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私たちイオンは、

「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、

地域社会に貢献する」という基本理念のもと、

多くのステークホルダーの皆さまとともに、

持続可能な社会の実現を目指します。

取組みにあたっては、

● 低炭素社会の実現　● 生物多様性の保全　

● 資源の有効利用　　● 社会的課題への対応

を柱とし、グローバルに考え、

それぞれの地域に根ざした活動を

積極的に推進してまいります。

2011年3月、「地球環境の保全」と「社会の持続的な発展」のために、
イオンが何をすべきかを「サステナビリティ基本方針」として定めました。

イオン サステナビリティ基本方針
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「地球」にも「人」にもやさ しい企業でありたいから、
環境や社会に貢献するい ろいろな活動に取り組んでいます。

「イオン温暖化防止宣言」
「イオン生物多様性方針」

2つの指針を定めて環境活動に取り組んでいます

イオンの「エコストア」
環境にやさしいお店づくりに取り組んでいます

イオンは、地球温暖化の原因とな

るCO2排出量を減らすための目標

「イオン温暖化防止宣言」を定め、

CO2削減に取り組んでいます。ま

た、私たちの生活を支える自然の

恵みの源である生物多様性を守る

ために、「イオン生物多様性方針」

を定めています。

イオンは、「誰もが便利に快適に利用できる」お店づくりをめざし、

高齢の方や介助が必要な方にとっても、安全で使いやすい施設づ

くりに取り組んでいます。また、従業員がお客さまのお買い物をサ

ポートできるよう、「サービス介助士」や「認知症サポーター」の養

成も進めています。

従来のお店と比較してCO2排出量を20％以上減らすことをめざ

すイオンの「エコストア」。ソーラーパネルなどの最新の設備や技術

を導入し、環境にやさしいお店「エコストア」づくりを進めています。

お店の
ユニバーサルデザイン

「人にやさしいお店」づくりに取り組んでいます

段差のない入り口
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イオン温暖化防止宣言
2012年度のCO2排出量削減目標

185万トン削減

47万トン削減

50万トン削減

57万トン削減

31万トン削減

合計

認知症サポーターの目印
「バッヂ」と「オレンジリング」

おんだんかぼうしせんげん

店 舗 で

商品・物流で

お客さまと
と も に

CO2排出権
の 購 入 で

「イオン　チアーズクラブ」は、子どもたちがイオンのお店の周りで、

環境について学習や体験をするクラブです。子どもたちが環境に

興味を持ち、考える力を育てることをめざしています。

活動発表大会

こ みせ まわ

かんきょう がくしゅう たいけん かんきょうこ

きょうみ も かんが ちから そだ

けんぜん いくせい かつどう おこなこ

イオン　チアーズクラブ
子どもたちの健全な育成をめざした活動を行っています

自然観察会

みんなに

知って
欲しいこと

イオンの環境保全活動 イオンの社会貢献活動
かんきょうほぜんかつどう しゃかいこうけんかつどう

ソーラーパネル
へきめんりょくか

壁面緑化



一つひとつを積み重ねれ ば、大きな成果につながります。
お客さまとともに取り組む  環境・社会貢献活動にご協力ください。

つ かさひと おお せ い か

ときゃく く かんきょう しゃかいこうけんかつどう きょうりょく

イオンでは、お客さまにマイバスケットや

マイバッグを持ってきていただくようお願

いしています。レジ袋の原料の石油を節約でき、ごみの量も減ら

せます。2010年度は、レジ袋を16億6,155万枚削減しました。
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紙パックや食品トレイ、アルミ缶、

ペットボトルは、リサイクルできる

大切な資源です。イオンのお店に

回収ボックスを設置して、ご協力を

お願いしています。

みせ かいしゅう

や く だこくさいこうけん
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えいようきゅうしょく
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イオンのお店で回収しているペットボト

ルキャップが国際貢献に役立っていま

す。2010年度は、3億1,624万個分の

ペットボトルキャップの売却金を3つの団

体に寄付し、途上国の子どもたちに、ワク

チンや栄養給食、学用品を届けていただ

きました。

イオン ふるさとの森づくり
一緒に木を植えてください もり

店頭リサイクル回収
資源の回収にご協力ください
てん　とう かい　しゅう

買物袋持参運動
マイバスケットやマイバッグをご持参ください

イオンは新しいお店がオープンす

るときに、お客さまと一緒に木を植

えています。これまでに、約947万

本の木を植えました（2011年2月

28日現在）。

回収BOX
回収BOX

イオンモール大牟田（福岡県）

マイバスケット
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毎月11日の「イオン・デー」には、黄色いレシートをお渡ししていま

す。応援したいボランティア団体のボックスに黄色いレシートを入

れていただくと、レシート合計金額の1％相当の品物が団体に贈ら

れます。これまでに、13億6,433万円相当の品物を贈呈しました

（2011年2月までの累計）。

きいろ わたまいつき にち

おうえん だんたい き い ろ い

ごうけいきんがく そうとう しなもの だんたい おく
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かい　しゅう

イオン 幸せの黄色い
レシートキャンペーン

地域のボランティア団体を一緒に応援してください

ペットボトルキャップ
回収キャンペーン

ペットボトルキャップの回収にご協力ください

黄色いレシート 投函BOX
投函レシート合計
金額の1％分の品物

ボランティア
団体

お客さま
AEON

ボランティア団体に品物が届くまで
だんたい しなもの とど



日常のお買い物で、身近な  場所で、参加できる環境・社会貢献。
イオンには、そのような商  品や活動があります。

み ぢ かにちじょう か もの ば し ょ さ ん か かんきょう しゃかいこうけん

ひん かつどうしょう

「トップバリュ 共環宣言」は、リデュー

ス、リユース、リサイクル、リターナブル

の“4R”をコンセプトとする、環境のこ

とを考えた商品です。

海の資源や環境に配慮した“海のエ

コラベル”とよばれる「MSC認証商

品」や、森を守るために適切に管理

された木材を原料とした「FSC認証

商品」を取り扱っています。

「トップバリュ グリーンアイ」は、自然

の力を活かして生産した農・水・畜産

物のブランドです。化学合成農薬や

化学肥料を減らすなど、安全で環境

にやさしい商品をつくっています。

FSC認証マーク

LED電球

特別栽培米
あきたこまち 4kg
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あつかとしょうひん

かんが

イオンが全国各地の地域との連携のもとに発行している電子マ

ネー「ご当地WAON」。これを使ってお買い物をすると、その金額

の一部が地域の環境保全や文化的資産の保存に役立てられます。
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ご当地WAON
お買い物が地域への貢献につながります

きょう　かん　せん　げん とう ち

にん　しょう  しょう  ひんエム エス シー エフ エス シー
フェアトレードとは、途上国から原

料などを公正な価格で買い、生産

者の自立を応援する取引です。

フェアトレード商品を買うことが

国際貢献につながります。

トップバリュ
フェアトレード商品

とじょうこく げん

りょう こうせい か かく か せいさん

しゃ じ り つ おうえん とりひき

しょうひん か
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しょう　ひん

国際貢献につながる商品があります

例えば…
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しょうひん

ちから い せいさん のう すい ちくさん

ぶつ かがくごうせいのうやく

かがくひりょう あんぜんへ

しぜん

かんきょう

トップバリュ 共環宣言
環境保全への願いを込めた商品があります

きょうかんせんげん

うみ しげん かんきょう はいりょ うみ

しょうひんかんきょうほぜん

しぜん ちから い せいさん しょうひん

し げ ん じぞくてき りよう しょうひん

ねが こ

トップバリュ グリーンアイ
自然の力を活かして生産した商品があります

MSC・FSC認証商品
資源を持続的に利用するための商品があります

MSC認証マーク

しずおか富士山WAON

姫路城WAON

お買い物金額の一部が
姫路城の保存・継承に

お買い物金額の一部が
富士山の環境整備に

ドミニカ共和国でのカカオの生産

フェアトレードチョコレート

®

FLO（国際フェアトレード
ラベル機構）の認証マーク

たと
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