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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、大量のごみを削減します。リユース食器利用料
として50円がかかるので、マイ食器持参も大歓迎です！
企画：国際青年環境NGO  A SEED JAPAN・ごみゼロナビゲーション
http://www.gomizero.org/

MOTTAINAIを考えるワークショップ、グッズ販売など。

■4月21日開催（１３時～／１５時～　参加費無料）
◎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。

■4月22日開催（１３時～／１５時～　参加費無料）
◎おしゃれでとっても便利！！ふろしき簡単講座

■4月21・22日両日開催（終日開催　参加者にエコバッグプレゼント）
◎自然体でできることから。わたしのMOTTAINAI宣言！
◎古布くるみボタン（終日開催　参加費無料）
着なくなった古着の布や毛糸などを使い、可愛いボタンアクセサリー
を作ります
企画：MOTTAINAI

アースデイ×MOTTAINAIワークショップ

MOTTAINAIキャンペーン

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

アースデイ給水所 Powered by 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
アースデイ東京2012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。

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
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。散らかった「ごみ」をみんなで釣ってキレイ
にしよう！ごみの分別釣りゲームを実施します。
企画：アースデイ東京2012実行委員会

ごみゼロスクール
ごみゼロステーション横でキッズ向け環境教育、フェイスペイントや撮
影した写真を使ったモザイクアートを実施します。
企画：（社）東京産業廃棄物協会

救護ステーション
アースデイ東京2012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：21日（土）・22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：アースデイ東京2012実行委員会
http://www.earthday-tokyo.org/
協力：NPO法人グリーンバード、NPO法人ジェントルワン、TOWER 
RECORDS

アースデイ・コンサート
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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：アースデイ東京2012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 PROJECT、G-D、Seven Ten

地球のことを考えて行動する日、アースデイ。代々木公園を始め各地でアースデイ・アクションが企画されています。
2012年のアースデイ東京では、昨年の大震災を受け、市民で新しい未来を創造していくことが大切だと考え、「another 
world is possible, 新しい未来は自分たちの手で」をテーマに掲げました。多様ないのちがつながり合い、共に生きる持
続可能な市民社会を創ることを目指します。

フェアトレードビレッジ併設のピースマイルステージ。キーワードは
ピース&スマイル。アースデイに相応しいピースなアーティストによる
ライブやワークショップ、フェアトレードトークショーを開催します。
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

ピースマイルステージ

イベント広場

イベント広場

代々木公園 明治神宮
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アースデイいのちの森2012
92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

今年もアースデイ東京太鼓判の、地球にも人にも優しいこだわ
りのレストラン２２店舗が登場！カラダもココロも元気になるアー
スデイごはんをどうぞ！
企画：アースデイ東京2012実行委員会
協力：カドマン企画

１．朝霧食堂　２．ルヴァン　３．Loving Hut　４．MR. FRIENDLY Cafe　５．オーガニックレストラン＆

デリ　みどりえ　6．TAMA　７．ごはん屋　米米　８．森のガクショク　９．ナチュラルフード　夢は正

夢　１０． キュイジーヌ ナチュール チャオベッラ　１１． YAFFA ORGANIC CAFE　１２．FUJIYAMA 

KITCHEN　１３．タコデリオ　１４．from Earth Cafe “OHANA”（ふろむあーすカフェ・オハナ）　１５．

スローコーヒー ＆ ピッツァボーイズ　１６． オルガン　１７．キミドリ .　１８．kurkku　１９．HIDEAWAY

（ハイダウェイ）　２０．Cafe Eight（カフェエイト）　２１．PRIMAL　２２．RAINBOW GREEN 

SMOOTHIES

アースデイキッチン2

アースデイ・NPOビレッジ

1. NPO法人アーユルシード生活環境研究所　2.ナマケモノ倶楽部　3.茨城アイガモ水田トラス

ト+市民の大豆食品勉強会　4.東北あしたの森／スロービジネススクール・膳　5.セカンド・ハー

ベスト・ジャパン　6.オーガニックふくしま安達　7. 村おこし NPO 法人 ECOFF　8. 一般社団法

人 Think the Earth　9.DAYS JAPAN サポーターズ　10. ストップ原発＆再処理・意見広告の会

／劣化ウラン兵器禁止市民ネットワーク／たんぽぽ舍／反原発自治体議員・市民連盟　11. 福

島老朽原発を考える会 (フクロウの会 )　12. One Planet Café Musashino　13. 特定非営利活

動法人ピースウィンズ・ジャパン　14. ビッグイシュー日本　15. アジア太平洋資料センター

(PARC)　16. 特定非営利活動法人地球市民 ACT かながわ /TPAK　17. 地球の友と歩む会／

LIFE　18.NPO法人国際チャリティ協会アムリタハート　19.(特活 )ラリグラス・ジャパン　20. ヒ

トニギリプロジェクト (NPO法人エーピーエスディ内 )　21. 認定 NPO法人日本雲南聯誼協会 22. 

FoE Japan　23. やえかる -Yaeyama cultivate-　24. きっこうズ GREEN ネットワーク　25.NPO

法人アクション　26.CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会　27. 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ジャパン (NPO 法人 CFF）　28. Class for Everyone　

29.NPO 法人ストップ・フロン全国連絡会　30. 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 (PMRC)　31. 国連 UNHCR 協会　32. 世界の医療団　33. 特定非営利活

動法人国際協力 NGO 風の会　34. 特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター (ＪＶＣ)

　35. (特活 )NICE(日本国際ワークキャンプセンター )　36.NPO法人オンザロード 37.トラ・ゾウ

保護基金　38. 東京環境工科専門学校　39.NPO 日本オーガニックコットン協会　40. 渋谷

Flowerプロジェクト（シブハナ）　41.ヒューマンライツ・ナウ　42.アムネスティ・インターナショナ

ル日本　43. 特 定 非 営 利 活 動 法 人 Living in Peace　44. 特 定 非 営 利 活 動 法 人

APEX45.POM246. 特定非営利活動法人 Shien Tokyo　47. SFTJ(Students for a Free Tibet 

Japan)　48. 特定非営利活動法人ジュレー・ラダック　49. 特定非営利活動法人ぱれっと　50. 

NPOユニ 51. 特定非営利活動法人 DDP　52. NPO法人共存の森ネットワーク　53. 環境 NGO 

ezorock54. 東京土を愛する会 /秀明自然農法ネットワーク（SNN）東京センター55.NPO法人緑

の家学校　56. 水と森の保全を考える・かわうそ倶楽部　57. 社会福祉法人いたるセンター　あ

けぼの作業所　58.NPO 法人メダカの学校　59. 木材適正使用相談センター「適材適所の会」

60.NPO法人エコラ倶楽部　61.一般財団法人 C.W.ニコル・アファンの森財団　62.人と自然

の研究所

個人からグループ、団体、企業まで、様々な立場の人々が、それ
ぞれの形でアースデイに参加できる、多様で間口の広い出展/
店の窓口を目指します。
企画：アースデイ東京2012実行委員会

1

フェアトレード推進活動を行う団体による出店企画。

3 フェアトレードビレッジ

企画：ぐらするーつ　http://grassroots.jp/
1.ディンカム・ジャパン　2.セーブ・ザ・オリーブ　3.ヒマラヤンマテリアル　4.エヌ・ハーベスト　5.スロー
ウォーターカフェ＋森と海のあいだのトージバ　6.マーリーコーヒー　7.パルシック　8.グアテマヤ　9.わ
かちあいプロジェクト／アジア学院／コーディリエラ・グリーン・ネットワーク　10.オルター・トレード・ジャ
パン／ APLA　11. パレスチナ子どものキャンペーン　12. 第 3 世界ショップ　13.ツナミクラフト／三陸
さをりプロジェクト（仮称）　14. シャプラニール＝市民による海外協力の会　15. ぐらするーつ　
16.OGURA　17.アンデス・アルテ　18.チョウタリの家

鍼灸マッサージは、自然治癒力を高め、免疫力を上げる効果がありま
す。免疫力を高めるツボを知っていただく体感コーナーや、小児はり
などのワークショップを開催します。

4 鍼灸マッサージで免疫力アップ！

企画：NPO全国鍼灸マッサージ協会  http://www.jamma.org/

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、ゴリラ保護に役立てられます。今年は新
たに「リユースする」という選択も可能に！

6 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：国際青年環境NGO A SEED JAPAN・ケータイゴリラ
http://www.keitai-gorilla.org/

AICAはカンボジアの最貧困家庭に農業技術指導と教育普及事業を
実施。皆さま、カンボジア語で応援文を書いてください。そして写真
撮影。AICAが子ども達に届けます！

5 カンボジアの子ども達に
カンボジア語でメッセージを届けよう！

企画：AICA  http://aica-japan.com

福島の子ども達をアースデイ東京に招く二泊三日の保養バスツアーを
開催中！地球や環境について子ども達が楽しく学べるプログラムが盛
り沢山！会場内は子ども達の笑顔でいっぱいに！！
企画：アースデイ東京2012実行委員会

キッズウィークエンド 
福島こども保養ツアー

アースデイパレード
「another world is possible, 新しい未来は自分たちの手で」を
テーマに、ピースフルで笑顔あふれるパレードを行ないます！
集合時間：22日（日）集合13:00　出発14:00　 
集合場所：ケヤキ並木・渋谷側入り口
企画：アースデイ東京2012実行委員会
協力：エネルギーシフトパレード

アースデイ東京タワー・
ボランティアセンター

3.11東日本大震災の翌週より支援をスタート。宮城県石巻市で活動を
行う「ボランティア支援ベース絆」と連携し、１年以上たった現在も週末
ボランティアや長期ボランティアを派遣しています。その他、フクシマ支
援、放射能測定対策支援も行なっています。あなたもぜひ参加を！
連携：ボランティア支援ベース絆

金融機関を選ぶ際に社会性も考慮することを「エコ貯金」と定義し、
より良い社会の為に、おカネを通じてできることを紹介します。合わ
せて「Rio＋20」についても紹介していきます。

8 口座を変えれば世界が
変わるキャンペーン

  
企画：国際青年環境NGO  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

紙すきで心をつなぐ「imagine! ひとりじゃないよ！」「紙すきワーク
ショップ」応援の気持ちや再生の願いなどのイメージを漉きこむ。で
きた作品はつないで大きなKIZUNAタペストリーとなり、関東・東北
各地で展示。

7 アースデイKIZUNA
タペストリー・ワークショップ

企画：日本和紙造形研究所  http://washizokei.jp

Frosch®My食器洗い場

Frosch®
ドイツ生まれのエコな食器用洗剤「フロッシュ」を紹介しています。
当日は先着でミニボトルもプレゼント！持参したマイ食器でアースデ
イごはんを食べた後は、フロッシュでキレイに洗ってください。

持参したマイ食器でアースデイごはんを食べた後は、フロッシュでキレ
イに洗ってください。
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MC：中島悠、松原広美　※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

ピースマイルステージ　
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21
SAT

22
SUN

22
SUN

12:00
13:30
14:30
15:30
16:10

17:20
18:30

オープニング
Conguero Tres Hoofers
蜜
Yoshie Ebihara
“ 原発現地からのメッセージ ”　アースデイで、福島と福井の人々が語り出会います
高橋美加子（南相馬市民／ふくしま会議共同代表）、本田紀生 （アースデイ福島事務局長）
鎌田千瑛美（福島県民）、他＋福井 大飯原発現地の皆さん
内田ボブ & CHINA CATS TRIPS BAND
加藤登紀子 with NTT東日本東京吹奏楽団

22
SUN

黒澤 次郎（Indus&Rocks）
「放射能から身体を守る アースデイサミット」　
大江正章（コモンズ 代表）、佐藤昌紀（ＮＰＯ法人ポラン広場東京事務局長 ) 
丸森あや（市民放射能測定所理事長 )
Anyango
「アースデイパレード　アピール」
加藤登紀子（歌手 / アースデイ東京 2012 応援団長）
藤波心（アイドル）、ほか
「脱原発・地方自治」
保坂展人（世田谷区長）、ほか
土生 "tico" 剛 × 小池龍平
EGO-WRAPPIN’
東田トモヒロ ×Leyona× 沼澤尚 -TRI-ARTIST SESSION-
FRYING DUTCHMAN

11:00
11:45

12:45 
13:15 
 

13:30 
 
14:30 
15:30 
16:30 
17:30 

21
SAT

11:00
11:30
12:30
13:30
14:30
16:00

オープニング
フェアトレードトーク『手でつくる × フェアトレード 1』
Live & Talk『じぶこん』www.jibucon.net
フェアトレードトーク『被災地支援とフェアトレード』
Live & ワークショップ『BUN ＋ 那須 仁』bun-bun.blog.so-net.ne.jp
Live & ワークショップ『鈴木キヨシ』kiyoshism.com

22
SUN

11:00
11:30
12:30
14:00
15:00
16:00
　　　

オープニング
フェアトレードトーク『手でつくる × フェアトレード 2』
Live & Talk『寿 [kotobuki]』www.kotobuki-nn.com
Live & ワークショップ『哲 J』www.tetsu-j.com
フェアトレードトーク『ザンバイクスの挑戦』www.zambikes.jp
Live & ワークショップ『Marembo 2011』

MC：宍戸慈（フリーパーソナリティ）   ハッタケンタロー（アースデイ東京タワー・ボラン ティアセンター）

311から見えてきたこれからの社会　＜アースダイアログ＞
宍戸慈（任意団体 peach heart）鎌田千瑛美（任意団体 peach heart）
地球サミット～Rio＋20 に向けて～
なでしこ「地球」女子会　＜アースダイアログ＞
堂本暁子 ( 元・千葉県知事 / 生物多様 JAPAN 理事 ) 松浦真弓 (JAXA フライトディレクター ) 生姜塚理恵
（BLUE BIRD 代表）
子ども達には森が必要だ！
C.W. ニコル（アースデイ東京 2012 実行委員長）シキタ純（アースデイ東京理事 /BeGood Cafe 代表理事）
森を守るものオオカミの復活
朝倉裕（一般社団法人 日本オオカミ協会）シキタ純（アースデイ東京理事 /BeGood Cafe 代表理事）
復興！～アースデイ福島と大阪 365 アースデイのスカイプ会議
～本田紀生（アースデイ福島事務局長）SkypeゲストＪＵＮ（365アースデイ実行委員長 /天人グループ代表）
＜東北⇄東京＞紙すきで心をつなぐ　KIZUNAタペストリー「imagine ! ひとりじゃないよ！」
國高ひでき（日本和紙造形研究所 代表）堀内拓馬（みんなの森財団）
アースデイwith マイケル・笑顔＆元気アクション（MJトリビュートパフォーマンス）
佐藤正弘（京都大学経済研究所准教授 / 地球サミット 2012Japan 代表）榎本真子 (MC マサコー）マイケルや
も＆アースデイwith マイケル
アースデイ・キャンドルナイト

11:00
　
12:40
13:00

14:50

15:20

15:50

16:30

17:10

19:00

子どもたちの内部被曝を防ぐために福島・東京の市民測定所の現場からみえてきたこと　＜アースダイアログ＞
丸森あや（市民放射能測定所理事長 / 低線量ひばくから子どもの未来を守るプロジェクト代表）石丸偉丈（こど
もみらい測定所代表）前田幸宏（こどもみらい測定所副代表）
エネルギーシフトパレードアピール！
いのち育む「土」こそ宝！自分達の手で実践した、福島・農地回復プロジェクト！～古くて新しい
複合醗酵法～
里山保全と大麻草　－伝統産業を次世代に－
赤星栄志（NPO法人ヘンプ製品普及協会）栃木農業の高校生たち
大地を守る会×TOKYO油田　-農とエネルギーの未来を語る -
宇田川千夏（大地を守る会）染谷ゆみ（TOKYO油田 2017 プロジェクトリーダー）
アクティブロハス、必然達成の時代
SkypeゲストＪＵＮ（365アースデイ実行委員長/天人グループ代表） シキタ純（BeGood Cafe代表理事/アー
スデイ東京理事）
いなか＆わたし再耕 =RECULTIVATION !　=女子目線な半農田舎生活の奨め　＜アースダイアログ＞
Yae（半農半歌手）斉藤ふみ子（みやもと山）藤岡亜美（ナマケモノ倶楽部共同代表）
地球サミット～Rio＋20 に向けて
新しい未来発表会～ええじゃないか！が世界を変える～　＜アースダイアログ＞
E- じゃないかプログラム参加者
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※タイムテーブルは、予告なく変更する場合もございます。
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信越トレイルクラブ
バイオエネルギーの可能性　バイオディゼールチャレンジ　山田周生
那珂川ウォーターネットワーク 鶴亀隊
八ツ場あしたの会
印旛野菜いかだの会
CAJ フィールドトーク
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ワールドオーシャンデイ　スペシャルトーク
三嶺の森をまもるみんなの会
渓流保護ネットワーク
西山を守る会
エベレストの登り方教えます　アドベンチャーガイズ　近藤謙司
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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）です。
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。

放射能・安心対策
食材の産地や放射性物質検査実施の有無、
検査結果などの情報を公開し、安心して選
べる美味しいアースデイごはんを目指しま
す。放射性物質の検査結果は、放射性セシ
ウムについて明記しています。

「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 22 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。

アースデイ東京2012アースデイキッチンへようこそ！

実行委員長の C.W. ニコル監修のレストラン。昨
年好評だった鹿肉を使ったキーマカレー・ロース
丼・ソーセージに加え、今年は素材の味を生かし
たシンプルな味付けの鹿肉のミニステーキが登
場！なぜ鹿肉を食べるの？という疑問から、日本
の森の現状を知り、考え、行動につながるキッカ
ケを提供します。

C.W.二コルの
フォレストキッチン

1. 朝霧食堂
静岡県富士宮市小泉 2530-11
http://asagiri jams.org/
もっちりとした食感の麺が美味しい富
士宮焼きそばを始め、のびのび育った
放牧牛乳やぐるぐるした形が特徴のぐ
るぐるウインナー等、富士山の恵みを
頂いたお食事をご提供します。

富士宮焼きそば　￥500
フードマイレージ：144km
CO2 量：0.033poco（3.3g）
産地／放射能：（麺）静岡／不検出　

キノコと鹿肉の
スパイシーキーマカレー　￥700
フードマイレージ：1859km
CO2 量：0.48poco（48.1g）
産地／放射能：（麺）静岡／不検出　

鹿肉無添加あらびきソーセージ　￥300
鹿肉丼　￥700
鹿肉串焼きミニステーキ　￥500

ぐるぐるウィンナー　￥500
フードマイレージ：146km
CO2 量：0.05poco（5g）
産地／放射能：（麺）静岡／不検出　

朝霧牛乳　￥200
フードマイレージ：144km
CO2 量：0.045poco（4.5g）
産地／放射能：（麺）静岡／不検出　

朝霧みるちゅ～　￥500
フードマイレージ：146km
CO2 量：0.116poco（11.6g）
産地／放射能：（麺）静岡／不検出　

2. ルヴァン
東京都渋谷区富ヶ谷 2-43-13
http://levain.chottu.net/
国産小麦、石臼挽き、天然酵母を用い、
毎日手作りをしています。ルヴァンの
パンを食べて、みんなが心穏やかに、
平和に物事を考え、地球のことまで考
えられますように！

メランジェ　￥500
フードマイレージ：2606km
CO2 量：0.51poco（51g）
産地／放射能：（小麦）北海道／不検出

カンパーニュ・スライス　￥300
フードマイレージ：605km
CO2 量：0.076poco（7.6g）
産地／放射能：（小麦）北海道・長野／不検出

ゴマチーズ　￥400
フードマイレージ：1216km
CO2 量：0.096poco（9.6g）
産地／放射能：（チーズ）ニュージーランド　

レーズンクッキー・ゴマクッキー　￥100
フードマイレージ：935km
CO2 量：0.032poco（3.2g）
産地／放射能：（もち玄米粉）栃木／不検出

9.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/
三年目の出店となる今回のオススメはもち
もちカレーパン。国の食料自給率を上げる
べく国産米粉をふんだんに使いました。安
心、安全、丁寧をモットーに頑張ります。

国産米粉で作った
もっちもちカレーパン ￥300
フードマイレージ：1799km
CO2 量：0.113poco（11.3g）
産地／放射能：（米粉）秋田

SPF 美味豚の自家製有機味噌漬け
あぶり串焼き　￥400
フードマイレージ：820km
CO2 量：0.048poco（4.8g）
産地／放射能：（豚）茨城／不検出

SPF 美味豚の自家製塩麹漬け
あぶり串焼き ￥400
フードマイレージ：108km
CO2 量：0.018poco（1.8g）
産地／放射能：（豚）茨城／不検出

国産レモンで作った大人の
ホットレモネード　￥500
フードマイレージ：2531km
CO2 量：0.19poco（19g）
産地／放射能：（レモン）愛媛

3.Loving Hut
東京都新宿区四谷 3-6-15-2F
http://www.lovinghut.jp
Loving Hut は世界中に 250 店舗以上
展開している VEGAN レストランです。
植物性食材 100% の環境にも身体にも
優しいメニューをお楽しみ下さい。

トマトの豆カレー　￥700
フードマイレージ：2526km
CO2 量：0.617poco（61.7g）
産地／放射能：（米）長野／不検出

VEGAN ホットドッグ　￥500
フードマイレージ：1716km
CO2 量：0.125poco（12.5g）
産地／放射能：（VEGAN ソーセージ）台湾

豆乳担々麺　￥700
フードマイレージ：1737km
CO2 量：0.203poco（20.3g）
産地／放射能：（麺）北海道／不検出

黒酢チャーシューまんじゅう　￥400
フードマイレージ：883km
CO2 量：0.119poco（11.9g）
産地／放射能：（小麦）北海道／不検出　

7. ごはん屋　米米
神奈川県横浜市磯子区森 1-10-20-1F
http://www.e-komekome.net/
旬の食材を豊富に使用し、和をベースに、
和にこだわりすぎず、全て手作りをモッ
トーに体に嬉しく、見ても嬉しい料理を
お出し出来るよう努力してます。皆様の
笑顔が見たい！！

しらす海藻丼　￥900
フードマイレージ：194km
CO2 量：0.09poco（9g）
産地／放射能：（しらす）静岡

アトム君の卵かけごはん　￥500
フードマイレージ：284km
CO2 量：0.081poco（8.1g）
産地／放射能：（卵）神奈川

旬菜プレート　￥900～1000
フードマイレージ：591km
CO2 量：0.137poco（13.7g）
産地／放射能：（豚）宮崎

鯛ラーメン or 鯛ぞうすい　￥800
フードマイレージ：150km
CO2 量：0.057poco（5.7g）
産地／放射能：（鯛あら）熊本　

8. 森のガクショク
東京都渋谷区桜丘町 23-18　
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」という名でアースデ
イ期間だけの特別メニューを提供します！

はちみつ山梨レモン
パウンドケーキ　￥200
フードマイレージ：1702km
CO2 量：0.097poco（9.7g）
産地／放射能：（はちみつ）山梨

ミネストローネ　￥300
フードマイレージ：7548km
CO2 量：1.164poco（116.4g）
産地／放射能：（トマト水煮）イタリア

ベジライスコロッケ￥150
フードマイレージ：5496km
CO2 量：0.255poco（25.5g）
産地／放射能：（米）富山

天然酵母の
カンパーニュレーズン　￥150
フードマイレージ：3398km
CO2 量：0.429poco（42.9g）
産地／放射能：（小麦）北海道

10. キュイジーヌ 
     ナチュール 
     チャオベッラ
東京都港区西麻布 1-11-10 1F
http://www.ciaobella.jp
コンセプトは ”cuisine nature”（自然な
料理）。各地から集めたオーガニック食材、
天然素材を使って作る安全で身体に優し
い自然な料理をご用意しています。

ハーブ豚のハンバーガー　￥600
フードマイレージ：275km
CO2 量：0.071poco（7.1g）
産地／放射能：（小麦）北海道

有機トマトソースの
オーガニックペンネ　￥600
フードマイレージ：6194km
CO2 量：0.277poco（27.7g）
産地／放射能：（ペンネ）イタリア

ハーブ豚のプロシェット￥400
フードマイレージ：375km
CO2 量：0.103poco（10.3g）
産地／放射能：（豚）群馬／不検出

6.TAMA
京都渋谷区渋谷 2-3-2
http://tama2007.jp/
中国人の父と沖縄出身の母を持つ店主
のルーツを生かしたワインダイニング。
出来るだけ国産食材や化学調味料無添
加にしているので、身体に優しく、深
夜まで召し上がって頂けます。

カルアピッグサンド ￥600
フードマイレージ：163km
CO2 量：0.036poco（3.6g）
産地／放射能：（豚）群馬

BIO サングリア　　￥300
フードマイレージ：9866km
CO2 量：0.384poco（38.4g）
産地／放射能：（ワイン）イタリア

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3-4-18 八木ビル 102
http://www.midorie-organic.com/
創業 12 年になるオーガニックレストラ
ン。カフェや通販、弁当ケータリングの
宅配なども展開。「安全＝美味しさ」をモッ
トーに、素材の良さを活かしたお料理を
ご提供します。

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）
産地／放射能：（米）秋田／不検出

オーガニックマフィン　￥350
フードマイレージ：4112km
CO2 量：0.378poco（37.8g）
産地／放射能：（小麦）北海道

自然卵の肉味噌オムライス　￥750
フードマイレージ：818km
CO2 量：0.16poco（16g）
産地／放射能：（卵）岩手／不検出

鶏のハーブ唐揚げ　￥500
フードマイレージ：666km
CO2 量：0.112poco（11.2g）
産地／放射能：（鶏）徳島

4.MR. FRIENDLY 
    Cafe
東京都渋谷区恵比寿西2-18-6 
SPビル1F
http://www.mrfriendly.jp/
アースデイ東京限定、無農薬の赤米（古
代米）とコシヒカリの米粉をブレンドし
た、ひとくちサイズのかわいいホットケー
キ。モチモチふっくら焼き立てをどうぞ。

MR.FRIENDLYの
LOVE & PEACEクッキー￥126
フードマイレージ：5956km
CO2 量：0.062poco (6.2g)
産地／放射能：（小麦）アメリカ他／不検出

MR.FRIENDLYの
米粉ホットケーキ ７ピース　￥300
フードマイレージ：5163km
CO2 量：0.46poco（46g）
産地／放射能：千葉／不検出

MR.FRIENDLYの
ホットドッグ　￥380
フードマイレージ：8825km
CO2 量：0.12poco（12g）
産地／放射能：（ソーセージ）アメリカ／不検出

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。

転覆隊リバーキッチン
決壊ダム鮭カレー ザリガニ風味　￥600
フードマイレージ：642km
CO2 量：0.211poco(21.1g)
産地／放射能：（鮭）北海道

蝦夷鹿コロッケ
蝦夷鹿カラアゲ
カヌー型 鮭いなり

11.YAFFA 
     ORGANIC CAFE
東京都渋谷区渋谷 3-27-5
http://www.yaffa.jp
今年で 13 年目の老舗オーガニックカ
フェです。お店は渋谷では数少ない路
面オープンテラスのある開放感な雰囲
気。今回は宮城県白万市名産の温麺
（うーめん）で皆様をお迎え致します。

辛味噌有機豆乳う～麺　￥600
フードマイレージ：4282km
CO2 量：0.695poco（69.5g）
産地／放射能：（豆乳）アメリカ

オーガニックポテトフライ　￥400
フードマイレージ：843km
CO2 量：0.289poco（28.9g）
産地／放射能：（じゃがいも）北海道

オーガニック豆乳チャイ　￥400
フードマイレージ：8196km
CO2 量：0.457poco（45.7g）
産地／放射能：（豆乳） アメリカ

ソムリエ厳選
オーガニックワイン♪　￥400
フードマイレージ：10758km
CO2 量：0.65poco（65g）
産地／放射能：（ワイン）フランス

12.FUJIYAMA 
     KITCHEN
山梨県南都留郡山中湖村平野 506-296
http://yamanakako.pica-village.jp/
「丁寧に作る。丁寧に食べる。丁寧に暮ら
す」をモットーに添加物を使わず、昔な
がらの知恵と工夫に新しいスタイルを加
え、富士山麓の四季を感じられるお料
理を提供します。

PICAオリジナル
ベジバーガー　￥600
フードマイレージ：317km
CO2 量：0.09poco（9g）
産地／放射能：（小麦）岐阜

こだわりソーセージの
PICAカレードッグ￥600
フードマイレージ：547km
CO2 量：0.194poco（19.4g）
産地／放射能：（豚）鹿児島

胡桃入りマフィンの
練乳ディップ　￥400
フードマイレージ：675km
CO2 量：0.091poco（9.1g）
産地／放射能：（豆乳）千葉／不検出

山梨県産の白桃と
富士山はちみつのマフィン　￥400
フードマイレージ：357km
CO2 量：0.078poco（7.8g）
産地／放射能：（豆乳）千葉／不検出

13. タコデリオ
東京都千代田区平河町 2-3-10-110
http://www.tacoderio.com
当店のタコライスは不耕起栽培で作られ
た完全無農薬・無化学肥料の玄米ご飯を
使用しています。安心・安全で美味しい。
こだわりのタコライスを是非召し上がっ
て下さい。

有機玄米アボカドタコライス￥800
フードマイレージ：2572km
CO2 量：0.507poco（50.7g）
産地／放射能：（アボカド）メキシコ

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） 
産地／放射能：（玄米）千葉／不検出

玄米トルティーヤの
おからタコス￥500
フードマイレージ：421km
CO2 量：0.029poco（2.9g）
産地／放射能：（小麦）北海道

無添加チョリソー￥400
フードマイレージ：267km
CO2 量：0.046poco（4.6g）
産地／放射能：（ソーセージ）岐阜

15. スローコーヒー ＆
      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/
旬の有機野菜をたっぷり使ったランチ。
自社焙煎の美味しいコーヒーと自家製ス
イーツ。忙しい日常からホッと一息。ス
ローコーヒー八柱店でおくつろぎ下さい。

麻の実ピザ ￥650
フードマイレージ：3850km
CO2 量：0.083poco（8.3g）
産地／放射能：（小麦）北海道

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：18644km
CO2 量：0.043poco（4.3g）
産地／放射能：（コーヒー）ブラジル／不検出

エクアドル産の
ちょっとすごいコーヒー ￥350
フードマイレージ：16011km
CO2 量：0.037poco（3.7g）
産地／放射能：エクアドル／不検出

水だしコーヒー　￥400
フードマイレージ：12308km
CO2 量：0.048poco（4.8g）
産地／放射能：（コーヒー）メキシコ

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/　
出来るだけカラダに良いもの、地産のものを
仕入れ、お客様に食材や生産者の事を伝えて
いくお店です。夜は立ち呑みになり、お客様
同士、スタッフとの距離も近く、コミュニケー
ションの場としてあり続けています。

梅じそ豚バラご飯 ￥800
フードマイレージ：320km
CO2 量：0.083poco（8.3g）
産地／放射能：（米）岩手

タコライス　￥800
フードマイレージ：281km
CO2 量：0.088poco（8.8g）
産地／放射能：（米）岩手

チキントマト煮 ￥600　
フードマイレージ：3373km
CO2 量：0.138poco（13.8g）
産地／放射能：（鶏）鳥取

無添加ソーセージ￥500
フードマイレージ：259km
CO2 量：0.02poco（2g）
産地／放射能：（豚）愛知

18. kurkku

東京都渋谷区神宮前2-18-21
http://www.kurkku.jp/
「快適で環境にも良い未来に向けた暮らし」
を実践する場として、渋谷区神宮前を中心に
生産者の顔が見える食材、料理法にもこだ
わって現在４店舗にて運営しています。

kurkku バーガー￥500
フードマイレージ：1219km
CO2 量：0.354poco（35.4g）
産地／放射能：（豚）鹿児島

銀河高原ビール　
小麦のビール　￥500
フードマイレージ：468km
CO2 量：0.283poco（28.3g）
産地／放射能：（ビール）岩手

山梨県南野呂　ベイリーA
（赤ワイン）　￥500
フードマイレージ：102km
CO2 量：0.031poco（3.1g）
産地／放射能：（ワイン）山梨

愛媛県岩城島の青いレモンを使った
レモンスカッシュ￥500
フードマイレージ：409km
CO2 量：0.138poco（13.8g）
産地／放射能：（レモン）愛媛

19. HIDEAWAY
     （ハイダウェイ）
東京都渋谷区神宮前3-20-1
http://www.treehouse.jp/
オーナーは Treehouse のクリエーター・
小林崇です。ルーツになっている店なので、
原宿に居ながらにして自然を感じマッタリ
出来ます。

ピタサンド
（ファラフェル＆トマトソース）　
￥800
フードマイレージ：9039km
CO2 量：0.675poco（67.5g）
産地／放射能：（小麦）カナダ

ピタサンド
（ツナ＆パインサラダ）￥800
フードマイレージ：7909km
CO2 量：0.462poco（46.2g）
産地／放射能：（小麦）カナダ

20. Cafe Eight
      

東京都港区南青山5-5-21 1F
http://www.cafe8.jp/
2003 年表参道にオープンしたカフェエイ
トプロデュースの Pure Cafe。カジュア
ルでファッション性の高いヴィーガンフー
ドを提供し続けています。

有機丸大豆テンペのカツライス　
￥800
フードマイレージ：706km
CO2 量：0.469poco（46.9g）
産地／放射能：（大豆）北海道

スパイシー
ベジタブルカレー￥700
フードマイレージ：642km
CO2 量：0.314poco（31.4g）
産地／放射能：（玄米）山梨／不検出

デーツ＆ナッツバー　￥400
フードマイレージ：6200km
CO2 量：0.12poco（12g）
産地／放射能：（小麦）北海道

ビーガンマフィン　￥300~
フードマイレージ：5478km
CO2 量：0.236poco（23.6g）
産地／放射能：（小麦）北海道

14. 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！）
お店では、ライブ、トーク等々、イベン
トも多数行なっています。

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：1994km
CO2 量：0.279poco（27.9g）
産地／放射能：（米）山形／不検出

ベジ豆腐バーグのハンバーガー
￥580
フードマイレージ：3812km
CO2 量：0.335poco（33.5g）
産地／放射能：（バンズ）アメリカ

ベジ豆腐バーグのロコモコ丼
￥750
フードマイレージ：867km
CO2 量：0.148poco（14.8g）
産地／放射能：（米）山形／不検出

フェアトレードバナナの
マフィン　￥380
フードマイレージ：748km
CO2 量：0.038poco（3.8g）
産地／放射能：（小麦）群馬／不検出

16. オルガン
http://www.goyakura.jp
元は創業 30 年の焼き鳥屋で、福島の農
家や牧場から仕入れた食材を天然醸造の
醤油等で調理し、炭火焼きを中心に提供
していましたが、只今東日本大震災の放
射能被害で休業中。

炭火焼　鶏茶漬け　￥800
フードマイレージ：271km
CO2 量：0.105poco（10.5g）
産地／放射能：（米）愛知

赤味噌仕立て　もつ煮込み　￥600
フードマイレージ：435km
CO2 量：0.353poco（35.3g）
産地／放射能：（味噌）愛知

炭火焼　鶏まぶし丼　￥800
フードマイレージ：262km
CO2 量：0.132poco（13.2g）
産地／放射能：（鶏）岐阜

炭火焼　鶏ステーキ￥800
フードマイレージ：270km
CO2 量：0.14poco（14g）
産地／放射能：（鶏）岐阜

21. PRIMAL
      

http://www.e-primal.com/
ナチュラル＆ハワイアンをコンセプトに持
続可能なオーガニックフードを提供してい
ます。都内を中心にケータリングサービス
を提供中です。

無添加ハンバーグとオリジナル
ベジタブルソースのロコモコ
￥800
フードマイレージ：2633km
CO2 量：0.638poco（63.8g）
産地／放射能：（ハンバーグ）ニュージーランド

オーガニック豆ミートを使用した
ヘルシーなタコライス￥700
フードマイレージ：3661km
CO2 量：0.563poco（56.3g）
産地／放射能：（米）秋田／不検出

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）
産地／放射能：（米）秋田／不検出

モチコチキン　￥400
フードマイレージ：882km
CO2 量：0.15poco（15g）
産地／放射能：（鶏）宮崎／不検出

22. RAINBOW 
     GREEN 
     SMOOTHIES
      
http://www.greensmoothie.jp/
http://www.shalimardelatefutefu.com/
健康と美容に関心がある人たちの間で話題
のグリーンスムージー。太陽の恵みをたっ
ぷり浴びた栄養満点の季節の葉野菜を最も
効果的に美味しく取り入れられる方法です。

グリーンスムージー ￥300
フードマイレージ：2429km
CO2 量：0.453poco（45.3g）
産地／放射能：（葉野菜）不検出

ローチョコブラウニー
（ロースイーツ）　￥400
フードマイレージ：9746km
CO2 量：0.102poco（10.2g）
産地／放射能：（アーモンド）アメリカ

イタリアンクラッカー
（ロースイーツ）　￥450
フードマイレージ：4469km
CO2 量：0.211poco（21.1g）
産地／放射能：（人参）熊本

「地球への優しさ」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。

10 EARTH & ANIMALS

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

宮城県南三陸町を応援するため、宮城県にまつわるさまざまな商
品、南三陸産の素材を使った自然派お菓子を販売します。みなさん
「おいしい」復興支援をしましょう！

12 がんばるっちゃ南三陸！

企画：（株）神割   http://kamiwari.com/

新品なのにさまざまな理由で捨てられてしまうTシャツを回収、
裏返しにし、そこに新たなデザインをプリントし、リユースしてい
ます。500 円。

13 リユースＴシャツでECO

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

奥出雲発オロチジーンズ（究極の定番tobita 限定販売）と昔の農業
+工業デザイン+食の345cafe がコラボ！ 布、藁等廃材から商品を
提案しています。

11 里山暮らし実験室　ハイザイ2012　
～オロチ(tobita)＆345(さんしーご )
( 山海湖 )cafe～

企画：里山暮らし実験室　345cafe  http://www.nitasun.co.jp/

旬の夏みかん（甘夏）を味わって放置農園再生を応援しよう！みんなで
育てた小田原産無農薬甘夏の販売他、各地の地域活性化の豪傑が集
うフォーラムVISIONSをご紹介します。

9 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/
共同出展：五島列島ファンクラブ

ケヤキ並木

イベント広場

代々木公園 明治神宮
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年に4回季節ごとに開催のイベント『アースガーデン』。作り手のメッ
セージと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。

14 アースガーデン“春”

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

1. 忠兵衛 2.A-rue  3. 国内循環古着晴レノヒマーケット  4.GAIA みみをすます書店 5.Botanic Green 
6.Art Craft Party 7.トシュカ　8.santai bali～バリ島の草木染め～ 9.poka poka/pokaraiyo 
10.MAMARACHO G.H./HUGGIES 11.DrILL 12.CHACO 13.gohemp 14.kazoo 15. 手織工房じょう
た 16.F WOOD FURNITURE 17.鎌倉 結び目 18.chahat（ チャハット ）19.（株）チチカカ 20.クラフト
工房 La Mano 21.Greenbecks Candle Art 22.Sipilica 23.アースガーデン本部・88 編集部 /Lj 編
集部 24.川田化成（株）

3.11以来、子どもたちを放射能から守るためにつながったママ＆パ
パ達のパワーを感じよう＆つながろう！恒例の布おむつリサイクル、母
乳育児やおむつなし育児の伝えあいも。

15 いのちをつなぐベビーアースデイ

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

1. オートフィッツ吉祥寺　2. サンエフ健康陶器　3.Umi のいえ　お手当チーム　4.PeaPod　5.The St 
Monica　6.子ども全国ネット（4/21）／東京都助産師会（4/22）　7.マドレボニータ　8.優雅　9.シュタ
イナー学園　10. はぐちる　Hug Children　11.ファザーリング・ジャパン　12. 無垢工房　13. サニー
アワーズ　14.カズフォト

海や水をテーマに活動するNPOが集合！エリアをまわってスタンプ
を集めるとグッズと交換できるスタンプラリーを開催します。来場者
参加型のワークショップや活動紹介も行います。

16 アースデイ・Ocean Peoples

企画：NPO法人ワールドオーシャンズデイ   http://www.worldoceansday.jp
協力：パタゴニア日本支社
1.コーラル・ネットワーク　2.アイサーチ・ジャパン　3.ASJ 水源 WATCH！プロジェクト　4.サーフラ
イダーファンデーション　5. 北限のジュゴンを見守る会　6. 八重山・白保の海を守る会　7.MSC　8.
グリーンアクションさいたま　9.ラムサールネットワーク＆ワールドオーシャンズデイ　10.ワールドオーシャ
ンズデイ（イベント紹介コーナー）　11.パタゴニア日本支社 /アワ・コモン・ウォーターズ　12. ジュゴ
ン保護キャンペーンセンター　13.エバーラスティング・ネイチャー

6月に開催される“地球サミット(Rio+20)”。1992年の最初の開催
から20年、再び世界が集います。さらに20年先の未来に向けて、皆
さんの関わり方を提案します。

17 The Future We Want!
～地球サミット（Rio+20）～

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

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。ヘンプアクセサリーや麻壁塗りの体験等がで
きます。

18 ヘンプ体験村
―麻のある暮らしの提案―

企画：NPO法人ヘンプ製品普及協会   http://www.hemp-revo.net

1 ヤッホーブルーイング
国産初のオーガニック缶ビール、サンサンオーガニックと香りのエー
ルビールよなよなエールの販売ブースです。
企画：ヤッホーブルーイング

2 キリンビール
いつまでもおいしいビールを楽しんでいただくために、環境保全に
取り組む４つのこだわりを紹介します。
企画：キリンビール（株）

3 １００万人でつくろう元気のうた
歌作りに参加しよう！「１００万人でつくろう元気のうた」スタート！
企画：キリンホールディングス（株）

4 環境カオリスタとつくろう！アロマミニクラフト　　　　　　　　　　　　　　　　　　
植物の恵み“アロマ”を使って地球のことを考えるきっかけを提案し
ます。お試し版「環境カオリスタ検定」にもぜひチャレンジを！
企画：（公社）日本アロマ環境協会

5 ROOTOTE
アースデイ東京2012の缶バッジ付きの「サポート・ルートート」販
売。販売価格の5％をアースデイ東京2012実行委員会の活動資金
として寄付します。
企画：ROOTOTE

6 楽天～ちょっといいことショッピング～
お買い物で社会貢献ができる「ちょっといいことショッピング」のご
紹介＆南三陸町の絆ロールケーキを販売。
企画：楽天（株）

7 フジロックの森プロジェクト
（フジロック＆中越パルプ工業）

間伐材を使ったワークショップや、メモ帳作りを体験できます。ブー
スでは、サポーター募集や活動紹介なども行います。
企画：中越パルプ工業、フジロック・フェスティバル

10  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紹介、「ライフスタイルの
見直し」に関するQUIZを実施します。
企画：日本労働組合総連合会（連合）

11  sacos
企業及び一般ユーザー様向けにさまざまな品物をレンタルしている
会社です。是非お立ち寄り下さい。
企画：サコス（株）

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

14  （株）大川印刷
ソーシャルプリンティングカンパニーとしていろいろな社会的課題解
決に向けた取り組みを行っています。
企画：（株）大川印刷

15  ラッシュジャパン
ラッシュは、商品や、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

16  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、キッズのヘアスタイリング＋フォト撮影
コーナーと、アウトレット商品販売を行います。
企画：（株）スタイラ

17  環境について考えよう！みんなでコラボ！
環境をテーマにした参加型ワークショップを、計測と制御のアズビル
がプロデュース！簡単なストロー温度計をつくり、省エネを考える実験
を行います。さらにEarthDayTokyoのイベントでの環境負荷につい
ても考えるワークショップも同時開催。EarthDayTokyoと私達のエ
コライフがつながります。みなさんで環境について考えましょう。

企画：アズビル（株）

18  ダンロップホームプロダクツ
天然由来の家庭用ゴム手袋「樹から生まれた手袋」と、天然ゴムを体
験できる実験を実施しています。
企画：（株）ダンロップホームプロダクツ

20  Baycrew's Market
ベイクルーズグループにて通常価格での販売が難しいB品・サンプ
ル等を均一価格にて販売する他、パネル展にてグループ内の取り組
みをご紹介致します。
企画：Baycrew's Group

19  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

12  Euvodesign +（ユーヴォデザイン × 
 NPOマリンプロジェクト）

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
できた種から育てる栽培キットをご提案。
企画：Euvodesign+
協働出展：NPOマリンプロジェクト

「日本人は一年間で10キロの服を買い、9キロを捨てています」そん
な現状をあらためながら、おしゃれを積極的に楽しもう！ということ
を目的にしたオシャレ服の交換パーティーを開催します。交換したい
服とその服にまつわるエピソードを書いたエピソードタグを会場に
持ってきてください。きっと交換したい服がみつかるはず！エピソー
ドタグはJ-WAVEのHPでもダウンロードできます。 
※混雑時は、入場を制限させていただく場合があります
企画：J-WAVE / xChange     協力：エコランド
http://www.j-wave.co.jp/special/xchange/

J-WAVE xChange 2012

19

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

“食べる”“暮らす”と“つくる”を信頼でつなぐ直売市場。有機野菜をは
じめ、オーガニック食品から生活雑貨まで、全国各地の生産・製造者
が代々木公園に集まります。

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/

アースデイ東京として震災以来、福島交流プログラムの実施や、実行
委員会メンバーそれぞれによる支援活動を継続してきました。そして
5月には「アースデイ福島」の開催が決定しています。今回は福島で
がんばる市民グループに来てもらい、東京でアピールを広げてもらい
ます。今の福島の人々のナマの声とがんばりに触れてください！

リトルアースデイwithフクシマ

企画：アースデイ東京 2012 実行委員会　協力：アースデイ福島実行委員会

20
サンプル作成の際に出るプリント見本を集めて、バナーを制作、展示
します！（出展：MANASTASH）

リサイクルバナープロジェクト

企画：GREEN ONION
http://www.greenonion.jp/　　http://www.manastash.com/

311から見えてきたこれからの社会をそれぞれの団体、ゲスト、そし
てその場に集う参加者が、それぞれ自分たちの言葉で語り合います。
そのメッセージは、アースデイメッセージとしてまとめ、アースサミッ
ト（Rio＋20）に向けて、発信されます。

アースデイ・トークステージ&
アースダイアログ

企画：アースデイ東京 2012 実行委員会

日本の森の現状を知り、考え、行動に繋がるキッカケを提供するエリ
ア。C.W.ニコル監修のフォレストキッチンでは、昨年も好評だった鹿
肉を使ったメニューを提供。豊かな森作りの為の様々なアクションを
紹介するパネル展示も行います。

アースデイフォレスト 
Supported by Timberland

協力：ティンバーランド ジャパン

8  TOWER RECORDS
タワーレコードブースでは、3.11震災支援の為のアーティストコラ
ボ缶バッジやTシャツなどを販売します。
企画：TOWER RECORDS

9  えねぱそ
いますぐ、ご家庭の電気を自然エネルギーに換えられます。個人向け
エネルギー電力証書「えねぱそ」
企画：エナジーグリーン（えねぱそ）

アースデイ東京2012オフィシャルマップ＆ガイド
発行：アースデイ東京2012 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　

アースデイ東京2012オフィシャルパンフレットは、日本の竹100％を原料とした紙「竹紙100
ナチュラル」を使用し、竹の有効活用で、隣接する森林や里山、生物多様性の保全に貢献しま
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、アースデイ東京2012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。

21 アヴェダ
地球環境に負荷をかけない製品作りを追求するアヴェダ。環境保全
の為の取り組みを製品を通してご紹介します。
企画：アヴェダ

22 greenbird/gentleone
クリーンアップアクションの参加者募集！犬用ウンチ袋の無料配布＆フレ
ンドリーデーインターナショナルコラボ犬用リユースTシャツの販売も。
企画：greenbird/gentleone

23 share with FIAT
FIATが行う社会貢献活動「share with FIAT」をご紹介するブースです。
企画：FIAT

24 FEEL Lafuma
Lafumaはフランスで最も歴史のある総合アウトドアブランド。環境
への取り組みの紹介や、廃棄ガラスでのワークショップを開催。
企画：ラフマミレー（株）

25 Marmot
米国コロラド州発祥のアウトドアブランドMarmot。マーモットが提
案する環境素材のデモンストレーション＆新商品の展示。
企画：Marmot

27 TBS
「みのもんたの朝ズバッ！」8時またぎボードの紙でバッグを作るワー
クショップやクイズラリーを行います。
企画：TBS テレビ、TBS ラジオ

28 宝酒造
リターナブルびんなど環境配慮型商品展示、リサイクル啓発品の配
布、宝酒造田んぼの学校の紹介など。
企画：宝酒造

29 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

30 松田マヨネーズ
年に１度２月に作る国産麻の実油で作る麻マヨネーズの予約をとり
ます。国産麻の実粉入りクッキーなども販売します。
企画：松田マヨネーズ

31 東都生活協同組合
２３年以上前から実施の残留放射能検査を始め、安心・安全な産直野
菜＆金芽米（無洗米）の販売と、個人宅配をご紹介。
企画：東都生活協同組合

32 大地を守る会
放射能不検出の野菜・くだもの福袋や、天ぷら油をディーゼル燃料に
リサイクルして使って作った野菜を販売します。
企画：大地を守る会

33 ワタミ株式会社
自社農場ワタミファームで採れた有機野菜、国内初有機JAS認定の
アイスクリームを販売しています。
企画：ワタミ（株）

34らでぃっしゅぼーや
自慢の野菜や果物を販売しているらでぃっしゅぼーやです。プレゼン
トが当たるじゃんけん大会を開催中♪
企画：らでぃっしゅぼーや

31

津波で産業が壊滅した岩手県宮古市田老地区に新規事業を興し、雇
用を生み出そうという挑戦を始めました。事業紹介の他、ハンモック
小物の手作りワークショップも行います。

津波被害で壊滅した小さな町に
新規事業を興すプロジェクトの紹介

企画：『たろうベビーハンモック』震災復興事業化プロジェクト
http://www.tarobabyhammock.com/

32
布ナプキンなどのオーガニックコットン製品、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、安心で心地よい地
球環境や暮らしを見つめ直したいと思います。

オーガニック・コットン・ワールド

企画：メイド・イン・アース／（株）チーム・オースリー
http://www.made-in-earth.co.jp/

33
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。

ヒマラヤバザール

企画：（有）ヘンプヘリテージ   http://hempheritage.net

34

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！

わんのはな
エコロジカルドッグライフ学校

企画：わんのはな   http://wannohana.com

35
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、野焼き竹炭による土作り。農作へ
の勇気がわく竹の子大作戦です。

竹の子大作戦

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

37
岩手県葛巻町の森林間伐材を使って鉛筆作りのワークショップ
を開催。同時に葛巻町での森林間伐や里山保全活動をパネル展
示します。

森にふれる!!

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

39
美しい海を次世代に引き継ぐために、海岸美化清掃活動の中で集め
た漂着物を利用したアート作品約100点の展示。美しい作品が発す
る海からの警告も感じ取って頂けたら幸いです。

海からの贈り物「シーボーンアート展」

企画：NPO 日本渚の美術協会   http://www.npo-nagisa.com
会場：代々木公園　NHKみんなの広場　ふれあいホールギャラリー

22
自転車文化を創造するバイシクルエコロジージャパンの仲間による、
自転車やグッズ、衣類などの展示販売会。

チャリチャリ市

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

23

原発事故は、猟師の減少を招き、獣害の増加に拍車をかけます。その
他、オオカミ復活について、疑問を解消します。

オオカミに関する質問に答えます　
－たとえば、オオカミ不在と原発事故

企画：一般社団法人日本オオカミ協会   http://www.japan-wolf.org/

24

動物には心があり、深い想いを持っています。その想いをオーラから
読取りお話ししていきます。オーラって？という方の為のお試しメ
ニューを取り揃えてお待ちしております。

大切なのは家族の想い…
アニマルコミュニケーション

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

25

べロタクシーは環境に優しい交通システムとしてドイツで開発された
自転車タクシーです。日本では現在24都市で走行しています。アー
スデイの会場内で無料試乗体験できます。

Take a VELO
～べロタクシー体験乗車～

企画：NPO法人 環境共生都市推進協会（べロタクシー・ジャパン）
協力：宝酒造
http://www.velotaxi.jp/  http://www.takara.co.jp/

26
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。

アースデイ with マイケル

企画：アースデイ with マイケル   http://withmichael.org/

27 BLUE BIRD　
～青い空と海を自由に渡る鳥のように～

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？
企画：BLUE BIRD   http://bluebirdxtsunagari.web.fc2.com/

28

育てた植物の写真を皆でシェアしたり、植林ツアーに参加してみた
り、トリンプ社を始めとする、売上の一部で植樹活動を行う企業につ
いて知ってみたり。エコな気持ちで皆とつながろう！

エコな“気持ち”があれば充分！
あなたはどんなエコを体験する？

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

29

30代ピークの子宮頸がんは検診とワクチンで確実に予防ができるガ
ンです。ブースではユーゴさんが主宰するtouta.やタレントの原千晶
さんと一緒に素敵なワークショップを開催予定。

LOVE49(しきゅう)♥
～みんな子宮から生まれてきた～

企画：特定非営利活動法人　子宮頸がんを考える市民の会
http://www.love49.org/

1.TOKYO油田 2017プロジェクト 2.REBIRTH食育研究所 3.環境まちづくりNPOエコメッセ 4.（特活）
WE21 ジャパン 5. エコライフめぐろ推進協会 6. アップリンク 7. 株式会社アレフ（びっくりドンキー）
8.Life-U project 9.すみだ下町油田プロジェクト /アトリエ四季彩（22日）10.doremifarm

21

油の回収ステーション。Earth Day EnergyAct ionを支える
TOKYO油田ブースでは、VDF燃料やアロマキャンドルに変身する
油の不思議を体験します。

天ぷら油リサイクル発電大作戦　
～渋谷はでっかい油田なんだ～

企画：TOKYO油田 2017/（株）ユーズ   http://tokyoyuden.jp/earthday2012/

38
ライブ！トーク！ファーマーズマーケット！みんなでつくって、みんなで
食べる。種まき大作戦の仲間、農民たちが集って「生きること」を祝
う大地に感謝する春祭り！

土と平和・春の祭典2012

企画：種まき大作戦実行委員会   http://www.tanemaki.jp
1.自然村 たなごころ～掌～　2．一反百姓「じねん堂」　3．みやもと山　4．東峰べじたぶるん　5．こうさ
ぎ自然塾　7．トージバ バンブーファクトリー　8．トージバ雑 That's　9．地ビールチャレンジ　10．KoHo 
natural garden　11．光郷城 畑懐　12．おいしい日央里書店　13．スワラジ　14．北川園　15．天然
くすのき工房｜週末農風　16．鴨川自然王国　17．あわのわコミュニティーカフェ＆マーケット

36
エコ雑貨ライフ展（メーカー出展）、エコ雑貨スクール（手作り教室、
モノがたりスクール）、チャリティーワークショップ、エコ雑貨ライフス
タイルギフト展

エコ雑貨ライフ展2012

企画：エコ雑貨協同組合   http://eco-zakka.org/
1. ロゴナフレンズ　2．ココウェル　3．ボディクレイ　4．ちのしお　5．ミス・アプリコット　6．アレッポの
石鹸　7.エコ雑貨スクール手作り教室　8．エコ雑貨ライフ展総合紹介コーナー　9.ミツロウキャンドル
作り　10．へナタトゥー　11．ワイルドツリー　12．ナイアード

30

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、国際赤十字などの
各非営利団体と協力しています。
企画：プロジェクト 21   http://www.contactinfo.jp/

世界的に人道支援・食料援助を行な
い世界平和を願う TPRF（プレムラ
ワット財団）活動の紹介

[主催]アースデイ東京2012実行委員会　[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/（公社）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）/TOWER RECORDS/ティンバーランド ジャパン　[協賛]アヴェダ/旭化成ホームプロダクツ（株）/ア
ズビル（株）/（株）エイアンドエフ/AIGLE/エコランド/エナジーグリーン（えねぱそ）/（株）大川印刷/KEEN-Japan/
キリンビール（株）/キリンホールディングス（株）/サコス（株）/THE NORTH FACE/（株）サンエー印刷/SIGG/（株）
シップス/（株）スタイラ/（株）スノーピーク/大地を守る会/宝酒造/（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/（社）東京産業廃棄物協会/（株）トレジャー・ファクトリー/（株）ナファ生活研究所/
（公社）日本アロマ環境協会/日本労働組合総連合会（連合）/パタゴニア日本支社/BEAMS/（株）ピカ/Visionary 
Arts/（株）兵左衛門/FIAT/フィールドライフ・エバーブルー/Project sustainability/（株）文星閣/Marmot/松田マヨ
ネーズ/MOTTAINAI/ヤッホーブルーイング/Euvodesign+/楽天（株）/（株）ラッシュジャパン/らでぃっしゅぼーや
/ラフマミレー（株）/ROOTOTE/ワタミ（株）/日本労働組合総連合会東京都連合会（連合東京）/全日本自治団体労
働組合（自治労）/自治労東京都本部/東京都生活協同組合連合会　[協力]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/（有）エスユートゥー/エネルギーシフトパレード/遠
藤聡明/オムニインターナショナル（株）/（株）オンザウェイ/（株）グリーンアップル/NPO法人greenbird/コンサベーショ
ン・アライアンス・ジャパン/SOUNDCONNECTECH/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gentle one/（株）湘南ぴゅあ/スペースふう/（株）スマッシュ/SevenTen/（有）染谷商店/宝桃園/
地域環境デザイン研究所 ecotone/(株)ピース・コミュニティ・プラン/フジロック・フェスティバル/北斗企画/POD
（株）ポラン・オーガニックフーズデリバリ/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/rainbow echo/（株）レオミュージック/（株）ワッカ 

アウトドアビレッジ26
1. フィールドライフ・エバーブルー アウトドアのフリーマガジン「フィールドライフ」と環
境のフリーマガジン「エバーブルー」の合同ブース 企画：フィールドライフ・エバーブルー
2.Snow Peak Headquarters Campfield 新潟本社キャンプフィールドのご紹介と、
スノーピークのプロダクツの一部販売を行っております。 企画：（株）スノーピーク  3.A&F
カントリー「人と自然・共存の森」梅雨に備え、アウトドアの防水対策を一緒に考えませんか？
渋谷店オープン記念クイズで記念品も当たります！　企画：（株）エイアンドエフ  4.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。 企画：THE NORTH FACE  5. コモンスレッズ・イニシアティブ～【REUSE】チャリ
ティーバザー パタゴニアスタッフが使用した製品をリユース、チャリティーバザーを開催し
ます。 企画：パタゴニア日本支社 6. ピカネットワーク クラフト体験 富士山北麓の PICA
富士吉田のツリーハウスプロジェクト進捗状況を展示。現地ワークショップ参加者募集。 企
画：（株）ピカ  7.KEEN-Japan 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。  企画：KEEN-Japan 8.CHUMS チャムスが見えた
ら遊びに！おもしろい事を一緒にしましょう ! 企画：CHUMS

【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．バイオディーゼルアドベンチャー　2．信越トレイルクラブ　3．八ツ場あしたの会 4．三嶺の森を
まもるみんなの会　5．渓流保護ネットワーク　鶴亀隊　6．印旛野菜いかだの会7．西山を守る会     
【アウトドアトークステージ】
自然保護を推進するコンサーベーション・アライアンス・ジャパンに参加する方々による
トークプログラム。楽しい自然との遊び方を教えます！


