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第18回「ジャパン建材フェア」＠東京ビックサイト

主催：　ジャパン建材株式会社
協賛：　ジャパン建材株式会社
期日：　2007年8月24日（金）9：00～18：00－　8月25日（土）　9：00～17:30
場所：　東京ビックサイト
ブース出展協力：毎日新聞社、NPO法人　Next LOHE

もったいないキャンペーンブース出展報告書

８月２４日（金）、２５日（土）の２日間、第１８回「ジャパン建材フェア」が東京ビックサイトで開かれ、NPO団体Next LOHE（以下ネクストロ
エ）は、環境保全アピールの為のブース出展を行いました。既にダイドードリンク緑の基金自動販売機を設置や、植林活動など行ってきたジャパン
建材が主催する業界最大の展示即売会会場内で、エコ意識の啓発と、社会貢献活動という目的で、ネクストロエの活動への理解を訴えました。緑を
イメージするため、ブースにグリーンのシートを敷き詰め、「Tシャツが緑を増やす『もったいないキャンペーン』ジャパン建材も応援しています！」
のサインも目印となり、たくさんの買い物客の注目を集めました。

その他、主催者ジャパン建材アルバイトスタッフの約50名が会場で「もったいないTシャツ」を着用、ネクストロエ、女性ボランティアスタッフ10名
が、「もったいない」の3Rの精神や、「ネクストロエ」の活動を紹介するパネル展示、エコグッズの販売、環境保全活動のための募金を呼びかけま
した。広い会場内で「環境保全キャンペーン」の噂が広がり、全国から集まった住宅建材業界関係の方々が二日間で約400人あまりがブースに立ち寄
り、グッズの売上と寄付金は約１０万円位に上がりました。「もったいない」キャンペーンソングとグリーングローブのプロモーションビデオを上
映、地球への熱い想いを発信し、環境意識と社会貢献活動のPRを行い、会場を盛り上げました。

Next LOHE confidential



もったいないキャンペーンブース出展報告書

Pet博2007　ブース出展報告書

4月28日（土）－5月6日（日）、Pet博が開かれ、ネクストロエは、環境保全アピールのための「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペーンのブース出展を
行いました。世界の愛犬など、約1000匹大集合と盛りだくさんの内容を展開する会場内で、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペーン活動への理解を訴
えました。環境分野で初ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイ氏の推奨する3Ｒの精神「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」の啓発という目的で、「Tシャ
ツが緑を増やす『ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ』クレディワールドも応援しています！」のサインも目印となり、たくさんの買い物客の注目を集めました。

その他、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペーンソングとグリーングローブのプロモーションビデオを大型ヴィジョンで上映、会場の子どもから大人
まで多くの人々を盛り上げ、「もったいない」の精神を伝えました。また20代の若いボランティアスタッフ13名が、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」の3Rの
精神を紹介するパネル展示、エコグッズの販売、環境保全活動のための募金を呼びかけました。会場内で「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」の噂が広がり、も
の作りの買い物を楽しむ方々が二日間で約150人あまりがブースに立ち寄り、グッズの売上と寄付金は約13万円に上がりました。、地球への熱い想い
を発信し、環境意識と社会貢献活動のＰＲを行い、会場を盛り上げました。

主催：　ペット博実行委員会
後援：　NPO法人日本救助犬協会
期日：　2007年4月28日（土）－　5月6日（日）10：
00～17：00
場所：　幕張メッセ
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キャンピング＆RVショ-2007

2月10・11・12の3日間、キャンピング＆RVショ-2007で開かれました。幕張メッセでは、キャンピングカーアウトドアが立ち並び、ネクストロエのブースも設置され、ネ
クストロエは、環境保全アピールのために「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペーンを行いました。その会場内にて、環境分野で初ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータ
イ氏の推奨する3Ｒの精神「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」の啓発という目的で、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペーン活動への理解を訴えました。「Tシャツが緑を増やす『ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ』
nextLOHEも応援しています！」のサインも目印となり、たくさんの来場者の注目を集めました。
その他、地球への熱い想いを発信し、環境意識と社会貢献活動のＰＲを行いました。キャンピング＆RVショー2007に参加する子どもから大人まで多くの人々に投
げかけ、「もったいない」の精神を伝えました。
また、ネクストロエのボランティアスタッフ6名が、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」の3Rの精神を紹介するパネル展示、エコグッズの販売、環境保全活動のための募金を呼びかけ
ました。
「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペーンの輪が広がり、お祭りを楽しむ方々が二日間で約150人あまりがブースに立ち寄り、グッズの売上による寄付金があつまりました。

主催：　日本RV協会
後援：　千葉県、千葉市、アメリカ大使館、カナダ大使館、ドイツ大使館、日本自動車
工業会、日本観光協会等
期日：　2007年2月10・11・12日10：00～18:00
場所：　海浜幕張、

もったいないキャンペーンブース出展報告書

Next LOHE confidential



もったいないキャンペーンブース出展報告書

第39回豊島区民祭り「ふくろ祭り」＠池袋

9月30日（土）、10月01日（日）の2日間、第39回「ふくろ祭り」とその主要プログラムである第7回「東京よさこい」が池袋で開かれました。
池袋西口公園では、地域の物産ブースが立ち並び、毎日新聞社のブースも設置され、毎日広告社とネクストロエは、環境保全アピールのために毎日
新聞社のブースにて「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペーンを行いました。
西口公園には特設ブースが設置され、「東京よさこい」のコンテストが行われました。それぞれのチームが持つ個性で表現された衣装と楽曲と踊り
で競い合い、様々な世代が一つになって踊りを盛り上げる連帯感で、お祭りは熱気に包まれました。
その会場内にて、環境分野で初ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイ氏の推奨する3Ｒの精神「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」の啓発という目的で、
「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペーン活動への理解を訴えました。「Tシャツが緑を増やす『ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ』nextLOHEも応援しています！」の
サインも目印となり、たくさんの来場者の注目を集めました。
その他、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」ロゴデザインを手がけたサトー仁氏とキャンペーンソングディレクター林邑宇子氏も会場に駆けつけ、地球への熱
い想いを発信し、環境意識と社会貢献活動のＰＲを行いました。ふくろ祭りに参加する子どもから大人まで多くの人々に投げかけ、「もったいない」
の精神を伝えました。
また、nextLOHEのボランティアスタッフ6名が、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」の3Rの精神を紹介するパネル展示、エコグッズの販売、環境保全活動のため
の募金を呼びかけました。
西口公園内で「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペーンの輪が広がり、お祭りを楽しむ方々が二日間で約150人あまりがブースに立ち寄り、グッズの売上
と寄付金は約8万円に上がりました。

主催：　ふくろ祭り協議会
協力：　ＪＲ東日本・東武鉄道・東京メトロ・西武鉄道・毎日広告社・サンシャインシティ
期日：　2006年9月30日（土）12：00～20：00－　10月1日（日）10：00～18:00
場所：　池袋西口駅前　　　ブース出展協力：毎日新聞社、毎日広告社、
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もったいないキャンペーンブース出展報告書

第3回「もの作りビックギャラリー」＠東京ビックサイト

9月23日（土）、24日（日）の2日間、第3回「もの作りビックギャラリー」が東京ビックサイトで開かれ、ネクストロエは、環境保全アピールのため
の「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペーンのブース出展を行いました。生活を楽しむ人たちの祭典、多彩なもの作り作家たちが個性豊かな作品を発表
するギャラリーを中心として、ECO生活「手eco村」、もの作り体験会と盛りだくさんの内容を展開する会場内で、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペー
ン活動への理解を訴えました。環境分野で初ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイ氏の推奨する3Ｒの精神「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」の啓発と
いう目的で、「Tシャツが緑を増やす『ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ』クレディワールドも応援しています！」のサインも目印となり、たくさんの買い物客の
注目を集めました。
その他、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペーンソングとグリーングローブのプロモーションビデオを大型ヴィジョンで上映、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」
キャンペーンソングを歌うグリーングローブの3人の子どもたちがディレクター林邑宇子氏を中心に当日ミニダンスライブを行い、会場の子どもから
大人まで多くの人々を盛り上げ、「もったいない」の精神を伝えました。また、武蔵野美術大学生の20代の若いボランティアスタッフ13名が、「Ｍ
ＯＴＴＡＩＮＡＩ」の3Rの精神を紹介するパネル展示、エコグッズの販売、環境保全活動のための募金を呼びかけました。会場内で「ＭＯＴＴＡＩ
ＮＡＩ」の噂が広がり、もの作りの買い物を楽しむ方々が二日間で約150人あまりがブースに立ち寄り、グッズの売上と寄付金は約13万円に上がりま
した。「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」ロゴデザインを手がけたサトー仁氏も会場に駆けつけ、地球への熱い想いを発信し、環境意識と社会貢献活動のＰＲ
を行い、会場を盛り上げました。

主催：　もの作りビックギャラリー実行委員会・ＮＰＯ手作りネットワーク
協賛：　東急ハンズ・サンケイビルディング新聞社・はいから
期日：　2006年9月23日（土）10：00～17：00－　9月24日（日）10：00～17:00
場所：　東京ビックサイト
ブース出展協力：毎日新聞社、毎日広告社、有限会社ＮＥＸＴ
　　　　　　　　「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」キャンペーンテーマソングプロモーション事務所
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富士山クラブクリーンツアー報告書

「企業対抗！富士山クリーンツアー ’06」参加報告書

主催： MOTTAINAIキャンペーン事務局（毎日新聞社）
運営： 伊藤忠商事株式会社
参加企業： MOTTAINAIキャンペーン協賛企業
　　　　　株式会社エフエム東京 株式会社マガジンハウス 財団法人日航財団　株式会社プロントコーポレーション　
　　　　株式会社ジェーシー・コムサ　株式会社オリエントコーポレーション　他22社
日時： 2006年9月13日（水）　7：30～20：30
場所： 富士山 青木ガ原樹海（山梨県南都留郡富士河口湖町）
大会実行委員長： 箭内道彦（風とロック:クリエイティブディレクター）
審査員： 野口健（アルピニスト） 長谷部健（グリーンバード代表）
　　　　真田和義（毎日新聞社MOTTAINAIキャンペーン事務局長）

9月13日（水）「企業対抗！富士山クリーンツアー’06」が開催され、Next　LOHEはMOTTAINAIキャンペーンの協賛企業として参加してきました。今
回のツアーの特徴は、富士山の環境整備を目的とし、MOTTAINAIキャンペーンに協賛する各企業が、チーム対抗で青木ガ原樹海に不法投棄されている
ゴミを拾い、その量や質を競い合うというものでした。

開会式は青木ガ原樹海ゴミ拾い対策本部となっている西湖・富士山クラブもりの学校で行われ、富士山のクリーンツアーでは初の企画となる「ゴミ
拾い企業対抗チーム戦」のルール説明を受けました。参加企業数は28社、参加人数は127人、各企業が3人１つのチームとなり、ゴミの量やチームワ
ークを競い合うという内容のものでした。これまでずっと富士山の清掃活動を続けられている隊長：野口健さんの挨拶もあり、集まった127人の士気
も上がりました。
清掃活動では、参加者達が雨に打たれながら地中に埋まる鉄板や自転車などの粗大ゴミ、錆びた空き缶やビンなど様々な種類のゴミを集めました。
Next　LOHEチームも、木の根っこや雨に塗れた土で覆われた鉄板2枚を掘り起こし、その作業は１時間にも渡りました。野口健さんも、富士山クラブ
のスタッフの方々と一緒に各チームがゴミを拾い集める現場を回り、拾われた鉄板や自転車などのゴミに驚いていました。集められたゴミの量は
1.5tトラック１台分にも上りました。

閉会式では、拾ったゴミの量や質、またゴミを拾う際の行動力等を総合的に判断して決めるMOTTAINAI大賞は、制服のネクタイやリボンを企画製造
する株式会社たまきが受賞し、その他数々の賞が用意されており、賞の発表時には各企業とも盛り上がりを見せました。
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aoyama girls collection 清掃報告書

主催：　aoyamagirls　collection事務局
期日：　2008年4月9日（水）18：00～
19：00
場所：　東京青山骨董通リ
参加人数　20人

4月9日（水）第9回「　aoyamagirlscollectionパーティ」が青山表参道で開かれ、NPO団体Next LOHE（以下：ネクストロエ）の協力により
aoyamagirlscollection事務局は、環境保全アピールのため清掃活動を行いました。煙草・の吸殻や空き缶・びん・紙類などを回収しました。エ
コ意識の啓発と、社会貢献活動という目的で、活動への理解を訴えました。

その後、aoyamagirls　collectionパーティを開催しボランティアスタッフやエコドルの約20名が会場で「もったいないＴシャツ」を着用、「もっ
たいない」の3Rの精神や、「ネクストロエ」「　aoyamagirlscollection事務局」の活動を紹介するパネル展示、エコグッズの販売、環境保全活動
のための募金を呼びかけました。パーティ会場内で「環境保全キャンペーン」の噂が広がり100人位参加者が来て頂き、グッズの売上と寄付金
は約5万円位に上がりました。「もったいない」キャンペーンソングとグリーングローブのプロモーションビデオを上映、地球への熱い想いを発
信し、環境意識と社会貢献活動のＰＲを行い、会場を盛り上げました。

aoyama girls collection 清掃報告書

Next LOHE confidential



AOYAMA GIRLS COLLECTION　　エコパーティ

毎月第２水曜日に青山・表参道でエコパーティーを開催しています。

パーティーではNPOの団体をゲストに招いてプロモーション活動のお手伝いをしています。

又、チャリティーくじの売上の一部をNPO団体に寄付しています。

２００８年４月のエコーパーティーから骨董通りの清掃活動を開始。

2007，07，11　プレパーティー

2007，08，08　ゆかたDEエコパーティー

2007，09，12　コスメDEエコパーティー

2007，10，10　キャンドルDEエコパーティー

2007，11，14　ヘアーDEエコパーティー

2007，12，12　XmaxDEエコパーティー

2008，01，16　New YearDEエコパーティー

2008，02，13　バレンタインDEエコパーティー

2008，03，13　ホワイトdayDEエコパーティー

2008，04，09　AGCDEエコパーティー　　
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ＣＲＥＤＩ　　ＥＣＯ　ＰＲＯＪＥＣＴ　実行委員会事務局

横浜開港１５０周年記念イベント
ＣＲＥＤＩ ＷＯＲＬＤ　Ｐｒｅｓｅｎｔｓ

WORLD TOWN TV　ECO ＦＥＳＴＡ　2005
ＩＮ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ

横浜開港１５０周年記念イベント
ＣＲＥＤＩ ＷＯＲＬＤ　Ｐｒｅｓｅｎｔｓ

WORLD TOWN TV　ECO ＦＥＳＴＡ　2005
ＩＮ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ
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Select Beauty presents　
TOKYO FM サンデースペシャル　

公開収録のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
フリーペーパー・Select Beautyは、2005年12月19日の発行を持っ

て100万部になります。この発行を記念して、 Select Beauty 
の認知向上を目的とした公開収録を実施、収録内容をTOKYO 
FM　サンデースペシャル（毎週日曜19時～19時55分）へ提
供いたします。

　公開収録当日は、『素敵』『美的』『知的』をテーマにしたトー
クショーや、ライブ演奏を開催。また丸ビル　maru cube で
Select Beautyを配布し、『素敵』『美的』『知的』にちなん
だ各賞があたる即日抽選プレゼントショーも実施します。

公開収録日時 2006年1月9日（祝）　15時～16時20分（予定）

公開収録内容 丸の内、丸ビル特設ステージにて公開収録を実施。
『素敵』『美的』『知的』をテーマにしたトークショー。

MC 野中りえ
（予定）　（女性MC想定）

ゲスト 真中瞳（トーク）　、INSPi（ライブ）　、ライムライト
（ライブ）

会場 東京　丸の内　丸ビル　1階　maru cube 特設ステージ
（入場無料）

TOKYO FM 
放送日時

2006年1月15日（日）　19時～19時55分

放送時間 55分
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ONE POINT ECOLOGY

「POINT GREEN LIVE 2006」企画書

２００６年１１月

「POINT GREEN LIVE 2006」実行委員会

「POINT GREEN LIVE 2006」実行委員会

自分の環境マインドを表現しよう。行動しよう。

ほんのちょっとした自分の中の環境への関心をグリーンのワンポイントで表現しようというコンサートです

●出演アーティスト

CHAGE&ASKA、
徳永英明、岡本真夜、
and more…オー
プニングアクト有

●全席指定６５００円
●日時１２月２３日

後援：環境省、内閣府、経済産業省、国土交通省、農林水産省、他各関係機関（予定）
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