
400年の旅人の
はち丸

★なごやエコラボポイント・各エコライフ事業に関する問合わせ先

名古屋市環境局  低炭素都市推進課

TEL：052-972-2692　FAX：052-972-4134

〒460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1
E-MAIL：a2692@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

なごやエ
コラボ

ポイント
★

3 協力事業者のポイント獲得！

獲得したポイントは、買い物、電気・ガス料金の支払いなどのさまざまな用途に使えます！
ポイントは、申請から約 1カ月程度で協力事業者より付与されます。
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◆申請方法

4. なごや環境大学の講座受講
なごや環境大学の講座を受講すると、同大学が発行するメンバーズカードにスタンプを 1 個
差し上げています。スタンプを 20 個集めるとポイントを獲得できます！

① メンバーズカードにスタンプを 20 個貯めて、「なごや環境大学」
実行委員会事務局（エコパルなごや内）へ提出

　② 配布される申請用紙に事業者のポイント会員番号等を記入して、
同大学事務局または市・低炭素都市推進課へ提出

① メンバーズカードにスタンプを 20 個貯めて、「なごや環境大学」
実行委員会事務局（エコパルなごや内）へ提出

　② 配布される申請用紙に事業者のポイント会員番号等を記入して、
同大学事務局または市・低炭素都市推進課へ提出

※開催情報は名古屋市公式ウェブサイト「なごや生物多様性センター」ページ
（http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000066409.html）を
ご覧ください。

獲得できる

ポイント

※なごや環境大学の講座については、「なごや環境大学ウェブサイト」　（http://www.n-kd.jp）
　をご覧ください。

◆申請方法

5. なごや生物多様性センターの講座受講
話題提供者と参加者が気軽に生物多様性について語り合うトークライブ「生物多様性カフェ」
に参加するとポイントを獲得できます！

※1 会員あたり1 回の交換が上限

獲得できる

ポイント

※1 会員あたり1 回の参加につき 100pt が上限

※1 会員あたり月 1 回（5pt）が上限

■開催日：通年で複数回開催■開催日：通年で複数回開催

受講後配布される申請用紙に事業者のポイント会員番号等
を記載し、市・低炭素都市推進課へ提出
受講後配布される申請用紙に事業者のポイント会員番号等
を記載し、市・低炭素都市推進課へ提出

6. なごやエコラボ環境ページを閲覧
獲得できる

ポイント
名古屋市公式ウェブサイト内のページを最後まで閲覧し、中部電力ミライズウェブサイト「カ
テエネ」にログインいただくと、ポイントを獲得できます！
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■対象ページ
市ウェブサイト内「なごやエコラボポイント」ページ

（http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/
0000093270.html）にあります！

■対象ページ
市ウェブサイト内「なごやエコラボポイント」ページ

（http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/
0000093270.html）にあります！

連携

（50音順）

名古屋市と事業者とのコラボレーション（連携）

による一人ひとりのエコな活動を促す仕組みです。

名古屋市の「エコライフ事業」に参加すると、
協力事業者のポイントが獲得できる
環境に優しくて自分も得するポイント制度に

ぜひご参加ください！

「なごやエコラボポイント」は、

×

1 名古屋市の「エコライフ事業」に参加

2ポイントの申請

詳しくは次ページ以降をご覧ください

事業参加後、名古屋市にポイントの申請を行います。
申請方法は、名古屋市公式ウェブサイト内「なごやエコラボポイント」ページをご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000093270.html
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協力事業者 名古屋市

・事前に協力事業者の各ポイント制度への会員登録と会員番号が必要です。
・獲得したポイントの有効期限は協力事業者のルールによります。
・上記２から6の事業について、多数の応募があった場合は、ポイントの付与を早期に終了する場合が
　ありますので、あらかじめご了承ください。

この印刷物は古紙パルプを含む再生紙を使用しています

Club TOHOGAS
https://members.tohogas.co.jp/

ビックカメラグループ
共通ポイントサービス

http://www.biccamera.co.jp/
ゴールドポイントサービス

http://www.yodobashi.com/

家庭向けWEBサービス
「カテエネ」

https://katene.chuden.jp/

時代は

コラボレー
ション★

だね

1,000pt1,000pt

がすてきポイントがすてきポイント
（東邦ガス）

100pt100pt

がすてきポイントがすてきポイント
（東邦ガス）

5pt5pt

カテエネポイントカテエネポイント
（中部電力ミライズ）

がすてきポイントがすてきポイント
東邦ガス

カテエネポイントカテエネポイント
中部電力ミライズ

各協力事業者のポイント内容については、以下のウェブサイトをご参照ください



（抽選 25 名／回） （抽選 10 名／回）

◆応募条件
名古屋市内に在住の方
　……購入場所は問いません
名古屋市内に在住の方
　……購入場所は問いません

●

●

① 期間中に、対象店舗で対象商品を購入① 期間中に、対象店舗で対象商品を購入

名古屋市以外に在住の方
　…… 名古屋市内の店舗で購入した製品が対象です
名古屋市以外に在住の方
　…… 名古屋市内の店舗で購入した製品が対象です

※個人の方が対象になります、企業・団体等が購入したものは対象外です。
※対象製品ごとに応募可能です。また対象期間に購入した台数分だけ応募可能です。

※製品の購入時期により、2 回にわけて抽選を行います。

１. 省エネ製品購入促進キャンペーン

統一省エネラベル２つ星以上の電気冷蔵庫、エアコン、テレビ

2021 年 2 月 12 日（金）2021 年 2 月 12 日（金）

2020 年 9 月 11 日（金）2020 年 9 月 11 日（金）
（製品の購入時期が 2020 年 4 月～ 8 月末）

（製品の購入時期が 2020 年 9 月～ 2021 年 1 月末）

★エコライフ事業と申請方法（2020 ～ 2021 年）★エコライフ事業と申請方法（2020 ～ 2021 年）

対象の省エネ製品を購入された方の中から、抽選でポイントをプレゼント！

1,000pt1,000pt
☆2 ～ 5 いずれの場合も

（抽選 50 名／回）

対象
製品

対象
製品

家庭用燃料電池システム（エネファーム）

●カテエネポイント●カテエネポイント
（中部電力ミライズ）

1,000pt1,000pt
（抽選 10 名／回）

●がすてきポイント●がすてきポイント
（東邦ガス）

2,000pt2,000pt
☆2 ～ 4 の場合

（抽選 25 名／回） （抽選 10 名／回）

5,000pt5,000pt
☆5 の場合 ☆2～4 の場合 ☆5 の場合

●ビックカメラグループ共通ポイント●ビックカメラグループ共通ポイント
（ビックカメラグループ）

●ヨドバシゴールドポイント●ヨドバシゴールドポイント
（ヨドバシカメラ）

② 名古屋市公式ウェブサイト「なごやエコラボポイント」
　ページにある応募用紙に記載し、郵送・FAX のいずれ
　かで応募
　メール、名古屋市電子申請サービスによる応募も可

② 名古屋市公式ウェブサイト「なごやエコラボポイント」
　ページにある応募用紙に記載し、郵送・FAX のいずれ
　かで応募
　メール、名古屋市電子申請サービスによる応募も可

獲得できる

ポイント

獲得できる

ポイント

2,000pt2,000pt 5,000pt5,000pt

第 1回第 1回

第 2回第 2回

※ヨドバシカメラで購入した製品に限る。※ビックカメラグループで購入した製品に限る。

※移設されたものは対象外

①まずは「なゴーヤ隊」に参加

②緑のカーテンづくりに取り組み、活動結果報告書を提出

2. 緑のカーテンづくり「なゴーヤ隊」に参加
緑のカーテンづくりに取り組み、活動結果報告書を名古屋市へ
提出するとポイントを獲得できます！

ゴーヤなどを育てる緑のカーテンづくりに取
り組み、収穫した種を次年度の参加者のた
めに寄附していただける方を「なゴーヤ隊」
とし、新規隊員の募集を行っています。

TEL・メールのいずれかで市・低炭素都市推進課まで「なゴーヤ隊」に参加する旨を連絡
（連絡先は最後のページに記載の問合先をご覧ください）
TEL・メールのいずれかで市・低炭素都市推進課まで「なゴーヤ隊」に参加する旨を連絡

（連絡先は最後のページに記載の問合先をご覧ください）

名古屋市から送付される報告用紙に活動結果、会員番号等を記入いただき、市・低炭素
都市推進課へ提出　※活動結果報告書の提出があった方のみ、ポイントが獲得できます。

名古屋市から送付される報告用紙に活動結果、会員番号等を記入いただき、市・低炭素
都市推進課へ提出　※活動結果報告書の提出があった方のみ、ポイントが獲得できます。

獲得できる

ポイント

※1 会員あたり1 回（100pt）が上限

なゴーヤ三兄弟

最近は技術の進化で、家電の省エネ性能が大幅に向上しています。
省エネ家電への買い替えは、地球温暖化対策になるだけでなく、お財布にも優しいのです。

※出典・参考「省エネ性能カタログ 2017 年夏版」資源エネルギー庁、「スマートライフおすすめ！BOOK2017 年版」一般財団法人 家電製品協会
※CO2排出量：排出係数 0.483kg-CO2/kWh を使用し計算（中部電力株式会社を含む小売電気事業者による市域への電力供給量から本市が算定）

省エネ家電への買い替えは地球にも、お財布にも優しい

■対象 : 土曜日、日曜日、祝日、春休み、夏休み、冬休み期間中に実施するバーチャルスタジオ、ワークショップのプログラム
※貸切等により参加できない場合がありますので、エコパルなごやウェブサイト（http://www.kankyo-net.city.nagoya.jp/ecopal/）でスケジュールを
　事前に確認ください。また、施設の休館情報についてもこちらからご確認ください。

3. 名古屋市環境学習センター（エコパルなごや）の体験学習
エコパルなごやの「バーチャルスタジオ」「ワークショップ」に参加するとポイントを獲得できます！（団体予約を除く）エコパルなごやの「バーチャルスタジオ」「ワークショップ」に参加するとポイントを獲得できます！（団体予約を除く）

市・低炭素都市推進課受講後配布される申請用紙に事業者のポイント会員番号等を記載し、エコパルなごやまたは市・低炭素都市推進課へ提出

◆申請方法

■対象期間：2020 年 4 月～ 2021 年 2 月末までに受講したもの

獲得できる

ポイント

※1 会員あたり月 1 回（100pt）が上限

統一省エネラベル

身近な環境から地球環境まで幅広い視野で環境問題を
考え、取り組んでいくための第一歩となる環境学習の拠
点施設です！

名古屋市環境学習センター

場所：名古屋市中区栄一丁目 23 番 13 号
　　　伏見ライフプラザ 13 階
　　　地下鉄伏見駅「6 番出口」徒歩 5 分

シニア層は若年層と比べ、節電行動を多くしているものの、古い家電を使い続けるために、電気代が高額傾向にあるとの調査結果が出ています。

◆応募締切（消印有効）

◆応募方法

古い家電で節電帳消し 古い家電で節電帳消し ！？

●「なゴーヤ隊」活動結果報告書提出締切日：2020 年 11月30日（月）●「なゴーヤ隊」活動結果報告書提出締切日：2020 年 11月30日（月）

メールで応募の場合、こちらを読み取っていただくと便利です。
（宛先、件名、本文雛形が自動入力されます。）

※当選者は、購入証明として後日、領収書・保証書のコピーの提出が必要です。 ※当選者発表
は、当選者への通知をもってかえさせていただきます。（落選者への連絡は行いません） ※収集
した個人情報は、抽選、ポイント付与及び個人を特定しない統計資料の作成にのみ使用します。
なお、協力事業者によるポイント付与のため、該当当事者に必要な情報の提供を行います。

100pt100pt

がすてきポイントがすてきポイント
（東邦ガス）

100pt100pt

カテエネポイントカテエネポイント
（中部電力ミライズ）

みどりのカーテンにチャレンジ！

※液晶テレビ（32V 型）を 1 日 4.5 時間視聴した場合の
　比較

※定格内容積 401 ～ 450L の 10 年前と最新冷蔵庫の平均
　値比較

※冷房兼用・壁掛け形・冷房能力 2.8kW クラス省エネ型
　の代表機種の単純平均値

冷蔵庫 エアコン テレビ

100pt100pt

カテエネポイントカテエネポイント
（中部電力ミライズ）

●年代が高くなるにつれて、１カ月あたりの電気代も増加（単身・2人世帯で比較）

20 代・30 代で最も多い価格帯 4,000 円未満／月（20 代・30 代の 36%）
60 代・70 代で最も多い価格帯 10,000 円未満／月（60 代・70 代の 34%）

●50代以上が利用しているエアコン・冷蔵庫の約 2割が 15年以上前のもの
エアコンと冷蔵庫について、20 代・30 代では 10 年以上の製品を利用している世帯が
2 割程度である一方、40 代以上になると、4 割近く上昇。特に 50 代以上では、15 年
以上前の製品が約 2 割程度を占める。

※出典：「シニア層の節電実態」に関する調査結果（みずほ情報総研株式会社 2015 年）

節電 節電
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