
（環境省 食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」推進事業） 

あいちエコアクション・ポイント事業【参加店舗等】募集要領 

愛知県では、県民の皆さんに環境に配慮したライフスタイルを促すため、グリーン購入や
プラスチック製カトラリーの辞退などの環境配慮行動（エコアクション）に対して、愛知県
独自のポイントを付与する「あいちエコアクション・ポイント」事業を実施します。 
ポイント付与のための QR コードを設置いただける店舗等を募集いたしますので、参加をご

希望の店舗等の皆様は、本募集要領を熟読のうえ、応募していただくようお願いします。 

１． 事業概要 

県民の方が、本事業の参加店舗等において、対象の環境配慮行動を実践した場合に、店舗

等に設置する QRコードをスマートフォンで読み取ることで、賞品が当たる抽選への応募に

利用可能な愛知県独自ポイントを付与するもの。(ポイント付与は同一店舗、同一エコアク

ションは１日１回のみ有効) 

（１） ポイントの付与期間 2023 年２月中旬～ ※開始時期は改めてお知らせします。 

（２）ポイント付与の対象となるエコアクション等 

ポイント付与対象となるエコアクション 
付与 

ポイント数 

① グリーン購入 

家電 

・省エネ家電（統一省エネラベルによる省エネ性能

３星以上又は省エネ基準達成率 100％以上）を購
入する。 

50P/回 

・環境ラベルの付いた商品を購入する。 10P/回 

衣類 

・ペットボトルのリサイクル品（リサイクルポ

リエステル）を使用した衣類や生物由来資源
（バイオマス）を利用した衣類を購入する。 

・中古衣類を購入する。 
・環境ラベルの付いた商品を購入する。 

10P/回 

食品 
・地産地消・旬産旬消商品を購入する。 
・詰替え商品を購入する。 
・環境ラベルの付いた商品を購入する。 

10P/回 

家庭 
用品 ・詰替え商品を購入する。 

・環境ラベルの付いた商品を購入する。 

10P/回 

文房具 10P/回 

② プラスチック製カト
ラリー類の辞退 

コンビニエンスストアや持ち帰り店等でプラスチック
製カトラリー類（食卓用ナイフ、スプーン、フォーク等）の
受取りを辞退する。 

10P/回 

③ 使用済みクリーニン
グハンガーの返却 

クリーニング店で使用済みクリーニングハンガーを返
却する。 10P/回 

④ 飲食店での食べ残し
ゼロ 

・飲食店で食べきる。 
・食べきれないものを持ち帰る場合は、家庭から持参

した容器または店から提供する容器を使用する。店
から提供する容器は、環境配慮型の容器（紙製、バイ

オマスマーク 50、エコマークの刻印のあるもの）とする。 

10P/回 

⑤ フードバンク等への
寄付 

・まだ食べることができる食品をフードバンク等やフ
ードバンクに寄付をするイベントに持ち込む。 10P/回 

※いずれかを対象とすることも可能。また、特定のもののみを対象とすることも可能。 

例)シャンプーの詰替え商品のみ 

※環境ラベルは『環境ラベル等データベース』掲載のもの。

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/「リユース・リサイクルのための表示」を除く。 

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/


２．募集対象 

以下の要件を全て満たす店舗（実店舗に限る。）等 

・愛知県内において、県民の方が本事業のポイント付与対象のエコアクションのうち、いず

れかの行動を実践でき、かつ「３．参加店舗等において実施する内容」を実行可能である

こと。 

・あいちエコアクション・ポイント事業の参加店舗等であることや、その所在地、ポイント

付与対象のエコアクションの内容などを県から公表可能であること。 

・暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。 

※フランチャイズなど店舗数が多い場合は、参加希望店舗を取りまとめのうえ一括応募可能（募集

サイトのエクセル表を参照してください。） 

３．参加店舗等において実施する内容 

（１）QR コードが印刷された POP をレジの近くなどの店舗内に設置 

2023 年２月以降に店舗等ごとの専用マイページでポイント付与のための QR コードをダウ
ンロードできるようになります。ダウンロードが可能となりましたら、各店舗等にて印
刷し、設置をお願いします。なお、POP の印刷が困難な場合は郵送します。 

＜ポイント獲得用 QR コード運用について＞ 

QR コードの読み取り用 POP（卓上型又は掲示型）を店舗従業員の目の届く範囲に設置
し、営業時間中、常時 QR コードを表示できること。 

※QR コードによるポイント付与の運用に係る考え方については別紙①を参照ください。 

（２）参加店舗等であることを周知させるためのポスターの提示 

県民の方にあいちエコアクション・ポイント事業参加店舗等であることを周知させるた
めに、専用マイページからダウンロード可能なポスターの提示をお願いします。なお、
印刷が困難な場合は郵送します。 

４．募集期間  2022 年 11 月 21 日（月）から随時受付 

５．応募方法 

①募集サイトからの応募 

「あいちエコアクション・ポイント 参加店舗等募集サイト」に必要事項を入力のう

え、応募ください。 

【応 募 先】あいちエコアクション・ポイント 参加店舗等募集サイト 

https://www.eap.pref.aichi.jp/shop-boshu/ 

②紙による応募 

別紙②「あいちエコアクション・ポイント 参加申込書（参加店舗等向け）」に必要事

項を記入の上、「７．お問合せ先」まで郵送又は FAX にてお送りください。 

６．留意事項 

・本事業はやむを得ない事情により予告なく一時的に中断又は中止する場合があります。 

・参加申込に要する費用は、全て申込者の負担となります。 

・参加申込書の内容により、QR コードの読み取り用 POP（卓上型又は掲示型）の設置場所

など運用方法を調整させていただく場合があります。また、内容によっては本事業への

ご参加をお断りする場合があります。 

・本事業は環境省による食とくらしのグリーンライフ・ポイント推進事業の補助を受けて

実施するものです。不正行為はもちろんのこと、県民等から疑念を抱かせるような行為

や運用は厳に慎んでください。 

７．お問合せ先 

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2号 

愛知県環境局環境政策部環境活動推進課 

TEL：052-954-6240  FAX：052-954-6914 E-mail：aichi-eap@pref.aichi.lg.jp 

 

※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

https://www.eap.pref.aichi.jp/shop-boshu/
mailto:aichi-eap@pref.aichi.lg.jp


別紙①「QR コードによるポイント付与の運用に係る考え方」 
 

（１）エコアクションの確認について 

・参加店舗において、お客様がポイント付与対象のエコアクションを確実に実施したかど

うかの確認は必要ありません。対象のエコアクションを実践したと認識したお客様が、

QR コードを自ら読み取ります。 

・ただし、ポイントの不正取得が明らかな場合（入店後、明らかに何も購入せずにポイン

ト取得に直行した場合など）は、可能な限り声掛け等の注意を行っていただきますよう

お願いします。 

（２）QRコードの運用について 

・店舗の営業時間内は、QR コードの読み取り用 POP（卓上型又は掲示型）を定められた場

所に常時設置してください。 

(参考)POP の形状・サイズ 

卓上型（三角柱）     掲示型（A4） 

 

・個々の店舗の特性や状況等に応じて、次のような運用を行うことも可能です。詳細につ

いては、個別に調整させていただきます。 

エコアクションの実践場所と QR コード設置場所が大きく離れている場合などは、エコアク
ション実践カードを作成し、エコアクションを実践したお客様がレジ等に持参することも可
能です。また、実践カード無しでお客様からの申し出によるポイントの付与も可能です。 

 

210mm 

297mm 

210mm 

99mm 



 

（３）設置数・場所について 

QR コードの読み取り用 POP（卓上型又は掲示型）は、1 店舗につき最低 1件は置いていた

だくようお願いします。ただし、複数枚設置も可能です。同一店舗において複数のポイン

ト付与対象のエコアクションで参加する場合は、原則として次の運用を行ってください。 

・参加するエコアクションごとに QR コードの読み取り用 POP（卓上型又は掲示型）を置い

てください。 

・QR コードの読み取り用 POP（卓上型又は掲示型）の置き場所は、従業員の目の届く範囲

としてください。なお、「目が届く範囲」の例は次のとおりであり、個々の店舗のレイ

アウトや従業員配置に応じて個別に調整をお願いします。 

 
 

（４）ポイント取得後のキャンセル等について 

・お客様がポイント付与対象のエコアクションを実践し、ポイントを取得後にキャンセル

等が生じた場合（例えば、グリーン購入を実行し、ポイントを取得したが、後日、返品

した場合など）であっても、参加店舗等からの愛知県への連絡など、キャンセル等に伴

う対応は一切不要です。 

（５）通信障害等によりポイント取得できなかった場合について 

・通信障害などの何らかの理由によりお客様がポイント取得できなかった場合、参加店舗

等での対応は不要です。（お客様ご自身から事務局に直接お問い合わせいただくことに

なります。） 

 

  



本資料は、本業務のみで利用させていただきます。           令和   年  月  日 

サイトへの掲載は 2023 年 2 月中旬を予定しています。             ※は必須項目です。 

店舗等名前※  

住所※ 〒 

定休日※  

営業時間※  

駐車場 
☐有 台数（  ）  ☐無 
※駐車場ありの場合は台数を（）に記載してください。 

電話番号  

店舗 HP 等の URL  

対象となる 

 エコアクション※ 

（複数選択可） 

☐グリーン購入 

 ☐家電（☐省エネ家電（統一省エネラベルによる省エネ性能３星以上又は省エ

ネ基準達成率 100％以上） ☐環境ラベルの付いた商品） 

補足（                    ） 

 ☐衣料（☐ペットボトルのリサイクル品（リサイクルポリエステル）を使

用した衣類や生物由来資源（バイオマス）を利用した衣類 

     ☐中古衣類 ☐環境ラベルの付いた商品） 

補足（                    ） 

 ☐食品（☐地産地消・旬産旬消商品 ☐詰め替え商品 

☐環境ラベルの付いた商品） 

補足（                    ） 

 ☐家庭用品（☐詰め替え商品 ☐環境ラベルの付いた商品） 

補足（                    ） 

 ☐文房具（☐詰め替え商品 ☐環境ラベルの付いた商品） 

補足（                    ） 

☐プラスチック製カトラリー類の辞退 

補足（                    ） 

☐クリーニングハンガーの返却 

補足（                    ） 

☐飲食店での食べ残しゼロ 

 （☐飲食店で食べきる ☐食べ残しの持ち帰り（家庭から持参した容器、

店から提供する場合は環境配慮型の容器（紙製、バイオマスマーク 50、エコマ

ークの刻印のあるもの））） 

補足（                    ） 

☐フードバンク等への寄付 

 （☐フードバンク ☐フードバンクへの持ち込み 

☐子ども食堂  ☐子ども食堂への寄付  

☐イベントでの寄付の募集 ☐その他） 

補足（                    ） 

「あいちエコアクション・ポイント 参加申込書（参加店舗等向け）」 

別紙② 



QR コードの 

設置場所 
 

店舗紹介文 

（100 文字程度） 
 

 

下記に入力いただく内容はサイトには掲載しません。 

お申込み後の確認用や、後日ご利用いただけるようになる専用マイページで使用します。 

担当者名※  

電話番号※  

メールアドレス※  

パスワード※ 

(8 文字以上、・半角

英数字の両方を含む

こと) 

 

POP・ポスターの 

郵送希望 

☐希望しない 

 

希望する 

（☐卓上型（三角柱）（   ）枚  ☐掲示型（A4）（   ）枚） 

  

ポスターは１店舗等 1 枚（Ａ４サイズ）となります。 

 

郵送場所が店舗等の住所と異なる場合は以下にご記入ください。 

（〒                              ） 

２月初旬から専用マイページにアクセスができます。各項目の修正を行いたい場合は、そちら

で修正可能です。それ以前に修正したい場合は当課へご相談ください。 

 

※以下を確認してください。 

・暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。  はい☐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

本資料は、本業務のみで利用させていただきます。           令和   年  月  日 

サイトへの掲載は 2023 年 2 月中旬を予定しています。             ※は必須項目です。 

店舗等名前※ 株式会社あいち 三の丸店 

住所※ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸３丁目１−２ 

定休日※ 土曜・日曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日から 1 月 3日） 

営業時間※ 8：45～17：30 

駐車場 
有 台数（ 50 ）  ☐無 
※駐車場ありの場合は台数を（）に記載してください。 

電話番号 052-961-2111 

店舗 HP 等の URL https://www.pref.aichi.jp/ 

対象となる 

 エコアクション※ 

（複数選択可） 

グリーン購入 

 家電（省エネ家電（統一省エネラベルによる省エネ性能３星以上又は省エネ

基準達成率 100％以上） ☐環境ラベルの付いた商品） 

補足（                    ） 

 ☐衣料（☐ペットボトルのリサイクル品（リサイクルポリエステル）を使

用した衣類や生物由来資源（バイオマス）を利用した衣類 

     ☐中古衣類 ☐環境ラベルの付いた商品） 

補足（                    ） 

 食品（地産地消・旬産旬消 詰め替え商品 

☐環境ラベルの付いた商品） 

補足（                    ） 

 家庭用品（詰め替え商品 ☐環境ラベルの付いた商品） 

補足（ シャンプーのみ            ） 

 文房具（☐詰め替え商品 環境ラベルの付いた商品） 

補足（ エコマークのみ            ） 

プラスチック製カトラリー類の辞退 

補足（ ストローのみ             ） 

☐クリーニングハンガーの返却 

補足（                    ） 

飲食店での食べ残しゼロ 

 （飲食店で食べきる ☐食べ残しの持ち帰り（家庭から持参した容器、店

から提供する場合は環境配慮型の容器（紙製、バイオマスマーク 50、エコマー

クの刻印のあるもの））） 

補足（                    ） 

フードバンク等への寄付 

 （☐フードバンク フードバンクへの持ち込み 

☐子ども食堂  ☐子ども食堂への寄付  

☐イベントでの寄付の募集 ☐その他） 

補足（                    ） 

記入例 

「あいちエコアクション・ポイント 参加申込書（参加店舗等向け）」 

https://www.pref.aichi.jp/


QR コードの 

設置場所 
レジ付近   （その他の例）店舗内、1 階食品売り場 

店舗紹介文 

（100 文字程度） 

県内地域の生鮮野菜や果物、精肉を中心に取り扱い、お客様に"愛知の逸

品"を提供しております。 

 

下記に入力いただく内容はサイトには掲載しません。 

お申込み後の確認用や、後日ご利用いただけるようになる専用マイページで使用します。 

担当者名※ 愛知 太郎（あいち たろう） 

電話番号※ 052－961-2111 

メールアドレス※ taro_aichi@pref.aichi.lg.jp 

パスワード※ 

(8 文字以上、・半角

英数字の両方を含む

こと) 

dfsf89gd1eg 

POP・ポスターの 

郵送希望 

☐希望しない 

 

希望する 

（卓上型（三角柱）（ １ ）枚  ☐掲示型（A4）（   ）枚） 

 

ポスターは１店舗等 1 枚（Ａ４サイズ）となります。 

 

郵送場所が店舗等の住所と異なる場合は以下にご記入ください。 

（〒                              ） 

２月初旬から専用マイページにアクセスができます。各項目の修正を行いたい場合は、そちら

で修正可能です。それ以前に修正したい場合は当課へご相談ください。 

 

※以下を確認してください。 

・暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。  はい 

 

mailto:taro_aichi@pref.aichi.lg.jp

