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リユースに＋

の楽しさを

モノを捨てない人と
日本中のリユースショップをつなぐ
ECOサイト

リユースを楽しむライフスタイルを提案します

コミュニティサイト
「うるハピ.com」
月額3,000円でご利用になれます！

株式会社フォー・ユー
さいたま営業本部
331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町 2-275
TEL.048-669-0881 FAX.048-669-0882

http://www.foryou-inc.co.jp/

本は天下のまわりモノ
ブックマートグループは、
『本』
を大事にできる書店で在りたい

株式会社トレジャー・ファクトリー
代表取締役社長

野坂英吾

121-0816東京都足立区梅島3-32-6第8矢島新ビル8F
TEL.03-3880-8822 FAX.03-3880-8824

http://www.treasure-f.com/

本に未来を。
古本・メディアリサイクル商品の
販売支援を通じ、植林を応援します。

アンツ（有限会社イーブックスパイダー＆有限会社TPC）
540-0039 大阪市中央区東高麗橋 1-6
清水不動産ビル 301
TEL/FAX.06-6949-1355

出版社が創る本は１年間で約１４億冊。残念ながら、その中の
５億冊が返本され、１億冊はそのまま裁断・廃棄されています。
紙は大事な環境資源です。新本も古本も全ての本を大切にし、
江戸時代のような循環型社会をつくることを目指します。

http: // www.amts.jp /

ＰＣ のリユースで
ＣＯ２削減 に貢献
年間 38,700t の削減実績

株式会社パシフィックネット
108-0014 東京都港区芝 5-20-14 三田鈴木ビル 6Ｆ
TEL.03-5730-1442 FAX.03-5730-1426

http://www.prins.co.jp /

いいモノ・いい店・いい笑顔

リユースを通して
循環型社会に貢献します

家電を売るなら

子どもたち、
未来の人と地球のために

実践します

182-0012 東京都調布市深大寺東町4-2-10
TEL.042-480-6655 FAX.042-480-5533

世界中のこどもたちが
おなかいっぱい笑顔になるように

株式会社イーエックス
245-0065 横浜市戸塚区東俣野町 975-1
TEL.045-852-3111 FAX.045-852-3148
代表取締役 大小原 徹

http: // www.recycle-expert.com /

株式会社ハードオフコーポレーション

リユースを通じて、

957-0063 新潟県新発田市新栄町 3-1-13
TEL.0254-24-4344 FAX.0254-26-5848

環境保全活動に努めます

中古品の有効利用、
再販売を推し進めます！

272-0143
千葉県市川市相之川 4-15-6
TEL.047-358-4635
FAX.047-358-4638

http://www.sunset-co.jp/

104-0061 東京都中央区銀座 2-11-8
TEL.03-3541-6711 FAX.03-3541-6733

キングファミリーは
衣料のリサイクルとリユースを通じ
環境負荷の低減に貢献します

「リサイクル・買取業者比較」スタート!!
オークション過去相場検索サイトの
オークファンがリサイクルを応援します！

衣料は大切な資源であるという認識の下

株式会社オークファン

その有効利用を通して、
環境・社会の役に立つ企業を目指し
歩を緩めることなく前進し続けます。

リサイクルを通じて実行すること

一、物と心の橋渡し役
一、高齢化社会と情報化社会の橋渡し役

150-0012 東京都渋谷区広尾 1-3-14
ASAX 広尾ビル 5F
TEL.03-5423-7815

私たち
キングファミリーは
植林を
応援します

（常にベストを尽くすという影響力の拡大 / 人力販売）

貴金属売るならゴールドプラザへ！

株式会社メディエイター
819-0002 福岡県福岡市早良区西新 5-1-31
TEL.092-846-6247 FAX.092-846-6257

代表取締役社長 黒川芳秋
http: // www.kingfamily.co.jp /

代表取締役社長

黒木英隆

http: // www.mediator.co.jp /

使わないけど…勿体無い
誰かにつなごう、環境の輪
株式会社ベストライフ

代表取締役 岩本元熙

531-0041
大阪市北区天神橋 7-15-5 好きやねん大阪ビル5F
TEL.06-4801-7611 FAX.06-4801-7612

http://www.bestlife-ltd.com/

ＥＦＯは環境の大切さをとおして
地域の生活者の皆様に
豊かな生活を提案します !
エコでスマイル !!

これからの地球、環境問題を皆で考え、
未来の笑顔を増やしていこう !!

http://jungle-jungle.com/

http://jj-kaitori.com/

リサイクル＝物を大切にする心
真心こめて買取いたします

株式会社ジェイランド
599-8236 大阪府堺市中区深井沢町 3231
TEL.072-276-5933 FAX.072-276-5944

ビューティガレージは、
美容業界における
資源循環型サイクルへの
転換に貢献しています！

SHOP

＊リサイクルショップめ利得（メリット）
＊Eco Life Shop Smile Plus（エコライフショップ スマイルプラス）

代表取締役

江口武志

東京都台東区東上野 3-15-11 和光堂ビル 4F
TEL.03-3837-2605 FAX.03-3837-3566
E-mail mail@efo.co.jp

http://www.efo.co.jp /

代表取締役

http://www.gol-pla.com /

リサイクルの大切さや意味を
広く社会へ根付かせる為の
最高の架け橋となる事が私達の使命です
株式会社エコリング
CEO

株式会社ビューティガレージ
代表取締役CEO 野村秀輝
167-0052東京都杉並区南荻窪4-41-10
ビューティガレージビル
TEL.03-5336-4103 FAX.03-5336-4104

http://www.beautygarage.jp /

井上馨

541-0054大阪市中央区南本町3-2-1鈴木康ビル6F
TEL.06-6252-6680 FAX.06-6252-6640

桑田一成

430
670-0965兵庫県姫路市東延末1-5
姫路駅南タイホービル8F
TEL.079-221-8776 FAX.079-284-7606

http://www.eco-ring.com /

本

達成

飢餓ベルトに植林を行う―。

ＥＦＯでは環境問題を一緒に考えていくオーナー店長を募集しております。
気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社イー・エフ・オー

株式会社ドリームファクトリー

お客様が大切にされた商品を、次に大切にして頂ける方へ

よりも

使わないから…勿体無い

私達ゴールドプラザは、環境にも優しく
自分にも優しいリサイクルをお勧めいたします。

株式会社キングファミリー
676-0805
兵庫県高砂市米田町米田 1097
TEL.079-432-7769 FAX.079-431-4509

アフリカ・サヘル地域で環境保全活動を行なう NGO「緑のサヘル」
を通じ、ユーカリ、ミモザ、ピグラの樹種を植林します。サヘルで
は砂漠化が進み、人々の生活の糧が奪われています。住民は慢性的
な食料不足に陥り、サヘルは「飢餓ベルト」と呼ばれているそうです。
植林を行えば、豊かな生活が営める環境の復元に役立ちます。リサ
イクル通信では、この活動に参加するために環境ビジネスを行なう
RAUL 株式会社の協力を得てプロジェクトを立ち上げました。樹木
は成長過程で二酸化炭素を吸収するため、CO2 の削減にも役立ちま
す。リサイクル・リユース業界が 1 つのチームになって、
「イイコト」
に取り組んで、消費者にもこんなに素敵な業界なんだと知ってもら
おう。それがプロジェクトの趣旨です。

＠タックルベリーは
釣具のリユースを通じて
自然との共存を目指し
循環型社会の形成に
貢献します。

たまにはお金が増えるエコロジーも良いもんですね。
身近なピアスやネックレス、はたまた金歯に使われている
金・プラチナって実は、リサイクルし新品に生まれ変わるんです。

（情報機器と介護用品の福祉的販売）

一、現代と未来の橋渡し役

株式会社
サンセットコーポレイション

株式会社プラスサービス

http: // 051515.jp /

http://www.bookmart.co.jp /

ゲーム・ＣＤ・ＤＶＤ・コミック等の

自然環境の保護と人類共存を応援します

株式会社Ｔ・Ａ・Ｓ

105-0004
東京都港区新橋 4-31-6 新橋耀ビル

エンターキングは

http://www.hardoff.co.jp/

リデュース、リユース、リサイクル

株式会社ブックマートグループ

枯れた大地に木を植えよう

第一弾
企 画

リユース業界はもっとＥＣＯを目指します

物を大切にし、

ブックマートグループは環境保護の取り組みとして
エコバッグを推進しています

つかい捨て

株式会社タックルベリー
251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢 16-16 FDI ビル 2F

TEL.0466-52-0877 FAX.0466-28-2631

http://www.tackleberry.co.jp/

業界随一
物を大切に
100台駐車可
毎週水曜
売りましょ！ 開催
買いましょ！

地球の未来の為に
今、私たちが出来ること
再生パソコンをお勧めいたします
（ 正規 Windows ＯＳインストール済み ）

地球植林大賛同

株式会社川上キカイ

ジャパンオークションセンター

埼玉県坂戸市千代田 5-5-20
TEL.049-288-3201 FAX.049-288-3202

121-0011東京都足立区中央本町4-15-1
TEL.03-3880-4118 FAX.03-5888-7544

社主

http://www.kawakami-kikai.co.jp/

ＦＤＩグループ

黒岩智行

http://www.lookrecycle.com /jac /

２２万台以上の家電

実績

自社の再生工場にて、家電製品を完全分解し、丁寧に洗浄・修理・点検の後、
再製品化された商品を、直営のリサイクルショップ リサイクルの再楽館 にて販売しております

日本のゴミは世界の宝
（不用品等）

日本リユースシステム株式会社
108-6028 東京都港区港南 2-15-1
品川インターシティA 棟28F
TEL.03-6717-4363 FAX.03-6717-4364
E-mail info@nrscorp.jp

http://www.nrscorp.jp/
直営リサイクルショップ

家電のリサイクル専門館

リサイクルの再楽館

http: // www.sairakukan.net /

株式会社シー・アイ・シー

代表取締役 太田伸一

370-0041 群馬県高崎市東貝沢町1-16-1
TEL.027-370-1144 FAX.027-370-0206

http: // www.cic-jp.com /

携帯電話の再利用で
地球温暖化
プラスモアは植林活動を応援します

株式会社プラスモア

http: // www.sirorom.com /

464-0850 愛知県名古屋市千種区今池 5-4-3
今池ＯＣビル4F

TEL.052-734-7330 FAX.052-734-7331

