まちだエコ宣言登録事業者一覧

事業所名

小田急百貨店 町田店

所在地

原町田6-12-20

玉川珈琲倶楽部（株式会社 町田珈琲） 玉川学園2-7-13

株式会社タウンツアーズ

中町2-6-11

ロプチュー紅茶 玉川学園店

玉川学園1-22-20

愛知金物建材株式会社

木曽西3-12-16

スターバックスコーヒー 鶴川店

能ヶ谷1-5-1 小田急マルシェ鶴川2

ニューヨーカーズカフェ町田店

森野1-13-14 日生町田ビル1階

株式会社 ユニロック

小山ヶ丘2-2-5-13

株式会社ケイアンドエム

鶴間1-20-5 K＆Mビル

FC町田ゼルビア

大蔵町550

株式会社 和広

小山ヶ丘2-2-5-9

2020年度取り組み概要
○マイバッグなどを持参した小田急ポイントカード会員のお客
様に、マイバッグポイント（1ポイント）を付与する「マイバッグ
キャンペーン」を推進
○鶴川駅、相模大野駅、海老名駅の小田急電鉄管轄駐車場
を利用した「パーク＆ライド」を実施、自動車から鉄道へのシフ
トによる環境負担の軽減を推進
○社内で環境方針を定め、省エネルギーの推進、省資源の推
進、廃棄物の削減とリサイクルを推進
○町田市の発泡トレー回収BOXを設置、リサイクル推進運動
に協力
○環境省や日本百貨店協会のさまざまな環境キャンペーンに
参加。「環境月間」「スマートラッピング」の推進、「クールビズ・
ウォームビズ」など
○食品廃棄物は「小田急エコロジーセンター※」で豚の飼料と
することにより、食品リサイクルを推進。
※（株）小田急ビルサービスの食品リサイクル事業
○マイボトルOK店への参加
○レジ袋削減の取り組み
○袋（缶）を持参の方で豆を購入の方10％増量サービス
○LED照明の導入
○レジ袋削減の取り組み
○エコドライブの実施
○ハイブリッドカーの使用
○による電気使用量の削減
○クールビズ・ウォームビズの実施
○使用済切手の回収
○リサイクルコピー用紙の使用
○マイバックの推進
○まちだエコ宣言活動の普及活動
○エコキャップの回収
○マイカップの使用
○冷暖房の適正温度設定
○エコボトルの使用
○ダンボールのリサイクル
○5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動によるごみ削減の推進
○毎月第一月曜日に鎌倉街道（会員14名で旭町体育館から
森野３丁目信号までゴミ拾いを実施）
○レジ袋不要（エコバッグ）
○マイボトルOK店への参加
○エコドライブを実施
・安全運転講習を実施（急発進及び急ブレーキをしないよう
徹底、安全速度順守の徹底）
・燃料の節約
○洗浄水の再利用
・洗車水や水まき（場内）に活用
○LED照明等の導入利用
○タンブラー使用推進
○マグカップ利用のオススメ（店内ご利用のお客様へ）
○マイカップ・マイボトル・マイバッグご利用時20円引き
○お持ち帰り時、袋削減のご案内
○タンブラー・エコバッグの販売
○「エコアクション21」の認証を継続し、環境配慮活動を実施
○ダンボール、古紙、鉄、プラスチック等のリサイクル
○電力・ガス使用量の削減
○化学物質管理の推進
○残業時間の削減
○防災活動「逃げろ逃げよう運動」の推進
○ISO14001の運用により、太陽光発電・蓄電システムの普及
拡大
○ゴミ分別の徹底による可燃ゴミの削減
○エコカー導入（PHV車1台、ハイブリッド車5台導入）によるガ
ソリン等燃料の削減
○社内照明をLEDにし、使用電力を削減
○町田市の環境施策の推進に関する協定に基づき、まちだエ
コ宣言制度の普及活動として、各種キャンペーンやイベントへ
のマスコット派遣およびホームゲーム会場にてPRブースを提
供
○クラブの広報媒体にて広報活動を実施
○「エコアクション21」認定企業として登録し、各種の環境活動
に努めた
○ＬＥＤ照明導入し、デマンド監視装置により使用過多を抑制
○岩手県一関市、オフセット・クレジット購入し（10t－CO2）森
林づくりに貢献
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事業所名

社会福祉法人共働学舎

所在地

小野路町2157

社会福祉法人 三泉会 ゆうき山保育園 金井町2938-14

株式会社 三凌商事

木曽東1-34-6

渋谷クリーニング

木曽東4-18-12

カフェ サニーブーニー

玉川学園5-1-5

コープときわ店

常盤町3170-1

ミニコープ成瀬店

成瀬2299

ミニコープ鶴川店

鶴川1-21-7

2020年度取り組み概要
○太陽熱温水器、太陽光発電システムの利用
○雨水利用
○送迎車での廃油燃料使用
○ハイブリッドカー、電気自動車の使用
○木材チップの堆肥利用
○LED照明の導入
○ソーラーパネルによる再生可能エネルギー使用
○雨水および、夏場のプール廃水を利用し、屋上にスプリンク
ラーによる散水
○緑のカーテン実施
○コンポストの利用による生ごみの削減
○ビニール、プラスチック類の分別区分とその収集
○LED照明への切り替え完了
○燃料電池エネファーム稼働
○エコアクション21による環境配慮活動の実施
○環境イベント参加による社員の環境意識改革を図る
○エコドライブの励行
○廃棄物のリサイクル化を実施
○クールビズ・ウォームビズの実施による省エネの推進
○もったいない市に参加 リユース 食器類、その他いろいろ
※2011年の大震災から今までに31万円寄付（日本赤十字社を
通じて）
○町田エコフェスタに参加
○ふろしき講座（木曽安心相談室にて）
エコ！古傘の再利用で大きなふろしき
レジ袋削減、防災に役立つリュックサック、羽織ベスト、その他
→ふろしき講座の回数を多くします
※YouTube・ふろしき検索していただくと、ふろしきの結び方が
いろいろとご覧いただけます。
○ゴミの減量化（割りばしの廃止）
○月一回の環境美化（周辺のゴミ拾い）
○リターナルびんの使用（ビール、コーラ、ジンジャエール）
○マイボトルの利用推進
○裏紙の利用（コピー）
○LED化
○レジ袋削減の推進：レジ袋辞退率84.5％（2019年4月～2020
年3月累計）
○リサイクルの推進：飲料用紙パック、ペットボトル、食品ト
レー、たまごパック、アルミ缶、キャップ（飲料用ペットボトルが
対象）を回収リサイクル
○食品廃棄物の削減：コープみらいが所属するコープデリ連
合会が第7階食品産業もったいない大賞農林水産省食糧産業
局長賞を受賞しました。
○環境配慮商品の普及：コープデリ連合会がエコマークアワー
ド2019優秀賞を受賞しました。
○温暖化防止自主行動計画（CO2排出量の削減）の推進
○レジ袋削減の推進：レジ袋辞退率89.6％（2019年4月～2020
年3月累計）
○リサイクルの推進：飲料用紙パック、ペットボトル、食品ト
レー、たまごパック、アルミ缶、キャップ（飲料用ペットボトルが
対象）を回収リサイクル
○食品廃棄物の削減：コープみらいが所属するコープデリ連
合会が第7階食品産業もったいない大賞農林水産省食糧産業
局長賞を受賞しました。
○環境配慮商品の普及：コープデリ連合会がエコマークアワー
ド2019優秀賞を受賞しました。
○温暖化防止自主行動計画（CO2排出量の削減）の推進
○レジ袋削減の推進：レジ袋辞退率89.7％（2019年4月～2020
年3月累計）
○リサイクルの推進：飲料用紙パック、ペットボトル、食品ト
レー、たまごパック、アルミ缶、キャップ（飲料用ペットボトルが
対象）を回収リサイクル
○食品廃棄物の削減：コープみらいが所属するコープデリ連
合会が第7階食品産業もったいない大賞農林水産省食糧産業
局長賞を受賞しました。
○環境配慮商品の普及：コープデリ連合会がエコマークアワー
ド2019優秀賞を受賞しました。
○温暖化防止自主行動計画（CO2排出量の削減）の推進
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事業所名

所在地

ゴスペル・カフェ合同会社

つくし野 1-22-32

町田市農業協同組合

森野2-29-15

伸永サービス株式会社

中町4-13-19

多摩高度化事業協同組合（まちだテクノ
小山ヶ丘2-2-5-8
パーク）
太陽の子町田駅前保育園

原町田6-17-8クオーレ1階

町田自然幼稚園

忠生2-7-5

山ゆり幼稚園

本町田3450

成瀬くりの家保育園

成瀬1-5-1

第二わかくさ保育園

木曽西5-1-1

たかね第二保育園

山崎町1540-5

鶴間幼稚園

南町田2-12-1

正和幼稚園

山崎町2261-1

2020年度取り組み概要
○エアコンの設定を、暖房は１９度、冷房は２８度に設定（弱
冷・弱暖）
○町田市マイボトル等推進協力店（店オリジナルタンブラーご
利用の方、2杯分へ増量）
○ビン容器等をリユースする、生活クラブの「グリーンシステ
ム」に参加
○環境省のプログラム、「Warm Share」および「Cool Share」の
対象店として参加
○お持ち帰り商品では、お客様の理解を求めつつ簡易包装を
実施
○環境負荷軽減を目的としてエコ農産物認証制度を農家の
方々に推進
○クールビズを実施し、過度のエアコン使用の抑制
○使用済み切手の回収
○営業車の低燃費車への入れ替え
○レジ袋有料化によるレジ袋削減の取組
○ゴミ分別による可燃ごみの削減
○エコドライブの実施
各社用車に燃費計を設置し、目標燃費を設定してエコドライブ
を推進
○リサイクルコピー用紙の使用
社内で使用するコピー用紙をリサイクルコピー用紙に変更
1年間の使用数を集計し、1か月の平均使用枚数を算出、使用
量を削減
○電気使用量の削減
平成22年度～平成24年度にかけて20％削減した電気使用量
を今年度も同水準で維持
○組合全体でのカーシェアリング
○環境省認定「Ｊ－Ｖｅｒクレジット」によるCO2 20ton分の吸収
量を購入。
○組合内各企業に対するエコアクション21への参加推進。
・緑のカーテン実施
・空調設定温度の調整
・緑のカーテンの実施
・太陽光発電
・裏紙の利用
・花の水やりに井戸水利用
・落ち葉を腐葉土利用 など
・LED照明の設置
・ソーラーパネルによる再生可能エネルギーの使用
・プール排水を利用した打ち水
・古紙など再利用できるものは細かくし、分別して出す
・冷暖房の温度設定
・緑のカーテン実施
・裏紙利用 ・自家栽培 ・３R取組み
・節電、LED照明 ・節水 ・ノー残業実施
・緑のカーテンの実施
・両面コピーや裏紙の利用
・こまめな消灯
・エコキャップ、カートリッジ、ベルマーク、古切手回収
・子ども達とともに近隣の清掃
・緑のカーテンの実施
・両面コピーや裏紙の利用
緑のカーテンの実施、こまめな消灯、省エネ設備の導入、両面
コピーや裏面の利用、エネルギー診断の実施、クールビズ・
ウォームビズへの取組み
井戸水を花壇の水やりやトイレ水洗に利用
ゴーヤ等の緑のカーテン実施 3Rへの取り組み レジ袋の削
減
「ゴミと環境の出前講座」を受け、身近なところから分別に興味
を持ったり
資源の大切さを知る LED照明等省エネ設備の導入 両面コ
ピーや裏紙の利用
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事業所名

（株）丸井 町田マルイ

東京都住宅供給公社 町田窓口セン
ター

ねむの木保育園

ミニストップ町田市役所店

東京電力パワーグリッド株式会社
多摩総支社町田事務所

電化の総合サービス ECS

株式会社 イズミ

（株）東急ハンズ 町田店
株式会社ツカモトマーケット
株式会社カミコネ
キーズカフェ町田市役所店

クリエイトS・D 町田山崎店

所在地

原町田6-1-6

2020年度取り組み概要
○お客様と一緒に取り組むファッションを通じた社会貢献とし
て、衣料品・靴を再利用する｢循環型ファッション｣の取組みの
推進
店頭でお預かりした衣料品を、「被災地支援」、「途上国支
援」、マルイ店頭での「衣料品リユースマーケットでの販売」な
どに有効活用
○上記の活動を「町田エコフェスタ」に参加しPR
○さんあーる広場inシバヒロに参加
○管内で発生する資源ごみを徹底して分別し、行政のリサイク
ル活動に参加

○照明の節電
○クールビズ及びウォームビズの取組み
○再生紙の使用
原町田5-8-18きめたハウジング第21ビル
○グリーン購入の推進
3階
○エコキャップ運動
○マイカップの使用
○エコドライブの実施
・緑のカーテンの実施
・こまめな消灯
・画用紙の紙端の再利用
金森東3丁目17-25
・両面コピーや裏紙の利用
・落葉で腐葉土づくりを行っている
・ごみ出前講座の利用
・コンポストの利用
・レジ袋削減の取組み
森野2-2-22
・アイドリングストップの推進（納品業者へ）
○ゴミの分別と削減の取組
〇緑のカーテンの実施
○クールビズ活動による節電
○エコキャップ・ベルマーク運動
町田市原町田5-14-1
○ノー残業デーの実施（水曜日）
○紙ごみの削減（デジタル化・裏面活用）
○看板LEDは（投光器・ライン照明・スティッチ）は日中ソーラー
発電し、バッテリーに充電 夜になると自動点灯するシステム
を使用。○まちだエコ宣言制度の普及活動として、お客様へ
LED等・省エネ家電の推進活動
○ゴミ分別の徹底による可燃・不燃物の削減（再資源可能な
物の分別）
金森4-29-8
（ダンボール、古紙、鉄、有価金属等、プラスチックなどのリサ
イクル）
○電動自転車を使用しての訪問
○エコドライブ・安全運転の実施
○店舗前、緑のカーテン実施
○環境・子ども教育に配慮した店舗前でのアゲハチョウ育成
○エコアクション21認証・登録
・取扱製品販売による社外省エネの推進
・電気使用量削減
小山ヶ丘2-2-5-8 まちだテクノパーク セ ・ガソリン使用量削減
ンタービル2階
・化学物質（保管分）の管理
・廃棄物排出量削減
・水使用量削減
・エコマーク商品購入推進
○使用していない電源や水道の節減を継続して促進
○LED照明による省電力化
原町田6-4-1 町田東急ツインズ6F・7F
○使用する包装資材を環境負荷の低減に配慮した素材へ順
次変更。
○エコドライブの実施
高ヶ坂7-17-10
○両面コピーや裏紙の利用
○エコドライブの実施
中町1-4-2 町田新産業創造センター202 ○湯たんぽの使用
○バイオマス袋の利用促進
・少しでも持ち帰り用のカップの廃棄が少なくなるよう、タンブ
森野2-2-22
ラー持参の方にはドリンク（コーヒーのホット/アイス）の割引を
・買物袋ご持参を推奨
・空調温度の適正設定およびクールビズの推奨
・ISO14001の認証取得、その継続
木曽西5-43-30
・社内連絡文書等のペーパーレス化
・ゴミ分別の徹底と従業員教育
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事業所名

所在地

クリエイトS・D 南成瀬店

南成瀬4-3-1

クリエイトS・D 町田金森店

金森2-21-15

クリエイトS・D 町田南大谷店

南大谷179-1

クリエイトS・D 新町田小山店

小山町772-5

クリエイトS・D 町田金井店

金井4-23-33

クリエイトS・D 町田金井木倉店

金井2-19-19

クリエイトS・D 町田木曽西店

木曽西5-6-3

クリエイトS・D 町田小川店

小川7-2-1

（株）三和 山崎店

山崎町字9号1343番2

（株）三和 鶴川店

真光寺1-25-1

（株）三和 町田 三輪店

三輪町281-1

（株）三和 アメリア三和 町田根岸店

根岸2-18-1

（株）三和 小山田店

小山田桜台1-20

2020年度取り組み概要
・買物袋ご持参を推奨
・空調温度の適正設定およびクールビズの推奨
・ISO14001の認証取得、その継続
・社内連絡文書等のペーパーレス化
・ゴミ分別の徹底と従業員教育
・買物袋ご持参を推奨
・空調温度の適正設定およびクールビズの推奨
・ISO14001の認証取得、その継続
・社内連絡文書等のペーパーレス化
・ゴミ分別の徹底と従業員教育
・買物袋ご持参を推奨
・空調温度の適正設定およびクールビズの推奨
・ISO14001の認証取得、その継続
・社内連絡文書等のペーパーレス化
・ゴミ分別の徹底と従業員教育
・買物袋ご持参を推奨
・空調温度の適正設定およびクールビズの推奨
・ISO14001の認証取得、その継続
・社内連絡文書等のペーパーレス化
・ゴミ分別の徹底と従業員教育
・買物袋ご持参を推奨
・空調温度の適正設定およびクールビズの推奨
・ISO14001の認証取得、その継続
・社内連絡文書等のペーパーレス化
・ゴミ分別の徹底と従業員教育
・買物袋ご持参を推奨
・空調温度の適正設定およびクールビズの推奨
・ISO14001の認証取得、その継続
・社内連絡文書等のペーパーレス化
・ゴミ分別の徹底と従業員教育
・買物袋ご持参を推奨
・空調温度の適正設定およびクールビズの推奨
・ISO14001の認証取得、その継続
・社内連絡文書等のペーパーレス化
・ゴミ分別の徹底と従業員教育
・買物袋ご持参を推奨
・空調温度の適正設定およびクールビズの推奨
・ISO14001の認証取得、その継続
・社内連絡文書等のペーパーレス化
・ゴミ分別の徹底と従業員教育
・ リサイクル推進店への参加
・ マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
・ 容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
・ 食品、廃油などのリサイクル回収
・ クールビズ運動の全店同時実施
・ 省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
・ リサイクル推進店への参加
・ マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
・ 容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
・ 食品、廃油などのリサイクル回収
・ クールビズ運動の全店同時実施
・ 省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
・ リサイクル推進店への参加
・ マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
・ 容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
・ 食品、廃油などのリサイクル回収
・ クールビズ運動の全店同時実施
・ 省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
・ リサイクル推進店への参加
・ マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
・ 容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
・ 食品、廃油などのリサイクル回収
・ クールビズ運動の全店同時実施
・ 省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
・ リサイクル推進店への参加
・ マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
・ 容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
・ 食品、廃油などのリサイクル回収
・ クールビズ運動の全店同時実施
・ 省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）

まちだエコ宣言登録事業者一覧

事業所名

所在地

（株）三和 フードワン森野店

森野3-15-22

（株）三和 フードワン多摩境店

小山ヶ丘6-1-10

（株）三和 中町店

中町3-1-11

（株）三和 栄通り中町店

中町1-8-2

（株）三和 境川店

木曽東1-37-22

（株）三和 玉川学園店

玉川学園2-11-26

（株）三和 木曽店

木曽東4-18-1

（株）三和 小川店

金森4-1-2

（株）三和 金井店

金井町1-44

（株）三和 忠生店

木曽西2-17-21

（株）三和 町田大谷店

南大谷216-1

町田市資源協同組合

下小山田町3267番地

井の花保育園

大蔵町530-1
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リサイクル推進店への参加
マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
食品、廃油などのリサイクル回収
クールビズ運動の全店同時実施
省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
リサイクル推進店への参加
マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
食品、廃油などのリサイクル回収
クールビズ運動の全店同時実施
省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
リサイクル推進店への参加
マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
食品、廃油などのリサイクル回収
クールビズ運動の全店同時実施
省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
リサイクル推進店への参加
マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
食品、廃油などのリサイクル回収
クールビズ運動の全店同時実施
省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
リサイクル推進店への参加
マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
食品、廃油などのリサイクル回収
クールビズ運動の全店同時実施
省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
リサイクル推進店への参加
マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
食品、廃油などのリサイクル回収
クールビズ運動の全店同時実施
省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
リサイクル推進店への参加
マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
食品、廃油などのリサイクル回収
クールビズ運動の全店同時実施
省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
リサイクル推進店への参加
マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
食品、廃油などのリサイクル回収
クールビズ運動の全店同時実施
会議室、応接室の消灯、エアコンの稼動管理
省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
リサイクル推進店への参加
マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
食品、廃油などのリサイクル回収
クールビズ運動の全店同時実施
省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
リサイクル推進店への参加
マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
食品、廃油などのリサイクル回収
クールビズ運動の全店同時実施
省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）

・ リサイクル推進店への参加
・ マイバック持参運動の推進（レジ袋無料配布廃止）
・ 容器、包装の回収、レジ袋廃止を地域と協働し推進している
・ 食品、廃油などのリサイクル回収
・ クールビズ運動の全店同時実施
・ 省エネ設備の積極的導入（ＬＥＤ照明への変更など）
・エコドライブの実施
〇緑のカーテン実施
〇デマンドを設置し、電気の見える化による節電
〇コンポスト利用による生ごみの削減
〇裏紙利用や古紙・段ボールなどの地域資源回収への協力

まちだエコ宣言登録事業者一覧

事業所名

所在地

2020年度取り組み概要

〇クールビズの取組み
〇レジ袋の削減
〇エアコン温度（夏28℃、冬20℃）
株式会社 岡直三郎商店
旭町1-23-21
〇両面コピーや裏紙の利用
〇ノー残業デー
〇こまめな消灯
〇緑のカーテンの実施
〇両面コピーや裏紙の利用
田園保育園
南町田3-1-1
〇こまめな消灯
〇可能な限り自転車通勤
〇クールビズ・ウォームビズの取組み
〇レジ袋の削減
ホームデリカTAICHI
成瀬ヶ丘3-4-12
〇省エネ設備の導入
〇両面コピーや裏紙の利用
〇商品のプラ個包装の削減
〇炭酸水製造によるペットボトル削減
〇レジ袋の削減
町田焙煎珈琲株式会社
本町田3450-12
〇こまめな消灯
〇エコドライブの実施
〇製造時に出るコーヒーかす（チャフ）の堆肥利用
〇タンブラー使用推進
スターバックスコーヒー町田パリオ店
森野1-15-13 パリオビル
〇店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
〇タンブラー使用推進
スターバックスコーヒールミネ町田店
原町田6-1-11
〇店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
スターバックスコーヒー町田東急ツインズ 原町田6-4-1 町田東急ツインズウエスト 〇タンブラー使用推進
店
3階
〇店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
〇タンブラー使用推進
スターバックスコーヒーぽっぽ町田店
原町田4-10-20
〇店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
〇タンブラー使用推進
スターバックスコーヒー小田急町田駅店 原町田6-12-20
〇店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
〇タンブラー使用推進
スターバックスコーヒー町田金森店
金森3-1-10
〇店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
スターバックスコーヒー南町田グランベ
〇タンブラー使用推進
鶴間3-4-1 南町田グランベリーパーク
リーパーク店
〇店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
〇タンブラー使用推進
スターバックスコーヒー多摩境店
小山が丘3-2-8
〇店内ご利用のお客様へマグカップ利用のオススメ
〇緑のカーテンの実施
○エコドライブの実施
はまざき家電
金井ヶ丘1-22-8
○クールビズ・ウォームビズへの取組み
○こまめな消灯
○両面コピーや裏紙の利用
〇3Rへの取組み
〇レジ袋の削減
L-TOPソピック
南つくし野4-18-5
〇自転車通勤
〇営業時間外は照明を消す

