
スペシャルイベント＆エコクイズ

チャレンジ !
        林 輝幸の
クイズ × エコ

とやまエコクイズ住みます芸人
ノビ山本のとやまエコ
発見 !

クイズに答えて
プレゼントをゲット！！

地元スポーツチームからの
エコメッセージ＆エコクイズの

挑戦！
カターレ富山

KUROBE アクアフェアリーズ プレステージ・インターナショナル アランマーレ

富山 GRN サンダーバーズ

レジ袋収益金を（公財）とやま環境財団へご寄付頂いた企業の皆様

協 力 企 業 様 一 覧

（掲載は五十音順）

（掲載は五十音順）

ご寄付頂いたレジ袋収益金は、とやま環境フェアなど、（公財）とやま環境財団の事業に役立てています。

株式会社アイザック・オール

QR コード

QR コード

小規模リアル会場
団体、企業によるブース出展
工作や実験等の活動、
模型や機器・製品などの展示

10～12月の土日に
分散開催
感染症対策を実施！

●日程や詳細は、ウェブ会場でご確認ください。
●車でお越しの際は、エコドライブ＆乗り合わせで
●公共交通機関をご利用ください。

会
場
案
内 

主催

共催

とやま環境フェア開催委員会
３R活動推進フォーラム、北陸環境共生会議

富山県、高岡市、環境とやま県民会議、
公益財団法人とやま環境財団 お問合せ

公益財団法人
とやま環境財団
☎ 076-431-4607

選手からのクイズに選手からのクイズに
挑戦しよう！挑戦しよう！
クイズに参加した方にはクイズに参加した方には
チームオフィシャルチームオフィシャル
グッズをプレゼント！グッズをプレゼント！
（抽選各３名）（抽選各３名）

とやま環境財団賛助会員
10 口以上の企業　 全会員はこちら▶

併催
富山県ごみゼロ
推進県民大会

開催
期間 1010月月１１日日金金 １１月月1616日日日日

令和３年 令和４年

ホームページ：https://www.eco-toyama.jp

▲QRコード

とやま環境フェア
Cool Choice
キャンペーン
目
標1000人!!

富山グラウジーズ

©TOYAMAGROUSES

イオンベーカリー株式会社 イオンペット株式会社

富山大学生活協同組合
株式会社未来屋書店

場所：御旅屋セリオ 5F
（高岡市御旅屋 101 番地）

楽しもう！
体験・実感

水と緑に恵まれた快適な環境をめざして
～ 考えよう！それぞれのエコライフ ～

2050年カーボンニュートラルを実現しよう！

とやま環境フェア
関 連 イ ベ ン ト

とやま環境フェアに関連したイベントやセミナーなどを随時、
特設ページで紹介します。チェックしてみてください！

あいの風とやま鉄道

御旅屋セリオ

クイズ王

▲詳しくは
　こちら

詳しくは▶
　こちら

2050 年2050 年
カーボンニュートラルカーボンニュートラルのの
実現に向けた実現に向けた
取組みを一緒に取組みを一緒に
探しに行こう！探しに行こう！

環境について環境について
楽しみながら一緒に楽しみながら一緒に
考えよう！これで考えよう！これで
あなたもクイズ王？あなたもクイズ王？

開催
方式

ウェブ会場に加え、小規模リアル会場
での体験・体感型の出展も実施

ウェブ会場
イベントコンテンツ＆

ブース出展
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家族で楽しみながらエコを考えよう！

おしえて！カミナリ先生
気候変動×防災

地球温暖化に関する
クイズやゲームにチャレンジ！

クイズ・
ゲーム編

エコ特集～環境問題をわかりやすく解説！

ピエロのパット君のエコ工作体験

エコ活動ツイート
キャンペーン

海洋ごみ

オンラインで一緒にエコ工作に挑戦！

日　　時 令和３年 10 月 30 日（土）
 　●１回目　10 時～ 11 時 30 分
 　●２回目　13 時～ 14 時 30 分

 令和３年 11 月６日（土）
 　●３回目　10 時～ 11 時 30 分
 　●４回目　13 時～ 14 時 30 分
内　　容 ペットボトル空気砲とトイレットペーパーの芯で小物入れ

定　　員 各回　児童・保護者　30 組（原則、富山県内に在住する方）

参加条件 保護者付添、ZOOM による参加、準備品が用意できること

準 備 品  ペットボトル１個、100 均の風船、トイレットペーパーの芯
３～５本、はさみ、折り紙、のり、マジックペン

▲申込み方法は
　こちらから

とやま環境フェア
Cool Choice キャンペーン

とやま環境フェア
期間中の賛同者数

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、
未来のために、いまできることを選びませんか。
６つの取組みから皆さんができるものに賛同しよう！

目
標1000人 !!
目標1000人に
向けて皆さん
ご賛同ください！

夏季の冷房時の室温を
28℃（目安）に。涼しい
ファッションで、快適
で省エネに過ごすライ
フスタイル。

統一省エネルギーラベ
ルの星の数が多い家電
への買換えや、LED 照
明への買換え・交換。 高断熱・省エネ住宅への

買換えや、断熱や水回り
の省エネリフォーム。

CO2 排出量の増加を招
く宅配便の再配達を防ぐ
ため、できるだけ１回で
の荷物の受け取り。

買っておトク！乗っておト
ク！使って「地球」に優し
いエコカーに買換え。

冬季の暖房時の室温を
20℃（目安）に。首・手
首・足首の「３つの首」
をあたため、省エネに
過ごすライフスタイル。

徒歩や自転車、公共交
通機関を利用し、「移動」
を「エコ」に。健康で快
適な新しい移動のスタ
イルにチャレンジ！

アクセル操作一つで、
お財布も環境にも優し
く、安全運転にもなる。
すぐに実践できる、そ
れがエコドライブ。

プレゼントプレゼント
キャンペーンキャンペーン

フェア期間中、アンケートに答えた方に豪華景品をプレゼント！
各出展者紹介ページにある「プレゼント企画の応募キーワード」を３つ集
めて応募しよう！
抽選で富山県産品、トヤマカードがあたるほか、もれなく参加賞を進呈。

とやま環境フェア2021

ウェブ会場ウェブ会場  出展者一覧出展者一覧
（五十音順　敬称略） ◆ 企業・団体・学校等のエコな取

組みを動画などで紹介！！
◆ 出展者のイベントやプレゼント

企画もあるよ！ 出展者一覧 出展者イベント・
プレゼント

動 画 編

M
ot

ta
in

ai 
Grandma Project

© 真珠まりこ / 講談社
© もったいないばあさんプロジェクト

カーボン
ニュートラル

エシカル
消費

食品ロス

SDGs

SDGs

みんなでエコ工作にチャレン
ジ !

みんなでエコ工作にチャレン
ジ !

工作の後は、マジックショー
を

工作の後は、マジックショー
を

披露するよ。披露するよ。

と や ま 環 境 フ ェ ア 2021
公 式 Twitter ア カ ウ ン ト

「@toyamaeco2021」 を フ ォ
ローして、皆さんが日常生活や
会社で取り組んでいるエコな取
組みや、活動の様子がわかる写
真などを付けて投稿しよう！

▲ おしえて！
カミナリ先
生はこちら

▲詳しくは
　こちら

▲ もったいないば
あさんはこちら

アニメもったいない
ばあさん

詳しくは▶
　こちら

▲詳しくはこちら

▲詳しくは
　こちら

参加した方に
抽選でクオカードが

当たる！

株式会社アイザック株式会社アイザック 株式会社株式会社
アース・コーポレーションアース・コーポレーション アルハイテック株式会社アルハイテック株式会社 エコアクション 21エコアクション 21

富山地域事務局富山地域事務局
NPO 法人NPO 法人

エコテクノロジー研究会エコテクノロジー研究会

エコライフを楽しむエコライフを楽しむ
市民の会高岡市民の会高岡 大高建設株式会社大高建設株式会社 花王株式会社花王株式会社 関西電力株式会社 関西電力株式会社 

北陸支社北陸支社

株式会社株式会社
グリーンエネルギー北陸グリーンエネルギー北陸

公益財団法人環日本海公益財団法人環日本海
環境協力センター環境協力センター

佐川急便株式会社佐川急便株式会社
富山営業所富山営業所 三協立山株式会社三協立山株式会社 JFEマテリアル株式会社JFEマテリアル株式会社 株式会社株式会社

住まい・環境プランニング住まい・環境プランニング

高岡市高岡市 高岡市内中学校科学部高岡市内中学校科学部
（代表中学校 高岡市立南星中学校）（代表中学校 高岡市立南星中学校）

立山科学グループ立山科学グループ
（立山科学株式会社 / 立山マシン株式会社）（立山科学株式会社 / 立山マシン株式会社）

中越パルプ工業中越パルプ工業
株式会社株式会社 戸出化成株式会社戸出化成株式会社

富山県富山県
環境科学センター環境科学センター

公益財団法人公益財団法人
とやま環境財団とやま環境財団 富山地方気象台富山地方気象台株式会社富山環境整備株式会社富山環境整備 富山県富山県

環境保健衛生連合会環境保健衛生連合会

一般社団法人富山県一般社団法人富山県
構造物解体協会構造物解体協会

富山県産業技術研究富山県産業技術研究
開発センター開発センター

一般社団法人富山県一般社団法人富山県
産業資源循環協会産業資源循環協会

NPO 法人富山県NPO 法人富山県
自然保護協会自然保護協会

公益社団法人富山県公益社団法人富山県
浄化槽協会浄化槽協会

富山県消費者協会富山県消費者協会 富山県職業能力開発富山県職業能力開発
協会技能振興コーナー協会技能振興コーナー

富山県食品ロス・食品廃富山県食品ロス・食品廃
棄物削減推進県民会議棄物削減推進県民会議

富山県生活環境文化部富山県生活環境文化部
環境政策課環境政策課

富山県生活環境文化部富山県生活環境文化部
環境保全課環境保全課

富山県生活協同組合富山県生活協同組合 富山県商工労働部富山県商工労働部
商工企画課商工企画課

富山県地球温暖化防止富山県地球温暖化防止
活動推進員活動推進員

富山県立魚津工業富山県立魚津工業
高等学校高等学校

とやま呉西圏域とやま呉西圏域 富山市環境政策課富山市環境政策課 公益財団法人富山市公益財団法人富山市
ファミリーパーク公社ファミリーパーク公社

一般社団法人富山水素一般社団法人富山水素
エネルギー促進協議会エネルギー促進協議会

南砺市南砺市
エコビレッジ推進課エコビレッジ推進課

株式会社長谷川興産株式会社長谷川興産 ハリタ金属株式会社ハリタ金属株式会社 氷見市環境防犯課氷見市環境防犯課 フードバンクとやまフードバンクとやま funacco（ふなっこ）funacco（ふなっこ）

株式会社プレステージ・インターナショナル株式会社プレステージ・インターナショナル
アランマーレアランマーレ 北陸環境共生会議北陸環境共生会議 北陸信越運輸局北陸信越運輸局 北陸電力株式会社北陸電力株式会社 北陸ポートサービス北陸ポートサービス

株式会社株式会社

まるごとTOYAMAまるごとTOYAMA 社会福祉法人むつみの里社会福祉法人むつみの里
であい工房であい工房

株式会社ヤングドライ株式会社ヤングドライ ＹＫＫグループＹＫＫグループ
（ＹＫＫ株式会社 /ＹＫＫ ＡＰ株式会社）（ＹＫＫ株式会社 /ＹＫＫ ＡＰ株式会社）

環の会環の会

富山県婦人会富山県婦人会


