
想 い

13 久遠チョコレート
【種別】小売店(チョコレート)
【想い】より多くの障がい者が自立して生活できるようにす
ることを目標としています！「いいものを提供すること」で
お客様も増えていることから、障がい者の自立に間接的な経
済的支援につながっているのです。

10 るるビオ・エピスリー星が丘
【種別】小売店(厳選食材、フェアトレード商品)
【想い】フェアトレードだから選んだのではなく、良いものを
選んだ結果、フェアトレード商品になりました。自然栽培の野
菜を店で取り扱うことで、薬の味がするなどという理由で野菜
嫌いの子どもを無くし、愛知県の野菜摂取量をあげたいです。

19 the chord　
【種別】修理業(リユース)
【想い】靴磨きを通じて、モノに愛情を持って使う価値を提
案しています。

❺ がじや
【種別】美容業（ヘアドネーション）
【想い】どんな人たちにも喜んでもらえるように、そして障
がい者の方にも寄り添って髪をきれいにしていきたいです。
カメのように末永くお客様と付き合い、地域に密着したお店
にしていきたいです。

11 TOMO CAFF’E×DELI
【種別】小売＆飲食（お弁当販売、地産地消、B級品の取り扱い）
【想い】「一食を大切にしたい」という想いから始めました。
お腹が空いた時に手軽に食べられる現代において、お弁当を
ツールとして、何でお腹を満たすか選択する力をつけていた
だきたいです。

❽ piece hair
【種別】美容業
【想い】頻繁にカラーをするお客様のために、髪や体へのス
トレスが少ない、本当に良いものを自信をもってオススメし
ています!!!

❾ 海鮮料理ヒロ
【種別】飲食店
【想い】エアコンの使用をできるだけ減らしたり、LEDライ
トを使ったりして、地球温暖化の防止に役立ちたいです。

❸ KOKOKARA hair
【種別】美容業
【想い】エシカル消費への支援をしているブランドの商品を
扱うことで、自然とエシカル消費の活動を支えられるように
なりたいです。そして、髪や肌の優しいヘアケアに繋げたい
です。

16 スープストックトーキョー
【種別】飲食店
【想い】家族連れの人でも、安心して食べられることを誇り
に思っています。

15 Factelier
【種別】アパレル
【想い】職人の情熱とこだわりがつまった、人に語りたくな
るもの、そして長く大切に使ってもらいたい商品を、適正価
格で届けます。

14 恵那川上屋
【種別】小売＆飲食
【想い】リニア中央新幹線が開通した時には、岐阜をもっと
近くに感じてもらうことで、地産品の地域の幅を広げたい。
そして、多くの人に岐阜の栗を知ってほしいです。

❶ ㈱ブルーボックス　星ヶ丘店
【種別】不動産仲介業
【想い】転勤族の方が多い星ヶ丘で、慣れない土地での子育
てを少しでも支援したいと思ったのがきっかけ。あくまで「不
動産」がメインですが、安心して子育てをしてほしいという想
いを込めた“地域密着型”のショップをめざしています。

18 漆ギャラリー あさい
【種別】修復業
【想い】傷をわからないものにするより、その傷を生かして
いく形にすることを心がけています。今後の目標は技法を伝
承することです。

17 KOMEHYO 買取センター星が丘テラス
【種別】買取業
【想い】使わなくなったものをゴミにせずに、中古商品にし
て販売することで、長く使ってほしいという想いを込めて続
けています。

21 トド　アリトルナレッジ ストア
【種別】小売＆飲食
【想い】お店をきっかけに、これまで気づかなかったもの、
知らなかったものを知るきっかけになっていただけたら嬉しい。
私たちは様々な出来事の入り口を作っていきたいです。
皆様にとって“日常の中の特別”になれるよう、良いお店と
なり、お客様に喜んでいただけるようなお店をめざしています。

❻ Meisters Backstube KAKINUMA
【種別】小売＆飲食
【想い】“安心・安全でおいしいパン”をコンセプトに、質の
良いこだわりの原料を使用したパン作りを行っています。ま
た、フェアトレード商品を取り扱うことで、お客様にもその
想いを伝えていきたいです。

12 4658　ヨロコバ
【種別】小売＆飲食（パスタ）
【想い】安心安全なものを、また地域の活性化につながると
考え、地元三重産の食材を使っています。「想い」のあるも
のを使いたい、という想いからです。

❼ FOOD CONTROL SHOP ZERO 一社　FACTRY＆SHOP
【種別】小売＆飲食（パン）
【想い】ふすまパンは、環境に優しいことはもちろん、人に
も優しいパンです。糖尿病の祖母に美味しいものを食べさせ
てあげたいという想いから初めました！

❷ Ihana café
【種別】飲食店
【想い】愛知県一宮市からの直送で、新鮮な卵を提供します。

❹ 名古屋餃子製作所
【種別】食品、加工販売、飲食（餃子）
【想い】食品の表示をよく見て、安心なものを食べていただ
きたいです。今後は餃子に限らず、お客様が喜ばれる商品を
開発や提供をしていきたいです。

20 洋服のお直し専門店　ママのリフォーム
【種別】衣服裁縫修理業
【想い】お客様の思い出と想い入れを大切にし、洋服をでき
るだけ希望に近い形に直したいです。

持続可能な生活

文化と社会

　より良い社会に向けて、人や社会、環境に配慮した消費活動のことです。
　エシカル（Ethical）の直訳には、「倫理的な、道徳的な」という意味があります。
　つまり、自分だけでなく、相手のことも思いやる考えです。

　持続可能な開発目標 SDGs（Sustainable Development Goals）は、2015 年に
国連総会で採択された 2016 年から 2030 年までの国際目標です。
　エシカル消費は、SDGs の目標とつながっています。
　ふだんの買いものやくらしかたを少し変えることは、世界の未来づくりの参加
でもあるのです。

　まちの環境にいいところなどを調査しながら、世界共通の 169 個の「グロー
バルアイコン」と呼ばれる絵文字を使って地図に表す環境マップです。
　1992 年、ニューヨークのエコデザナーであるウエンディ・ブラウワーさんに
よって提唱されました。
　現在、世界中で 65ヶ国 990 以上の都市が参加しています。
　例えば、愛知県長久手市では、愛・地球博後の 2009 年度から万博の理念「自
然の叡智」をこれからも地域で伝えていくため、市と愛知淑徳大学が協力して、
ながくてグリーンマップづくりを続けています。

P-B10023

つく

Special Thanks 
NPO法人フェアトレード名古屋ネットワーク様
東山遊園株式会社様

発行日　2019 年 11 月
2019年度名古屋市「大学へのエシカル消費の普及啓発事業」
委託により作成しました。
このマップについてのお問い合わせ先
愛知淑徳大学交流文化学部　小島　祥美
名古屋市千種区桜が丘23　TEL（052）781-1151㈹

作成者　
愛知淑徳大学　学生有志（2019 年前期「ケーススタディ交流 11( 国際交流 )」履修生）
 杉原　里歩 谷口　真菜 井戸田陽和 岩崎　圭吾
 大久保茉実 OLSEN ADRIAN KEN 加藤　　花 木村　成那
 近藤のどか 高橋満理奈 田川　　葵 田口　未菜
 寺澤　和希 西山　友賀 長谷川加奈 長谷川日菜子
 山田　愛奈 山田　明里 塩谷　大地 大野　優花
 大林　桃香 加納　舞香 迫田美由里 藤村　優花

CO2

Carbon Offset
by MARUWA

エシカル消費とは？
あなたの行動が、未来や社会を少しずつ変えていきます！

グリーンマップとは？

環境に
思いやりのある消費
●リユース製品、リサイクル製品
（エコ商品）を選ぶ
●森林保全に繋がる（FSC商品）
紙製品などを選ぶ　
●省エネ製品を選ぶ

エシカル消費＝

思いやりのある消費

●フェアトレード商品を選ぶ　

●障がいがある人の支援に繋がる商品を選ぶ　

●寄付付き商品を選ぶ

●エシカルファッションをする

地域に
思いやりのある消費
●地産地消の商品を選ぶ　

●被災地の産品を買う　

●地元商店で買い物をする

　私たちの暮らしは地
球上で一つにつながり
あっています。食べ物を口に
するとき、洋服を着るとき、買い
物をするとき。身の回りのモノがど
こから来て、誰がつくったものなのか。
　地球上に生きる多様な命が調和し、
分かち合い、ともに輝き、穏やかな未
来をゆっくりと育むために、買う
ものを「選ぶ」という一人一
人の小さな行動から、始ま
る未来があると信じて。も
う一つの選択肢として
“フェアトレード”を。

　グリーンマップとは、世
界共通のアイコンを使って、

持続可能な社会をめざす「もう
ひとつの地図」をつくる、国際的な
運動です。SDGs ともつながる活動で
もあります。
身近にできるコト × 持続可能な社会に
貢献したい！
　そこで、グリーンマップのアイコン
を活用して、「エシカル消費」を表現
しました。
　そんな若者たちの発想から
生まれた試みに、応援いただ
けたら嬉しいです。

人や社会に
思いやりのある消費

原田さとみ
（NPO法人フェアトレード名古屋
ネットワーク FTNN 理事）

小島　祥美
（愛知淑徳大学／グリーン
マップメーカ・長久手）

エシカル消費×グリーンマップ
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小学校

愛知淑徳
大学

ENEOS

星ヶ丘

星ヶ丘三越
THE KITCHEN

21トド　アリトルナレッジ ストア
所在地 星が丘テラス・EAST3 階
ＴＥＬ 052-753-5148
営業時間 11：00 ～ 23：00
休業日 元旦のみ

無農薬、自然のもの、地元のもの、愛知県
の農家、自家農家など、食材選びにこだわっ
ています。

❼FOOD CONTROL SHOP ZERO 一社
　FACTRY＆SHOP
所在地 名東区一社 1丁目 11番地
 スリーアイランドビル一社１Ｆ
ＴＥＬ 052-753-9501
営業時間 11：00 ～ 17：30
休業日 毎月 1日と 15日
アクセス 一社駅 2番出口　徒歩 5分

小麦粉を作る際に廃棄されていたふすまをパンの原料とし、産業廃棄
物削減で環境に優しく。そのふすまを利用したパンは糖質が低く、栄
養価が高いため、糖尿病の方や血糖値があがりやすい妊婦さんでも
おいしく安心して食べられるパンを提供しています。

16スープストックトーキョー
所在地 星が丘テラス・EAST1 階
ＴＥＬ 052-715-7560
営業時間 10：00 ～ 21：00
休業日 元旦のみ

家族連れの人でも安心して食べられるような、無添加で自然
そのままの素材の味を提供しています。小さい子ども連れの
パパやママでも安心して食事ができるように、ベビーカーが
ゆったり通れる通路やキッズスペースもあります。

15Factelier
所在地 星が丘テラス・WEST 1 階
ＴＥＬ 070-6450-1644
営業時間 10：00 ～ 20：00
休業日 元旦のみ

中間業者を介さずに工場と直接提
携して商品を作り、適正価格でお
客様に届けています。どの商品に
も、職人の技術やこだわりがつまっ
た“本物”をめざしています。

❽piece hair
所在地 千種区星ヶ丘二丁目さつきビル 1F
ＴＥＬ 052-782-7550
営業時間 9：00 ～ 18：00
休業日 月（祝日は営業のため翌火休）、
 火不定休
アクセス 星ヶ丘駅 4番出口から徒歩 5分

オーガニック認証機関の認定を受けたアロマカラーを使用して
います。

❻Meisters 
　Backstube KAKINUMA
所在地 千種区桜ヶ丘 58
ＴＥＬ 052-781-3353
営業時間 9：30 ～ 18：30
休業日 木、日

国産小麦や自家製の天然酵母、オーガニックフルーツ、平飼卵な
ど、パンや焼き菓子に使用する原料は、どれも安全で自然なもの
にこだわって選んでいます。また、フェアトレード商品（コーヒー、
チョコ）や有機野菜も取り扱っています。

❸KOKOKARA hair
所在地 千種区井上町113星ヶ丘中央ビル1階
ＴＥＬ 052-789-0177
営業時間 火～木　9：30 ～ 19：00、
 金　10：30 ～ 20：00、
 土日祝　9：30～ 18：00
休業日 月、第 2・4火

オーガニック素材を使用したエシカル商品を提供していま
す。また、肌に優しい染料も使用しています。

❺がじや
所在地 千種区井上町 128
ＴＥＬ 052-781-5550
営業時間 10：00 ～ 19：00
休業日 月・第 2.3 火、年末年始 5日、
 夏季 3日

車いすの方も利用できるようにスロープを設置しています。
また、ヘアドネーションを行っています。
車いす用トイレがありますので、トイレの使用だけでも利用
できます！

❶㈱ブルーボックス
　星ヶ丘店
所在地 千種区井上町53
ＴＥＬ 052-789-0635
営業時間 9：30 ～ 18：30
休業日 毎週水曜日

乳幼児を連れた方でしたら誰でも、無料で授乳やおむつ替え
などができる施設「赤ちゃんの駅」があります。赤ちゃんと
一緒に、安心して外出したいというママ・パパを応援してい
ます。

13久遠チョコレート
　星が丘テラス店
所在地 星が丘テラス・THE KITCHEN
ＴＥＬ 080-6901-0999
営業時間 10：00 ～ 20：00
休業日 元旦のみ

障がいのある人がチョコレートを作り、販売しています。障
がいの程度のよって役割を分担し、障がい者の雇用を促進し
ています。

11TOMO CAFF’E×DELI
所在地 星が丘テラス・THE KITCHEN
ＴＥＬ 080-3070-5567
営業時間 10：00 ～ 20：00
休業日 元旦のみ

愛知県産の野菜を中心に取り扱っています。味に問題は無く、
形が悪いという理由だけで土に戻すのはもったいないため、B
級品の野菜も加工してお弁当にしています。

10るるビオ・エピスリー
　星が丘
所在地 星が丘テラス・THE KITCHEN
ＴＥＬ 052-789-0555
営業時間 10：00 ～ 20：00
休業日 元旦のみ

自然栽培の野菜を販売しています。また、フェアトレード商
品（コーヒー、チョコ）も取り扱っています

14恵那川上屋
所在地 星が丘テラス・THE KITCHEN 
ＴＥＬ 052-789-1030
営業時間 10：00 ～ 20：00
休業日 元旦のみ

❾海鮮料理 ヒロ
所在地 千種区星ヶ丘元町 15-23
 ユニーブル第 2星ヶ丘 A棟
 B１階 105 号室
ＴＥＬ 052-734-4010
営業時間 11：00～14：30、17：00～22：00
休業日 日
アクセス 星ヶ丘駅３番出口　徒歩5分

エアコンなど電気の節約や LED ライトを使用して、環境に優
しいお店をめざしています。

❷ihana　café
所在地 千種区井上町 43－2
ＴＥＬ 052-784-0036
営業時間 9：00 ～ 21：00
休業日 1 月 1日

19the chord
所在地 星が丘テラス・EAST 3 階
ＴＥＬ 090-3787-0852
営業時間 毎週水曜日 10：00 ～ 20：00

革製品の修理・清掃を行い、キレイな状態に
します。
手入れすることの楽しみや喜び、価値を提
案しています。靴を磨いて差をつけよう！

秋の栗きんとんは、岐阜・東濃の栗を使用し
ています。

20洋服のお直し専門店
　ママのリフォーム
所在地 星が丘テラス・EAST３階
ＴＥＬ 052-782-2711
営業時間 10：00 ～ 20：00
休業日 元旦のみ
障がい者や高齢者をはじめ、お客様の希望通
りに服が着られるように直します。

新鮮な愛知県産の卵を提供しています。

18漆ギャラリーあさい
所在地 星が丘テラス・EAST3 階
ＴＥＬ 090-9338-5719
営業時間 毎週火曜日 10：00 ～ 20：00

天然の道具にこだわり、天然の漆を使用して、陶器を
金継ぎで修理します。

124658　ヨロコバ
所在地 星が丘テラス・THE KITCHEN
ＴＥＬ 090-6610-4658
営業時間 10：00 ～ 20：00
休業日 元旦のみ

17KOMEHYO 買取センター
　星が丘テラス
所在地 星が丘テラス・EAST3F
ＴＥＬ 052-789-0588
営業時間 10：00 ～ 20：00
休業日 元旦のみ

買い取った商品をリユースして、別の商品として売っています。

海外の餌でなく、草からその牧場で育てつくった餌を食べ、
育てられた牛のホエイをパスタで使っています。
また、食材は三重産を使用しています。

❹名古屋餃子製作所
所在地 千種区井上町 128
ＴＥＬ 052-734-2272
営業時間
　火～金 ランチ 11：00 ～ 14：00、
 ディナー 17：00 ～ 23：00
　土日祝 11：00 ～ 24：00
　月 16：00 ～ 23：00 ／年中無休

使用する食材 8割は、愛知県産（特に、キャベツ、豚肉、玉ねぎ、
青じそ）です。

このマップは、私たち大学生が2019年 6～7月に街歩きして、作成しました。
マップ作成にあたっては、各お店や関係者の皆さまに、多大なるご協力をい
ただきました。なお、2019 年 9月末に星が丘テラスを退店された

ギャラリーエクセレンス様　　　　　 と

おそうじまま様　　　　　　　にもご協力いただきました。

皆さま、本当にありがとうございました。 作成者一同

持続可能な生活

文化と社会

各お店や関係者からうかがった「想い」をつなぐため、
そのお話とエシカル消費について学習したことを
学内で報告（エシカル消費の普及啓発の実践）しました。

同世代である大学生に伝えました！


