
日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ２０１０」に、
エコロジカル、フェア、安全などのイメージを持つ
「グリーン」をテーマにした　　　　　　   　　  が登場

気になるエコプロダクツを試せる＋買える
作り手と買い手の距離が近い、賑やかなマルシェをイメージしたエリアでは、エコ雑貨や安心コスメ、
フェアトレード商品など、身近なエコプロダクツを実際に試したり購入したりすることができます。

お得なクイズラリーも実施
クイズに答えてエコライフの知恵を身につけよう！ 正解者には素敵なプレゼントもご用意。

12/9thu. 10 fri. 11sat. 10:00-18:00 ＊最終日は17:00まで

受付：グリーンストアーズ内インフォメーション
◎ 1日先着１００名様 （プレゼントが無くなり次第終了となります）

ナチュラルライフを　　　  楽しく快適にするヒントが詰まったマーケット

　　　　　　 

12/9thu.10 fri.11sat. 10:00-18:00 ＊最終日は17:00まで
会場：東京ビッグサイト、東展示場１～６ホール・入場無料、http://eco-pro.com　主催：（社）産業環境管理協会、日本経済新聞社

アイ・シード
新しい地球（New Earth）竹のミネラル水を使った洗濯洗剤、植物エキス配合の化
粧品と香り（エッセンシャルオイル）を使って「掃除」「洗濯」などの仕方を実演し来
場者の方 と々共に生活自体を楽しく地球をきずつけない暮らしがテーマです。

〒586-0067 大阪府河内長野市南青葉台4-9
T 0721-63-5843　F 0721-63-5893

i-shido@amber.plala.or.jp

エコ雑貨スクール（エコ雑貨協同組合）
本組合は、エコロジー配慮型事業者の協調及び連携を活かし、環境に配慮した暮らしのあり
方の具体的な情報及びサービスを総合的に提案いたします。今回はエコ雑貨スクールを開催。
「衣食住」「家庭生活」「レクリエーション」等各分野に渡る講座、ワークショップを通じエコ
ロジー雑貨の魅力と本質を体験して下さい。

〒158-0083 東京都世田谷区奥沢 7-11-9-101
T 03-3703-7535　F 03-3703-7535

http://eco-zakka.org/　eco-zakka@eco-zakka.org

株式会社 CAST JAPAN
まったく新しいフェアトレード＆エコ玩具と、オーガニック・ファッションオムツをご
紹介します。未来を担う子どもたちへ、今年のクリスマスはエコ・ギフトに決まり！

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 2-12-4
T 03-5835-1943　F 03-5835-0260

http://cast-japan.com/  !info@cast-japan.com

スローウォーターカフェ 有限会社 
ナマケモノのフェアトレード。エクアドル４つの森からのチョコレート、コーヒー、ハー
ブ塩、サイザル麻バッグや象牙椰子タグアのアクセサリーなど、森林農法で森を守る
手づくりの商品をご紹介しています。

〒136-0071東京都江東区亀戸 1-18-14-102
T 03-5626-4194　F 03-5626-4194

http://www.slowwatercafe.com/　info@slowwatercafe.com

株式会社 太陽工房
当社は、産業用・コンシューマ用小型太陽電池および太陽光発電システムの専門メー
カーです。エコプロダクツ展では、自社ブランドの携帯汎用型システム「バイオレッタ
ソーラーギアVS01、VS12」および小型太陽電池モジュールの展示即売を行います。

〒141-0021東京都品川区上大崎 2-10-34 シティコート目黒1-101
T 03-5423-6801　F 03-5423-6802

http://www.violetta.com/　info@violetta.com 

株式会社 ちのしお販売
豊かな水と緑、温暖な気候、広大な丘陵をもち、農業が盛んな熊本県。そんな自然
の素材を生かし、じっくり育ててきた石けんや化粧品をお届けします。また布ナプキン
「Be*cloth」や洗浄剤のアルカリウォッシュなど、環境にやさしいアイテムも販売します。

〒802-0002 北九州市小倉北区京町 1-2-24　小倉新興ビル6F
T 093-533-7150　F 093-533-7160

http://www.chinoshiosya.com/

有限会社 クロスロードトレーディング
クレオパトラも愛用し、シルクロードの時代から人々に愛されてきた石鹸や化粧水、
ヘナなどを、中近東のライフスタイル・歴史・文化とともに皆さんにご紹介いたします。

〒276-0046 東京都港区麻布十番 1-4-1 麻布双葉ビル 1F
T 03-6277-7848　F 03-6277-7849

http://www.crosroad.com/　mail@crosroad.com

酒井産業 株式会社
私達は循環する森づくりを目指し、FSC認証を取得、3.9 GREENSTYLEに参加し、
自然にやさしい家庭用品をお届けしています。今年は「木育」「自然体験学習」をキー
ワードに、木に触れて、見て、知ってもらうための商品展示を行います。

〒399-6301 長野県塩尻市木曽長瀬 2307-2
T 0264-34-3323　F 0264-34-3611

http://www.kiso-sakai.com/　dc@kiso-sakai.com

自然のわ研究会
「自然のわ研究会」は安心安全をモットーに、無農薬無科学肥料でお茶を作っている
4 軒の農家です。農薬、除草剤には頼らず、雑草は自らの手で取り、自然に優しく、
人に優しく、調和の取れたお茶作りを頑張っています。

〒428-0022 静岡県島田金谷猪土谷 3769-3
T 0547-45-2003　F 0547-45-2006
http://www2.wbs.ne.jp/~ochafarm/wa/　wbs03388@mail.wbs.ne.jp

市
し み ん ぐ ら つ ね え も ん

民蔵常右衛門 （株式会社 まちづくり山
やまじょう

上）
かつて箒産業で栄えた町で再び、ホウキモロコシ栽培からの箒作りに取組んでいます。
先人たちの知恵と、現代の生活スタイルを融合させた中津箒。工程のほとんどが手
作業のため一日数本しか作れませんが、あなたのお気に入りが見つかることでしょう。

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津 3687-1
T 046-286-7572　F 046-286-7572
http://www.shimingura-tsuneemon.biz/　info@shimingura-tsuneemon.biz

Think the Earth SHOP
2001年に発足した非営利団体、Think the Earthプロジェクトがプロデュースする
情報発信型のオンライン・セレクトショップです。売上げの5%がThink the Earth
プロジェクトに還元され、環境や社会問題への関心を高める活動に使われています。

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町 3-1 エムアイ代官山 202
T 03-5459-2181　F 03-5459-2194
http://www.ThinktheEarth-shop.com/　shopinfo@spaceport.co.jp

ティプア
tipua（ティプア）は布ナプキンを通じて、女性のカラダにも地球にも、みんなにも“こ
こちいい”をご提案しています。楽しく使える肌触りのやさしい布ナプキンをたくさん
ご用意しています。

〒543-0023 大阪市天王寺区味原町 2-5
T 06-6761-8799　F 06-6763-2609

http://tipua.jp/　info@tipua.jp

天衣無縫
「天衣無縫」は国際認証付きオーガニックコットン製品を扱っています。今回は、大
変お買得なオーガニックコットンのアウトレット製品をご用意しています。

〒232-0072 横浜市南区永田東 2-11-34
T 045-225-9636　F 045-711-5824

http://www.tenimuhou.jp/

touta.（トゥータ.）
2003 年より環境に負荷の少ないモノづくりを目指し、廃材/ 古材・オーガニックコットンを用
いたオリジナル商品を製品化しています。小さなハギレも大切に使用し、Neo patchworkに
より可愛く生まれかわります。生理・尿もれ・ぢにも使える布ナプキンがおすすめです。

〒154-0023 東京都世田谷区若林 5-25-4-1F
T 03-3411-5682　F 03-3411-5682

http://www.touta.org/　info@touta.org

茶工房 二の楽
～地球にやさしく、人にやさしく～私たちは、安心安全で、そして美味しい食品をつ
くる為に石炭、石油などが原材料の農薬や、化学肥料、添加物を一切使わない（CO2
を出さない）地球や人にやさしい有機農法（JAS 認証取得）でお茶づくりをしています。

〒567-0831大阪府茨木市鮎川 3-15-19
T 072-634-5569　F 072-634-5569
http://www.ninoraku.com/!info@ninoraku.com

グリーンスティック
芽が出るエコグッズ、グリーンスティックとシードペーパーのご紹介と販売をします。グリーン
スティックは、紙マッチの形に植物の種をセットしています。シードペーパーは古紙を再利用し、
花の種を漉き込んだハンドメイド・ペーパーです。オリジナル商品もお作りいただけます。

〒248-0013 神奈川県鎌倉市材木座 1-10-37 グレースガーデン101
T 0467-23-3778　F 0467-61-1398

http://www.greensticks.jp/　seeds@greensticks.jp 

株式会社 ナファ生活研究所
11年目を迎えるTAKEFU（竹布）。タオル、インナー、布ナプキン、と肌を守る繊維
として独自の特長を打ち出し進化してきたTAKEFU（竹布）の 10 年の成果をご覧く
ださい。

〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-37-3
T 03-5412-7661　F 03-5412-7662
http://www.nafa-take.com/　mail@nafa-take.com

Eco-Products 2010  GREEN STORES

株式会社 ココウェル
ココウェルは「人と地球に優しい」ココナッツの無限の可能性を追い求め、その価値
を最大限に活かした、皆様に喜ばれる製品をお届けすると共に、ココナッツ農家を始
めとするフィリピンの貧困問題の解決に微力ながら貢献していきます。

〒546-0043 大阪市東住吉区駒川 5-6-22
T 06-6607-5572　F 06-6609-5572

http://www.cocowell.co.jp/　customer@cocowell.co.jp



NPO法人ビーグッドカフェとは？
「持続可能な社会と平和」をグランドテーマに、
自分にも地球にも"YES"なライフスタイルを提案する
楽しいワークショップやイベントを展開しています。 

● 小田原の放置ミカン農園で週末農体験「オレンジプロジェクト」
● 笑顔がつながる暮らし方を考える総合カンファレンス「VISIONS（仮）」 
● その他、企業のCSRサポートや親子向けエコ工作教室なども開催中

ウェブサイトでは最新情報をお届けするメールニュースや
twitter もご登録できます。ぜひご参加ください！ 

http://begoodcafe.com　info@begoodcafe.com

株式会社 パノコトレーディング
私達はオーガニックコットンの本質は、生産者の貧困や不平等をなくし、持続可能
な生産プロセスを通じて、私たち全員の未来を築いていくことにあると考えています。
生地や製品を通じて皆様方にお伝えしたいと思っています。

〒101-0041東京都千代田区神田須田町 2-2-5 CTNビル 3 階
T 03-5298-6634　F 03-3255-2202

http://www.panoco.co.jp/　cotton@panoco.co.jp

ピープル・ツリー
ピープル・ツリーは人と地球にやさしい貿易＜フェアトレード＞の専門ブランド。アジア、アフ
リカ、南米の 15 ヶ国、50 団体が手作りで生産した自然素材を活かした衣料品やアクセサリー、
食品、雑貨などを扱っています。

自由が丘店：東京都目黒区自由が丘 3-7-2 T 03-5701-3361 

表参道店：東京都渋谷区神宮前 5-12-10  T 03-5469-6333

モザイク銀座阪急店：東京都中央区銀座 5-2-1モザイク銀座阪急 3F T 03-3575-2082

http://www.peopletree.co.jp/!info@peopletree.co.jp

兵左衛門
福井県小浜の箸メーカー兵左衛門は『お箸は食べ物です』をコンセプトに、天然の木
と漆にこだわったお箸を作っています。折れたバットを再利用した「かっとばし !!」シ
リーズをはじめ、毎日の食事をもっと楽しくする安心で安全なお箸を販売いたします。

〒917-0001福井県小浜市福谷 10-16
T 0770-52-0193　F 0770-52-2210

http://www.hyozaemon.co.jp/　tokyo@hyozaemon.co.jp

メイド・イン・アース
オーガニックコットン 100％の衣類・肌着、寝具類、タオル＆バス用品、ベビー＆キッ
ズアイテムのほか、女性に人気の布ナプキンなどを展示・販売いたします。天然のふ
わふわな風合いとナチュラルな色合いを是非感じてみてください。お待ちしております。

自由が丘店：東京都世田谷区奥沢 7-3-10 T-STYLE　T 03-5758-6639

コピス吉祥寺店：東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-11-5 コピス吉祥寺A館 3F　T 0422-27-5586

http://www.made-in-earth.co.jp/　toiawase@made-in-earth.co.jp

メソッド 
メソッドは、サンフランシスコ発のホーム・パーソナルケアブランドです。生分解可
能な成分を使用、動物実験は行わないなど、環境にとことん配慮したCradle to 
Cradle 認定のハンドソープや洗剤を取り揃えました。

〒108-6028 東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティA棟 28 階
T 03-6717-4149　F 03-4496-4383

http://www.methodhome.jp/　info@methodhome.jp

株式会社 ヤムヤム
「丸ごとの自然を愛せるココロになりたいね」がポリシー。タイを拠点にオーガニックやエコ、
生態系の共存を基本に製品作りしてます。タイメディカルハーブ関連商品、生姜の温パッド、
高分子吸収剤不使用ライナー尿漏れパッド、金繭のマフラー、玄米ビーフン他。

〒329-1576 栃木県矢坂市石関 1121-42-212
T 0287-48-8177　F 03-4496-4558

http://Gaiatable.com/　yes@yumyumjp.com

ふらのわ会
「生命を輝かす」ことを目的にふらのわ会は活動しています。健康と環境は同じと捉えて手作り
の布とその働きを伝えに出展します．有害な洗剤や化学繊維が使われている現在の状況から
自然と共に生活できる製品（洗剤が無くても洗えるタオルや食器洗い）などを展示します。

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-11-5 オクヤマビル 3 階
T 03-5540-8511　F 03-5540-8601

http://www.fulanokai.ecnet.jp/　fulanowakai@blue.ocn.ne.jp

プレマ 株式会社
イタリアのオーガニック農法で作られた植物由来の成分が主原料のオーガニック洗剤
「フォーリア」など、日常の生活を通して、より地球にやさしく、身体にやさしくなれ
る商品を展示および販売します。

〒600-8424　京都市下京区室町高辻上る山王町 569
T 075-341-1618　F 075-341-1617

http://www.prema.co.jp/　info@prema.co.jp

プロジェクト・サステイナビリティ
サステイナブルな取り組みから産まれるサステイナブルなモノやコト。それらの大切さと楽しさ
を、ひとりでも多くの人に伝えてゆくのがプロジェクト・サステイナビリティです。略してPs.と
気軽に呼んでください。オーガニックコットンからフードまでライフスタイル提案。

〒143-0006 東京都大田区平和島 5-1-1
T 03-5493-5704　F 03-5493-5732

http://www.ps-web.jp

ロゴナ＆フレンズ
ドイツ自然化粧品の先駆的存在「ロゴナ」と姉妹ブランドの「ネオビオ」「アクアビオ」。
精油とコスメを融合させた「ファファラ」に、歴史ある貴重なハーブを使った「スパイ
ク」。オーガニック栽培や野生の植物エキスを使用した高品質な製品をお試しください。

〒102-0074東京都千代田区九段南 2-4-11 6F
T 03-3288-3122　F 03-3288-3144

http://www.logona-friends.jp/　info@logona.jp

ワイルドツリー 
ワイルドツリーは、｢人と人、人と自然のつながり｣ をテーマに、ミツロウ (ミツバチが花の蜜
を材料に体の中で作るロウ )という素材から作り出される、キャンドル、リップ、クリームなど
を展示販売します。製品を通じて、作り手のミツバチへの愛情をお伝えします。

〒399-4501長野県伊那市西箕輪 3883-3
T 0265-96-0438　F 0265-96-0438

http://www.wildtree.info/　shop@wildtree.info

わんのはな～エコロジカルドッグライフ～
愛犬のエコロジカルで健康なライフスタイルを提案。無添加オーガニックドッグフード
やおやつなどの自然食、オーガニックケア用品やシャンプー、オーガニックコットンの寝
具やおもちゃなどのエコ雑貨を展示販売。ワークドッグや棄て犬保護応援グッズ等も。

〒411-0903 静岡県駿東郡清水町堂庭 199 ナチュラルビレッジ内
T 055-971-1444　F 055-971-1446

http://wannohana.com/　staff@ecozakka.com

株式会社 ボディクレイ
粘土が、植物に水を補給する「唯一の水を吸う鉱物」で、粘土なくして植物は健全には育たな
い・・・ことを、自然がゆたか過ぎるためか日本人のほとんどは知らない。当然、超微粒子の
モンモリロナイトという粘土は、人の「肌のうるおい」に理想的だということも。

〒158-0083 東京都世田谷区奥沢 7-11-9-101
T 03-3703-7942　F 03-3703-7943 

http://www.bodyclay.info/　offi ce@bodyclay.info

マザリング・マーケット
NPO 法人自然育児友の会からうまれた自然なお産・育児・暮らしを楽しむためのお
店です。おむつなし育児グッズなど、母親の視点からつくられた＆選ばれた、自然育
児におすすめの品をご紹介します。

〒185-0622 東京都国分寺市東元町 2-20-10
T 042-326-2208　F 03-6368-6897

http://mothering.jp/　info@mothering.jp 

ミス・アプリコット
80 年代のエコロジー運動の中、ミス・アプリコットは誕生しました。シャンプーや化
粧水やお洗濯の石けんなどの企画販売や活動を通して、イノチに優しいライフスタイ
ルを提案します。

〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷 4-7-28
T 0467-61-2606　F 0467-24-9202

http://www.miss-apricot.com

GREEN STORES information

GREEN STORES事務局（NPO法人ビーグッドカフェ内）
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 1-15-10 R 三軒茶屋 2F Smile Studio
T 03-6413-8801　F 03-6368-6410

3日間を通して750社超が出展 ! 楽しめるテーマゾーンも充実 !
12/9thu.10 fri.11sat. 10:00-18:00 ＊最終日は17:00まで    会場：東京ビッグサイト、東展示場１～６ホール・入場無料、http://eco-pro.com　主催：（社）産業環境管理協会、日本経済新聞社

ACCESS
東京国際展示場「東京ビッグサイト」東展示場１～６ホール
〒135-0063 東京都江東区有明 3-10-1

● りんかい線 国際展示場駅下車 徒歩約 7分
● ゆりかもめ 国際展示場正門駅下車 徒歩約 3 分

1　　　　　　　　　  　  ECO FOODS AND SWEETS

オーガニック食材や国産の旬な素材を使用したエコ弁当15
種類以上をはじめ、サラダ、スイーツ、ドリンクなど、こだわ
りの逸品が勢ぞろい。お弁当箱やマイカップとして持ち帰ら
れる容器を使用した限定メニューもあります。

2　　　　　　　　　　　　 ECOLOGICAL LIVING

トークステージや温室効果ガスの削減､ 環境負荷を抑えるた
めの取り組みの展示などを通して「人にも地球にも優しい住
まい方」を紹介｡

3　　　　　　　　 　  GREEN STORES

身近なエコプロダクツを実際に試したり購入したりすることが
できるマーケットエリア。

4　　　　　　　　      Eco-Products 2010 TOUR

エコ入門やエネルギーなど６つのテーマごとに、環境のスペシャ
リストが会場内の見どころや回り方のヒントをご案内します。
●所要時間 50 分 ●参加無料、当日受付、先着順
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東1ホール 東 2ホール 東3ホール

東4ホール 東5ホール 東6ホール
りんかい線
ゆりかもめ 野菜のプロである

八百屋さんが作
るお弁当、国産雑穀を
使ったつぶつぶフード、
オーガニックな食材を
使った新鮮サラダ、ス
イーツの他、フェアト
レードの自家焙煎コー
ヒーなど、こだわりのメ
ニューをご用意。お持
ち帰り可能なタッパー
ウェア ® 容器に詰めた
メニューも数量限定で
ご用意しています。

こだわりのおしいい　　　　　　   を食べよう！

ヤオヤプラス デリ

http://www.808plus.com/deli

みどりえ

http://www.midorie-organic.com

オンワ ナチュラル ミール

http://www.onwa.jp

オーガニックハウス

http://www.e-organichouse.com

ミスター・フレンドリー カフェ

http://www.mrfriendly.jp

スローコーヒー

http://www.slowslowslow.com

つぶつぶカフェ

http://www.tsubutsubu.jp

ちがさき・濱田屋

http://www.hamadaya.net

エコキューブ×おむす人

http://ecobenn.com


