
１．啓発資材を活用した消費者啓発に取り組む事業者一覧

生活協同組合コープさっぽろ

東北エリア

エステールホールディングス株式会社

株式会社ラルズ

井上食品本店

スーパーキクタ荒井店

えびすやフードセンター飯野店

えびすやフードセンター川俣店

きただ

キッチンマルエ青葉店

Ｇｅｎｋｉ市場よねくら

大石屋サトー

有限会社魚長

おおまちマルシェ

小高ストア

啓発資材を活用した食品ロス削減に取り組む事業者、自治体一覧
（令和３年10月29日現在）

イオン北海道株式会社

北海道エリア

全国エリア

株式会社ローソン

株式会社道南ラルズ

株式会社ファミリーマート

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス　　

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

上小路商店

サイヤ

刈屋商店

スズフクYOUマート大塚店

スーパーエチゴヤ

ｻﾝｸﾞﾘｰﾝﾌﾚｯｼｭ旭屋



株式会社魚松（シティマーケットうおまつ本店、シティマーケットうおまつ上郷店、シティマーケットうおまつ水海道店、
シティマーケットうおまつ古河店、うおまつ石下店）

エステールホールディングス株式会社

関東エリア

株式会社東急ストア

イオンリテール株式会社

高長商店

イオンリテールストア株式会社

ベル山辺店

ベル河北店

マート三沢

ストアー三吉

盛岡屋分店

まるしょうｽﾄｱ金田一

丸健商店

たけさわストア

やすだや

全日食みやぎ台

マルフジ

舘沢食料品店

マート桜台

やましょう

全日食ワタライ

松屋商店

山口屋

牧原商店

ダイクマ

ﾌﾚｯｼｭストア吉田

まるこうさとう

中島ストア

全日食こしど普代店

全日食こしど宇部店

全日食こしど久慈店

中忠商店

マツオスーパー



株式会社とりせん

株式会社キューピット

全日食チェーン（スーパーウスイ）

株式会社増田禎司商店

エステールホールディングス株式会社

生活協同組合ユーコープ

道の駅おかべ・道の駅はなぞの

道の駅しなの

静岡よみうりカントリークラブ

フレッシュフード＆リカーだいまる

清水商事株式会社

合同会社ファンタイム

株式会社平和堂

株式会社ウオロク

北陸エリア

とちぎコープ生活協同組合

福井県民生活協同組合

株式会社マルエツ

和幸

手しごとや　咲くら

農林生協総合売店

東京工芸大学生活協同組合

全日食チェーン（スーパーやまみち）

全日食チェーン（はなしょう）

全日食チェーン北陸協同組合（福井オーナー会）

島屋株式会社

まいばすけっと株式会社

相鉄ローゼン株式会社

全日食チェーン北陸協同組合（能登オーナー会）

全日食チェーン北陸協同組合（加賀オーナー会）

全日食チェーン北陸協同組合（富山オーナー会）

全日食チェーン長野協同組合



株式会社近鉄百貨店

エステールホールディングス株式会社

生活協同組合コープみえ　まつさか店・みやがわ店

全日食チェーン（マルナカストアー）

全日食チェーン（みかわや）

全日食チェーン（駒塲店（すぎやま））

全日食チェーン（総合食品マルヨ）

全日食チェーン（ＤＡＩＤＯオレンジマート）

全日食チェーン（高砂屋）

全日食チェーン（南部ショッピングセンター）

全日食チェーン（スーパーよしかね野依台店）

全日食チェーン（ほなみ）

全日食チェーン（Mamma （マンマ））

全日食チェーン（アニーズ三平）

全日食チェーン（みどりや）

全日食チェーン（おおたにや）

ユニー株式会社

トヨタ生活協同組合

全日食チェーン（マルソウ）

生活協同組合コープあいち

全日食チェーン（長栄軒）

株式会社平和堂

スーパーサンシ株式会社

近畿エリア

大阪よどがわ市民生活協同組合

株式会社とよはた　生鮮市場ベリー

株式会社アオキスーパー

株式会社中京クッキング

全日食チェーン（イワタケ日の出エール）

東海エリア

株式会社ぎゅーとら



生活協同組合おかやまコープ

市民生活協同組合ならコープ

株式会社近鉄百貨店

株式会社エースワン

株式会社ウエル

株式会社マルヤス

生活協同組合おおさかパルコープ

株式会社MAPPYLABO

株式会社エーコープ鹿児島

イオン九州株式会社

エステールホールディングス株式会社

株式会社イズミ

株式会社伊予鉄髙島屋

株式会社サンプラザ（高知県）

株式会社沖縄ファミリーマート

全日食チェーン四国協同組合

全日食チェーン四国協同組合

株式会社Aコープ九州

イオン琉球株式会社

鹿児島県職員生活協同組合

株式会社サンプラザ（大阪府）

厨幾松

株式会社糸プロジェクト

株式会社平和堂

株式会社ハートフレンド

株式会社トーホーストア

中国四国エリア

九州・沖縄エリア

株式会社イズミ

エフコープ生活協同組合

金秀商事株式会社

株式会社フジ

株式会社マルイ・株式会社サンインマルイ・株式会社米子マルイ



株式会社ローソン南九州

生活協同組合コープかごしま

株式会社ローソン沖縄

株式会社リウボウストア

株式会社ゆめマート熊本

株式会社トキハインダストリー

株式会社西鉄ストア

株式会社ポールスター（ケンタッキー・フライド・チキン）

株式会社マルミヤストア

株式会社ＪＡおきなわＡコープ

株式会社サンエー

株式会社丸大

株式会社セブン-イレブン・沖縄

 株式会社野嵩商会（フレッシュプラザユニオン）

農事組合法人福栄組合

生活協同組合くまもと

株式会社新鮮マーケット

株式会社山形屋ストア

生活協同組合コープおきなわ

※実際に啓発資材を活用している店舗の所在地ごとに掲載しております。したがって、店舗がエリアをまたがる場合
は、同じ事業者名が複数回記載されることとなります。

ＪＡおきなわファーマーズマーケット



２．啓発資材を活用した食品ロス削減の推進を行う自治体一覧

北海道エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

北海道 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/data/advance/leftover.html

・令和3年度ごみ減量キャンペーン
https://www.city.sapporo.jp/seiso/gomi/genryo/campaign.html

・事業系生ごみの削減
https://www.city.sapporo.jp/seiso/foodloss/foodloss.html

函館市 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2019031300032/

東北エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

青森県 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/namagomigenryo.html

秋田県 ―

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/recycle/1038691.html

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/recycle/1005659.html

福島県 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/foodloss.html

みやぎの食べきりモデル店舗
https://www.pref.miyagi.jp/site/tabekirimodel/index.html

みんなで減らそう食品ロス
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/foodloss.html

山形県
みんなで減らそう食品ロス！
https://www.pref.yamagata.jp/050010/kurashi/kankyo/recycle/syokuhinnrosusakugen.html

秋田市 https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1021994/1030942.html

一関市 https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,99052,54,html

仙台市 https://www.gomi100.com/3r/food-loss/

弘前市 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gomigenryo/super_syokuhinrosu.html

関東エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

茨城県 https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shijun/kikaku/temaedori.html

神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/temaedori.html

群馬県 https://www.pref.gunma.jp/04/e16g_00029.html

埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0507/foodloss-sakugen.html

静岡県 https://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/tabekiri/torikumi.html

千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/ceeco/index.html

東京都 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/recycle/tokyo_torikumi/food_waste.html

栃木県 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/syokuhinnross/tochigisyokuhinnross.html

長野県 https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/shigen/kenminundo/index.html

山梨県 https://www.pref.yamanashi.jp/shokuhin-st/shokuhinrosusakugen.html

足利市 ―

熱海市 https://www.city.atami.lg.jp

札幌市

宮城県

岩手県



磐田市 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_recycle/gomi/1001452/1007658.html

川越市 https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/gomi/genryo_recycle/foodloss.html

静岡市 ―

松本市
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/kankyojoho/haikibutu/syokuhin_loss/syokuhin_loss
.html

横浜市 http://www.food-love.jp/sanka/03.html

玉村町 https://tamamurafoodbank.jimdofree.com/

松戸市 https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/gomi_shinyou/genryou/shokuloss.html

宮代町 http://www.town.miyashiro.lg.jp/0000017725.html

北陸エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

石川県 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/syokuhinloss/syokuloss.html

https://foodlosszero.jp/business/tabekiri-3015

https://foodlosszero.jp/business/tabekiri-size

新潟県 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/haikibutsu/1356851678476.html

福井県 https://info.pref.fukui.lg.jp/junkan/tabekiri/

東海エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

愛知県 http://kankyojoho.pref.aichi.jp/foodloss/consumer.html

岐阜県 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/18593.html

・小売店レールポップ
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0012700088.htm

・飲食店ポスター
https://www.pref.mie.lg.jp/HAIKIK/HP/m0058000109.htm

犬山市 https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/gomi/1005044/1004104.html

北名古屋市 https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kankyo/1300148.php

近畿エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

京都府 http://www.pref.kyoto.jp/syokuloss/index.html

https://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/foodloss/

https://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/foodloss/syokurosugekkan.html

食品ロス削減のための「てまえどり運動」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf13/temaedori.html

ひょうごフードドライブ運動
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk19/hyogofooddrive.html

和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031800/reduce_foodloss.html

滋賀県 http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/haikibutsu/314578.html

奈良県 https://www.pref.nara.jp/53363.htm

大阪市 ―

神戸市 https://www.city.kobe.lg.jp/a48889/business/kankyotaisaku/enterprise/temaedori/index.html

京都市 http://sukkiri-kyoto.com/oshiraseinfo/5959.html

三重県

富山県

大阪府

兵庫県



食品ロス削減の取り組み「姫路市食品ロスもったいない運動」について
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000000297.html

姫路市食品ロス削減啓発動画
「サイキックKIKUちゃんの食品ロスもったいない運動」
https://youtu.be/N0ib-uXvh0I

栗東市 ―

中国・四国エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

愛媛県 http://www.pref.ehime.jp/h15700/kaimono-campaign/kaimono-campaign_r03.html

https://www.pref.okayama.jp/page/745367.html

https://www.pref.okayama.jp/page/731543.html

https://www.pref.okayama.jp/page/691265.html

https://www.pref.okayama.jp/page/683079.html

香川県 https://www.pref.kagawa.lg.jp/haitai/loss/s98528171005194745.html

高知県 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/2021071300019.html

島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/syoku/shohi/kurasi_info/temaedori_download.html

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/5047618/

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/kankyosyutogakkou/program/5030201/

https://www.youtube.com/channel/UC8_Yz17Q1AKpRDJbWMBD17w/videos

鳥取県 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=236277 

山口県 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15700/24shokuhin/24shokuhin.html

井原市 http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020081800014/

西条市 https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kankyo/oisiibabekiri-saijyo.html

九州・沖縄エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

冷蔵庫スッキリ大作戦で食品ロスを減らしましょう
https://www.pref.oita.jp/soshiki/13060/reizouko-sukkiri.html

Good　Choiceで食品ロスをなくしましょう
https://www.pref.oita.jp/soshiki/13060/goodchoice-syokuhinrosu.html

おいしい食べきりキャンペーン
https://www.pref.oita.jp/soshiki/13060/tabekiri.html

鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ab11/kurashi-kankyo/syohi/syokuhinrosu/shokuhinrosu.html

熊本県 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/55/61512.html

佐賀県 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00382573/index.html

①長崎県HP　資源循環推進課　食品ロス対策
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/haikibutsu-recycle/foodloss/

②食品ロス削減～ながさき食ロスゼロを目指して～（外部）
https://www.kankyokatsudo-e.net/eco_healthy/topPage.php

福岡県 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shoku-loss.html

宮崎県
みやざき食べきり宣言プロジェクト
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/junkansuishin/kurashi/shizen/20160729155545.html

https://www.pref.okinawa.lg.jp/churahome/549/index.html#target/page_no=3

https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kohokoryu/kense/publicity/kohoshi/kohoshi/back/20
21/documents/cyura10_09.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=gSKfuTG6KOw&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blUL
aU6&index=4

北九州市 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/01100060.html

長崎県

岡山県

徳島県

沖縄県

大分県

姫路市



鳥栖市 https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/17/28520.html

福岡市 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/jigyoukeigomi/hp/mottainaitabenokosi_zero.html

枕崎市 https://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/shimin/18499.html

宗像市 https://city.munakata.lg.jp/w021/010/030/040/0850/20210922120445.html

北海道エリア･･･北海道
東北エリア･･･青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東エリア･･･茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県
北陸エリア･･･新潟県、富山県、石川県、福井県
東海エリア･･･岐阜県、愛知県、三重県
近畿エリア･･･滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国エリア･･･鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄エリア･･･福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※事業者、自治体ともに、当省の募集にご応募いただいたところを掲載しています。

※応募様式記載の住所をもとに、エリア分けを行っております。ポスター掲載地域はこのエリアに限定されるものでは
ありません。


