
人と地球にやさしい環境通貨の実験事業
愛・地球博 EXPOエコマネー事業の開始について
～環境にいいことをして「エコマネー」をためよう！！～

EXPOエコマネー事業とはCO2の削減や地球環境の保全を目的に、市民の「環境配慮活動」を
促進させる新しい社会システムの実験事業です。（財）2005年日本国際博覧会協会は、レジ袋削
減、公共交通機関の利用促進といった、地球温暖化防止や循環型社会の実現に寄与する市民
運動と連携しながら、市民の「環境配慮行動」を対象として、「EXPOエコマネー」を発行し、「循環
型社会」の形成に資する市民主導型のエコ・ムーブメントを愛・地球博を契機に促進していくこと
を目指しています。

１．事業概要

「EXPOエコマネー事業」は、レジ袋削減や、
公共交通機関利用等、市民の「環境配慮行
動」に対して「EXPOエコマネー（＝ポイント）」を
提供し、市民はそのポイントをマイレージとして
蓄積することで、特典や景品に交換することや、
植林といった環境保全活動への寄付等に利用
することができる環境価値循環型の新しい社
会システムを実証・実験する事業です。
本事業は、愛・地球博を通じて市民の「環境
配慮行動」を促進することを目的としており、会
場内・会場外を問わず広範にご参加できる事
業です。

２．ＩＴシステムの導入

「EXPOエコマネー」は愛・地球博の入場券に内蔵されているICチップ（ミューチップ）を活用
したシステムを導入します。会場内の「EXPOエコマネー」発行拠点にミューチップ・リーダーを
設置し、エコ商品の購入やレジ袋を使用しないなどの環境配慮行動を行ったときにICチップ
に読み込んで「EXPOエコマネー」を提供します。
獲得した「EXPOエコマネー」は携帯電話やインターネットに接続されたパソコンで確認する
ことができ、懸賞への応募や植林事業へのポイントの寄付ができます。また、レジ袋削減な
どによって、会場外で獲得したポイントは長久手会場内のグローバルコモン３内にある
「EXPOエコマネーセンター」で「EXPOエコマネー」に交換できます。

固定型発行端末（左）とモバイル型発行端末
（「ハイブリッド情報端末”愛・MATE”」を活用）

2005年3月3日
（財）2005年日本国際博覧会協会 環境グループ



３．会場外事業

会場外で、EXPOエコマネー事業にご協力いただく企業を、「サポーター」と呼びます。「サ
ポーター」は、一般公募により広く参加を呼びかけ、参加申請いただきました。以下に掲げる
全国のチェーンストア等の「サポーター」において、「レジ袋削減」などを実践される市民の方
に、「EXPOエコマネー」に交換できるスタンプやシール（「レジ袋削減証明書」）等が発行されて
います。
この「レジ袋削減証明書」は、愛・地球博会期中、「EXPOエコマネーセンター」で「EXPOエコ
マネー」に交換できます。

（上記参加店舗数：Ｈ１７年３月３日現在）

台紙
シール・スタン

プ等媒体

１ 名古屋市／容器・包装３Ｒ推進協議会 「レジ袋削減協力」 エコクーぴょん台紙
エコクーぴょん

シール
５７０店舗

（内80店舗以下企業重複）

2 名古屋市 「エコライフ家庭の取組み」 名古屋市認定エコライフ家庭 証書

3 豊田市／とよたエコライフ倶楽部
「レジ袋削減協力」

※一部グリーン購入あり
豊田市共通シール台紙 エコシール １９７店舗

（内4店舗以下企業重複）

4 蒲郡市商店街振興組合連絡協議会 「レジ袋削減協力」 エコバッグシールカード
がまぴょん

シール
２２８店舗

（内1店舗以下企業重複）

5 株式会社カトー モスバーガー事業部 「レジ袋削減協力」 モスメイトスタンプカード スタンプ ３店舗

6 西友グループ 「レジ袋削減協力」 ニコ・ニコスタンプシート スタンプ ４０４店舗

7 東急観光株式会社

「旅行参加時のエコ宣言」

（ごみ分別・ごみリサイクル

協力）

２５４店舗

8 株式会社バロー 「レジ袋削減協力」 Valor（環境）スタンプカード スタンプ
１１１店舗

（内12店舗上記自治体重複）

9 マックスバリュ中部株式会社 「レジ袋削減協力」

マックスバリュ・ミセススマート

ポイントカード
（磁気カード）

エコポイント ６２店舗

10 株式会社松坂屋ストア 「レジ袋削減協力」 お買物袋スタンプカード スタンプ
１４店舗

（内6店舗上記自治体重複）

11
マルエツグループ
(株式会社マルエツ・サンデーマート株式会

社）

「レジ袋削減協力」 お買物袋スタンプカード スタンプ ２３５店舗

12 株式会社名鉄パレ 「レジ袋削減協力」 エコスタンプカード スタンプ ２６店舗
（内10店舗上記自治体重複）

13 株式会社ヤマナカ 「レジ袋削減協力」 お買物袋スタンプカード スタンプ ７０店舗
（内31店舗上記自治体重複）

14 株式会社ユーストア 「レジ袋削減協力」 お買物袋スタンプカード スタンプ ７４店舗
（内11店舗上記自治体重複）

15 株式会社ユニー 「レジ袋削減協力」 お買物袋スタンプカード スタンプ １５３店舗
（内15店舗上記自治体重複）

企業・団体名 

レジ袋削減証明書など

店舗数

トップツアー参加証

（EXPOエコマネー引換券）

ＥＸＰＯエコマネー事業

ポイント発行メニュー

※一部のその他自治体等の既存制度と連携している店舗が含まれています。

～「ＮＯレジ袋」でもらえるシールやスタンプをもって万博にいってみよう！～

サポーター企業等一覧（Ｈ１７．３．３現在。店舗数：全国約２０００店舗。）



「サポーター」になっていただく店舗には下記のポスターが掲出されることになっています。



４．会場内事業

①愛・地球博来場者全員にもれなく１ポイント
環境をテーマとした愛・地球博の入場券にもれなく１ポイントが自動加算されます。

※対象となる環境プログラム（３月３日現在。参加数の拡大に向けて交渉を継続中です）

③ノーレジ袋、エコショッピング

②環境プログラムへの参加
会期中実施される以下の環境プログラムにご参加いただいた来場者に「EXPOエコマネー」を
発行します。

公式参加国のパビリオンの物販コーナーやＮＰＯ法人などの運営する店舗でのお買い物の
際、ノーレジ袋を実践された方や、エコ商品を購入された来場者に「EXPOエコマネー」を発行し
ます。
※予定対象店舗（３月３日現在。参加数の拡大に向けて交渉を継続中です）

④エコカーでの来場者

会場周辺のパーク＆ライド駐車場まで、エコカー（低排出ガス認定自動車）で来られた方を対
象に、EXPOエコマネーセンターにて「EXPOエコマネー」を発行します。EXPOエコマネーセン
ターにて車検証のコピーをご提示していただいたのちに発行します。

５．「EXPOエコマネー」の利用について

「EXPOエコマネー」の発行について

環境配慮行動＝エコアクション1回につき1ポイントの発行を原則とします。会場内では、以下の
エコアクションを対象に「EXPOエコマネー」を発行します。

①エコ懸賞への応募
EXPOエコマネー２ポイントにつき以下の賞品が当たる懸賞へご応募できます。
応募方法および当選商品は以下のとおりです。

●海外エコツアーへのご招待
行動するエコツアー「ケアンズ植林の旅」へご招待（３泊５日、合計１０組２０名様）

●国内エコツアーへのご招待
行動するエコツアー「トヨタ白川郷自然学校」へご招待（１泊２日、合計２０組４０名様）

●エコ商品のプレゼント
環境省マイバッグ（予定）などのエコ商品（合計100名様を予定）

ＥＸＰＯエコマネーセンター、 ECO LINK（エコリンク）、地球市民村、長久手日本館（「どこでも
ニッポンカン」参加者） 、ナチュラルフードカフェ（NPO法人ビーグットカフェ） 、万博エコツアー 、
森の自然学校、瀬戸愛知県館、里の自然学校

イタリア共和国、インド、国際連合、ジンバブエ共和国、大韓民国、タンザニア連合共和国、
チュニジア共和国、ドイツ連邦共和国、ナイジェリア連邦共和国、パキスタン・イスラム共和国、
バヌアツ共和国、ブルンジ共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、メキシコ合衆国、
ルーマニア
ナチュラルフードカフェ（NPO法人ビーグットカフェ）

※当選商品（予定）



※応募方法
●会場内（EXPOエコマネーセンター）での応募方法
EXPOエコマネーセンターにて所定の用紙に必要事項をご記入いただくことにより応募
できます。

●会場外での応募方法。
以下の２通りにより応募できます。
・インターネットによる応募
パソコン、携帯電話からご応募できます。申し込みアドレスは以下のとおりです。

http://eem.jp/
・パンフレットに付属しているはがきによる応募
必要事項をご記入いただき、５０円切手を貼布のうえ投函ください。

②エコ商品のプレゼント

５ポイント以上のEXPOエコマネー獲得者には、以下のエコ商品を、獲得したポイントに応じて
EXPOエコマネーセンターで交換できます。

※プレゼント商品例 （ポイント数と商品の詳細は計画中です。）

１００ポイント
・バイオマスプラスチック製グッズ
（Tシャツ、ポロシャツなど）
・ナノテク技術開発商品
（環境配慮型肌着など）
・リサイクル樹脂活用商品
（Tシャツなど）

40ポイント
・バイオマスプラスチック製グッズ
（携帯ストラップ、バイオマスプラスチック学習キットなど）
・再生陶磁器製品
20ポイント
・エコマーク付商品
（各種文具など）

5ポイント
・間伐材活用商品
（しおりなど）

③環境保全活動への寄付

つかいきれずに残ったポイントなどは、植林などの環境保全活動へ寄付することもできます。
寄付されたポイント数に応じた規模の環境活動に博覧会協会が協賛する予定です。また、こ
の環境保全活動にご協賛いただくスポンサー企業を現在募集中しています 。



④ＥＸＰＯエコマネーセンター

グローバルコモン3内にあります。同センターにおいて、
・EXPOエコマネー事業についての情報の提供
・会場外における環境配慮行動＝エコアクションをEXPOエコマネーに交換
・ポイントの利用で、懸賞への応募やエコ商品との交換

を行います。

・場所 ：グローバルコモン３
・開館時間 ：１１時３０分から閉場１時間前まで



この事業の理念は、愛･地球博の会期後もＮＰＯ法人エコデザイン市民社会フォーラムによっ

て継承され、わたしたち一人ひとりの環境への配慮と行動のネットワークをさらにひろげ、21世

紀の世界に求められている「地球と人にやさしい社会づくり｣の実現をめざします。

７．ポスト万博における「EXPOエコマネー」事業の展望

EXPOエコマネー事業の参加人数や発行ポイント数、実施された各種エコ活動に基づくCO２削減
量などを、ＩＴシステムとの連携により、リアルに可視化していきます。
また、市民のエコ活動普及の有無による未来の地球環境の違いなどを、EXPOエコマネーセンター
やホームページ上でわかりやすくお見せします。
会場外の「サポーター」の協力店によるレジ袋削減などにより、CO2を1万トン削減することを目標
としています。

６．事業効果の可視化について

※EXPOエコマネー専用ホームページの開設について

アドレスは以下のとおりです。

http://eem.jp/

効果の可視化、エコ懸賞への
応募コーナーなどがあります。



８．EXPOエコマネー事業の協賛・協力企業 （2005年3月3日現在／ 50音順 ）

〈協賛〉 オークヴィレッジ

グリーンライフ21プロジェクト

グンゼ株式会社

ＣＯ２ダイエット宣言実行委員会（事務局：東京電力）

生分解性プラスチック研究会会員企業

東急観光株式会社

社団法人日本ダストコントロール協会

財団法人バイオインダストリー協会

伯方塩業株式会社

ミサワホーム株式会社

社団法人日本有機資源協会

〈協力〉 株式会社カトー モスバーガー事業部

株式会社バロー

株式会社松坂屋ストア

株式会社名鉄パレ

株式会社ヤマナカ

株式会社ユーストア

蒲郡市商店街振興組合連絡協議会

西友グループ

東急観光株式会社

豊田市／とよたエコライフ倶楽部

名古屋市

名古屋市／容器・包装３Ｒ推進協議会

マックスバリュ中部株式会社

マルエツグループ（株式会社マルエツ／サンデーマート株式会社）

ユニー株式会社


