
 

 

 

 

 

 

「いしかわウォームシェア」キックオフイベントについて 

 

（１）趣 旨 

夏場のクールシェアに加え、照明やエアコンなどにより電力需要が高まる冬場に、

県民の省エネ・節電の取り組みを促進するため、家庭で鍋などを囲んだり、商業施

設などに出かけることにより、家庭の消費電力を抑制する「いしかわウォームシェ

ア」の取組を、県民運動として推進するにあたり、普及啓発の一環として、キック

オフイベントを開催します。 

 

（２）日 時 平成２９年１１月３日（金・祝）１１：００～ 

（３）場 所 イオンモール新小松 祭広場 

（４）キャンペーン内容 

   １．石川県生活環境部長挨拶 

２．ウォームシェアスポットの代表による取組宣言 

（イオンモール新小松 ゼネラルマネージャー） 

３．地元園児によるマーチング・合唱（あおば保育園・よしたけこども園） 

   ４．園児とひゃくまんさんによるウォームシェア体験 

※ひゃくまんさんグッズが当たる「ひゃくまんさんジャンケン大会」を実施予定 

 

（参考） 「いしかわウォームシェア事業の概要」 

 

（１）取組期間  １１月１日（水）～２月２８日（水） 

（２）協力施設  スーパー、ショッピングセンター、デパート、飲食店、 

銭湯、レジャー施設 など 

※鍋料理の具材等の売り場や店頭でのポスターの掲示による啓発 など 

（３）協力施設数 ２３５施設 

（４）参加特典 ①値引きなどの施設独自のサービスを提供（一部施設） 

②投稿キャンペーンの実施 

         鍋などを囲んでいる写真や、協力施設のレシートなどを添付して応募した

県民に、協賛企業からの景品（特産品など）を抽選でプレゼント 

 

資 料 提 供 

平成 29年 10月 31日 

温暖化・里山対策室 

電話 076-225-1462 

(内線 4227) 



いしかわウォームシェア

石川県・公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議

プレゼント一覧 対象施設のレシートを集めて応募しよう！

提供元：石川県県民ふれあい公社 

のとじま水族館
親子ペアご招待券

提供元：石川県県民ふれあい公社 

いしかわ動物園
親子ペアご招待券

提供元：石川県県民ふれあい公社 

ふれあい昆虫館
親子ペアご招待券

香林坊大和8Fレストラン
食事券1,000円分

提供元：株式会社大和 提供元：コロナシネマワールド

コロナシネマワールド
映画ペア鑑賞券

提供元：Hair Room Moka

●ヘッドスパ
  トリートメント無料券
●オゾンシャンプー無料券
●オゾンエステ無料券

提供元：金沢ゆめのゆ

入館ペア優待券

提供元：株式会社ゴーゴーカレーグループ

ゴーゴーカレー
レトルトルー（2食入り×5箱）

提供元：株式会社まつや

まつや とり野菜みそ
ぞうすい（10袋入り）

提供元：金沢武士団 

金沢武士団 
試合ペア招待券

提供元：羽咋市

のとしし肉（３～４人前）

家族それぞれが

自分の部屋で暖房を使うのではなく、

１つの部屋に集まって鍋を囲んだり、

暖房を消してみんなで外に出かけることで、

消費電力を抑える取り組みです。

11/1水

2017年

2018年

2/28水

5名
さま

提供元：羽咋市

自然栽培羽咋米
（３ｋｇ）

5名
さま

提供元：米新品種「ひゃくまん穀」普及推進委員会

ひゃくまん穀（精米５ｋｇ）
10名

さま

5名
さま提供元：（一社）こまつ観光物産ネットワーク

小松名産トマトカレー
（5個セット)

5名
さま

3組
さま

3組
さま

10組
さま

10組
さま

10組
さま

5組
さま

5名
さま 提供元：キャラバンサライ

カフェインレス・
カフェオレベース 3名

さま 提供元：株式会社オータニ

ひゃくまんさん
ぬいぐるみ 1名

さま

5組
さま

10名
さま

提供元：花王カスタマーマーケティング株式会社

●クイックルワイパー
ハンデイ伸び縮みタイプ

（本体+取り換え用セット）

●ウルトラアタックＮｅｏ
抗菌ＥＸＷパワー

●ビオレU
うるおいしっとり肌
（本体+つめかえ用セット）

20名
さま

10名
さま

10名
さま

ウォームシェアとは

10名さま

5名さま

5名さま

選べるギフト
■ご当選者様には、当選後に

　上記5つの中から、

　お好きなギフトをお選びいただけます。

10名
さま

●いしかわの森や里山を守る活動を

　支援している企業の製品です。

CINEMA

ウォームシェア

投稿キャンペーン応募方法

2017年 11月1日水 ▶ 2018年 2月28日水応募期間
※当日消印有効

応募方法

期間中、右側のハガキにウォームシェア協力店舗・施設を

利用したことがわかるもの（レシートや半券など）を、2枚貼って郵送。

※レシート等は１店舗・施設につき、1日1枚のみ有効となります。

　有効例：❶1日に異なる２つの店舗・施設を利用した場合。❷2日間で同じ店舗・施設を利用した場合。

※ショッピングセンター等の複合商業施設については店舗ごとに異なるレシートとして扱います。

※レシート等を発行していない店舗・施設もありますのでご注意ください。

ウォームシェアに取り組んだ写真を撮影し、

「いしかわエコライフ応援サイト」に投稿。

※何回でも応募いただけますが、抽選対象となるのは、1世帯につき、3回までとさせていただきます。

※ウォームシェアの取組例は「いしかわエコライフ応援サイト」をご覧ください。

※投稿された記事の内容や写真に肖像権などの第三者の権利侵害があった場合、

　県は一切責任を負いません。ご自身の責任において応募いただきますようお願いいたします。

投稿例
家族みんなで
鍋をしたよ!

家のエ
アコン

を

消して
映画館

に

行って
きたよ!

レシート貼付欄（コピー不可）

石川県生活環境部
温暖化・里山対策室 宛

※必要事項に不備がある場合は無効となります。 ※当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代えさせていただ

きます。 ※住所不明等で商品をお届けできない場合はご当選を無効とさせていただきます。 ※賞品のデザイン・仕

様は写真と若干異なる場合がございます。 ※ご当選の権利は譲渡できません。また賞品の代品交換はお受けできま

せんのでご了承ください。 ※ご記入いただいた個人情報は、賞品の発送及び個人を特定しない形での統計データ

のためにのみ使用させていただきます。

金沢市鞍月1-1

9 2 0 8 5 8 0

必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い

ご住所

フリガナ

電話番号

年齢

お名前

歳

アパート名、マンション名、棟・室番号まで正確にご記入ください。

【レシートの貼付について】

●店舗・施設名と日付が見えるようにお貼りください。

●レシート貼付欄に入りきらない場合、

　折りたたんでお貼りください。

●レシートは剥がれない様に

　しっかりとテープ等でお貼りください。

●はがき1枚につき1口のご応募となります。

おそれいりますが

62円切手または

82円切手を

お貼りください。

※6gを超える場合は

82円切手となります。

郵便ハガキ

ハガキを郵送して応募する場合

Web上から応募する場合

提供元：有限会社クリエイト

能登ワイン用ぶどうの葉を活用した「ぶどう葉茶」

Piccolo Paradiso
ピッコロパラディーソ 5名

さま 提供元：畑の国のアリス 農業女子いしかわ

3名
さま

提供元：ＣＲＡＦＴ ＷＯＲＫＳ ＥＲ

ｉｓｉｃａ（猪鹿×いしかわ）シリーズ

ｉｓｉｃａ革製品キーホルダー 3名
さま 提供元：株式会社谷口

ミシンで縫うことも出来る！ 

能登杉の折り紙 10名
さま

3名
さま

提供元：祥楽の湯 

お風呂ペア入浴券

お知らせ

お問合せ先 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地　TEL 076-225-1462　石川県生活環境部温暖化・里山対策室

いしかわエコライフ応援サイト詳しくは 検索

Let‘s eat

食用成分100％

畑の国の
アリス
ハンド
クリーム ハム詰め合わせ

佃煮詰め合わせ

石川の地酒セット スイーツ詰め合わせ

はちみつドリンクセット

ごく

提供元：株式会社なぎさエリアマネジメント、渚水産

能登の漁師と水産業を応援する

食のおいしい流通サービス

日本海直送便

プレゼント
一覧

冬の省エネ・節電アクションプラン冬の省エネ・節電アクションプラン
に取り組んで更にプレゼントをゲット！に取り組んで更にプレゼントをゲット！

冬
の

省
エネ・節電にも取り組もう！

家
族

みんなで

いしかわ
エコデザイン賞

受賞製品



投稿キャンペーン対象スポット

デパート・ショップ

各種サービス・レジャー・公共

香林坊大和 
金沢市香林坊1-1-1

午後7時以降2,160円（税込）以
上お食事のお客様、駐車
料金2時間サービス。  

めいてつ・
エムザ
金沢市武蔵町15-1

１F「茶庵黒門」で、ぜんざいを注文された方１００円
引き（森八のあんに石川県産のおもち入り）※ご注文
時に「ウォームシェア」で来たと一言添えてください。

金沢百番街 
金沢市木ノ新保町1-1

毎月1日は百番街くらぶポイント3倍&会員様限定ガ
ラポン抽選会を開催！（1/1は除く）（1,000円(税込)以
上ご利用のポイント詳細レシートをお持ちください。）

ジョーシン 
県内全店舗

ジョーシンのスマートフォン
アプリを入れた方にお得な
クーポンを配信中。 

アビオシティ
加賀
加賀市作見町ル25-1

休憩スペースの提供。
Wi-Fi無料サービス。

100満ボルト
県内全店舗

100満ボルトカード会員様は、ご来店
時に「ポイントロボ」にカードを通すと
最大1,000ポイントが当たります。

キャラバン
サライ
本店、泉が丘店、武蔵店、
松村店、御経塚店、小松店

マイカップ持参の方はコーヒー20
円引き。家庭用ハンドドリップコー
ヒー用品のコーナーを設置。  

飲食店

ゴーゴー
カレー 
県内全店舗

毎月5のつく日はゴーゴーDAY。
最大200円分のトッピングサービ
ス券進呈。  

ガスト
県内全店舗

おこさまドリンクバー３歳以下の
お子さまは無料（ご注文の際にお
申し付けください）

ココス
県内全店舗

おこさまドリンクバー３歳以下の
お子さまは無料（ご注文の際にお
申し付けください）

星乃珈琲
石川県庁前店、
金沢押野店

モーニングの時間帯はお好みの
ドリンクにトーストとゆで卵を
サービス。

スターバックス
コーヒー 
県内全店舗（イオンモール新小松店を除く）

マイカップ・マイボトル持参のお客
様には、資源節約のお礼として20
円値引き。

サブリナカフェ
＆テラス
金沢市堀川新町3-1
金沢フォーラス7F

自家製ホットレモネード１杯サー
ビス。

喫茶展望 
金沢市鞍月1-1 県庁19階

ホットコーヒー50円引き
※ご注文時に「ウォームシェア」で
来たと一言添えてください。

入浴施設

金沢市内の銭湯
Zささのゆ、額温泉、あわづ湯、天空の湯、

ヘルシーバス268、れもん湯、石引温泉亀の湯、

兼六温泉、みろく温泉元湯、松の湯、瓢箪湯、双葉湯、

諸江の湯、桑名湯、梅の湯、こばし湯、大和温泉、

百乃湯、旭新温泉、東湯、金沢温泉金石荘

第1日曜日「子どもふれあい入浴デー」小学生以下入浴料金無料!!  

楽ちんの湯 
金沢市大桑2-115

毎週火曜日はスタンプカードの
ポイントが2倍。

テルメ金沢 
金沢市松島町17

入館時「いしかわウォームシェア」
と言っていただければ割引。（通常
1,080円→864円）※他サービス券と
の併用不可※必要料金は別途かかります。

和おんの湯 
金沢市神宮寺2-30-1

大人4名以上同時受付の場合、「全員手ぶら
セット」「子ども入浴料100円に割引」をサービ
ス。（金土日、12/23~1/3を除く）

天然温泉
極楽湯
野々市市若松町18-1

会員は、館内施設（お風呂、お食
事、整体）を割引価格で利用可。

天然温泉
湯来楽
内灘町千鳥台4-2-1

毎月18日は岩の日。
次回以降使える岩盤浴の無料券
をプレゼント。  

祥楽の湯 
津幡町北中条地区1街区1

食事処 祥楽亭にてお使い頂け
る食事100円割引券を進呈。

金沢
ゆめのゆ 
金沢市藤江南3-26

金沢駅往復無料シャトルバス運
行中。

明文堂書店
金沢ビーンズ、野々市店、

松任店、能美店、

小松ツリーズ、能登七尾店

毎月、絵本の読み聞かせ会を開催。親
子でご参加ください。※詳細は当社ＨＰ、また
は店舗までお気軽にお問い合わせください。※ＴＳＵ
ＴＡＹＡ併設店、タリーズコーヒー併設店があります。

うつのみや
県内全店舗

本やＣＤ，ＤＶＤ、楽器やカルチャー教室
でもポイントが貯まるカードを発行。貯
めたポイントは景品と交換できます。

Hair Room
Moka
金沢市西金沢3丁目451-4

来店された方にホットドリンクを
サービス。

スーパー・
ショッピング
センター

（鍋フェア）

珠洲食品館

珠洲市飯田町１丁目１

フレッシュフード
&リカーDAIMARU

珠洲市野々江町ﾒの部48

ワイプラザ
輪島店

輪島市宅田町41

マルエー

県内全店舗

マックス
バリュ

県内全店舗

ピアゴ

県内全店舗

どんたく

県内全店舗

ニュー三久

県内全店舗

コープ
いしかわ

コープたまぼこ、コープおおぬか

カジマート

みなみ店、高松インター店、桜田店、北安江店
七尾パトリア店（めいてつエムザ店を除く）

大阪屋
ショップ

県内全店舗

Aコープ

県内全店舗

イオン
リテール 

県内全店舗

アル・プラザ

県内全店舗

アピタ

県内全店舗

金沢武士団
県内試合会場

ファンクラブ会員限定スタンプラリーを
実施。スタンプの数に応じて選手と写真
撮影などの特典が受けられます。

金沢コロナ
ワールド
金沢市無量寺4-121-1

金沢駅からの無料シャトルバスを1
時間毎に運行中！

パナソニック
リビング
ショウルーム金沢
金沢市鞍月4-117

温かいドリンクを召し上がっていた
だけます。

のとじま水族館
七尾市能登島曲町15部40

毎月19日「県民育児の日」は、中
学生以下の入場は無料です。（ただ
し家族の利用に限ります） 

LIXIL
ショールーム金沢
金沢市鞍月5-173

お茶・ジュースの無料提供。節
水・節電につながる最新の住宅
設備を多数展示中。

いしかわ動物園
能美市徳山町600

毎月19日「県民育児の日」は、中
学生以下の入場は無料です。（た
だし家族の利用に限ります） 

ふれあい昆虫館
白山市八幡町戌3番地

毎月19日「県民育児の日」は、中
学生以下の入場は無料です。（た
だし家族の利用に限ります）

のと海洋
ふれあいセンター 
能登町字越坂3-47

海を知る体験ができる
各種講座「ヤドカリ学級」を
無料開催 。

健民スポレクプラザ 
金沢市西泉6-188

毎週、火曜メンズデー、水曜レディスデ―、
木曜シルバーデーはアイスリンク利用料金
を割引。（1,020円→510円）（祝日は除く）

道の駅すず塩田村
珠洲市清水町1-58-1

道の駅に併設された塩の資料館
では「揚げ浜式」の塩づくりの歴
史を学ぶ事ができます。 

輪島工房長屋
輪島市河井町4-66-1

輪島塗の箸にお好みでデザイン
する「Ｍｙ箸づくり」などの体験メ
ニュー100円引き。

魯山人寓居跡
いろは草庵
加賀市山代温泉18-5

入館時に「ウォームシェアで来
た」と言っていただいた方に粗品
進呈。

輪島漆芸美術館 
輪島市水守町四十苅11

来館者が輪島塗の器で自由にお
茶を飲み休憩できるコーナーを
設置。

クアハウス九谷
能美市泉台東10

10人以上は2割引。お友達や近
所の方と一緒にお越しください。

森林公園
インフォメーションセンター 
津幡町津幡エ14

森林をテーマとした体験型コー
ナーを設置。

たかまつまちかど
交流館
かほく市高松ツ56-1

かほく四季まつり「あったか鍋・雑炊まつり」
として”まちかど雑炊”を提供予定（期間：１
月１３日（土）～２月１１日（日）） 

こまつまちづくり
交流センター
小松市小寺町乙８０－１

各種イベント・講座開催予定。詳
しくはＨＰをご覧ください。 

白山市かわち児童館
白山市河内町福岡88番地

暖房の効いた館内の遊具やおも
ちゃで遊ぼう。 

能美市緑が丘児童館
能美市緑が丘9-1

各種イベント・講座開催予定。詳
しくはＨＰをご覧ください。

ウォームシェアに取り組んで

プレゼントをゲットしよう！

応募方法①

応募方法②

対象スポットを利用したことがわかるレシート等を2枚集めて、ハガキに貼って郵送。
（レシートを発行していないスポットの場合は「応募方法②」で応募してください）

対象スポットに行ったことがわかる写真や家族みんなで鍋を囲んでる写真を撮影し、

「いしかわエコライフ応援サイト」に投稿。
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