
協定締結前
（※）

H20.3.31 H21.3.31 H22.3.31 H23.3.31 H24.3.31 H25.3.31 H26.3.31

(1) レジ袋を使用されないお客さまには，お買い物総額から2
円を値引きします。

(1) レジ袋をご辞退いただいたお客様に，お買物金額の総額
から2円の値引きを実施。
・レジ袋辞退者数：約265万人

(2) キャンペーンなど当社が指定する日にちを中心に，
会計時にレジ袋の使用についてお客さまの意思を確認し
ます。

(2) レジ袋の使用について，お客様の意思確認を実施。

(3) 繰り返し使用できるマイバッグを販売します。 (3) 繰り返し使用できるマイバッグ・マイバスケットの販売。
(4) レジ袋の無料配布中止の早期実現に向けて検討します。 (4) ポスターの掲示や店内放送等により，マイバッグ持参運

動への参加を呼びかけ。

(5) ＩＳＯ14001の取組み目標と連動して実績管理を実施。

(6) 平成２５年１１月１日からレジ袋の無料配布を中止し，必
要な方には有料（ＬＬサイズ５円，Ｌサイズ３円）で販売

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認しま
す。

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認。

(2) レジ袋を使用しないお客様を対象に，1,500ポイントで
1,000円分の商品券を提供するサービスにおいて１ポイン
トを加算します。

(2) レジ袋を使用しないお客様を対象に，1,500ポイントで
1,000円分の商品券を提供するサービスにおいて１ポイン
トを加算。

(3) その他，店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポス
ターを掲示する等により，マイバッグ持参の普及を図りま
す。

(3) 店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示
する等により，マイバッグ持参の普及を図った。

(4) レジ袋が必要な方には有償（１枚当たり3円）で提供する
取組みを実施しています。
　・上山門店　　　　　　　　 H20.2.2～
　・アントレー・ド・ポム店　 H23.2.7～

(4) レジ袋が必要な方には有償（１枚当たり3円）で提供する取
組みを福岡市内全店舗実施
（上山門店，アントレー・ド・ポム店，舞松原店，花畑店，新
宮店）

拡大(1) レジ袋を使用されないお客様には，お買い物総額から2円
を値引きします。

(1) レジ袋を使用されないお客様には，総額から2円を値引き
実施継続。

(2) キャンペーンなど当社が指定する日にちを中心に，会計
時にレジ袋の使用についてお客さまの意思を確認しま
す。

(2) レジ袋入れませんカードや店内ＰＯＰにてマイバッグ持参
を呼びかけた。

(3) 繰り返し使用できるマイバッグを販売します。 (3) 繰り返し使用できるマイバッグの販売を継続的に実施。

(4) レジ袋の無料配布中止の早期実現に向けて検討します。 (4) レジ袋無料配布に関しては，現在検討中。

(1) 従来から実施しているレジ袋の無料配布の中止を継続し
ます。

(1) レジ袋無料配布の中止を継続。必要な方には有料で販
売。

(2) その他，店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポス
ターを掲示する等により，マイバッグ持参の普及を図りま
す。

(2) 店内放送やポスター掲示等によるマイバッグ持参普及は
継続。

(1) マイバッグを持参し500円以上お買い物をされたお客様全
員に，１回３円の値引きを行います。

(1) 平成２６年３月１日からレジ袋無料配布を中止。
（大サイズ５円，小中３円）

(2) 店舗レジ付近にマイバッグコーナーを新設し，専用マイ
バッグの販売を行います。

(2) マイバッグコーナーでのマイバッグ販売をとりやめ，イベン
ト時に景品として配布。今後は状況によりコーナーを新設
検討。

(3) 店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示
する等により，マイバッグ持参の普及を図ります。

(3) レジでの呼びかけを徹底するため，朝礼にて社員への周
知を継続。

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認しま
す。

(1) レジ袋の使用についてお客様の意思を確認。

(2) レジ袋を使用されないお客様には，お買い物総額から２
円を値引きします｡

(2) 平成２４年7月よりレジ袋有料化を実施。
レジ袋　Mサイズ2円，Lサイズ3円。

(3) いろいろなマイバッグを用意するとともに，当社オリジナル
のマイバッグ（ハチドリくんバッグ）を１枚20円で販売し，破
損した場合は無償で交換します。また、このバッグの収益
金は、環境活動や社会貢献に役立てて参ります。

(3) 様々なマイバッグの品揃えを準備。レジ前などに種類を展
開。
各店舗で毎月のレジ袋持参実績をレジ脇に表示。

(4) その他，店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポス
ターを掲示する等により，マイバッグ持参の普及を図りま
す。

(4) マイバッグ持参を呼びかけるポスターの掲示などを行い，
マイバッグ持参の普及を図った。

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認しま
す。

(1) レジでの声かけや，各レジに「レジ袋不要カード」を設置
し，お客様の意志を確認。

(2) ハートポイントカードへのポイント付与の特典を提供しま
す。

(2) レジ袋を辞退されたお客様へは，当社ポイントカードシス
テム「ハートポイント」を2ポイント付与。
※ハートポイントは500ポイント単位で，レジにて500円分
　 として使用可能。

(3) その他，店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポス
ターを掲示する等により，マイバッグ運動への協力を呼び
かけるとともに，エコロジーバッグやエコロジーバスケット
の販売と訴求の強化に取り組みます。

(3) マイバッグ，マイバスケットの拡販を継続して実施。店内
放送やポスター掲示による啓発を実施。
（直近のレジ袋辞退率を各店に表示実施）

(4) 以上(1)～(3)の取組によるマイバッグ持参率の推移を見な
がら，記載の店舗のうち2店舗でのレジ袋の無料配布の
中止を検討します。

(4) 平成２５年１１月から全店でレジ袋無料配布を中止。
マイバッグ持参率が上がり，一定の効果を確認できたこと
から平成２６年１月１７日より無料配布を再開。
（無料配布中止期間中のレジ袋収益金については福岡市
を通じて平成２６年６月５日に環境市民ファンドへ寄付）

 レジ袋削減に関する取組状況一覧（報告期間：平成25年4月～平成26年3月）

事業者名
（店舗数）

取組内容 実施状況
平成25年度末の

持参率目標

                      マイバッグ持参率

第
１
次
協
定
参
加
事
業
者

イオン九州㈱
(3店舗）

13.0%
(H19.3.30)

18.6% 40.4% 47.1%

エフコープ生活協同組合
(5店舗）

38.0% 42.0% 49.0%

40.6% 38.9% 38.5% 50%.

56.5% 58.7% 61.4% 86.1% 65%

㈱エルショップ
（1店舗）

33.0%
（H19.12.31)

41.5%
(H20.4.30)

55.0% 54.0% 56.0% 54.0% 56.0% 60%

ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ生活協同組合
（7店舗）

92.5%
(H19.3.31)

93.8% 94.7% 94.8% 94.5% 94.4% 94.7% 90%

佐藤㈱
（5店舗）

－ 11.2% 23.9%

全体比
26.5%

会員比
51.5％

会員比
49.7％

全体比
26.5%

会員比
49.6％

全体比
24.4％

会員比
49.4％

52%

(合）西友
(41店舗）

39.4% 42.9% 48.2% 48.4% 47.9% 47.0% 62.7% 50%

㈱ダイエー 九州営業本部
(14店舗）

8.0% 10.0% 28.0% 31.9% 31.6% 31.5% 32.7% 50%

70.0%

55.1%

95.0%

48.0%

87.2%

53.8%

41.6%

※「協定締結前」 

 第1次：平成19年11月   第2次：平成20年  9月 

 第3次：平成21年  9月   第4次：平成23年11月  第5次：平成24年10月 



                      マイバッグ持参率

協定締結前
（※）

H20.3.31 H21.3.31 H22.3.31 H23.3.31 H24.3.31 H25.3.31 H26.3.31

(1) 各種イベント等において，当組合オリジナルのマイバッグ
をお客様に配布することにより，マイバッグ持参の普及を
図ります。

(1) 各店舗において，マイバッグを持参して買い物をしたお客
様にスタンプ，値引き等のサービスを実施。

(2) 年に２回，マイバッグ，マイ箸，マイボトル等を持参して買
い物をされたお客様にレシートにスタンプを押してお渡し
する期間を設け，お客様がこのレシートを一定枚数集め
た場合，特典としてマイバッグその他の景品を無償で提供
します。

(3) マイバッグ持参の推進について，お客様に協力を呼びか
けます。

(1) )繰り返し使用できるマイバッグを販売します。 (1) 会計時にレジでの声かけを実施。レジ袋ではなく，ダン
ボールでも良いか声をかける。

(2) レジ袋を使用していないお客様対象に1回のレジ袋ご辞退
ごとに1ポイント（1円相当）を上乗せして付与。

(2) 「Ａ－プライス」では，ポイントに応じて買い物券を提供す
るサービスの一環として，レジ袋を使用しないお客様を対
象に，1回のレジ袋ご辞退ごとに1ポイント（1円相当）を上
乗せして付与します。

市からお客様にレジ袋削減ポスター等の配布があった際
には，各店に掲示してもらい，レジ袋削減に努めている。

(1) 平成19年4月から実施しているレジ袋の無料配布の中止
を継続します。なお，これによる収益金は，環境保全，社
会貢献活動団体に寄付します。

(1) 左記取組みを実施。

(2) マイバッグ持参の推進について，お客様に協力を呼びか
けます。

(3) 便利なマイバッグを販売します。
(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認しま

す。
(1) レジでの声かけを実施。実施にあたり，朝礼・研修等を実

施。

(2) ナイスカード会員であって，レジ袋を使用しないお客様に
は，ポイントに応じて割引券を提供するサービスにおい
て，１回のレジ袋ご辞退ごとに2ポイント（2円相当）を加算
します。

(2) 1回のレジ袋ご辞退ごとに2ポイントの特典を実施。
特典提供件数：5,957,953件

(3) 繰り返し使用できるマイバッグを販売します。 (3) 繰り返し使用できるマイバッグの販売を実施。
販売実績：1,812枚

(4) その他，店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポス
ターを掲示する等により，マイバッグ持参の普及を図りま
す。

(4) マイバッグ持参を呼びかけるポスター（団体作成分及び市
作成分）を掲示するとともに，店内放送でマイバッグ持参
の呼びかけ（2回／時）。

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認しま
す。

(1) レジでの声かけの実施。

(2) レジ袋を使用されないお客様には，お買いもの総額から２
円を値引きします。

(2) お買いもの総額２００円以上につき，２円引き実施。
（割引件数3,121,151件）

(3) 繰り返し使用できるマイバッグを販売します。 (3) 市販でマイバッグをリニューアルし，販売。

(4) その他，店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポス
ターを掲示する等により，マイバッグ持参の普及を図りま
す

(4) 店内放送でマイバッグ持参を呼びかけ

(1) 繰り返し使用できるマイバッグを販売します。 (1) 繰り返し使用できるマイバッグを販売。

(2) レジ袋を使用されないお客様には，お買いもの総額から２
円を値引きします。

(2)
200円(税込)以上お買い上げで，マイバッグ等をご持参い
ただいた場合「レジ袋ご辞退」としてお会計時にご請求金
額から２円引きの実施。

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認しま
す。

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思確認の継
続実施。その徹底を図るため，欧州話法をマニュアル化
し，レジ担当者を中心に教育を継続して実施。

(2) レジ袋を使用されないお客様には，お買い物総額から2円
を値引きします。

(2) レジ袋をご辞退いただいたお客様には，その場で2円引を
実施。特典提供実績：2円引き　4，299，194件

(3) その他，マイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示する
等によりマイバッグ持参の普及を図るとともに，従業員の
率先したマイバッグ活用意識についても高めていきます。

(3) マイバッグ持参を呼びかけるポスターを店内及び店舗後
方に掲示することで，お客様と従業員双方にマイバッグ活
用の啓発に努めた。

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認しま
す。

(1) 会計時にレジ担当者より声かけをして，お客様の意思を
確認していている。

(2) 繰り返し使用できるマイバッグを販売します。 (2) 営業方針の変化に伴い，マイバッグコーナーの確保困難
で，衣料品取扱店舖の一部でのみ販売。お客様のニーズ
の変化のい伴い，「マイバッグ」「エコバッグ」ではなく，多
用途のバッグを販売。

(3) レジ袋を使用しないお客様には，お買い物総額から２円を
値引します。

(3) 対象のお客様に対して2円の値引きを実施（市内全店）
実績
平成２６年４月より２円⇒１円の値引きに変更。

 レジ袋削減に関する取組状況一覧（報告期間：平成25年4月～平成26年3月）

事業者名
（店舗数）

取組内容 実施状況
平成25年度末の

持参率目標

第
１
次
協
定
参
加
事
業
者

高取商店街振興組合
(74店舗）

5.0% 20.0% 30.0% 50.0% 50.0% 55.0% 70%

㈱トーホーキャッシュ
アンドキャリー

（4店舗）
7.2% 9.9% 11.7% 12.0% 11.2%

㈱ドリームグループ
(2店舗）

95.0% - 98～99% 99.0%

55.0%

11.5% 10.6% 50%

28.8%

99.0% 100.0% 95.0% 100%

㈱ハローデイ
(9店舗）

5.4% 12.6% 18.3% 21.2%

㈱西鉄ストア
(20店舗）

17.7% 20.8% 25.6% 27.5%

31.7%

29.3% 31.8% 50%

22.0%

21.3% 20.6% 37.4% 50%

マックスバリュ九州㈱
（8店舗）

7.8% 9.1% 16.5% 35.9%

㈱ボンラパス
(4店舗）

13.5% 12.3% 16.0% 21.0% 22.0% 32.8% 50%.

38.9% 39.5% 40.9% 50%

45.1% 45.7% 50%
㈱マルキョウ

(27店舗）
10.8%

(H19.12.31)
25.7% 35.3% 41.0% 44.0% 51.4%

34.8%

37.3%

31.7%

95.0%

9.9%

60.0%

※「協定締結前」 

 第1次：平成19年11月   第2次：平成20年  9月 

 第3次：平成21年  9月   第4次：平成23年11月  第5次：平成24年10月 



                      マイバッグ持参率

協定締結前
（※）

H20.3.31 H21.3.31 H22.3.31 H23.3.31 H24.3.31 H25.3.31 H26.3.31

(1) マイバッグを持参したお客様を対象に，ポイントに応じて
買い物券を提供するサービスにおいて，2ポイントを加算

(1) マイバッグをご持参いただいたお客様にはお買いもの１回
につき２ポイントをプレゼント。

(2) 会計時にレジ袋の使用についてお客さまの意思を確認し
ます。

(2) 会計時にレジ袋の使用するか否かを確認するとともにマ
イバッグをお持ちのお客様にはお礼を述べる。

(3) 繰り返し使用できるマイバッグを販売します。 (3) 繰り返し使用できるマイバッグを販売します。

(4) その他，店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポス
ターを掲示する等により，マイバッグの普及を図ります。

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客さまの意思を確認し
ます。

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意志を確認。

(2) レジ袋無料配布の中止を検討します。 (2) レジ袋無料配布の中止を検討します。

(3) その他，マイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示する
等により，マイバッグの普及を図ります。

(3) その他，マイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示する
等により，マイバッグの普及を図ります。

(1) レジ袋を使用しないお客さまを対象に，ポイントに応じてカ
タログ商品との交換の出来るサービス又は，600ポイント
で1,000円分の商品券を提供するサービスにおいて５ポイ
ントを加算します。

(1) ポイントサービスについては廃止。

(2) 会計時にレジ袋の使用についてお客さまの意思を確認し
ます。

(2) 会計時にレジ袋の使用についてお客さまの意思を確認。

(3) 繰り返し使用できるマイバッグ，マイバスケットを販売しま
す。

(3) 繰り返し使用できるマイバッグ，マイバスケットを販売。

(4) その他，店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポス
ターを掲示する等により，マイバッグの普及を図ります。

(4) その他，店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポス
ターを掲示する等により，マイバッグの普及を図った。

(1) マイバッグを持参したお客様を対象に，ポイントに応じて
買い物券を提供するサービスにおいて，２ポイントを加算
します。
 

(1) マイバッグを持参したお客様にポイントに応じて買物券を
提供する。サービスにおいて2ポイント加算を実施。
実施件数20,000件

(2) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認しま
す。

(2) レジでの声かけを実施。また，声かけの徹底を図るため，
朝礼・研修等を実施。

(3) 繰り返し使えるマイバッグを販売します。 (3) 繰り返し使用できるマイバッグの販売。
販売枚数：30枚

(4) その他，マイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示する
等により，マイバッグの普及を図ります。

(4) マイバッグ持参を呼びかけるポスター，のぼりを掲示する
とともに自社作成のマイバッグカードを入口に設置し，マイ
バッグ持参の普及を図った。

(1) 指定日に，会計時にレジ袋の使用についてお客さまの意
思を確認します。

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客さまの意思を確認。

(2) ＪＡ女性部組織等でマイバッグ運動への協力を呼びかけ
るとともに，繰り返し使用できるマイバッグを販売します。

(2) 繰り返し使用できるマイバッグを販売。

(3) レジ袋無料配布の中止を検討します。レジ袋を使用され
ないお客様には，お買い物総額から２円を値引きする。

(3) レジ袋不要のお客様に対し，お買物総額から2円値引きを
実施。

(4) その他，マイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示する
等により，マイバッグの普及を図ります。

(4) マイバッグ持参を呼びかけるポスター・のぼりを掲示。

㈲ぶどう畑
（１店舗）

(1)

(2)

(3)

(4)

会員に入会されたお客様にマイバッグを提供することによ
り，マイバッグ持参の普及を図ります。
レジ袋を使用しない会員様を対象に，40ポイントで300円
の金券を提供するサービスにおいて１ポイントを加算しま
す。
お買い物点数が少ない場合には，会計時にレジ袋の使用
についてお客様の意思を確認します。
その他，マイバッグの展示等により，マイバッグの普及を
図ります。

(1)

（2）

会員制度の変更により，

レジ袋を使用しない会員様を対象に，３００ポイントで３００
円の金券を提供するサービスにおいて，１ポイントを加
算。

お買い物点数が少ない場合には，会計時にレジ袋の使用
についてお客様の意思を確認します。

28.0% － 38.0% 40.0% 42.0% 42.0% 36.0% 30.9% 55%

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客さまの意思を確認し
ます。

(1) レジ接客時にお客様に対してお買い上げシールの使用の
声かけを実施。

(2) 繰り返し使用できるマイバッグを販売します。 (2) 市のマイバッグキャンペーンへに参加し，お客様へのレジ
袋削減の啓発活動に参加。

(3) その他，マイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示する
等により，マイバッグの普及を図ります。

(3)
(4)

マイバッグ販売のために店内の売り場に商品を陳列。
レジ袋削減協議会への積極的参加を実施。
日本フランチャイズ協会の毎年１０月のキャンペーンのポ
スター等の掲出にも参加。

 レジ袋削減に関する取組状況一覧（報告期間：平成25年4月～平成26年3月）

事業者名
（店舗数）

取組内容 実施状況
平成25年度末の

持参率目標

第
２
次
協
定
参
加
事
業
者

㈱イーマート
（１店舗）

25.0% － 35.0% 35.0% 38.0% 40.0% 38.0% 50%

大塚商店
（１店舗）

13.0% － 15.0% 40.0% 35.0% 35.0% 35.0% 90%

㈱ダイキョープラザ
（3店舗）

30.0% － 35.0% 35.0% 37.0% 37.0% 25.0% 60%

(有)波佐間食料品店
（１店舗）

5.0% － 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 51%20.0%

福岡市農業協同組合
（5店舗）

20.0% － 20.0% 49.0% 48.0% 46.0% 49.0% 50%

（株）ローソン
九州ローソン支社

（１店舗）
0.0% － 1.0% 1.2% 1.2% 1.4% 1.5% 50%1.6%

49.5%

25.0%

50.0%

40.0%

※「協定締結前」 

 第1次：平成19年11月   第2次：平成20年  9月 

 第3次：平成21年  9月   第4次：平成23年11月  第5次：平成24年10月 



                      マイバッグ持参率

協定締結前
（※）

H20.3.31 H21.3.31 H22.3.31 H23.3.31 H24.3.31 H25.3.31 H26.3.31

(1) 繰り返し使用出来るマイバッグを販売します。 (1) ご入会のプレゼントとしてエコバッグを配付。
90％以上は会員です。（H12年以降）

(2) 特別会員になられたお客様に，特典としてマイバッグを無
償提供します。

(2) マイバッグを特別価格105円（税込）で販売。（H12年以降）

(1) レジ袋を使用されないお客様にトライアルカードに3ポイン
ト付与した。

(1) マイバッグ持参（レジ袋不要）のお客様には自社カードに3
ポイント（630円買物相当分）を付与。
（３店舗実施合計　961,760件）

(2) 店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示
する等マイバッグの普及を図ります。

(2) 店内放送およびレジでの声かけで行い，マイバッグ持参を
推進。

(3) レジ袋の無料配布を中止します。 (3) 昨年6月21日よりレジ袋有料化を中止（社方針）

(1) ＜共通＞)会計時にレジ袋の使用についてお客さまの意
思を確認します。

(1) レジ袋の要・不要について，お客様への意思確認を実施。

(2) ＜ステーションフード店＞ DEITOS倶楽部会員であって，
レジ袋を使用しない会員様には，１回のレジ袋ご辞退ごと
に，２ポイント（２円相当）を加算します。
＜シューズハナビシ＞
簡易包装に努めたり，マイバッグ持参の声かけを行うな
ど，マイバッグの推進について，お客様に協力を呼びかけ
ます。
＜コクミン薬局＞
「レジ袋ご不要の方はお申しつけ下さい。」という札を掲示
しています。

(2)

(3)

ステーションフード店ではレジ袋を使用しない会員様に
は，１回のレジ袋ご辞退ごとに，２ポイントを加算。

マイバッグの持参を呼びかけるポスターを掲示(市作成
分）

＜シューズハナビシ＞
同左の内容を実施。

＜コクミン薬局＞

(1) 繰り返し使用できるクリーニング専用のマイバッグを販売
します。

左記4項目を実施。

(2) ECOカードへの新規入会者，継続年会員へマイバッグを
提供します。

(2) 継続年会員へマイバッグを提供は中止。

(3) ECOカード会員のうち，会社のオリジナルマイバッグを利
用した会員には３ポイント，レジ袋不要の会員には１ポイ
ントを付与し，ポイントに応じて割引券を提供します。

(4) 会計時にレジ袋の使用についてお客さまの意思を確認し
ます(1) 従来から実施しているレジ袋の無料配布の中止を継続し
ます

左記3項目を実施。

(2) 繰り返し使用できるクリーニング専用のオリジナルマイ
バッグを販売します。

(3) 利用料金に応じてポイントを付与するサービスにおいて，
クリーニング専用のオリジナルマイバッグとの交換が出来
るサービスを提供します。

 レジ袋削減に関する取組状況一覧（報告期間：平成25年4月～平成26年3月）

事業者名
（店舗数）

取組内容 実施状況
平成25年度末の

持参率目標

第
３
次
協
定
参
加
事
業
者

㈱きょくとう
(180店舗）

50.0% － － 55.0% 56.6% 90.0% 100.0% 50%

㈱トライアルカンパニー
（3店舗）

64.4% － － 66.2% 66.8% 56.0% 56.0% 75%

ＪＲ九州ビルマネジメント㈱
(3店舗）

30.0% － － 40.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50%

㈲博文舎
(12店舗）

42.0% － － 53.0% 56.0% 56.0% 70.0% 70%

㈱やじまや
(24店舗）

65.0% － － 85.0% 85.0% 80.0% 80.0% 90%85.0%

75.0%

50.0%

60.0%

90.0%

※「協定締結前」 

 第1次：平成19年11月   第2次：平成20年  9月 

 第3次：平成21年  9月   第4次：平成23年11月  第5次：平成24年10月 



                      マイバッグ持参率

協定締結前
（※）

H20.3.31 H21.3.31 H22.3.31 H23.3.31 H24.3.31 H25.3.31 H26.3.31

(1) マイバッグをご持参いただいた「ゆめカード」会員様に，値
引積立額３円分を付与します。

(1) マイバッグをご持参いただいた方に値引積立額３円プレゼ
ントを継続。

(2) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認しま
す。

(2) レジでの声かけ，レジ袋の使用について意志を確認。
「ノーレジ袋」カードをレジに設置。

(3) 繰り返し使用できるマイバッグを販売します。 (3) マイバッグの販売を実施。

(4) その他，店内放送やマイバッグ持参を呼びかけるポス
ターを掲示する等により，マイバッグ持参の普及を図りま
す。

(4)

(5)

店内放送，ポスター掲示によりマイバッグの普及を実施。

新規の取組みとして10月にマイバッグキャンペーンの実
施，一斉行動参加に申し込み実施済み

(1) マイバッグをご持参いただいたお客様には，お買物1回に
つきスタンプを1つ押印し，20個押印で50円の割引券とし
て使用できる特典を提供します。

(1) 左記割引券の回収がH25年4月～H26年3月で2,011枚とな
り，定着している。（昨年度比で108.7％の伸び率）

(2) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認しま
す

(2) レジでの声かけを継続して実施。

(3) 繰り返し使用できるマイバッグを販売します。またメールマ
ガジン会員を対象に抽選でマイバッグを無償提供します。

(3) メールマガジン会員に加えて，３ケ月に1度程度抽選会を
実施し，その景品として繰り返し使用できるマイバッグの
無償提供を行った。配布枚数800枚。

(1) レッドキャベツポイントカード会員で，マイバッグをご持参
いただいたお客様には，お買い物1回につき2ポイントを付

(1) レッドキャベツポイントカードが廃止となり，Ｔポイントカード
を取り扱うことになったが，取り組みは継続して実施。

(2) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意志を確認しま
す。

左記の取り組みは継続して実施

(3) その他，マイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示する
等により，マイバッグの普及を図ります。

(1) レジ袋が必要な方には有償（1枚当たり10円）で提供する
取組みを実施しています。

(1) 左記の4項目を実施。

(2) 繰り返し使用できるクリーニング専用バッグを販売し，購
入者には半額券のプレゼントなど様々な特典を付与しま
す。

(3) 衣類等をお持ち帰りの際に，ご家庭で不要になった紙袋
をリユースいただくようにお勧めしています。

(4) その他，マイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示する
等により，マイバッグの普及を図ります。

                      マイバッグ持参率

協定締結前
（※）

H20.3.31 H21.3.31 H22.3.31 H23.3.31 H24.3.31 H25.3.31 H26.3.31

(1) レジ袋を使用しないＴカード会員様に対して，お買いもの１
回につきＴポイントを１ポイント，特典として提供します。

(1) 左記取り組みを実施。

(2) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認します。

(3) 繰り返し使用できるマイバッグを販売します。

(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意志を確認します。 (1) 左記取り組みを実施。

(2) 新規会員にマイバッグを提供します。
(3) その他，マイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示する

等により，マイバッグの普及を図ります。
(1) 会計時にレジ袋の使用についてお客様の意思を確認しま (1) 左記取り組みを実施。
(2) その他，マイバッグ持参を呼びかけるポスターを掲示する

等により，マイバッグの普及を図ります。
(2) 来場記念品でマイバッグを配布。

 レジ袋削減に関する取組状況一覧（報告期間：平成25年4月～平成26年3月）

事業者名
（店舗数）

取組内容 実施状況
平成25年度末の

持参率目標

第
4
次
協
定
参
加
事
業
者

㈱イズミ
(1店舗）

15% － － －

ニューヨーク・エボリューション㈱

(1店舗）
23% － －

－ 13.8% 16.5% 50%16.5%

－ － 32.4% 33.6% 50%

㈱レッドキャベツ
(8店舗）

35% － － － － 55.0% 68.0% 60%

㈱和光舎
（26店舗）

94% － － － － 98.0% 98.0% 94%

 レジ袋削減に関する取組状況一覧（報告期間：平成25年4月～平成26年3月）

事業者名
（店舗数）

取組内容 実施状況
平成25年度末の

持参率目標

第
5
次
協
定
参
加
事
業
者

ＪＲ九州ドラッグイレブン(株)
(24店舗）

－ － － － 33.0% 33.2% 50%

(有)ナカムラ
(68店舗）

－ － － － 95.0% 95.0% 50%

フジデンキ(有)
(1店舗）

－ － － － 40.0% 50.0% 60%

38.3%

95.0%

60.0%

98.0%

68.0%

34.5%

※「協定締結前」 

 第1次：平成19年11月   第2次：平成20年  9月 

 第3次：平成21年  9月   第4次：平成23年11月  第5次：平成24年10月 

※「協定締結前」 

 第1次：平成19年11月   第2次：平成20年  9月 

 第3次：平成21年  9月   第4次：平成23年11月  第5次：平成24年10月 


	【掲示用】取組一覧 (2)

