんのはなエコロジカルドッグライフ展

企画：わんのはな　http://wannohana.com/

ヒトが生きていられるのは、太陽と大地のおかげ。呼吸の大事さを感じる
ワークショップや大地のエネルギーを感じる雑貨など緑や人の温もりを
感じさせるアイテムを並べて皆様をお待ちしています。

29 太陽の恵み・大地の恵み

企画：Art of Living & Toumai　
http://www.artoflivingjapan.org/　http://cafetoumai.com/

サイクルピクニックで河川敷を楽しもう！ライトウェイプロダクツジャパン
（株）の協力で、当日参加のサイクリング等も開催。自転車が似合う雑貨
や、自然派お菓子も販売！

30 Safety ride, Smiles on The Road

企画：GREEN ONION　
http://www.greenonion.jp/　http://www.riteway-jp.com/

オーガニックコットン製品や、カンボジア地雷原から生まれたコットン製
品などの展示・販売を通して、心地よい環境と暮らしのために何が本当
に大切かを感じてもらえたらと思います。

31 オーガニックコットン・ワールド

企画：メイド・イン・アース　http://www.made-in-earth.co.jp/

チャリティをポップに。世界を平和に変えるため…歌とダンスで伝えた
い!!マイケルが行ったチャリティと、それをフォローする私たちの活動に
ついて発信します。

32 アースデイwithマイケル

企画：アースデイwithマイケル実行委員会　http://withmichael.org/

自然順応・自然尊重の考えを今の生活に“オシャレ”に取り入れてみませ
んか？「安心・安全・おいしい食物」にとどまらない“生活そのものが変
わっていく”新たな提案です！

33 自然がすべてを教えてくれる！
～秀明自然農法を通じた安心・安全・
持続可能なライフスタイルを提案します～

企画：SNN東京センター（任意団体「東京土を愛する会」） http://tsoil.net/index.html

1.ボディクレイ 2.ココウェル 3.ロゴナジャパン 4.ミス・アプリコット 5.ナイアード 6.エコ雑貨スクール 7.
ミツロウキャンドル作り8.緑の企業展 9.ワイルドツリー 10.ヤムヤム 11.緑の企業展

①ワクワク体験型「エコ雑貨教室」②[製品＋素材]モノがたり、実例あふ
れるエコ雑貨生活提案エリア③各社の社会活動などをテーマにした「緑
のエコ雑貨企業展」

34 エコ雑貨ライフ展 2011

企画：エコ雑貨協同組合　http://eco-zakka.org/

竹林の整備は、国民がまず筍をたくさん食べること。美味しい筍は陽光
の入る竹林に育ちます。その他、竹炭による土作り。農作への勇気がわ
く竹の子大作戦です。

35 竹の子大作戦

企画：バンブーヴィレッジ　http://www.nafa-take.com/
協力：（株）ナファ生活研究所

ネパールやインドでハンドメイドした雑貨や洋服などを販売。楽しくなる
ような商品たちを紹介し、販売します。また、リサイクル生地や糸を使っ
た環境に配慮した雑貨なども紹介。

36 ヒマラヤバザール

企画：（有）ヘンプへリテージ   http://hempheritage.net/

祭り用袢天、のれんなどを製作するときに出てくる余り生地を再度染色
し直して、カバンやブックカバーなどを製作、販売しています。安くて地
球にやさしい商品です。

37「笑心太ecota」の販売

企画：（株）太田旗店　http://www.ootaflag.co.jp/

＜ベジタブルライフエリア＞1.スワラジ 2.光郷城　畑懐 3.Koho office 4.おいしい日央里書店　吉度日
央里 ＜農村ツアーエリア＞ 5.リボーン 6.アースデイマーケット7.北側園＋週末農風＜ローカライゼーショ
ン：南房総エリア＞8.鴨川自然王国 9.あわのわコミュニケーションカフェ＆マーケット＜ローカライゼーショ
ン：小川町エリア＞10.生ビール（小川町産の麦芽）の販売など＜里山再生＞11.トージバ　バンブーファ
クトリー＜ローカライゼーション：北総エリア＞12.寺田本家 13.こうさぎ自然塾 14.東峰べじたぶるん 15.
掌　たなごころ 16.みやもと山 17.トージバ　大豆レボリューション＋雑

イベント内自給力UPをコンセプトにアグリアクション！今年はなんとビー
ルにチャレンジ！埼玉県小川町で自給した大麦＆ハチミツでつくる特別な
オーガニックビールを販売します。

38 はじめる自給！チャレンジ2011

企画：種まき大作戦　http://www.tanemaki.jp/

1（株）スノーピーク 世界に誇るジャパンブランド、スノーピーク。ブースをはじめ、アースデイ・フォレストエリ
アにてナチュラルライフを提案。　 2ピカネットワーク クラフト体験ブース 神奈川、山梨、静岡に計 7カ所
のキャンプ場を展開するPICAネットワーク 3 KEEN 2003年ポートランド発、サンダルの快適性とシューズ
の機能性を融合させた商品が特徴です。　 4 CHUMS（チャムス）CHUMSでは、震災支援アクションとし
て、チャリティ販売をし、売上げ金を義援金として寄付します。 　5エバーブルー／フィールドライフ 環境フ
リーマガジン「エバーブルー」とアウトドアフリーマガジン「フィールドライフ」の姉妹誌合同ブース。　 6 THE 
NORTH FACE 循環型リサイクル素材を使用している最新商品の展示中心にご提案致します。　 7 A&F
カントリー ～人と自然・共存の森～ A&Fメインブース ～人と自然・共存の森～ から始める地球にやさし
い旅。森に集いエコ・ツーリストになろう！ 　8 パタゴニア＜コモンスレッズ・イニシアティブ＞パタゴニア
製品のライフサイクルを循環の輪で結び、廃棄物として埋立地で眠らせないことを目指す取り組み。　

【コンサベーション・アライアンス・ジャパンサポート団体紹介エリア】
１ NPO法人信越トレイルクラブ　２稲城南山ちーむポンポコ　３西山を守る会　４八ッ場あしたの会　５渓
流保護ネットワーク・砂防ダムを考える /水と緑の会　6那珂川ウォーターネットワークツルカメ隊

23 アウトドアビレッジ
アウトドア関連企業が加盟する自然環境保護基金「コンサベーショ
ン・アライアンス・ジャパン」に参加する企業の取り組みをはじめ、支
援先の環境保護団体の展示アピール。今回は、このたびの震災をう
けて、アウトドアチャリティマーケットも開催。
企画：コンサベーション・アライアンス・ジャパン（CAJ）

24 TBS
災害時に貴重な情報源となるラジオの簡単な無料修理や、ＴＢＳの環
境活動に関するクイズラリーを実施します。
企画：TBS テレビ／ TBS ラジオ

25 AIGLE/Project sustainability
AIGLEは日常の生活の中で身近にエコを考える事の出来るワーク
ショップをご案内いたします。
企画：AIGLE/Project sustainability

26 大地を守る会
大地を守る会のオーガニック食材（野菜・加工品）の販売や活動展示
をします。規格外野菜のつかみ取りも！
企画：（株）大地を守る会

27 ワタミグループ
外食店舗でも使用している有機野菜や有機アイスの販売や、公益財
団法人SAJの活動の紹介もしています。
企画：ワタミ（株）

28らでぃっしゅぼーや
宅配サービスのご紹介と震災および原発影響で販売数が減ってし
まっている北関東エリアの生産者応援販売会。
企画：らでぃっしゅぼーや

ディッシュ・リユース・システム   
リユース食器は、全て有料（使用料 50 円）にな
ります。ごはんを買うときは、100円プラスされ、
洗って返却すると 50 円戻ってきます。オリジナ
ルのマイ食器を持って来れば、お買い得に！マイ
食器の洗い場もありますのでご安心を！お得なマ
イ食器ライフを始めてみませんか？

フードマイレージ
フードマイレージとは、食材が運ばれてきた
距離のこと。アースデイキッチンでは、メ
ニューに含まれる食材を平均したフードマイ
レージを表示しています。

排出CO2量
フードマイレージをもとに計算した二酸化炭
素（CO2）の排出量です。たくさんの食料が
世界各地から運ばれてきますが、長い距離を
運ぶには、たくさんの燃料を消費します。遠
くから運ばれてきた食材を食べることは、実
は地球温暖化につながっているのです。

6
azbil(株)山武では社員食堂から出た廃食油を使い、地球にやさしい
キャンドル作り体験を行っています。
企画：azbil グループ（株）山武

azbilグループ（株）山武

7
心のふるさとであり、ほっとしたときに戻るところ；ハートランドと、キ
リンビールの取組みを紹介します。
企画：キリンビール（株）

HEARTLAND（ハートランド）

8

毎日がアースデイ！楽しみながら緑を増やす、地球にやさしい素材で
出来た種から育てる栽培セットを提案。
企画：Euvodesign＋
恊働出展：NPOマリンプロジェクト

Euvodesign＋（ユーヴォデザイン ×
NPOマリンプロジェクト）

20
「♪世界と家庭をごきげんに。生活クラブ」のCMをご覧になりました
か。生産から廃棄まで考えた暮らしと！
企画：生活クラブ生活協同組合

生活クラブ生活協同組合

19
米国コロラド州発祥のアウトドアブランドMarmot。地球にやさしい
テクノロジーで開発したコラボ商品を紹介。
企画：Marmot

Marmot

18
環境プロジェクト等への融資や支援、ap bank fes、農業など、持続可
能な社会創りのための様々な諸事業のご紹介
企画：ap bank

ap bank

「地産地消」「 遺伝子組換えの不使用 」「旬の食材の使用」などをコンセプトにこだわりのあるレストラン27店舗が集合！
リユース食器の利用には、50 円がかかります。地球にも自分にも安全でおいしいごはんをぜひ、お気に入りのマイ食
器で食べましょう。マイ食器の洗い場もご用意しております。

アースデイ東京2011アースデイキッチンへようこそ！

1. maimai

東京都港区新橋 2-17-14 JR 新橋駅構内
http://www.maimai-onigiri . jp/
国産無農薬の9種類の雑穀と新潟産コシヒカリをオリジナルブレンド。
ガス釜でふっくら炊いて冷めてもおいしい雑穀おにぎりです。

雑穀おにぎり   ¥200~¥250　
★フードマイレージ　381km   ★CO2 量　0.05poco（5ｇ）

雑穀ドライカレー   ¥600　
★フードマイレージ　22km   ★CO2 量　0.005poco（0.5ｇ）

maimai 特製まかない丼   ¥800　
★フードマイレージ　381km   ★CO2 量　0.05poco（5ｇ）

BAMA ヘンプスープ    ¥400　
★フードマイレージ　117km   ★CO2 量　0.005poco（0.5ｇ）

BAMA ヘンプ麻婆ライス   ¥800　
★フードマイレージ　241km   ★CO2 量　0.082poco（8.2ｇ）

BAMA ヘンプ漬け物   ¥400　
★フードマイレージ　474km   ★CO2 量　0.012poco（1.2ｇ）

桂林醤   ¥200　
★フードマイレージ　2014km   ★CO2 量　0.007poco(0.7g)

2. ソトコト Produce 巴馬 LOHAS CAFE
東京都中央区銀座6-11-1 銀座ソトコトロハス館5F
http://www.bama-cafe.com/ 
月刊誌ソトコトが＜ロハスな長寿＞をテーマとした老若男女の為の空間をプ
ロデュース。銀座 6 丁目みゆき通りに中国＜巴馬＞と日本＜銀座＞という
二本の軸を持ち、空間と時間の質にこだわり、多様な顔、多様な年齢の人た
ちが＜ともに過ごす＞カフェを作ります。食事は、巴馬の里の長寿と美容の
秘訣＜火麻＞を取り入れたチャイニーズ。2011 Earth Day Tokyo の為
に特別メニューをご用意致しました。

放牧肝付豚とオーガニックエールパンのホットドッグ   ¥700
★フードマイレージ　474km  ★CO2 量　0.184poco（18.4ｇ）

放牧肝付豚のキーマカレー   ¥700　
★フードマイレージ　862km  ★CO2 量　0.24poco（24ｇ）

耕す農場大豆のクリーミースープ   ¥300　
★フードマイレージ　68km   ★CO2 量　0.005poco（0.5ｇ）

岩城島レモンのソーダ   ¥300　
★フードマイレージ　455km   ★CO2 量　0.039poco（3.9ｇ）

3. KURKKU
東京都渋谷区神宮前 2-18-21
http://www.kurkku.jp/
生産者との繋がり、生産者と共に成長していくクルック。シンプルな調
理法で素材をより素材らしく一皿に仕上げます。

国産大豆テンペソースカツ丼   ¥800　
★フードマイレージ　911km   ★CO2 量　0.261poco(26.1g)

国産大豆テンペカツCurry   ¥800　
★フードマイレージ　897km   ★CO2 量　0.381poco(38.1g)

酒粕 Muffin   ¥300　
★フードマイレージ　4263km  ★CO2 量　0.151poco(15.1g)

4. Cafe Eight

東京都目黒区青葉台 3-17-7
http://www.cafe8.jp/
cafe 8   eat your veg ! （ちゃんと野菜たべなさい）
世界中のお母さんが食卓で発するボーダレスな一言、私たちはこの言葉
に含まれる、家族を思いやる気持ちを食事を通して伝えていきたい

5. オーガニックレストラン＆デリ　
　みどりえ
東京都目黒区鷹番 2-21-10-1F
http://www.midorie-organic.com/
オープンして１０年のオーガニックレストランです。生産者直送の無農薬野
菜や、無添加調味料、自然卵などを使用して、心にも体にも優しいお料理を
お作りしています。

自然卵の肉味噌オムライス   ¥750　
★フードマイレージ　469km  ★CO2 量　0.185poco（18.5ｇ）

５種豆のオーガニックカレー   ¥750　
★フードマイレージ　5428km   ★CO2 量　0.335poco（33.5ｇ）

タンドリーチキンのピンチョス   ¥500　
★フードマイレージ　645km   ★CO2 量　0.108poco（10.8ｇ）

米粉のマフィン   ¥350　
★フードマイレージ　4848km   ★CO2 量　0.303poco（30.3ｇ）

富ヶ谷エール   ¥300　
★フードマイレージ　160km   ★CO2 量　0.021poco（2.1ｇ）

代々木公園のタコライス   ¥700　
★フードマイレージ　2022km   ★CO2 量　0.627poco（62.7ｇ）

プレミアムスコーン   ¥200　
★フードマイレージ　1020km   ★CO2 量　0.072poco（7.2ｇ）

たっぷりお豆と挽肉のハチミツカレー   ¥700　
★フードマイレージ　7748km   ★CO2 量　1.144poco（114.4ｇ）

6. クロスブレッドキッチン

東京都渋谷区富ヶ谷 1-9-22　守友ビル 1F
http://www.c-bred.com/
代々木公園アースデイキッチン会場より徒歩 10 分にある、地域密着
のゆったり落ち着けるカフェです。オリジナルメニュー豊富なお店に
も、ぜひお立ち寄りください。

7. MR.FRIENDLY Cafe

東京都渋谷区恵比寿西 2-18-6 SP ビル 1F
http://www.mrfriendly.jp/
MR.FRIENDLY のオンリーショップ。キャラクターを型どった焼
きたての一口サイズのホットケーキとオーガニックをはじめとす
る、からだに優しい素材のメニューをご用意しています。

MR.FRIENDLY のホットケーキ

7個   ¥300　18個   ¥630
★フードマイレージ　74km   ★CO2 量　0.004poco（0.4ｇ）

MR.FRIENDLY の米粉パンのホットドッグ    ¥380　
★フードマイレージ　5783km   ★CO2 量　0.208poco（20.8ｇ）

8. Food Concept Shop MOMINOKI HOUSE
東京都渋谷区神宮前 2-18-5
http://www2.odn.ne.jp/mominoki_house/
“You are what you eat.”“ 食べるものが心と体をつくる ”MOMINOKI 
HOUSE はこの Concept をニューライフスタイルの原点にしてゆきたい
と考えているナチュラルフードレストランです。
　本当に美味しく中身のきれいな料理を作り続けてゆきたいと願い全ての
料理に Organic Food と電子水を使用しています。どうぞ皆様お誘い合
わせのうえご来店下さいますよう心からお待ち申し上げております。

玄米と十勝産ジャガイモのコロッケ   ¥800　
★フードマイレージ　2402km   ★CO2 量　0.48poco（48ｇ）

玄米と野菜の南フランス風トマトソースがけ   ¥800　
★フードマイレージ　2733km   ★CO2 量　0.551poco（55.1ｇ）

さくさくココアクッキー   ¥300　
★フードマイレージ　3127km  ★CO2 量　0.019poco（1.9ｇ）

カンパーニュスライス   ¥300　
★フードマイレージ　1498km   ★CO2 量　0.084poco（8.4ｇ）

メランジェ   ¥500　
★フードマイレージ　2854km   ★CO2 量　0.287poco（28.7ｇ）

ごまチーズ    ¥400　
★フードマイレージ　377km   ★CO2 量　0.016poco（1.6ｇ）

ベルベデーレ   ¥400　
★フードマイレージ　6536km   ★CO2 量　0.249poco（24.9ｇ）

9. ルヴァン
東京都渋谷区富ヶ谷 2-43-13
http://www.hi-yorokonde.com/
ルヴァンのパンの最大の特徴は、麦の味を生かす自然酵母にあります。
麦は国産小麦、塩は自然塩を使用しています。噛めば噛むほど麦の味
が口一杯に広がる、家族や大切な人にも食べてほしくなる、体にも心
にも美味しいパンです。

10. Loving Hut

東京都新宿区四谷 3 丁目 6-15-2F
http://www.lovinghut.jp/
LovingHut は世界中に約 200 店舗以上あり、体にも地球にも優しい
VEGAN 料理を提供しております。Be Veg,Go Green 2 Save the 
Planet ！

豆乳担々麺   ¥600　
★フードマイレージ　1507km  ★CO2 量　0.107poco（10.7ｇ）

VEGANバーベキュー   ¥500　
★フードマイレージ　916km   ★CO2 量　0.091poco（9.1ｇ）

VEGANアメリカンドック   ¥350　
★フードマイレージ　2825km   ★CO2 量　0.164poco（16.4ｇ）

（野菜・カレー）蒸しまんじゅう   ¥300　
★フードマイレージ　540km   ★CO2 量　0.128poco（12.8ｇ）

有機玄米アボカドタコライス   ¥800　
★フードマイレージ　146km   ★CO2 量　0.073poco（7.3ｇ）

有機玄米タコライス   ¥600　
★フードマイレージ　146km  ★CO2 量　0.073poco（7.3ｇ）

有機玄米のライスブリトー   ¥600　
★フードマイレージ　137km   ★CO2 量　0.073poco（7.3ｇ）

有機玄米とキヌアのトマトスープ   ¥500　
★フードマイレージ　4548km   ★CO2 量　0.251poco（25.1ｇ）

11. タコデリオ！

東京都千代田区平河1-3-2-201
http://www.tacoderio.com/
2 年程前から千葉県、藤崎農場のお米を直に仕入れ、有機玄米のタコ
ライスを始めました。完全無農薬・自然農法で作られたお米は、美味
しいだけでなく、地球にも優しく、沢山の方に食べていただきたいと
思っています！

国産豚の味噌だれ鉄板焼き   ¥400　
★フードマイレージ　1410km  ★CO2 量　0.055poco（5.5ｇ）

地野菜たっぷり溶し込んだ、地産地消東京ライスカリー   ¥600　
★フードマイレージ　1170km   ★CO2 量　0.285poco（28.5ｇ）

柑橘類色々の自家製ホットレモネード   ¥300　
★フードマイレージ　4268km   ★CO2 量　0.191poco（19.1ｇ）

おからのドーナツ   ¥150 　
★フードマイレージ　1728km   ★CO2 量　0.13poco（13ｇ）

12. ナチュラルフード夢は正夢
東京都三鷹市上連雀1-1-4 ガーデンクレスト114　1F
http://www.yume-masa.com/
当店は、身体が喜ぶ日本の旬。安心で安全な食事。和醸良酒。を三大テー
マにしています。このテーマでいつの日か、地球の裏側の人とも繋が
れる、そんな店を目指してます。

地粉と全粒粉のクレスペーレ　ティラミス   ¥500　
★フードマイレージ　756km   ★CO2 量　0.168poco（16.8ｇ）

地粉と全粒粉のクレスペーレ　マルゲリータ   ¥500　
★フードマイレージ　564km  ★CO2 量　0.173poco（17.3ｇ）

地粉と全粒粉のスマイルスコーン   ¥200　
★フードマイレージ　709km   ★CO2 量　0.069poco（6.9ｇ）

シチリア産オーガニックワイン   ¥500　
★フードマイレージ　10156km   ★CO2 量　0.712poco（71.2ｇ）

13. SLOW FOOD CAFE SMILE
東京都世田谷区駒沢2-18-4　福々マンション1F
http://www.sfo-smile.com/
ゆったりした空間とのんびりした時間で笑顔になれるカフェ。生産
者の顔がわかる食材を使用し、オーガニックのドリンクや体に優し
いスローフードを提供しています。

14. FUJIYAMA KITCHEN

山梨県富士吉田市上吉田 2-5-1 Q-STA3 階
http://www.pica-style.co.jp/
フジヤマキッチンのテーマは『富士山麓の四季と暮らす食卓』
保存料などは使わず、昔ながらの知恵と工夫に新しいスタイルを取
り入れて、富士の恵みをお届けします。

富士山はちみつと山梨県産白桃のマフィン   ¥450　
★フードマイレージ　527km   ★CO2 量　0.097poco（9.7ｇ）

山梨県産巨峰のマフィン   ¥450　
★フードマイレージ　512km   ★CO2 量　0.097poco（9.7ｇ）

富士山麓で育った有機栽培の人参のマフィン　¥450　
★フードマイレージ　1015km   ★CO2 量　0.148poco（14.8ｇ）

甲州名物あつあつほうとう   ¥800　
★フードマイレージ　3163km  ★CO2 量　0.202poco(20.2g)

15. Living proof

群馬県太田市東矢島町 756-1
「背のびしないオーガニックライフ」「地元を食べよう」をコンセプ
トに、群馬・埼玉産のオーガニック野菜、卵、お米を使ったカフェ
＆レストランです。

グリーンカレー   ¥700　
★フードマイレージ　1730km   ★CO2 量　0.274poco（27.4ｇ）

おからベジバーグの天然酵母塩パンサンド   ¥500　
★フードマイレージ　121km   ★CO2 量　0.064poco（6.4ｇ）

有機野菜と車麩の雑穀丼   ¥700　
★フードマイレージ　685km   ★CO2 量　0.397poco（39.7ｇ）

オーガニックダージリンと有機野菜のワッフル   ¥400　
★フードマイレージ　4254km   ★CO2 量　0.174poco（17.4ｇ）

大豆の唐揚げ丼    ¥700　
★フードマイレージ　78km   ★CO2 量　0.028poco(2.8g)

ベジ担々麺   ¥600　
★フードマイレージ　191km   ★CO2 量　0.036poco(3.6g)

ベジ玉子サンド   ¥500　
★フードマイレージ　3493km   ★CO2 量　0.343poco(34.3g)

16. GAYA
東京都杉並区下高井戸 4-44-15
http://www.gaya.co.jp/
全ての食材、調味料に至るまで完全にオーガニックにこだわりぬいて、ご
来店頂いた全てのお客様の身体と心の元気を応援します。都会で溜まった
ストレスを、有機のお野菜と手間暇惜しまずイチから手作りの優しいお料
理で、少しでも和らげて頂けるよう、スタッフ一同精一杯がんばります！！

梅じそ豚ばらご飯   ¥700　
★フードマイレージ　91km   ★CO2 量　0.023poco（2.3ｇ）

キミドリ風タコライス   ¥700　
★フードマイレージ　136km  ★CO2 量　0.052poco（5.2ｇ）

キノコとトマトの煮込みカレー   ¥700　
★フードマイレージ　1648km   ★CO2 量　0.147poco（14.7ｇ）

無添加ソーセージ   ¥400　
★フードマイレージ　259km   ★CO2 量　0.043poco(4.3g)

17. キミドリ.

東京都渋谷区渋谷 3－12－24 小池ビル 1F
http://www.kimidori . info/
オーガニック＆エコロジーをコンセプトに身体に優しく安心できる食材
を使い、食べた方には生産者の顔やその土地を感じる事ができる情報発
信も兼ねた渋谷３丁目のお店です。

18. YAFFA ORGANIC CAFE

東京都渋谷区渋谷 3-27-5　東急ステイ渋谷新南口別館 1F
http://www.yaffa.jp/
今年で 12 年目となる YAFFA ORGANIC CAFÉ です。ナチュラ
ルハーモニーから仕入れる自然栽培、有機栽培、減農薬栽培のお野
菜を中心に、オーガニックのコーヒーや紅茶、ビオワインをご用意
しております。

自然卵と自然栽培米のオムレツライス   ¥700　
★フードマイレージ　259km   ★CO2 量　0.043poco（4.3ｇ）

オーガニックポテトのフライ   ¥400　
★フードマイレージ　843km   ★CO2 量　0.289poco（28.9ｇ）

有機サツマイモの豆乳ポタージュ   ¥400　
★フードマイレージ　570km   ★CO2 量　0.177poco（17.7ｇ）

ソムリエお薦め安旨オーガニックワイン   ¥400　
★フードマイレージ　10758km  ★CO2 量　0.65poco（65ｇ）

19. やさい畑

東京都中野区弥生町 3-28-2
http://www.yasai-batake.jp/
わたしたちは、農家直送の「こだわり野菜」をマクロビオティック
をベースにモチモチ玄米と一緒にお弁当で！毎日食べて頂きたいの
でお手ごろ価格でご提供しています。

畑のから揚げ人参ソース   ¥600　
★フードマイレージ　2272km  ★CO2 量　0.452poco（45.2ｇ）

宮城B級グルメ　全粒粉の車麩丼   ¥500　
★フードマイレージ　999km   ★CO2 量　0.204poco（20.4ｇ）

やさい畑　採れたてサラダボール   ¥400　
★フードマイレージ　1500km  ★CO2 量　0.39poco（39ｇ）

玄米おにぎり（2個セット）   ¥300　
★フードマイレージ　351km   ★CO2 量　0.371poco（37.1ｇ）

Bio サングリア   ¥400　
★フードマイレージ　9866km   ★CO2 量　0.384poco(38.4g)

カルアピッグサンド   ¥650　
★フードマイレージ　40km   ★CO2 量　0.019poco(1.9g)

20. TAMA

東京都渋谷区神宮前6-35-3 206
使用食材や調味料には無農薬、またはオーガニックを用いています。店主
のルーツを生かして、「沖縄料理」「中国料理」を優しい味で表現しています。

21. 森のガクショク

東京都渋谷区桜丘町 23 番 18 号
http://www.va-t.ac.jp/
渋谷にある食のスペシャリストを育てる専門学校。これからプロとし
て活躍する学生が森のガクショクという名のお店でこの日だけの特別
メニューを提供します！

森のハンバーガー   ¥600　
★フードマイレージ　497km   ★CO2 量　0.23poco（23ｇ）

森のベジタブルバーガー   ¥500　
★フードマイレージ　497km  ★CO2 量　0.23poco（23ｇ）

おからコロッケ～トマト葱味噌ソース～    ¥150　
★フードマイレージ　1142km   ★CO2 量　0.093poco（9.3ｇ）

ジンジャーエール   ¥150　
★フードマイレージ　4558km   ★CO2 量　0.64poco（64ｇ）

22. PRIMAL

東京都新宿区西新宿 5-18-24 302
http://www.e-primal.com/
無理をしない持続可能なオーガニックをコンセプトに都内を中心に
ケータリングをしています。ナチュラル＆ハワイアンを主なメニュー
にバリエーション豊かなメニューをご提供します。

ハワイアンロコモコ   ¥800　
★フードマイレージ　2852km   ★CO2 量　0.62poco（62ｇ）

豆ミートのタコライス   ¥700　
★フードマイレージ　3769km   ★CO2 量　0.566poco（56.6ｇ）

野菜とチキンのカレー   ¥700　
★フードマイレージ　639km   ★CO2 量　0.344poco（34.4ｇ）

モチコチキン   ¥400　
★フードマイレージ　882km   ★CO2 量　0.15poco（15ｇ）

23. ビストロ Ebitei

東京都渋谷区恵比寿 1-24-10
http://r.gnavi.co.jp/a532800/
恵比寿にひっそりと佇む、大人の裏路地ビストロシェフがひとりで
切り盛りする小さなお店。実家（岩手の農家）で作った直送野菜、
季節のアラカルトメニューをお楽しみください。

オムライス　デミグラスソース   ¥800　
★フードマイレージ　380km   ★CO2 量　0.129poco（12.9ｇ）

オムライス　ホワイトソース   ¥700　
★フードマイレージ　236km   ★CO2 量　0.125poco（12.5ｇ）

オムライス　ケチャップソース   ¥600　
★フードマイレージ　121km   ★CO2 量　0.058poco（5.8ｇ）

自家製ピクルス   ¥300　
★フードマイレージ　824km  ★CO2 量　0.098poco（9.8ｇ）

24. HIDEAWAY

東京都渋谷区神宮前 3-20-1
http://www.treehouse.jp/
都会の中の隠れ家、Treehouse を体感できる cafe&bar です。自
慢のダッチオーブン料理やケーキをつまみながら、のんびりした時
間を過ごしませんか？

ピタサンド（キノコのトマトソース）   ¥700　
★フードマイレージ　8503km  ★CO2 量　0.483poco（48.3ｇ）

ピタサンド（ツナ＆パイン）   ¥700　
★フードマイレージ　7909km  ★CO2 量　0.462poco（46.2ｇ）

きのこ＆ベジタブルスープ   ¥300　
★フードマイレージ　84km  ★CO2 量　0.005poco（0.5ｇ）

ファラフェル（3個）   ¥300　
★フードマイレージ　11027km   ★CO2 量　0.322poco（32.2ｇ）

25. from Earth Cafe “OHANA” 
( ふろむあーすカフェ・オハナ )
東京都世田谷区三軒茶屋 1-32-6　豊栄ビル 1F
http://www.cafe-ohana.com/
産地直送のもっちり玄米と有機野菜を中心としたオーガニック ＆ 
ベジ フード ＆ スイーツ！ドリンク類も充実。　（お酒も！）ライブ、
トーク等々、イベントも多数。

レンズ豆のココナッツクリームカレー（甘口）   ¥700　
★フードマイレージ　1441km   ★CO2 量　0.238poco（23.8ｇ）

車麩の味噌カツ丼   ¥700　
★フードマイレージ　249km   ★CO2 量　0.05poco（5ｇ）

車麩カツバーガー   ¥700　
★フードマイレージ　32km  ★CO2 量　0.005poco(0.5g)

パレスチナタイベビール   ¥700　
★フードマイレージ　9177km   ★CO2 量　1.181poco（118.1ｇ）

ブラジル産カルロスさんのコーヒー   ¥350　
★フードマイレージ　19227km   ★CO2 量　0.044poco（4.4ｇ）

麻の実ピザ   ¥650　
★フードマイレージ　3855km   ★CO2 量　0.083poco（8.3ｇ）

エクアドル産ちょっとすごいコーヒー   ¥350　
★フードマイレージ　14410km   ★CO2 量　0.039poco（3.9ｇ）

水出しアイスコーヒー   ¥400　
★フードマイレージ　31462km   ★CO2 量　0.012poco（1.2ｇ）

26. SlowCoffee & ピッツァボーイズ

千葉県松戸市松戸新田 24　京葉流通センター 6-2 号
http://www.slowslowslow.com/
SlowCoffee は「オーガニック」「フェアトレード」「自社焙煎」3
拍子揃ったおいしいうれしいコーヒーです。2009 年 10 月には千
葉松戸に待望の飲食店がオープンしました！

炭火焼　鶏のまぶし丼   ¥700　
★フードマイレージ　430km   ★CO2 量　0.2poco（20ｇ）

炭火焼　鶏ステーキ   ¥800　
★フードマイレージ　579km   ★CO2 量　0.301poco（30.1ｇ）

炭火焼　鶏茶漬け   ¥700　
★フードマイレージ　419km  ★CO2 量　0.161poco（16.1ｇ）

無添加　梅茶漬け   ¥700　
★フードマイレージ　544km  ★CO2 量　0.127poco（12.7ｇ）

27. オルガン

福島県双葉郡富岡町中央 1-44
セントラルビル２F
http://www.goyakura.jp/
母体は創業３０年の焼き鳥屋で、福島の農家や牧場から主に仕入れており、
老舗の醤油や天然醸造味噌等、無添加の調味料で調理し炭火焼きや蒸し料理
を中心に提供しています。

[後援]環境省/農林水産省/文部科学省/東京都/渋谷区/日本労働組合総連合会（連合）/東京商
工会議所/日本生活協同組合連合会/東京都生活協同組合連合会/（社）東京都専修学校各種学校
協会/渋谷公園通商店街振興組合/朝日新聞社/読売新聞社/毎日新聞社/日本経済新聞社/東京
新聞/産経新聞社/NHK/TBSテレビ/TBSラジオ/文化放送/J-WAVE/TOKYO FM/Inter FM
[特別協賛]コールマンジャパン（株）/THE NORTH FACE/ザ・ボディショップ/TOWER 
RECORDS/ティンバーランドジャパン/パタゴニア日本支社[協賛]アヴェダ/azbilグループ（株）
山武/（株）エイアンドエフ/AIGLE/apbank/エナジーグリーン（株）/エバーブルー/小田急電鉄
（株）/KEEN-Japan/キリンビール（株）/（株）サンエー印刷/サンサンオーガニックビール
/SIGG/（株）シップス/情報産業労働組合連合会（情報労連）/白井グループ/（株）スタイラ/（株）
スノーピーク/生活クラブ生活協同組合/ソニー（株）/（株）大地を守る会/（株）ダンロップホームプ
ロダクツ/CHUMS/中越パルプ工業（株）/中央労働金庫/（株）トレジャー・ファクトリー/（株）ナファ
生活研究所/（株）ニールズヤード レメディーズ/日本労働組合総連合会（連合）/BEAMS/（株）ピ
カ/VisionaryArts/（株）兵左衛門/FIAT/フィールドライフ/Projectsustainability/（株）文星
閣/Baycrew'sGroup/Marmot/MOTTAINAI/Euvodesign＋/（株）ユナイテッドアローズ/
（株）ラッシュジャパン/らでぃっしゅぼーや/ROOTOTE/（株）ワコール/ワタミ（株）[協力]アースデ
イ・エブリデイ/青山ブックセンター/（株）アコースティック/annulus/UNPLUG 
LLC./xChange/WebSig エコ＆ピース/エコサークル・テイジン/（有）エスユートゥー/オムニイン
ターナショナル（株）/（株）オンザウェイ/要ファーム/greenapple/NPO法人グリーンバード/コン
サベーション・アライアンス・ジャパン/NPO法人里山保全再生ネットワーク/三和舞台（株）
/G-D/NPO法人ジャパン・ツリーハウス・ネットワーク/（株）スーパープランニング/スペースふう/
（株）スマッシュ/3Co/SevenTen/（有）染谷商店/地域環境デザイン研究所 ecotone/TOKYO 
PLAY/(株)ピース・コミュニティ・プラン/（株）福寿農産/フジロック・フェスティバル/POD ポラン広
場の宅配/三穂電機（株）/メガラージュ（株）/（株）ユーズ/（有）ユック/よろず制作企画室/（有）ラ
パンノワール くろうさぎ/rainbow echo/（株）レオミュージック/LOFT PROJECT/（株）ワッカ

アースデイ東京2011オフィシャルマップ＆ガイド
発行：アースデイ東京2011 実行委員会
http://www.earthday-tokyo.org/
150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-15-3-908
TEL：03-6416-0917　FAX：03-6416-0918

デザイン：UNPLUG LLC.
印刷：株式会社サンエー印刷
用紙：中越パルプ工業株式会社　竹紙100ナチュラル70ｇ/㎡

アースデイ東京2011オフィシャルパンフレットは、里山保全や生物多様性の一助となる国産
竹パルプ100％を原料とした紙「竹紙100ナチュラル」を使用しています。印刷は、地産地消・
輸送マイレージに配慮したライスインキを使用し、印刷はアルカリ性現象廃液を出さず、イソ
プロピルアルコールなどを含む湿し水が不要な水なし印刷方式を採用しています。また、アー
スデイ東京2011実行委員会の事務局で使用する電力と印刷物で使用する電力は、グリーン
電力（5,000kWh）でまかなっています。
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※諸所の事情により、アースデイ「おはなしの森」Ver.11 は、中止になりました。

フードマイレージや排出CO2の指標は、一定の参考にはしていただけますが万能ではありません。やはり最後は、その食事を食べるあなたの選択こそがモノをいうのです。

アースデイフォレスト
2011年は、国連が定めた国際森林年。実行委員長のC.W.二コルが監修
の、鹿肉を使ったハンバーガー、キーマカレーなどのレストランが登場！ま
た、森の現状を知れたり、アクションを提案するパネル出展も行います。

アースデイ・トークステージ
身近なライフスタイルの事から、地球規模の問題まで、様々なゲスト
によるトークステージ。
企画：アースデイ東京2011実行委員会
協力：よろず制作企画室、Green Energy Adventure

実行委員長の C.W. 二コル監修のレストラ
ン。鹿肉を使ったハンバーガー、キーマ
カレーなどが登場！ 2011 年は、国際森
林年。豊かな森を育むために森のエコロ
ジーとエコノミーを実践します。国産の
鹿肉を使った様々なメニューを提供しま
す。日本の森を考え、そして行動につな
がるキッカケを見つけてください。

C.W. 二コルのフォレストキッチン

アースデイ風鹿肉ロース丼   ¥700　
★フードマイレージ　470ｋｍ  ★CO2 量　0.0252poco（25.2ｇ）

はちみつレモンビール   ¥600　

無添加粗挽きフランクフルトハーブ味   ¥300　
★フードマイレージ　916km   ★CO2 量　0.0158poco（15.8ｇ）

テリヤキ鹿肉ハンバーガー   ¥500　
★フードマイレージ　684km   ★CO2 量　0.0169poco（16.9ｇ）

キノコと鹿肉のキーマカレー   ¥700　
★フードマイレージ　2553ｋｍ  ★CO2 量　0.0229poco（22.9ｇ）


