
びっくり！エコ 100 選 2008 実施報告 

 
1. 実施概要 

1.1. 会期及び会場 
・ 髙島屋新宿店 1 階、2 階、11 階 2008 年 8 月 6 日～11 日 
・ 髙島屋京都店 1 階、7 階 2008 年 8 月 14 日～19 日 
 
1.2. 展示内容 
・ 「びっくり！エコワールドへようこそ！」をテーマに、会場を一つの世界（エコワール

ド）に見立て、その世界の生活シーンごとに、エコな情報を提供した。 
・ びっくり！エコ 100 選 2008（2008 年に紹介したい 100 のエコな商品・サービス・取

り組み情報）を紹介する実物、パネル、映像展示を行った。いずれも、上記のエコワー

ルド内の調和を考え、それらの一部に組み込んで、体感・体験できるようにした。 
・ 会場への入場の際には、「入国許可証」として、クイズラリー用紙（子供用）／アンケ

ート用紙（大人用）と「びっくり！エコ図鑑 2008」を手渡し、会場をまんべんなく回

って頂くツールとした。また、最後には「虎の巻神社」に各用紙を提出すると同時に、

市民版“京都議定書・虎の巻”と名づけた巻物に、エコ宣言を書き込んで頂いた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
白熱する会場（エコリンピックも開催）   にぎわう虎の巻神社（最後にエコ宣言！） 
 
1.3. イベント内容 
・ 東京でのオープニングには、環境省 小林審議官、新宿区 中山区長、京都大学 尾池

総長、京エコロジーセンター 高月館長、NPO 法人新宿環境活動ネット 崎田代表理

事、㈱髙島屋 安藤副社長、能楽囃子大倉流大鼓方 大倉氏、未生流笹岡次期家元 笹

岡氏、書道家 武田氏らをゲストにむかえ、市民版“京都議定書・虎の巻”へのエコ宣

言を披露頂いた。 
・ また、東京では、一条ゆかり先生のサイン会（8/6 夕方）や、コンサート等も行った。 
・ 京都でのオープニングには、京都市 門川市長、京都大学 尾池総長、㈱井筒八ツ橋本



舗 津田社長、㈱髙島屋京都店 松原店長、能楽囃子大倉流大鼓方 大倉氏、未生流笹

岡次期家元 笹岡氏らをゲストにむかえ、市民版“京都議定書・虎の巻”へのエコ宣言

を披露頂いた。 
・ 京都でのクロージングでは、ドイツ・フライブルク環境コーディネーター 前田さん、

京エコロジーセンター 高月館長、京都市 大島環境政策監、㈱髙島屋 鈴木社長をゲ

ストにむかえ、ディスカッションを行った。まず、「みんなで描く未来のエコワールド」

をテーマに、子供達 11 名から、エコな取り組みや夢のエコワールドについて発表して

頂いた。また、前田さんからは、ドイツの環境政策についてご紹介頂いた。それらを踏

まえて、流通や交通、街作りなどの観点から議論を行った。最後には、参加者・見学者

全員で、輪になって、「びっくり！エコ 100 音頭」を踊って締めくくりとした。 
 
 
1.4. 配布物「びっくり！エコ図鑑」内容 
・ びっくり！エコ 100 選 2008 の 100 の話題や、環境に関する基礎的な情報を盛り込みつ

つ、カレンダーとしても使えるような配布物を作成し、来場者に配布した。 
※余剰分は、環境教育素材として希望のあった企業・団体等に販売している。 
 
 
2. 見学者、アンケート・クイズ配布／回収 

2-1.見学者 
 会期中の入場・見学者数は以下の通りである。オリンピックの開幕、お盆休み、猛暑と

いった条件で、予想以上に動員に波があったが、来場者の滞在時間は長く、会場は常時、

夏休みの親子連れで賑わいを見せていた。 
         

動員数一覧 
 1・2 階 本会場（11／7 階） 
東京 50,000 人 8,470 人 
京都 45,000 人 10,394 人 
合計 95,000 人 18,864 人 
※ 1・2 階は、足を止めて、なんらかの形で見学した人の数 

※ 新宿店 11 階、京都店 7 階は、入国ゲートからの入国者

カウント数に、係数（一定期間のモニタリングにより得ら

れた入国者に対する別口等入場者・関係者の比率）をかけ

て算出 

日別見学者数（11／7 階） 
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2-2.アンケート・クイズ配布回収 
・ アンケート及びクイズには、両会場あわせて約 1 万人にご協力頂いた（虎の巻神社での

書き込み数の集計より）。 
・ アンケートは、100 選の各情報に対する「びっくり！度」を評価して頂く内容となって

おり、2,000 人程度（各情報につき 100 人程度）からの評価を得ることができた。この

集計結果は、希望される参加企業・団体へフィードバックしている。 
 
 

3. ワークショップ 

・ プログラムは、次の通りである。参加団体等の協力により、多彩なワークショップが展

開され、多くの体験や出会いの場となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８／６（水） ７日（木） ８日（金） ９日（土） １０日（日） １１日（月）

１０：３０

～１２：０

０

 びっくり！エコ100選2008
オープニングセレモニー（10：
15～11:00）
（主催：びっくり！エコ100選
実行委員会）
【会場】メイン広場（予約不
要・入場無料）
　

エネルギー講座で楽しく学ん
で、ソーラーメロディハウスを
作ろう!
（主催：東京電力（株））
【定員】20名　【対象】小学生
【参加費】無料

世界に一つだけのマイ箸を
作ろう！
（主催：オークヴィレッジ(株)）
【定員】20名　【対象】小学3年
生以下は保護者同伴　【参加
費】2100円

ソーラークッカーを作ろう！
（主催：ソーラーエネルギー
ジャパン、コーディネート：エ
コギャラリー新宿）
【定員】親子20組40名まで
【対象】小学校3年生以上（親
同伴条件）
【参加費】500円

１３：００

～１４：３

０

まんがを描いてごみを減らそ
う！
（主催：日本環境保護国際交
流会、京都市ごみ減量推進
会議）
【持ち物】えんぴつ、けしご
む、クレヨン、水筒　【定員】20
名　【対象】小学生以上【参加
費】200円

間違い探しで、ゴミを減らそ
う～工場での間違い探しで
エコ～
(主催：オムロン（株）)
【定員】20名　【対象】小学生
（低学年は保護者同伴）【参
加費】未定

家も地球も気持ちいい！暖
かさ＆涼しさのヒミツを探ろ
う！
（主催：大和ハウス工業(株)）
【定員】親子で20名程度　【対
象】小学生とその保護者
【参加費】無料

マイハンカチ染めをしよう！
（主催：NPO法人　山の幸染
め会、コーディネート：エコ
ギャラリー新宿）
【定員】親子30組60名まで
【対象】小学生低学年は保護
者同伴
【参加費】500円

１５：００

～１６：３

０

琵琶湖の葦で「はかり」と
「笛」を作ろう！
（主催：(株)イシダ）
【定員】10名　【対象】小学生
高学年　【参加費】無料

守ろう地球環境！クリーンエ
ネルギー太陽光発電につい
て学ぼう！
（主催：シャープ(株)）
【定員】30名　【対象】小学生
高学年以上　【参加費】無料

空気のよごれを調べてみよ
う！
（主催：(株)堀場製作所）
【定員】30名　【対象】小学校
３年生以下は保護者同　【参
加費】無料

間伐材を使って木のペンダ
ントを作ろう！
（主催：NPO法人　新宿環境
活動ネット、コーディネート：
エコギャラリー新宿）
【定員】親子20組40名まで
【対象】小学校低学年生以上
（親同伴条件）
【参加費】100円

１７：００
～１８：３

０

人気漫画家　一条ゆかり先
生によるサイン会
■１８:００～
７月２５日（金）から紀伊國屋
書店新宿南店にてエッセイ
「正しい欲望のススメ」をお買
上げの方、先着100名様にサ
イン会整理券を配布いたしま
す。問合せ：紀伊國屋書店新
宿南店　03‐5361‐3301

one da 4side（ワン・ダ・
フォーサイド）　ミニコンサー
ト
■１８：３０～
男性４人からなるヴォーカル
ユニットが、美しい歌声を届
けます。
【対象】小学生から大人まで
【参加費】無料

シェフのこだわりサロントーク
（主催：三樹商事（株）レストラ
ン HANOZYA　加藤　英二）
【定員】30名　【対象】小学生
から大人まで【参加費】無料

ふろしき講座
（主催：ふろしき研究会）
【持ち物】ふろしき1枚（大きさ
は任意です）【定員】20名【対
象】小学生から大人まで【参
加費】500円

one da 4side（ワン・ダ・
フォーサイド）　ミニコンサー
ト
■１７：３０～
男性４人からなるヴォーカル
ユニットが、美しい歌声を届
けます。
【対象】小学生から大人まで
【参加費】無料

８／６（水） ７日（木） ８日（金） ９日（土） １０日（日） １１日（月）

１０：３０
～１７：０

０

紙工作をしよう！
（主催：京都大学総長　尾
池和夫（エコ工房長））
●尾池工房長による特別工
房は15：00～16：00に開催
（事前受付可）【定員】随
時受付【対象】小学生以上
【参加費】無料

『いろいろな紙でミニ本
を作ろう！』
（主催：コイケ　ジュンコ
(アーティスト)）
【定員】随時受付【対象】
小学生以上【参加費】未定

地球さんへのメッセー
ジ、ごみでオブジェを作
ろう！
（主催：とだまきこ（美術
作家））
【定員】随時受付【対象】
小学生以上
【参加費】無料

越前蒔絵教室
（主催：軒下工房(福井県
鯖江市)）
【時間】14:00～17:00【定
員】50名【対象】小学生以
上
【参加費】1000円

木の工作の時間、アース
アートを楽しもう！
（主催：オークビレッジ）
【時間】13:30～16:30【定
員】60名（20名×3回
【対象】小学4年生以下は
保護者同伴【参加費】500
円＋材料費別途

和紙　再発見！ 和紙を使用
したステンシル染めに挑
戦！
（主催：(株)宇佐美修徳堂）
【定員】13:30～16:30
10名×4回
【対象】小学生以上　【参加
費】無料

会場：高島屋新宿店11階催会場

びっくり！エコリンピック
北京オリンピックがついに開幕！

びっくり！エコ100選でも楽しい種目が目白押し！君もエコリ
ンピックで金メダルを取ろう！

【定員】随時募集【対象】小学生以上【参加費】無料

●エコデザイン工房●
　あっと驚く、楽しい工作にぜひ参加してね！

＜東京スペシャルワークショップ＞ 8 月 6 日午後限定 
・ 能楽囃子大倉流大鼓方・大倉正之助さんによる「鼓（つづみ）体験ワークショップ」 
・ 未生流笹岡次期家元・笹岡隆甫さんによる「食卓にバラを飾ろう！」 



８／１４（木） １５日（金） １６日（土） １７日（日） １８日（月） １９日（火）

 びっくり！エコ100選2008 世界に一つだけのマイ箸 ウールフェルトのストラッ まんがを描いてごみを減

●びっくり！エコ100選
せん

2008　ワークショップのご案内
あんない

●

　楽
たの

しく“エコ”について学
まな

べるワークショップです！これで夏
なつ

休
やす

みの自由研究
じゆうけんきゅう

もばっちり！

会場：高島屋京都店７階グランドホール

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０：３０

～１２：０

０

オープニングセレモニー
(10:15～11:00)
（主催：びっくり！エコ100
選実行委員会
【会場】メイン広場（予約不
要・入場無料）

を作ろう！
（主催：オークビレッジ
(株)）
【定員】20名　【対象】小学
3年生以下は保護者同伴
【参加費】2100円

プを作ろう！
　（主催：(有)村田堂）
【定員】親子10組（最大20
名）
　【対象】小学生（親子同
伴でお願いします）
【参加費】200円／1名
※付き添いの方でストラッ
プを作らない場合は不要

らそう！
（主催：日本環境保護国際
交流会、京都市ごみ減量
推進会議）
【持ち物】えんぴつ、けしご
む、クレヨン、水筒　【定
員】20名　【対象】小学生
以上【参加費】200円

１３：００

～１４：３

０

クリップモーターを作ろ
う！　（主催：関西電力
(株)）
【定員】20名程度　【対象】
小学校高学年以上　【参
加費】無料

家も地球も気持ちいい！
暖かさ＆涼しさのヒミツを
探ろう！
（主催：大和ハウス工業
(株)）
【定員】親子で20名程度
【対象】小学生とその保護
者　【参加費】無料

森の紙芝居と間伐材の写
真たてを作ろう！
（主催：(社)京都モデルフォ
レスト協会、薪く炭く
KYOTO）
【定員】20名　【対象】小学
生　【参加費】300円

琵琶湖の葦で「はかり」と
「笛」を作ろう！
（主催：(株)イシダ）
【定員】10名　【対象】小学
生高学年　【参加費】無料

１５：００

～１６：３

０

あつまれKid’sリサイクル
工作教室！カードケース
やペットボトル風車作ろ
う！
（主催：幼児のための環境
学習プログラム作成の会）
【定員】15名ずつ30分×３
回　計４５名　【対象】小学
生（保護者も参加可）
【参加費】無料

空気のよごれを調べてみ
よう！
（主催：(株)堀場製作所）
【定員】30名　【対象】小学
校３年生以下は保護者同
【参加費】無料

守ろう地球環境！クリーン
エネルギー太陽光発電に
ついて学ぼう！
（主催：シャープ(株)）
【定員】30名　【対象】小学
生高学年以上　【参加費】
無料

Do You KYOTO?　市民版
“京都議定書・虎の巻”を
世界へ！
講演：前田　成子氏（環境
ジャーナリスト）、高月　紘
氏（石川県立大学教授、
京都大学名誉教授）他【定
員】60名　【対象】子どもか
ら大人まで　【参加費】無
料

１７：００
～１８：３

０

ふろしき講座
（主催：ふろしき研究会）
【持ち物】ふろしき1枚（大
きさは任意です）【定員】20
名【対象】小学生から大人
まで【参加費】500円

裂き織りに挑戦！コース
ターを作ろう！
（主催：彼方此方屋）
【定員】20名（お一人40分
/3回実施）　【対象】小学
生から大人まで（小学生は
保護者同伴）【参加費】
1,000円

調整中 合唱コンサート～歌い継
ごう！地球へのメッセージ
～　（主催：松村香代子(作
曲家)）
【曲目】瑠璃色の地球、埴
生の宿など【定員】50名
【対象】子どもから大人ま
で　【参加費】無料

お能と源氏物語
（主催：宇髙通成）
【定員】30名　【対象】小学
生～大人まで　【参加費】
無料 ―

８／１４（木） １５日（金） １６日（土） １７日（日） １８日（月） １９日（火）

１０：３０
～１７：０

０

紙工作をしよう！
（主催：京都大学総長　尾
池和夫（エコ工房長））
【定員】随時受付　【対象】
小学生以上【参加費】無料

地球さんへのメッセージ、
ごみでオブジェを作ろう！
（主催：とだまきこ（美術作
家））
【定員】随時受付　【対象】
小学生以上　【参加費】無
料

越前蒔絵教室
（主催：軒下工房（福井県
鯖江市））
【時間】14:00～17:00【定
員】50名【対象】小学生以
上
【参加費】1000円

「親子積み木大会」
～木とふれあい、木に学
び、木と生きる～
（主催：京都・森と住まい百
年の会）
【定員】イベント以外は随
時受付【対象】小学生【参
加費】無料

和紙　再発見！ 和紙を使
用したステンシル染めに
挑戦！
（主催：(株)宇佐美修徳堂）
【定員】11:00～17:00　10名
×5回　【対象】小学生以
上　【参加費】無料

和紙　再発見！ 和紙を使
用したステンシル染めに
挑戦！
（主催：(株)宇佐美修徳堂）
【定員】11:00～16:00　10名
×4回　【対象】小学生以
上　【参加費】無料

びっくり！エコリンピック
　　北京オリンピックがついに開幕！

　びっくり！エコ100選でも楽しい種目が目白押し！
　君もエコリンピックで金メダルを取ろう！

【定員】随時募集　【対象】小学生以上　【参加費】無料

●エコデザイン工房●
　あっと驚く、楽しい工作にぜひ参加してね！

≪親子で楽しめるお料理教室≫ 
■環境にやさしい IH 親子料理教室 日時：8 月 16 日(土) 10:30～14:30 
【持ち物】エプロン、タオル 【定員】8 組 16 名  【対象】小学生高学年とその保護者  

【参加費】500 円/組 【会場】はぴ e ライフスクエア京都（関西電力(株)） 
■親子で楽しくエコ料理「目からウロコの“びっくり！エコメニュー”」 
日時：8 月 19 日（火）①10:00～1300・②14:00～16:30 
【持ち物】エプロン、タオル、筆記用具【定員】12 組 24 名（1 組 3 名まで参加可能） 
【対象】小学生とその保護者（小学生 2 名と程者 1 名参加可能） 【参加費】1,000 円/１
組（①のみ、1 名追加で＋500 円）【会場】大阪ガスクッキングスクール京都 
 

参加者数一覧 
 ワークショップ

（WS） 
スペシャル WS 

／クッキング教室

エコデザイン工

房 
合計 

東京 670 人 30 人 294 人 994 人 
京都 545 人 60 人 290 人 895 人 
合計 1,215 人 90 人 584 人 1,889 人 

 



4. 発信・メディア等への露出状況 

・ 新聞告知：読売新聞東京本社版モノクロ 5 段×6,564,800 万部、京都新聞カラー全 15
段×約 509,985 部 

・ ビラ（公式ガイド）（A3 裏表）：10 万部（関係者、店内） 
・ ポスター：2,000 枚（関係者、店内、京都市地下鉄） 
・ びっくり！エコ図鑑 2008：5 万部（来場者、関係者 ※希望者への販売を含む） 
 

【東京・テレビ】 

 放映日 放送局名 番組名 備考 

１ ８／６（水） ＭＸテレビ 夕方ニュース １８：００～１９：００ 

会場風景・来場者インタビュー 

２ ８／８（金） ＮＨＫ 首都圏ネット １８：００～１９：００ 

会場風景・来場者インタビュー 

【東京・新聞】 

 掲載日 媒体名 欄（見出し） 備考 

１ ７/26（土） 

朝刊 

日経新聞 

 

都内版 開催告知 

取り組みに関する紹介記事 

２ 

 

８/６（水） 

夕刊 

読売新聞 ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｲﾝﾌｫ 

くらしナビ 

開催告知・エコリンピック紹介 

３ ８/７（木） 

朝刊 

読売新聞 都内版 

 

エコ１００選 ワークショップ 

取り組みに関する紹介記事 

４ ８/７（木） 

夕刊 

東京新聞 情報欄 

 

エコ１００選 ワークショップ 

取り組みに関する紹介記事 

５ ８/８（金） 

朝刊 

日経ＭＪ 百貨店欄 

 

エコ１００選 ワークショップ 

※ カラー写真掲載 

６ ８/１９（金） 

朝刊 

日経新聞 消費欄 

（カラー） 

エコ１００選 ワークショップ  

京都店開催告知 

 
【京都・テレビ】 

 放映日 放送局名 番組名 備考 

１ ８/１４（木） 

 

毎日放送 関西のニュース １１：５０～１２：００ 

会場風景・来場者のインタビュー 

２ ８/１４（木） テレビ大阪 ニュース BIZ １７：１３～１７：３０ 

会場風景、 

門川市長・浅利実行委員長のｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 

３ ８/１４（木） KBＳ京都 京プラス １７：３０～１７：５０ 

会場風景、来場者のインタビュー 

【京都・新聞】 

 掲載日 媒体名 欄（見出し） 備考 

１ ７/１２（土） 

朝刊 

京都新聞 東京進出エコ１００選

（カラー） 

開催告知（東京・京都） 
水森亜土×一澤信三郎帆布ﾏｲﾊﾞｯｸﾞ（写真） 

２ ７/１７（木） 

朝刊 

産経新聞 京都版 開催予告（東京・京都） 
水森亜土×一澤信三郎帆布ﾏｲﾊﾞｯｸﾞ（写真） 

３ ７/１９（土） 

朝刊 

毎日新聞 京都版 開催予告（東京・京都） 
水森亜土×一澤信三郎帆布ﾏｲﾊﾞｯｸﾞ（写真） 

４ ８/７（木） 読売新聞 行楽百貨 開催予告 



夕刊  （カラー） 水森亜土×一澤信三郎帆布ﾏｲﾊﾞｯｸﾞ（写真） 

５ 

 

８/９（土） 

夕刊 

日本経済新聞 ショッピング 

がいどガイド 

開催告知（エコリンピック他） 

６ ８/１３（水） 

朝刊 

京都新聞 まちかど 

 

エコ１００選 オープニングセレモニー 

７ ８/１４（木） 

朝刊 

京都新聞 まちかど 

 

エコ１００選 ワークショップ他告知 

       

８ ８/１５（金） 

朝刊 

京都新聞 まちかど 

 

エコ１００選 会場外ワークショップ告知 

         

９ ８/１５（金） 

朝刊 

朝日新聞 京都版 

（カラー） 

エコ１００選 市民版京都議定書虎の巻他

（会場風景写真） 

１０ ８/１５（金） 

朝刊 

京都新聞 京日記 

（カラー） 

エコ１００選 概要とｴｺﾘﾝﾋﾟｯｸ開催告知 

（会場風景写真） 

１１ ８/１５（金） 

朝刊 

毎日新聞 雑記帳 エコ１００選連動企画「マイはしｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」 

（たん熊での食事風景） 

１２ ８/１６（土） 

朝刊 

京都新聞 まちかど 

 

エコ１００選 ワークショップ告知 

         

１３ ８/１７（日） 

朝刊 

京都新聞 まちかど 

 

エコ１００選 ワークショップ告知 

         

１４ ８/１８（月） 

朝刊 

京都新聞 まちかど 

 

エコ１００選 ワークショップ告知 

         

１５ ８/１８（月） 

朝刊 

毎日新聞 京都版 エコ１００選イベント「マイはしづくり」 

（会場での製作風景） 

１６ ８/２０（水） 

朝刊 

日本経済新聞社 大阪・京滋版 鈴木社長インタビュー 

【京都・雑誌／フリーペーパー】 

 掲載日 媒体名 欄（見出し） 備考 

１ ７/２５（金） リーフ 

（１１万部） 

エコ１００選特集 

（４ページ） 

開催告知、浅利美鈴さんのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ、お

店のちょっとエコな話（一澤信三郎帆布・

井筒八ッ橋本舗・京はやし屋・有次） 

２ 

 

７/２８（月） コーラス 

（１５万部） 

扉カラー(１ページ) 開催告知 

一条ゆかりエコな話・サイン会告知 

３ ７/３１（木） ソラディア 

（４万部） 

ＥＶＥＮＴ 

 

開催告知 

４ 

 

８/８（金） 

 

関西１週間 

（１２万部） 

カンイチの目玉 開催告知 

水森亜土×一澤信三郎帆布 マイバッグ 

水森亜土×井筒八ッ橋本舗 三笠 

５ 

 

８/８（金） 

 

シティリビング 

（４万部） 

 開催告知 

オープニングセレモニー 

水森亜土×井筒八ッ橋本舗 三笠 

６ 

 

８/８（金） ぱど 

（１７万部） 

ぱどエコ 開催告知 

水森亜土×井筒八ッ橋本舗 三笠 

 


