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ぎゅーとらラブリー伊賀西明寺店 伊賀市西明寺 1896番地 2 TEL 0595-24-0150
ぎゅーとらラブリー伊賀小田店 伊賀市小田町 262 TEL 0595-24-5151
ぎゅーとら名張桔梗が丘店 名張市桔梗が丘1番町1街区2番1 TEL 0595-65-1100
ぎゅーとらラブリー平田店 鈴鹿市算所 1丁目 8‐30 TEL 059-375-7511
ぎゅーとらラブリー持川店 津市久居新町 2156-14 TEL 059-254-1075
ぎゅーとらラブリー渋見店 津市渋見町 416-1 TEL 059-221-5110
ぎゅーとらラブリー一志店 津市一志町田尻 478 番地 TEL 059-293-5600
ぎゅーとらラブリー津神戸店 津市神戸字横田 242-4 TEL 059-221-1150
ぎゅーとらラブリー久居店 津市西鷹跡町 364-1 TEL 059-259-1515
ぎゅーとらラブリー芸濃店 津市芸濃町椋本 3014 TEL 059-266-2121
ぎゅーとらラブリー明和店 多気郡明和町大字有爾中 206-1 TEL 0596-53-1170
ぎゅーとら下村店 松阪市下村町 788-1 TEL 0598-60-0755
ぎゅーとらラブリー大黒田店 松阪市大黒田町字新田 931番地 TEL 0598-22-3800
ぎゅーとらラブリー垣鼻店 松阪市垣鼻町 491-1 TEL 0598-25-1700
ぎゅーとら小俣店 伊勢市小俣町元町 509 TEL 0596-25-0294
ぎゅーとらラブリー藤里店 伊勢市藤里町字壱町ノ坪 628-1 TEL 0596-25-3699
ぎゅーとらコア店 伊勢市常磐 2 丁目 1-11 TEL 0596-28-7015
ぎゅーとらハイジー店 伊勢市船江 3 丁目 16番 51号 TEL 0596-36-1245
ぎゅーとらラブリー神田久志本店 伊勢市神田久志本町 1636-2 TEL 0596-20-8800
グラムマート . 宮町店 伊勢市御薗町高向 686-10 TEL 0596-23-2312
ぎゅーとら鳥羽東店 鳥羽市船津町石代 1-290 TEL 0599-26-4230
ぎゅーとらラブリー鵜方店 志摩市阿児町鵜方字金谷 3016-10 TEL 0599-46-0161
ぎゅーとらラブリー志摩店 志摩市志摩町布施田 1700番地 1 TEL 0599-85-5044
ぎゅーとら五ヶ所店 度会郡南伊勢町船越字形黒 2839-1 TEL 0599-66-2300

トライマート . 津新町店 津市新町 1丁目 5番 33号 TEL 059-213-7715
ぎゅーとら二俣店 伊勢市二俣 2丁目 5－33 TEL 0596-27-0712
ぎゅーとらエディース八間通店 伊勢市吹上 2丁目 5-3 TEL 0596-25-6970
ぎゅーとら鳥羽西店 鳥羽市鳥羽 1丁目 20番 8号 TEL 0599-25-3288
ぎゅーとら波切店 志摩市大王町波切 3942-1 TEL 0599-72-1200

かんきょうほうこくしょ【本部】三重県伊勢市西豊浜町 655-18
　　　   TEL：0596-37-5500（代表）
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このマークを見たことありますか？

　私たちぎゅーとらは『いつも笑顔があふれる心豊か
な地域社会づくり』を企業としての目標にあげて取り
組んでいます。
　そのひとつに地球の環境を守っていく取り組みが
あり、お客様やお取引先様、地域社会の皆様と協調
しながら行なってまいります。    
   

エコマーク認証は日本環境協会エコマーク事務局が認定する環境ラベルです。

環境保全に役立つと認めたれた商品や店舗に審査の上、与えられる認証です。

マーク自体、お客様の認知度も高く、特に文具などでよく目にする環境ラベルです。

認証取得することで環境活動をお客様へアピールしていきたいと思います。

スーパーマーケットのチェーン店舗全体としては初めての認定となります。

認証の範囲は、本社、センターを除き全店舗となりますが、今後も、全社を上げて

廃棄物の削減や環境に取り組んで行きたいと思います。

ご理解とご協力をお願い致します。

清水 秀隆

ぎゅーとらの環境経営方針

食べ物を捨てない社会へ食べ物を捨てない社会へ
みんなで減らそう！食品ロス

家庭で発生する食品ロスには、
どのようなものがあるの？

食品ロスを減らすために
できることは？

代表取締役　社長

■ごみの量を減らす取り組み（Ｒeduce/リデュース）

■くり返し使う取り組み（Ｒeuse/リユース）

■再び利用する取り組み（Ｒecycle/リサイクル）

地球温暖化をおさえる取り組み

環境の問題となっている
『地球の温暖化』って何？
　地球全体の平均気温が上がっていく事を『地球温暖化』と言います。
　私たちの生活で乗り物を動かしたり、電気を作ったりするために、燃料を燃やし生活するようになった
人間の暮らし方の変化が原因となり起きている現象です。
　このまま地球温暖化が進むと、世界中の自然や暮らしにいろいろ影響が出て私たちの生活に、いろい
ろな問題を引き起こしてしまいます。

１・３Ｒ（スリーアール）への取り組み
３Ｒとは・・・以下の項目の頭文字から呼ばれています 
→使う資源やゴミの量を減らす
（つめかえの出来る製品の利用やレジ袋の削減活動など）
        

→いらなくなったもので使えるものは必要な人にゆずる
（衣料回収やマイはしの利用やこわれた物を修理して使うなど）

→使い終わったものを資源として再び利用する
（古新聞や古雑誌またペットボトルやアルミ缶の回収また生ゴミのたい肥化など）

「食べ残し」「直接廃棄」「過剰除去」の３つに分類されるよ。
●残さずにしっかり食べよう！
●期限切れにならないように食べよう！
●野菜や果物の皮などのむきかたに気をつけよう！

●食べきれないほどの食材を買いすぎないようにしよう！
●調理の時は食べられる分だけ作るようにしよう！
●食材をできるだけ無駄にしないように使おう！

食品廃棄物のうち、まだ食べられるのに捨てられている食品、
つまり「食品廃棄ロス」は国内で643万トン（※）もあります。

これは日本国民１人１日当たり約139ｇでおおよそ茶わん１杯
のご飯の量に相当します。

これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食糧援助
量（平成27年で年間約320万トン）の約2倍に相当します。

大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から、食品廃棄ロ
スを減らすことが必要です。

※農林水産省及び環境省「平成28年度推計」

2019年10月、「店舗エコマーク」環境認証を取得しました。
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ビール

ぎゅーとらの前にある

コレってなんだ？
コレは…

ペットボトルやアルミ缶、古本や古新聞などを持って行くと

「ecoひろばポイント」がもらえるよ！

へ持って行こう！

2000ポイント
貯めると200円分の
金券と交換できる！
つまり、毎日のお買い物も
おトクになるんです！

ご自宅に溜まったペットボトル・アルミ缶・古紙・段ボールなどを

回収の流れ
●ペットボトル
●建材　●新聞　
●透明トレー
●自動車部品
●雑誌、絵本
●フルーツパック
●アルミ缶
●ダンボール

●リサイクル（原料活用）

※ペットボトル、アルミ缶の回収機がないお店もございます。
　

無色ペットボトル （飲料用）
アルミ缶

古紙
（新聞・チラシ・本・雑誌）
段ボール

ecoひろば

得・トクプレゼント!!

ペットボトル アルミ缶

ペットボトル アルミ缶

新聞・チラシ 本・雑誌 段ボール

店頭
回収 選別 圧縮

減容

提携
企業

製品
として
再び！

ぎゅーとらは、

皆さまと一緒に

資源の有効活用に

取り組んでいます！

といいます！

新聞・チラシ・本・雑誌・段ボール

〈 例 〉

リサイクルポイントカードで

リサイクルステーション「ecoひろば」とは…
　2014年3月より、ぎゅーとらがお店の前に開設した「ecoひろば」
は、皆さんの家庭から出る、いらなくなった資源を回収する場所
です。例えばペットボトルやアルミ缶、古紙、段ボールなどを「ecoひ
ろば」へ持って行くと、その場で回収してもらえます。
　わざわざ回収場所に行かなくても、ぎゅーとらにお買い物に行く
ついでに持って行けるのでとっても便利！
　「ecoひろば」は、地域の皆さんの生活に役立ち、リサイクルが
できる循環型社会づくりの力になっています。

ecoひろばecoひろばエ　
コ

ecoひろばecoひろばエ　
コecoひろばecoひろばエ　

コ

リサイクルステーションリサイクルステーション

200円 金券
見本

1本
2ポイント

ecoひろば

1本
2ポイント

ecoひろば

1kg
10ポイントecoひろば

それぞれ再利用されたり、
新しい資源として
生まれ変わります。

『ecoひろば』での
「ペットボトルの回収量」は、毎日小学生の体重で34人分くらい。 約35,500本が集まるよ！
「アルミ缶の回収量」は、毎日小学生の体重で12人分くらい。 約23,600本が集まります！
「古紙・他の回収量」は、毎日小学生の体重で296人分くらい。 約8,893㎏が集まります！

皆さんの家庭から出た資源を分けて
お近くのぎゅーとら「ecoひろば」へ

資源は種類ごとに分け、
ギュッと圧縮してコンパクトな
かたまりにします。
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について・・・

について・・・

について・・・

毎日、きみたちの体重で
3人分くらい、
約2,500パックが
集まるよ！

ぎゅーとら店頭回収ボックスで回収しているのは
プラスチック食品容器と牛乳パックとペットボトルの3種類です。

毎日、きみたちの体重で
4人分くらい、
約4,500本が
集まるよ！

毎日、
約30,000枚が
集まるよ！

ぎゅーとらで毎日回収される量はどれくらい？

プラスチック食品容器の回収量

●一般家庭１日分の使用電気量
　⇒ 1,738世帯分に相当
●原油削減効果（※火力発電の原油使用量に換算）
　⇒ 約57.4ｋlに相当
　⇒ ドラム缶287缶分削減

※食品容器1枚当り7ｇとする
76,720kg（約 10,960,000枚）

2018年1月度～2018年12月までの取り組み実績

回収したプラスチック容器を使用して発電した場合

（　　　　　　　　　　　　）

プラスチック食品容器の資源リサイクルの流れ

ぎゅーとら各店の
店頭回収ボックスで回収しているもの おうちの

プラスチックトレーを持って行こう！

みんなもリサイクルに
協力してね！

回収できないもの回収できるもの

イラストは一例になります

汚れているトレーは回収できません

★の回収できるもの以外のトレーは
　回収できません。

店頭の

回収ボックスへ

お店へ持って行き…

店頭の回収BOXへ

お店から
運ばれます

Boo...

資源開発工場にて
容器を細かくした後、梱包します

発電施設に輸送

プラスチック容器の
汚れはサッと洗い、
乾かしましょう。

まずお家ですること！

●水で洗って汚れをきれいにおとしてください。
●よく乾かしてからお持ちください。

スタート！

150mm以下に
細かくします

★青果・精肉・鮮魚・惣菜で
　使用している食品トレーのみ
メーカーさんで製造された商品が入っていた
トレーは除外とさせていただきます

〈回収できないトレーの一覧〉
汚れたトレー・納豆容器・カップ麺容器・卵パック・
豆腐容器・プリン、ゼリー、ヨーグルト容器・紙容器
トレー・きのこ類を含むメーカーのトレー

★のトレーで汚れていないトレー

プラスチック燃料1kgが、
電球（600w）1個を
約40時間点灯させる
電力になります

発電施設にて更に細かくします

エネルギーを生成

送電

ボイラーに投入し、
発生した高温高圧の
蒸気を回転させ発電
します

電力に
生まれ変わって
いるんだね！

発電用の燃料
となります

30ｍｍ程度に細かくします
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段ボールはほぼ 100%
リサイクル可能な
包装材です。

お店から出る資源も

きちんとリサイクルしているよ

梱包材のリサイクル
業務用の発泡スチロール・ダンボールのリサイクル活動

商品を入れていた箱などの

スタート！

スタート！

ゴール

ゴール

分別した後、
細かく砕いたり
まとめたりして

小さくしていきます。

DVDケースや
おもちゃなどの

プラスチック製品に
生まれ変わります！

古紙・再生紙
　ダンボール・紙管に

リサイクル

実は発泡スチロールは、優れ
たリサイクル素材！体積の約
98%が空気でできていて、熱
で溶かした後、再資源化施設
でプラスチック製品になった
り、もう一度発泡スチロール
として生まれ変わります。

スーパーマーケットの運営の中
で発生するダンボールの空箱。
ダンボールは店舗から回収さ
れ業者において、紙管になった
り、もう一度段ボールとしてリサ
イクルされる貴重な資源です。

有機
肥料

燃
料

肥料や燃料として

ちゃんと

使えるんだね！

そのうちリサイクルに回るのが肥料用
として約920kg、飼料用として約
17kg、油脂および油脂製品用として
約420kg、焼却処理用として約310kg
です。最終的に肥料約210kg、飼料約
6kg、油脂および油脂製品約240kg
ができます。

食品廃棄物の
リサイクルについて・・・

1日あたり
約1,667kgの
生ごみが出ます。

食品廃棄物のリサイクル肥料への再生
ぎゅーとらの環境活動

地球にやさしいこと

他にもいろいろ

やってるよ！

ぎゅーとらでは、環境及びCSR活動の一環として久居の「かざはやの里」様（伊勢温泉ゴ
ルフクラブ内）に堆肥を提供させていただくことになりました。提供させていただく堆肥
はぎゅーとらから排出した食品廃棄物を久居の（有）三功様にて堆肥化したものです。
「かざはやの里」様は2004年より社会福祉法人「正寿会」様が、障がい者施設の利用者
と職員が協働して「梅、藤、あじさい」の剪定・追肥・除草・土壌改良、整備、運営管理を
行っている花園です。日本で初めて園芸福祉を取り入れた花園として環境と福祉の融合
に取組んでいます。
ぎゅーとらでは店舗から出た食品廃棄物を以前から出来る限りリサイクル肥料などに再
生しておりましたが、2018年からは店舗から排出された食品廃棄物は花を育てる為に
も使っていただいております。
「かざはやの里」様は久居インターチェンジから車で５分、風早池のほとりにある花園で
す。２月～３月は梅、４月～５月は藤、６月はあじさいの花が見頃です。中でもあじさいは
39種類75000本と三重県内でも最大規模のものです。

かざはやのさと

食品廃棄物の
リサイクル
生ゴミ、魚アラ、牛脂、廃食油などのリサイクル活動

野菜や果物を
作るのに

役立っています！

※魚アラからも、一部燃料としてリサイクル利用されています。

や は肥料に！

スーパーマーケットから出るたくさんの食品廃棄物。ゴミとし
て出せば焼却するだけですが、分別して回収を行う事で肥料の
原料や燃料として再生利用される立派な資源となります。

や は燃料に！
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現在さまざまなイベント・企画が実施され、内容も多
岐にわたるぎゅーとらのCS活動。その中で、現在注目
しているのが『食育』に関連したイベントです。普段食
べている食材がどのように栽培され、収穫されるの
かを実体験を通して学んで頂ける、そんなイベントが
実施できればと現在企画を進めています。食に関わ
る企業として、今後はCS活動の1つの柱として『食育』
に力を入れていきたいと思います。

大内山工場体験ツアー

お餅つきキャラバン

建て干し

津市の御殿場海岸にお客様をご招待し、海岸で
の魚捕りやバーベキューを楽しんで頂くイベン
トです。捕れた魚はぎゅーとら鮮魚担当者がそ
の場で捌き、お持ち帰り頂きます。

三重県・大内山牧場にお客様をご招待。毎年ご
好評を頂いている体験型イベントです。バター
作り体験や、川原での水遊び、フィールドアスレ
チック、バーベキューなどがお楽しみ頂ける、お
子様に大人気のツアーです。

地域清掃活動

学童野球大会

ぎゅーとらの野球大会をはじめ、地
域のいろんなスポーツに協賛して
います！みんな頑張ってね！！

地域の皆様と一緒に、河川敷をはじめ
とする清掃活動を定期的に実施。
毎回多くの従業員が自主的に参加し
ています。地域の環境保全活動にも
ぎゅーとらは積極的に取り組んでい
ます。

地域の幼稚園や保育園のお友達のと
ころへ トライくん、ラブちゃんたちが
食の大切さを伝えに遊びに行くよ！ 
  

お
客
様
へ
の

ご
恩
返
し
活
動
を
通
し
て
、

『
食
育
』
の
実
践
を
目
指
し
た
い
。 大好評の CS活動

ぎゅーとらの地域密着活動

リサイクルの環境貢献以外にも

お客様へのご恩返し活動を

　いろいろ行ってるんだよ！

SDG’ｓ（持続可能な開発目標）は2015 年に
国連サミットで採択された、持続可能な社会を
実現するための国際的な目標です。
本冊子では１７の目標に関連する活動をテーマ
にアイコンを掲載しています。
ぎゅーとらでは、これらの目標を意識し、今後も
環境活動や企業活動に取り組んでまいります。

ぎゅーとら活動方針

ぎゅーとらでは、
未来の子供たちのため、
地球環境のために、
積極的に環境活動に取り組んでいます。

地場産商品の積極販売

■野菜を含めた地場産直野菜だけではな地元の鮮魚品また地元で
　製造された食品やお菓子を積極的に品揃えしています。

地場で採れた商品は「安心・安全」なだけではなく、
輸送に多くのエネルギーを使わないので、環境負荷の
少ない商品として積極販売を行なってまいります。

ぎゅーとらでは社会貢献活動として社内で余った食材の一部をフードバ
ンクを通じ、支援が必要な家庭へ届けさせていただいています。
また、福祉協議会が主催する子供食堂への食料品の支援や、ボランティア
団体に協力させていただき、フードドライブを実施しております。

品質鮮度が違
う！

生産者の顔が
見える！

だから安心安
全

輸送に多くのエネルギーを使わない

マイバッグ持参運動

フードバンク・フードドライブ・こども食堂への支援

エネルギー使用量削減への取り組み

「ぎゅーとらのレジ袋削減の取り組み･･･マイバッグ持参運動」
ぎゅーとらでは、2000年より「マイバッグ持参運動」が始まりました。
これは「マイバッグでお買い物したらだめですか？」というお客様の声から始まりました。
それから7年後の2007年9月、伊勢市内9店舗でレジ袋無料配布の中止（レジ袋有料化）を実施しました。
その後2008年11月に松阪市、2009年1月に鳥羽市・南伊勢町・志摩市、そして2009年4月に津市が
レジ袋有料化になり、現在ぎゅーとら全店舗でレジ袋無料配布の中止（レジ袋有料化）を行なっています。

『減らそう』
『つくろう』下村店や一志店など６店舗では太陽の光からの発電設備を屋根の上に設置し、

電気エネルギーの使用量を削減する活動を行なっています。

店舗の中の照明を今までの照明から
ＬＥＤ照明に変更し、電気を使う量を
減らす活動を行なっています。 

地物の郷
伊勢の国

2030年に向けて
世界が合意した
「持続可能な開発目標」です。

SDG’ｓ（持続可能な開発目標）
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ぎゅーとらラブリー伊賀西明寺店 伊賀市西明寺 1896番地 2 TEL 0595-24-0150
ぎゅーとらラブリー伊賀小田店 伊賀市小田町 262 TEL 0595-24-5151
ぎゅーとら名張桔梗が丘店 名張市桔梗が丘1番町1街区2番1 TEL 0595-65-1100
ぎゅーとらラブリー平田店 鈴鹿市算所 1丁目 8‐30 TEL 059-375-7511
ぎゅーとらラブリー持川店 津市久居新町 2156-14 TEL 059-254-1075
ぎゅーとらラブリー渋見店 津市渋見町 416-1 TEL 059-221-5110
ぎゅーとらラブリー一志店 津市一志町田尻 478 番地 TEL 059-293-5600
ぎゅーとらラブリー津神戸店 津市神戸字横田 242-4 TEL 059-221-1150
ぎゅーとらラブリー久居店 津市西鷹跡町 364-1 TEL 059-259-1515
ぎゅーとらラブリー芸濃店 津市芸濃町椋本 3014 TEL 059-266-2121
ぎゅーとらラブリー明和店 多気郡明和町大字有爾中 206-1 TEL 0596-53-1170
ぎゅーとら下村店 松阪市下村町 788-1 TEL 0598-60-0755
ぎゅーとらラブリー大黒田店 松阪市大黒田町字新田 931番地 TEL 0598-22-3800
ぎゅーとらラブリー垣鼻店 松阪市垣鼻町 491-1 TEL 0598-25-1700
ぎゅーとら小俣店 伊勢市小俣町元町 509 TEL 0596-25-0294
ぎゅーとらラブリー藤里店 伊勢市藤里町字壱町ノ坪 628-1 TEL 0596-25-3699
ぎゅーとらコア店 伊勢市常磐 2 丁目 1-11 TEL 0596-28-7015
ぎゅーとらハイジー店 伊勢市船江 3 丁目 16番 51号 TEL 0596-36-1245
ぎゅーとらラブリー神田久志本店 伊勢市神田久志本町 1636-2 TEL 0596-20-8800
グラムマート . 宮町店 伊勢市御薗町高向 686-10 TEL 0596-23-2312
ぎゅーとら鳥羽東店 鳥羽市船津町石代 1-290 TEL 0599-26-4230
ぎゅーとらラブリー鵜方店 志摩市阿児町鵜方字金谷 3016-10 TEL 0599-46-0161
ぎゅーとらラブリー志摩店 志摩市志摩町布施田 1700番地 1 TEL 0599-85-5044
ぎゅーとら五ヶ所店 度会郡南伊勢町船越字形黒 2839-1 TEL 0599-66-2300

トライマート . 津新町店 津市新町 1丁目 5番 33号 TEL 059-213-7715
ぎゅーとら二俣店 伊勢市二俣 2丁目 5－33 TEL 0596-27-0712
ぎゅーとらエディース八間通店 伊勢市吹上 2丁目 5-3 TEL 0596-25-6970
ぎゅーとら鳥羽西店 鳥羽市鳥羽 1丁目 20番 8号 TEL 0599-25-3288
ぎゅーとら波切店 志摩市大王町波切 3942-1 TEL 0599-72-1200

かんきょうほうこくしょ【本部】三重県伊勢市西豊浜町 655-18
　　　   TEL：0596-37-5500（代表）
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