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環 境 方 針 

名鉄百貨店は、お客さまの「感動」と「よろこび」を共有します。 

自然を尊び、社会の絆を尊び、人の心を大切に思い、 

環境を良くする活動に努めます。 

お客さまの出会いの場としてふさわしい、地域にやさしいお店であり続けます。 

 

１ 私たちは、エネルギーや資源を無駄に使用しないお店であり続けます。 

２ 私たちは、リユースやリサイクルできるサービスを提供します。 

３ 私たちは、簡易包装をすすめ、ごみの少ない社会に貢献します。 

４ 私たちは、お客さまにとって、環境にやさしいライフスタイルを提案します。 

５ 私たちは、守るべき法令やお約束したことを確実に守ります。 

 

これらの活動を通じて、環境パフォーマンスを継続的に改善し、地球温暖化の防止や、 

環境汚染の予防に努めます。 

 
    株式会社 名鉄百貨店  

    取締役社長 黒野友之  

 
2001年12月1日（制定） 

2015年10月1日（改訂） 

３ 



お客さまとのつながりを大切に 
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めいてつエコキャンペーン 

お客さまとのつながりを大切に 

※ 掲載の商品、サービスは、発行時のものであり、変更になる場合がございます。 

使わなくなった「モノ」を役立てたい。 

大切な「モノ」を長く使いたい。 

環境にやさしい「モノ」を使いたい。 

 

2017年6月14日から27日まで実施した、めいてつ 

エコキャンペーンでは、紳士服、婦人服、バッグの 

お直しフェアなどエコなサービスをご提案、また、 

国産有機野菜などエコな商品をご紹介しました。 

  

夏のリサイクルキャンペーン 
めいてつエコキャンペーン期間中、本店、一宮店 

にて、 6月１ 4日から 2 0日まで夏のリサイクル 

キャンペーンを行い、お客さまのご不要になった 

衣料品、ハンドバッグ、靴をご提供いただきました。 

ご提供いただきましたお品ものは、中古衣料として 

リユースや、自動車内装材などへリサイクルさせて 

いただきました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このエコバッグの売上の一部は、日本百貨店協会を通じて、 

震災復興支援に寄付させていただきます。 

（ストライプのバッグ＝ＣＯ２削減と東日本大震災復興支援を 

同時化する「喜多方市森林整備加速化プロジェクト」。 

無地のバッグ＝熊本地震により被害を受けた熊本城を 

はじめとする被災文化財の復元・修復等を支援する 

「熊本城・阿蘇神社等被災文化財復興支援金」。） 

 

 

 

 

今年は、デザインが一新され、保冷機能はそのままに、 

折りたため、携帯できるようになりました。 

また、従来のスマート・クール・バッグよりマチが広く、 

食品トレーが入れやすくなりました。 

内側に小さなポケットもあり、保冷剤を入れることができ、 

より便利になりました。 

  

日本百貨店協会製作のスマート・クール・バッグを、本店、一宮店にて、世界環境デー(2017年6月 

5日)から数量限定で、取り扱い致しております。 

このエコバッグは、容器包装削減に向けた取組みの一環として、毎年企画されています。  
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さらに便利に！ 社会貢献につながるエコバッグ 

お客さまとのつながりを大切に 

※ 掲載の商品、サービスは、発行時のものであり、変更になる場合がございます。 
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                                         本店［本館］1階 ケイウノ 

専属デザイナーがリフォームのデザインをご提案 

お客さまとのつながりを大切に 

※ 掲載の商品、サービスは、発行時のものであり、変更になる場合がございます。 

ジュエリーのリフォーム・修理のお店 

としてスタートしたケイウノ。 

 

オーダーメイドで培われた様々な 

技術を持つクラフトマンにより、身に 

つけなくなったジュエリーや切れて 

しまったチェーンなど、ご自宅で 

眠っているジュエリーが生まれ 

変わります。 

 

デザイナーがお客さまのお話しを 

伺いながら、無料でデザイン画を 

お描きします。 

 

お気軽にご相談ください。 
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                                               本店［本館］1階 アクセサリースタジオ 

リフレッシュジュエリーを充実 

お客さまとのつながりを大切に 

※ 掲載の商品、サービスは、発行時のものであり、変更になる場合がございます。 

2 0 1 7年 8月 1日、アクセサリー 

スタジオが、リニューアルオープン 

しました。 

 

お手持ちの大切なジュエリーの 

お修理加工はもちろん、リフォーム、 

デザイナーによるオーダーリフォーム

のご相談を承り致します。 

こ の ほ か 、 金 ・ 銀 ・ プ ラ チ ナ 、 

ダイヤモンド買取りも、承り致します。 

 

リニューアルで拡大したコーナーでは、 

リフレッシュジュエリーをご紹介して 

います。 

お買い取りしたジュエリーから厳選 

したお品を新品同様に仕上げ、 

加工し、お買い得価格で、ご提供 

しています。 
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                                             本店［本館］７階 催事場（松月堂古流いけばな展会場横） 

あなたと、いつも一緒に。with  you 

お客さまとのつながりを大切に 

※ 掲載の商品、サービスは、発行時のものであり、変更になる場合がございます。 

ものを大切にするエコロジーとそれを通じた 

新しいコミュニケーションを提供する 

w i t h  y o uは、お客さま (委託者 )から 

お品もの(委託品)をお預かりし、購入希望 

のお客さまに販売致します。 

 

2017年9月6日から開催の松月堂古流 

い け ば な 展 会 場 横 で 、 婦 人 服 、 

アクセサリー、ハンドバッグ、靴の販売を 

行いました。 

 

リサイクルショップwith youは、本店［本館］

8階及び一宮店6階にショップがございます。 

是非、お気軽にお立寄りください。 
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赤ちゃんにきもちいい。肌触りの良いベビー服 
                                             本店［本館］４階 めいキッズ★ランド 育児工房 

お客さまとのつながりを大切に 

※ 掲載の商品、サービスは、発行時のものであり、変更になる場合がございます。 

赤ちゃんに最高に「きもちいい。」をコンセプトに、 

オーガニックコットンにこだわったベビー服を 

ご提案しています。 

 

オーガニックコットンは、農薬などのストレスが 

かからずに完熟するまで成長し、ストロー状の 

繊維組織がしっかりするため、空気をたっぷり 

含んでやさしい肌触りになると考えられています。 

 

また、日本の伝統素材の良さを活かし、 

オーガニックコットン素材の吊天竺(つりてんじく)

の生地を使用したベビー服をご紹介しています。 

 

日本の伝統素材である吊天竺は、ゆっくりと 

テンション (張り )をかけずに編まれるため、 

ふんわりとやわらかな生地になります。 
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使うたびに悦びを知る。スキャンパン 
                                             本店［本館］８階 リビング 

お客さまとのつながりを大切に 

※ 掲載の商品、サービスは、発行時のものであり、変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

調理性能や耐久性だけではなく、 

人体へ発がんなどの影響が心配 

される物質（ＰＦＯＡ）を使用せず、 

リサイクルされたアルミニウム素材 

を使うなど安全と環境への配慮を 

行っています。 

お気に入りのフライパンに出会われていますか？ 

頼もしい調理性能と、消耗品ではないタフな造りは、あなたのクッキングライフをしっかりとお支えします。 

北欧デンマークのスキャンパンは10年製品保証。 

安心して末永くお使い頂け、とても経済的で環境に優しい選択です。 

 

シンプルで美しいデザインのスキャンパンは、機能性・耐久性・使いやすさなど、調理器具に求められる 

すべての点において常にナンバー１であることを目指し、いささかも妥協することなく実践し続けています。 
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Order style reform tailor SARTO  
                                             本店［メンズ館］４階 紳士服ビジネス＆カジュアル 

お客さまとのつながりを大切に 

※ 掲載の商品、サービスは、発行時のものであり、変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的な修理 ・お直しはもと 

より、体型を美しく見せるための 

サイズやパターンの補正、リメイク

やカスタマイズといったデザイン 

変更まで、洋服のお直しに対応 

いたします。 

 

 

サイズが合わなくなってしまったり、 

デザインが古く思えてきたり…。 

 

クローゼットに、そのような服が、 

眠っていませんか？ 

そういった洋服を再生するのが、 

私たちサルトの仕事です。 

 



          服は布から。 
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                                             本店［メンズ館］６階 無印良品 

お客さまとのつながりを大切に 

※ 掲載の商品、サービスは、発行時のものであり、変更になる場合がございます。 

無印良品は2010年からBRINGプロジェクト

(旧FUKU-FUKUプロジェクト)で、お客さまが

長年愛用していただいた無印良品の服を 

回収し、資源としてエネルギーにかえていく 

取組みをしています。 

その取組みのなかで回収した服を確認して 

みると、まだまだ着ることができる服がある 

ことに気づきました。 

日本は古くから染め直したり、布を組み 

合わせたり、刺し子をして補強をしたり 

しながら最後まで布を大切に扱っていました。 

私達はその先人の知恵を生かし、服を 

日本で染め直し、新たな息吹を加え、服を

大事に着るということを皆さまとともに考えて 

いきたいと思います。 



世界の産地から直接お茶を買い付けるルピシアの 

オーガニック、無農薬のお茶をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗にお取り寄せ扱いとなるお茶、ティーバッグの 

ご用意もあるお茶がございます。 

詳細はお尋ねください。 

 

 

 

オーガニック ルイボス ナチュラル 

渋みがなく干し草のような香りと穏やかな味が 

特長の、南アフリカ産ハーブ茶。 

有機番茶 

ほぼカフェインを含まない完全無農薬の番茶。 

ごくごく飲めるすっきりとやさしい香ばしさが 

魅力です。 

掛川有機紅茶 

オーガニック製法で丁寧につくられた名茶 

産地・掛川の和紅茶。コクのある、上品な 

甘い味わいです。 
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ルピシアのオーガニック・無農薬のお茶 
                                             本店［メンズ館］地下１階 マーケット・リカー・専門店 

お客さまとのつながりを大切に 

※ 掲載の商品、サービスは、発行時のものであり、変更になる場合がございます。 
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毎日を彩るエコバッグ 
                                             一宮店１階 シーズンスポット 

お客さまとのつながりを大切に 

※ 掲載の商品、サービスは、発行時のものであり、変更になる場合がございます。 

形、色、大きさ、デザイン、機能、 

様々なタイプのエコバッグをご紹介して

います。 

 

コンパクトに折りたためるエコバッグは、

通勤やお出かけ、旅行などに便利です。 

シンプルなものも、華やかなタイプも 

ご用意がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お気に入りのエコバッグをマイバッグに、 

毎日のお買いものを楽しみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファスナー付き、 

底が安定しやすいもの、 

ボ タ ン を留める と マチがで き 

形を変えられるタイプや、 

キャラクターが描かれたものなども 

ございます。 



地域の皆さまとのつながりを大切に 
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地域の皆さまとのつながりを大切に 

名駅に涼を。打ち水で涼やかに 

 

 

 

 

 

 

打ち水開始前、この地区の社会人、学生が

浴衣を着て集まるなか、和太鼓の演奏や 

涼しげな氷彫刻の製作が行われました。 

  

タワーズガーデンのほか、名駅通り７か所に 

広がり、名鉄百貨店の参加者は、本館前の 

通り沿いで、一斉に水を打ちながら、涼しい 

風を体験しました。 

  

打ち水には、名古屋市上下水道局提供の 

下水を高度に再処理した水を使用しました。 

名古屋駅地区街づくり協議会が主催する名駅の涼 

「打ち水大作戦」が2017年7月20日に実施され 

ました。毎年、打ち水による路面温度の低減、 

環境意識の醸成、地域コミュニティの形成を目的に 

行われています。 
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名駅をきれいに 

地域の皆さまとのつながりを大切に 

 
 
 
 
  名駅をきれいにする名鉄グループの会 
  清掃活動の実施 
   （毎月第2、第4月曜日） 
  名古屋駅地区街づくり協議会清掃参加 
   （毎月第2水曜日） 
  中村区クリーンキャンペーン参加 
   （毎年6月の環境月間に実施） 
  名古屋駅地区年末クリーンキャンペーン参加 
   （名古屋駅地区街づくり協議会主催。毎年12月実施） 

名古屋駅周辺の地区の清掃活動を、 
名鉄グループや、名古屋駅地区、行政の 
皆さんと協力し、行っています。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
清掃活動のほか、名古屋駅地区街づくり 
協議会の花壇整備にも参加しています。 
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実践的な訓練を実施 

地域の皆さまとのつながりを大切に 

いつ起こるかわらかない地震や火災、 

いざという時に備え、年2回、総合 

消防訓練を行っています。 

訓練は、火災が発生する場所や、 

けが人の有無などの想定を事前に 

訓練参加者に公表せず、より実践に 

近い状態で行います。 

内容は、地震の初動対応、火災時の

初期消火、通報、避難誘導、応急 

手当などです。 

 

また、2016年秋には、心配蘇生と 

ＡＥＤ使用を体験する講習も行い 

ました。 
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ライトダウンキャンペーン 

地域の皆さまとのつながりを大切に 

環境省が地球温暖化防止のため、 

2003年より、全国のライトアップ施設や 

家庭に呼びかけているライトダウン 

キャンペーンに参加しています。 

  

2017年6月21日 (夏至 )と7月7日 

(クールアース・デー )の両日、名鉄 

百貨店の外壁に点灯している壁面 

照明、外壁ライトアップ、外壁看板を 

夜20時から一斉に消灯しました。 



基準年度の実績 目標 計画期間の実績 

2015年度 2018年度 2016年度 2017年度 2018年度 

本館 

原単位あたりの 
排出量 

削減率 
（対基準年度） 

メンズ館 

原単位あたりの 
排出量 

削減率 
（対基準年度） 

駐車場他 

原単位あたりの 
排出量 

削減率 
（対基準年度） 

一宮店 

原単位あたりの 
排出量 

削減率 
（対基準年度） 
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地域の皆さまとのつながりを大切に 

45.16 

70.14 

7.578 

0.1019 

43.81 

68.04 

7.351 

0.099 

3.0％ 

2.8％ 

3.0％ 

3.0％ 

43.33 

65.46 

7.747 

0.0994 

2.5％ 

△2.2％ 

6.7％ 

4.1％ 

名鉄百貨店は、名古屋市条例及び愛知県条例に基づき、地球温暖化防止について計画し、 

結果を提出しています。 

地球温暖化対策と結果 




