
「森つなぎプロジェクト」

東日本大震災から6年。「復興」から次のステージの
「地域（ふるさと）の創生」へ。東北の未来に向けてい
ろいろな取り組みを進めています。

グループ環境・社会貢献部
〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
Tel : 043-212-6037  Fax : 043-212-6790

お客さまとともに、木を植えています。
木を植えることは、森をつくること。

森をつくることは、森に住む植物や動物を守ることにつながります。

森は雨水を浄化し、木々の根は洪水や土砂崩れを防ぐ役割を果たしています。

また、地球温暖化の原因である二酸化炭素を吸収するはたらきも持っています。

木材などの資源を生み出し、癒しの場やその地域の文化を育む場にもなる森の重要性が高まっています。

森を育て、森の循環がもたら
す恵みによって、人々のくら
しを豊かにすることを目指し
ます。2014年から、林業の後
継者を育成する「森つなぎプ
ロジェクト」を行っています。

地球のために、社会のために、
取り組み2017

イオンの環境・社会への

https://www.aeon.info/environment/

イオンの環境・社会への取り組みは、
webサイトでくわしくご紹介しています。

11,441,925本
木を植えた本数

（2017年2月末現在）

（2017年6月発行）

地球環境を守るために、小売業と
してできることを考え、イオンがお
客さまとともに、お店の敷地に木
を植え始めたのは、1991年のこ
と。2016年には、植樹活動25周
年を迎えました。

東北創生の輪を広げる活動

被災地での植樹活動

20万2,682本植樹本数 参加従業員数 23万7,905人

継続的なボランティア活動

みんなでできること

適切に管理された

（2012年～2017年2月末までの累計）

2006年（植樹）

2016年

「イオン ふるさとの森づくり」
イオンモール浦和美園

み

森から生産された木材を、商品の
原料や店舗の資材に活用してい
ます。ミニストップ（株）では国産
FSC®認証木材を使用した店舗を
拡大しています。

国産FSC®認証木材を使用した店舗
ミニストップ（株）
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お客さまとともに、持続可能な社会をつくっていきます。
私たちがくらす社会を、もっといいものにしたい。そう考えているのは、イオンだけではないはず。
そこで、お客さまとともにできることはないだろうかと考えました。イオンでのお買物が、環境保全につながったり、
地域貢献につながったりするしくみをつくって、お客さまとともにいろいろな取り組みを進めています。

お客さまにマイバスケットやマイバッグなどを持参
いただき、レジ袋の削減につなげています。

地域や自治体との連携のもと、「ご
当地WAON」を発行しています。ご
利用金額の一部を寄付し、地域の
環境保全、観光やスポーツの振興
などに役立てていただいています。

ご当地WAON

小学1年生から中学3年生の子どもたちが、環境について学習
や体験をするクラブです。環境に興味を持ち、考える力を育て
ることを目指しています。

イオン チアーズクラブ

イオン 幸せの黄色いレシート
キャンペーン

アルミ缶や紙パックを店頭で回収して資源の
循環に役立てています。

店頭資源
回収

イオンのお店を拠点に、環境や社会に貢献する活動を行っています。

環境負荷が少なく、地域社会にも貢献できる、
そんなお店づくりを進めています。

お客さまにマイバスケットやマイバッグなどを持参

スマートイオン

買物袋持参運動

海の環境や生きもの、社会や人権
に配慮した養殖への認証です。
2014年から販売を開始し、2017
年2月現在、5魚種10品目を扱っ
ています。

ASC認証商品

天然魚を減らさないように、海の
生きものや環境に配慮した漁業
への認証です。2006年から販売
を開始し、2017年2月現在、18魚
種38品目を扱っています。

MSC認証商品

農薬や化学肥料などを使用し
ない有機栽培を行い、公的な
オーガニック認証を受けている
商品です。

オーガニック商品

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。

フェアトレード商品

［ スマートイオン5つの基準 ］
●スマートエネルギー
●電子マネー・ネットとの融合
●交通環境
　（スマートモビリティ）
●生物多様性・景観
●防災・地域インフラ

社会からの多様な期待にお応えする商品を提供しています。

みんなが笑顔になれるような
地域社会づくりに取り組んでいます。

毎月11日の「イオン・デー」に開催。お客さまとともに、地域のボ
ランティア団体を応援するしくみです。投函された黄色いレ
シート合計金額の1%相当の品物を各団体に寄贈しています。

（2017年2月末現在）

レジ袋辞退率

65.0%
レジ袋削減枚数

累計約27億7,000万枚
全国で

約450クラブ
約7,800人

店 舗 で

環境にやさしいお店づくり 地 域 社 会 で

商 品 で

（2017年2月末現在）

（2017年2月末現在）

券種

126種類
累計寄付額

約9億8,000万円

（2017年2月末現在）

「スマートイオン」は、次世代のエコストア。“エコ”だけでなく、
“まちづくり”の視点も加えたお店づくりを進めています。全国に
10店舗の「スマートイオン」をオープンしています。

イオンモール堺鉄砲町

（2017年2月末現在）

寄付

2万5,000団体にのべ約

3億3,118万円約

・Registered for the European 
Union at European Union 
Intellectual Property Office 
(EUIPO) with registration no. 
012422143.
・Registered at the World 
Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO) according to the 
Madrid Contract and Protocol 
with registration no. 1231866.
・日本において登録出願中

2016年度実績

食品トレイ 約4億2,965万枚
回収量 3,007t

CO₂削減量 18,948t-CO₂

紙パック 約1億5,507万本
回収量4,652t

CO₂削減量2,326t-CO₂
約3億1,647万本
2016年度回収量

アルミ缶

回収量 5,063t
CO₂削減量43,548t-CO₂

レンジ用
カバーなど

アルミ缶

工場で
再生アルミへ

再生工場へ運搬

回収BOX

回収量 10,677t
CO₂削減量 38,440t-CO₂

ペットボトル 約1億6,949万本

適切に管理された森から生産さ
れた木材や紙への認証です。
2008年からFSC®認証紙を使用
した商品を販売しています。

FSC®認証商品

（FSC® C005942）
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