
ニチバン巻心ECOプロジェクト  参加者シート第9回

〒463-8543　名古屋市守山区瀬古3丁目902番地

「第9回ニチバン巻心ECOプロジェクト事務局」行
0800-300-0250

【プロジェクト規約】●個人参加の場合、巻心1個につき1口とさせていただきます。団体参加の場合、１団体につき1口とさせていただきます。●プロジェクト参加締切は、2018年12月27日（木）（当日消印有効）までとな
ります。●景品のお届け先は、日本国内、および当選者・当選団体の担当者の住所に限らせていただきます。●景品の交換・換金・返金はできませんので予めご了承ください。●参加締切後、厳正な抽選の上、当選者を決
定し、景品の発送をもって発表にかえさせていただきます。●住所・転居先が不明などで、景品（感謝状と花の種詰め合わせを含む）がお届けできない場合、当選が無効となります。●景品画像はイメージです。実際の
場合と異なる場合がございます。

【個人情報の取り扱いについて】●参加者シートにご記入いただいた個人情報は、ニチバン株式会社及びその業
務委託先にて、景品対象者の確定・発送、感謝状の作成・発送や、次回以降のプロジェクトのご案内等、本プロ
ジェクト業務のためにのみ使用いたします。●本プロジェクトによりお預かりする個人情報については、個人情報
に関する法令・規範及び社内諸規定に則り適正に管理・保管します。

〈送付先ラベル〉切り取って、宛名としてお使いください。（宅配便などご利用いただけない場合がございます。）
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個
人
記
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参　　　加

電話番号 ※団体の場合は、
　担当者の電話番号 （　　　　　　　　）  ー

●年　齢 （　　　　　才）

●団体の内容

●性　別 1．男　　2． 女
●ご職業

1．幼稚園・保育園 2．小学校 3．その他学校
4．役所（官公庁） 5．医療施設 6．ボランティア団体
7．企業 8.その他団体 9.スポーツ団体

受付番号
（事務局記入欄）

〈ご記入欄〉

1．幼・保・学校勤務 2．役所（官公庁）勤務 3．病院勤務 4．ボランティア団体勤務 5．会社員 6．会社経営者（役員）
7．自営業 8．幼稚園児・保育園児 9．小学生 10．学生（中学生以上） 11.主婦 12.その他

ご 住 所
※団体の場合は、担当者の住所を記入
※数字表記は算用数字（アラビア数字）
　でお願いします

フリガナ

団体名 担当者名

フリガナ フリガナ

〒　　　　ー

都 道
府 県

担当者の
部署名

フリガナ

個人氏名

（感謝状に記載） （感謝状受取人）

フリガナ

団
体
記
入
欄

個
人
・
団
体 

記
入
欄

不要の場合のみ○

感謝状と花の種が
不要の場合のみ○

抽選景品不要

不要

1．個 人　　2． 団 体

テープを完全に使い切り、パッケージのあるものは取り除いてから、郵便・宅配便などで送ってください。
（「巻心」をつぶして送付いただいても結構です。）

巻心送付
のヒント

※該当の数字を必ず
　○でお囲みください

※該当の数字を必ず○でお囲みください

※該当の数字を必ず
　○でお囲みください

※感謝状と花の種はセット
　のため、片方のみお送り
　することはできません

※フリガナまで、必ず記入願います。

テープはこんなところで使われています！
荷づくり荷

学校、会社、工場、
お店、病院、スポーツ施設…

さまざまな場所で
いろいろなテープが
活躍しています。

勉強・工作勉強・工作

●セロテープ　 ●両面テープなど●セロテープ　 ●両面テープなど

病院・スポーツ病院・スポーツ

●テーピングテープ　●医療用補助テープなど●テーピングテープ　●医療用補助テープなど●クラフトテープ　●布粘着テープなど●クラフトテープ　●布粘着テープなど

飾り飾り

●メンディングテープ　●マスキングテープなど●メンディングテープ　●マスキングテープなど

買物買物

●販促用テープなど●販促用テープなど

さぁ、みんなで使い終わったテープ
の巻心を集めよう！！

【ニチバン巻心ECOプロジェクト特設WEBサイト】

プロジェクトの詳細、「参加者シート」のダウンロードはこちら!!

ニチバン巻心ECOプロジェクト 検  索

「
森
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第9回
だい かい

ニチバン巻心
ECOプロジェクト

まき しん 緑の地球を守ろう！
テープの巻心を集めて
緑の地球を守ろう！
テープの巻心を集めて

みどり ち きゅう

まも

まき しん

あつ

巻心受付期間
まき しん うけ つけ き かん

2018年9月3日月～
　　　12月27日木

がつねん にち

がつ にち

「巻心」を
ニチバン巻心
ECOプロジェクト
事務局に
送ってください。

まき

おく

しん

まきしん

じ むきょく

※「巻心」を送る際の送料は参加者負担となります。
まき おく さい そう さん か しゃ ふ たんりょうしん

おくる

つかう

巻心
まきしん

テープを
使い終わったら…
つか お

のこる

みんなの送ってくれた「巻心」が、ダンボールに再生
されたり、森の植樹活動に
役立てられます。

まき

しょくもり じゅかつどう

おく しん さい

やく だ

せい

地球のためになる
ち きゅう

しょくじゅさいせい

1

3

2

4

「ニチバン巻心ECOプロジェクト」は、みなさんの協力のもと粘着テープの巻心を回収し、資源として再利用するエコ活動です。
集まった巻心は古紙回収業者に買い取ってもらいダンボールに再生。
さらにその利益と、巻心の個数に応じたニチバンからの支援金を緑を守る2つの取り組みに役立てます。

環境NGO『イカオ・アコ』に
寄付してマングローブの
植樹・メンテナンスに役立て
ます。プロジェクト開始から
これまでに17万本以上の
マングローブを植樹。すく
すくと立派な森をつくって
います。

島根県邑智郡、江の川流域で「森の
しずく」保全活動を開始します。植林
や間伐など適切な手入れを行うこと
で、空気や水をきれいにしたり、土砂
災害を防ぐなど、森の本来の力を
高める取り組みです。

「イカオ・アコ」は、フィリピンで
マングローブの植樹事業を行って
いる環境NGOです。

●セロハンテープ
●両面テープ
●クラフトテープ

●産業用マスキングテープ
●医療用補助テープ
●テーピング用テープ　など

20cm
以内

15cm以内

巻心1つの大きさが
上記のサイズ以内のもの

粘着テープの巻心（紙製）ならどんなメーカーでもOKです。

粘着テープ以外の芯プラスチックなど、
紙以外の素材で
できているもの

テープやパッケージが
残っているもの

大きすぎるもの

使い終わった粘着テープの「巻心」を「参加者シート」と一緒に
「第9回ニチバン巻心ECOプロジェクト事務局」にお送りください。
【参加者シートとは】A4サイズ用紙に、下記必要事項を記入してください。

ニチバンの巻心ECOプロジェクト特設WEBサイト（http://www.nichiban.co.jp/project/makisin-eco/）
の「参加者シート」をダウンロードし、ご利用いただくこともできます。

※送料は参加者負担となります。

個　人／お名前・ご住所・性別・年齢・電話番号
団　体／団体名・団体担当者名（感謝状のお届け先）・団体担当者住所・団体担当者部署・電話番号

0800-300-0250
※期間外に到着したものは本プロジェクトの対象外となりますので予めご了承ください。

【お客様問合せコールセンター】 ※フリーコールが繋がらない場合は、携帯電話など別の回線にておかけ直しください。

〒463-8543 名古屋市守山区瀬古3丁目902番地【送 付 先】 
「第9回ニチバン巻心ECOプロジェクト事務局」
【受付期間】 2018年9月3日（月）～12月27日（木）当日消印有効

ご参加いただいた団体・個人の方に、特典をご用意！！ ※景品画像はイメージです。 ニチバン巻心ECOプロジェクト
デザインコンペ  最優秀賞作品

ニチバン巻心ECOプロジェクトとは

ご参加いただいた全ての団体様に進呈！

感謝状
マングローブの植樹地域
「フィリピン西ネグロス州」お
よび環境NGO「イカオ・ア
コ」・ニチバン株式会社から
「感謝状」を進呈。 花の種詰め合わせ（10種）

［アサガオ・ラベンダー・金魚草・
 マリーゴールド・その他］

モリゾー・キッコロオリジナルポストカード（3枚）と
花の種（1種）

抽選で300名様にプレゼント！

巻心の送付方法集める巻心の種類

参加のしかた

送
れ
る
も
の

送
れ
な
い
も
の

制　作：わじま かんた さん
作品名：みどりをまもろう！ちきゅうをまもろう！

パラリンアートは、
障がい者のアート事業を支援する団体です。

団体参加
緑の
地球賞

集まった巻心は古紙回収業者に買い取ってもら
さらにその利益と、巻心の個数に応じたニチバ

環
寄
植
ま
こ
マ
す
い

を守る2つの取り組みに役立てます。

島根
しずく
や間伐
で、空
災害
高める

1.マングローブの植樹 2.「森のしずく」保全活動

●受付時間：平日10：00～17：00
●開局期間：2018年7月9日（月）～2019年2月28日（木）
　　　　　（土・日・祝および2018年8月13日（月）～17日（金）、2018年12月28日（金）～2019年1月4日（金）を除く。）
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日本海

江の川

森林が水を
貯蓄・浄化

セロテープ®の原料
「溶解パルプ」の工場

上流で植樹

日々かかせないメンテナンス

江の川「森のしずく」保全活動

リサイクル活動で得られた利益とニチバンからの支援金は、2つの環境保全活動に役立てられています。

　ニチバンは2010年から巻心のリサイクル活動に取り

組み、その一環としてフィリピンのネグロス島でマング

ローブの植樹を行ってきました。これまでに17万本以上

を植樹し、今年も第8回分として3万本を植樹予定です。

　現地の人にとってマングローブは、魚やカニが集まる漁

場となったり、高波や津波から人々を守る防波堤の役目も

担うかけがえのない存在。また二酸化炭素を吸収し酸素

を輩出する作用が活発なため、地球温暖化防止にも効果

があるといわれ、わたしたちにとっても大切な存在です。

　固い地盤と早い潮の流れに加え、熱帯に位置するフィリ

ピンは台風が多いため、植樹したマングローブが手入れ

なしに育つことはありません。漂着したゴミや藻を取り除

くなどのメンテナンスは必要不可欠。地域の方々と協力し、

定期的に行っています。

現在3.5m！立派な海の森に 青々と3mにまで成長 しっかり根付き2.5mに

腰の高さから胸の高さに成長力強く枝葉を広げ1.7m 岩場に根付き70cmに 固い地盤のなか40cmに

マングローブの植樹フィリピン ネグロス島

　今年の5月、「ニチバン巻心ECOプロジェクト」では初と

なる国内での植樹活動を始動。島根県邑智郡に位置する

美しい沢筋がその舞台となります。

　日本は国土の約7割が森林という有数の森林国で、木材

の活用をはじめ、二酸化炭素の吸収、水資源の浄化・貯蓄など、

生活と密接に関わっています。そんな森本来のチカラを保つ

には、若木の植樹や間伐など継続的な手入れが必要不可

欠です。適度に手を加えることで、多様性に富み活力ある

森林に育ちます。一人ひとりの活動が、やがて森を育む

「しずく」になる…そんな想いが込められています。

　セロテープ®の主原料、木材から生成される「溶解パルプ」は、つくる
工程できれいな水を必要とします。この溶解パルプをつくる工場
（日本製紙株式会社）が島根県の江の川河口付近にあり、川の水を利用
させてもらっていることから、自然や地域一帯への恩返しの想い
も込めて、江の川上流の島根県邑智郡を植樹場所としています。

　さらさらと沢の音が心地よく響く島根県の山間で、地元の邑南

町立高原小学校5・6年の児童と、日本福祉大学付属高等学校の生徒、

環境NGO「イカオ・アコ」のメンバーら総勢20名以上が、杉の苗木

200本を植樹しました。急斜面でゴツゴツと足場も悪い中「1人

10本」を合言葉に、植樹活動を楽しみました。

植樹ロケーション

児童もがんばって

急斜面を登りました。

森林の座学はしていま

すが、貴重な経験ができ

ました…と先生談。

参加者のほとんどが植樹初体験の中、

生徒にはマングローブの植樹経験アリ

という心強い存在も。

ま

き

島根県邑智郡
おお ち

おお ち

おお ち

おお なん

斜面だから

マングローブ植樹

より体力がいる！

思ったより
カタイ！

た、高い！

おおおおお なんなん

 江の川「森のしずく
」保全活動 2018

 江の川「森のしずく
」保全活動 2018

植樹レポート植樹レポート

マングローブの

成長記録
スクスク

みなさんの思いが
育っています

植林地へのアクセス向上
のため桟橋を建設しました！

巻心リサイクルで、緑をはぐくみ、未来をつくる巻心リサイクルで、緑をはぐくみ、未来をつくる巻心リサイクルで、緑をはぐくみ、未来をつくる
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