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Honda ウェブサイト ●〈環境への取り組み〉 ht tp://www.honda.co.jp/environment/
  ●〈e-dream〉 ht tp://www.honda.co.jp/e-dream/

e-topics きょうもHondaから、ニュースなエコを。

電動二輪車”EV-neo”の業務用途における
実走実験の成果を報告。

Hondaの環境ウェブサイト「環境への取り組み」が、
「第12回 環境goo大賞」の部門賞を受賞。

e-dream特派員から

Hondaの環境情報を発信しているメディア 詳しくはウェブサイトをご確認ください。
 http://www.honda.co.jp/environment/

Honda
環境年次レポート

Honda Ecology+
（ホンダ・エコロジー・プラス）

Honda
環境ブック

Honda 環境ウェブ
「環境への取り組み」

環境ドキュメンタリー
「Honda Face」

Honda
環境ラボKids

浄水器は使わず、ミネラルウォーターも買いません。炭で浄化した水道
水を冷蔵庫に入れてあり、それを飲んでます。 炭は月に一回程度、煮沸
することで効果が復活します。面倒な浄水器のフィルター交換も必要
もありませんし、ミネラルウォーターの空きぺットボトルも出ません。 
お財布にも環境にもやさしいアイデアだと思います。 

　2013年1月18日、Hondaは、環境省主催の「平成24年度地球温暖
化対策技術開発成果発表会」にて、”EV-neo”の「業務用電動二輪車
の実用化に向けた一般公道による実走実験」の成果を発表しました。
　この実走実験は、リチウムイオン電池を搭載した業務用電動二輪車と
いう新しい製品の開発に伴うもので、コミューターではなく、重量物の搭
載、頻繁な発進停止の過酷な条件下で充分に耐えうる製品の開発を目的
に行われました。電動二輪車“EV-neo”を使って、宅配ピザ店や新聞配達
店、銀行の支店などでの業務用途における使用状況をモニタリング。その
使い勝手や長期使用における製品の変化・劣化を検証し、発表しました。
　成果として、ユーザーから「静か・排気ガスが出ない・出足が良い・振
動が少ない」という感想が得られた半面、「航続距離の向上」が今後の
課題に挙がりました。

　環境保全および社会貢献活動に取り組む企業・団体・
個人のウェブサイトにおける優れた情報発信を表彰する
「第12回環境goo大賞」にて、Hondaの環境ウェブサイト
「環境への取り組み」が「地球温暖化対策賞」（企業部門）
を受賞しました。
「環境への取り組み」では、子どもから専門家まで幅広い
方々に環境取り組みへの関心を持っていただくことを目
指しています。今回、CO₂低減に向けた明確なビジョン提
示と各ステークホルダーの行動に繋がる情報発信、そし
て、研究所や製作所の従業員の、環境課題に対するチャ
レンジをドキュメンタリータッチに描いたコンテンツ
『Honda Face』が高く評価されました。

水道水に炭を入れ、
浄化した水を飲料水にしています。
エコな上に経済的です。

戦後9年目生まれ。物心がついた頃、
やっとテレビが普及し始めました。 経
済成長とともに大量生産大量消費が
当たり前となり、ゴミは文化の象徴と
まで言われました。いつからか地球温
暖化が叫ばれ始め、エネルギーには限
りがあることや、質の高い生活を維持
する必要性を感じるようになりました。
一人ひとりが身近
な問題に目を向け
豊かな環境を次世
代に繋げられるよ
う願っています。  

e-dream
会員番号 7
梅田 朝美 さん
本田技研工業（株）
環境安全企画室 

カスタマーサービス本部
サービス・部品販売事業部
戸川恵子

このe-dreamは、コクヨグループの株式会社コクヨ工業滋賀が開発した、枯れヨシを使用した紙「ReEDEN（リエデン）」に印刷してお届けしています。
e-dreamは、環境配慮型の紙を使用しています。

授賞式に参加した環境安全企画
室の加藤久技師と廣川奈美氏

車両重量： 106kg
定格出力： 0.58kW
最高出力： 2.8kW（3.8PS）/5,000rpm
バッテリー種類： リチウムイオン電池
一充電走行距離： 34km
 （30km/h定地走行テスト値）

充電時間： 30分（急速充電器AC200V）、
 3.5時間（普通充電器AC100V） Hondaの環境ウェブ

「環境への取り組み」

▼ 電動二輪車 EV-neo

水道水に炭を入れると
浄化できます。

月に一回、炭を煮沸して
繰り返し使います。

写真：Honda Cars 山形 酒田店 のみなさん

販売店スタッフが知っておきたい
Hondaの環境情報をお届け！
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現場で役立つ　　  環境情報誌  ［イー・ドリーム］

教えて！ Hondaのeco技術

「ワコール ブラ・リサイクル」

不要になったブラを
回収しリサイクルする
業界初の取り組み。

「ワコール ブラ・リサイクル」

eco-friends

使用済みバッテリーから
レアアースを取り出し、
再びバッテリー材料へ。
世界初のリサイクル事業がついに完成。

使用済みIMAバッテリーから
レアアースを取り出し、
再びバッテリー材料へ。
世界初のリサイクル事業がついに完成。

突撃！ あなたの街のecoディーラー

山形県の森林育成に
取り組んでいます。
地元のために長く続けて
いきたいですね。

突撃！ あなたの街のecoディーラー

Honda Cars 山形 酒田店Honda Cars 山形 酒田店

不要になったブラを
回収し、リサイクルする
業界初の取り組み。
（株）ワコール

山形県の森林育成に
取り組んでいます。
地元のために長く続けて
いきたいですね。



山形県の森林育成に取り組んでいます。
地元のために長く続けていきたいですね。

Honda Cars 三河 豊田挙母店Honda Cars 山形 酒田店

突撃！ あなたの街のecoディーラー 全国のHondaのお店の中から、注目のお店をご紹介！

このコーナーにご登場いただけるHondaのお店を募集中です。四輪・二輪・汎用、また
自薦・他薦を問いません。お店の環境取り組みを、e-dream編集部までご紹介ください。

編集部メールアドレス： 
e-dream@spirit.honda.co.jp

Welcome!

一斉停電への参加やエコ運転の推奨で、
地域貢献していきたいと思います。

力仕事は過酷ですが、達成感とやりがいを
感じてくれる人が多いんです。
　山形県の北西部、最上川流域に位置するHonda Cars山形 

酒田店は、「Honda Cars 山形 環境創造プロジェクト」に参加

しています。これは、Honda Cars 山形が2008年から実施し

ている取り組みで、環境保護とCO₂低減のため、県内の森を
元気にする活動。2012年は4回、延べ104名が参加しました。

「放置された森は、木々が混み合い日光が森の中まで届き

ません。そこで、間伐や枝払いを行い枝葉全体に日光が当

たるようにして、森全体を大きく成長させていくんです。」

（Honda Cars 山形 本社 本間聡司さん）

　スタート当初は、西川町エリアのみの開催でしたが、

次第に近くで実施してほしい、という声が多くなり、現在

は拠点の商圏近郊の3エリアに拡大。Honda Cars 山形

の全10店舗が参加する恒例イベントとなりました。

　2012年は、活動の一環で宮城県の震災復興の支援にも

取り組みました。震災で被害を受けたカキの養殖棚の材料

にと、酒田市の竹林から孟宗竹を切り出すというものです。

「この活動にはいつも達成感があるんです。額に汗しな

がら皆で頑張るのって気持ちがいいんですよ。まだ未体

験の人にもそれを味わってほしいと思っています」

地元の歴史を知って、自分たちの手で
守っていくことの必要性を実感しました。
　Honda Cars 山形が取り組む「環境創造プロジェクト」

に、第一回目から参加しているHonda cars 山形 酒田店。

28名のスタッフを抱える同店で、率先して参加を呼びか

けるのが、営業チーフの草島寿一さんです。

「最初は少ない人数でしたが、一度参加すると楽しさを

感じてもらえるんです。2011年に地元の庄内地区で実施

されるようになってからはどんどん参加人数が増えて、

ウチは全スタッフに参加経験がありますよ」

　そして庄内エリアの活動内容は、他と異なるのだそう。

「日本最長の35キロを誇る庄内砂丘の海林保全のた

め、防風林の黒松を脅かすニセアカシアを駆除していき

ます。作業前に庄内砂丘の歴史について講義を受けたの

ですが、津波の防潮堤としても役立つそうで、改めて自分

たちが取り組む必要性を感じました」

　地元の歴史に触れながら、地域への愛も育つ。この活

動は、単なる環境保全を越えた本当の意味での地域貢

献に繋がっていくはずです。

「実は、私と本間さんの出会いも森だったんです（笑）。

他店スタッフとの交流も醍醐味かもしれないですね」

今年で5年目を迎えるプ
ロジェクトには、毎回約
30人が参加し、地元の環
境保全に貢献しています

庄内エリアでは、黒松の保護のため、成長
の早いニセアカシアを伐採していきます

震災復興支援の一環で、竹林から切り出した孟宗竹を宮
城県に届けました。達成感で参加者たちは自然と笑顔に

店舗内は50人以上が座れる広さ。週末
は家族連れなどでいっぱいになるそう

スタッフも率先
して節電を意識
しています

豊田市が提案するCO₂低減のため
の工夫。店内に貼り出してスタッフと
お客様の意識向上に努めています

スモールストアである同店で
は、お客様への心配りがあちこ
ちに。商談テーブルに置かれた
荷物カゴもその一つです

ゆったりとした待ち合
いスペースには、子ども
が好きな漫画が充実

洗車500円、オイル交換
1,000円などの割引や、女
性好みの限定ドリンクメ
ニューなど、女性にうれし
いサービスを展開中です

ホンダ四輪サービス技術コンクー
ルで全国大会に出場しました

Honda Cars 山形 本社の
本間聡司さん

Honda Cars 山形 酒田店の
営業チーフ草島寿一さん

蓮川利幸店長

CA（カーライフ
アドバイザー）の
小島梓さん

西川町から始まった活動は、現在
3エリアに拡大。酒田店は庄内エリア
での活動を中心に参加しています

AICHI

YAMAGATA

競合の中のHondaとして戦い続ける。
一人当たりの販売台数は全国トップ。
　名古屋駅から約60分、豊田市の中心部にHonda Cars

三河 豊田挙母店はあります。トヨタ車がシェア7割を占

め、Hondaにとっては完全アウェーとも言える土地でも、

同店の調子は上向きだと、蓮川利幸店長は話します。

「たしかに難しさはありますよ。それでも、この6年でお

客様の数は倍になっているんです」

　実は蓮川店長は昨年、「生涯累計販売台数1,500台」

を記録し表彰を受けたほど。その秘訣は「クルマを売る

のではなく、お客様を増やすという発想」なのだとか。

「たとえば、お客様と駆け引きをするより、一番満足して

いただける方法を一緒に考えます。今買うより来月のほ

うが安ければ、そう薦めることもありますよ。お客様は敵

ではなく味方ですから、目先の売り上げにとらわれない

よう心がけています」

　この考え方が浸透していることが同店の強みかもし

れません。3人の営業マンは自分の担当の垣根を越え、

すべてのお客様に対応します。営業マン個人ではなく、

お店のお客様という考え方が実を結び、昨年4月からの

一人当たりの累計販売台数で全国一位に輝きました。

豊田市の環境活動への協力だけでなく、
店舗でもエコを心がけています。
　豊田市は、東海地方で唯一の『環境モデル都市』でもあ

ります。そんな豊田市の環境活動にHonda Cars 三河 豊

田挙母店も参加しているといいます。

「年に2回、街の一斉停電に協力しています。街のお店や

看板の明かりを消そうという運動で、ウチもその日は外

のライトアップも消していますよ」（蓮川店長）

　他にも同店では試乗車の利用と代車の貸し出し時の

「エコ運転」の推奨や、店内でもエコな心掛けがあると、

CA（カーライフアドバイザー）の小島さんは言います。

「トイレの電気を小まめに消したり、小さなことですが

皆でエコを意識するようにしています」

　その小島さん、スモールストアである同店で、女性が入

り易いお店作りでも活躍しているのだそう。ドリンクメニ

ューやインテリアなどあちこちに工夫が見えました。

　トヨタ自動車の本拠地で、今後どのようなお店作りを目指

していくのか。最後に、蓮川店長にたずねました。「お客様が

ウチに求めているのは、コーヒーを一杯飲みに寄れるような

気軽さだと思うんです。ホテル並みの接客より、民宿的な親

しみを感じていただけるお店を目指していこうと思います」

ころも

ころも

スタッフの皆さん

鶴岡市　いこいの村 庄内

山形市　山形県 県民の森

米沢市　白布温泉付近
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ゆったりとした待ち合
いスペースには、子ども
が好きな漫画が充実

洗車500円、オイル交換
1,000円などの割引や、女
性好みの限定ドリンクメ
ニューなど、女性にうれし
いサービスを展開中です

ホンダ四輪サービス技術コンクー
ルで全国大会に出場しました

Honda Cars 山形 本社の
本間聡司さん

Honda Cars 山形 酒田店の
営業チーフ草島寿一さん

蓮川利幸店長

CA（カーライフ
アドバイザー）の
小島梓さん

西川町から始まった活動は、現在
3エリアに拡大。酒田店は庄内エリア
での活動を中心に参加しています

AICHI

YAMAGATA

競合の中のHondaとして戦い続ける。
一人当たりの販売台数は全国トップ。
　名古屋駅から約60分、豊田市の中心部にHonda Cars

三河 豊田挙母店はあります。トヨタ車がシェア7割を占

め、Hondaにとっては完全アウェーとも言える土地でも、

同店の調子は上向きだと、蓮川利幸店長は話します。

「たしかに難しさはありますよ。それでも、この6年でお

客様の数は倍になっているんです」

　実は蓮川店長は昨年、「生涯累計販売台数1,500台」

を記録し表彰を受けたほど。その秘訣は「クルマを売る

のではなく、お客様を増やすという発想」なのだとか。

「たとえば、お客様と駆け引きをするより、一番満足して

いただける方法を一緒に考えます。今買うより来月のほ

うが安ければ、そう薦めることもありますよ。お客様は敵

ではなく味方ですから、目先の売り上げにとらわれない

よう心がけています」

　この考え方が浸透していることが同店の強みかもし

れません。3人の営業マンは自分の担当の垣根を越え、

すべてのお客様に対応します。営業マン個人ではなく、

お店のお客様という考え方が実を結び、昨年4月からの

一人当たりの累計販売台数で全国一位に輝きました。

豊田市の環境活動への協力だけでなく、
店舗でもエコを心がけています。
　豊田市は、東海地方で唯一の『環境モデル都市』でもあ

ります。そんな豊田市の環境活動にHonda Cars 三河 豊

田挙母店も参加しているといいます。

「年に2回、街の一斉停電に協力しています。街のお店や

看板の明かりを消そうという運動で、ウチもその日は外

のライトアップも消していますよ」（蓮川店長）

　他にも同店では試乗車の利用と代車の貸し出し時の

「エコ運転」の推奨や、店内でもエコな心掛けがあると、

CA（カーライフアドバイザー）の小島さんは言います。

「トイレの電気を小まめに消したり、小さなことですが

皆でエコを意識するようにしています」

　その小島さん、スモールストアである同店で、女性が入

り易いお店作りでも活躍しているのだそう。ドリンクメニ

ューやインテリアなどあちこちに工夫が見えました。

　トヨタ自動車の本拠地で、今後どのようなお店作りを目指

していくのか。最後に、蓮川店長にたずねました。「お客様が

ウチに求めているのは、コーヒーを一杯飲みに寄れるような

気軽さだと思うんです。ホテル並みの接客より、民宿的な親

しみを感じていただけるお店を目指していこうと思います」

ころも

ころも

スタッフの皆さん

鶴岡市　いこいの村 庄内

山形市　山形県 県民の森

米沢市　白布温泉付近
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Honda ウェブサイト ●〈環境への取り組み〉 ht tp://www.honda.co.jp/environment/
  ●〈e-dream〉 ht tp://www.honda.co.jp/e-dream/

e-topics きょうもHondaから、ニュースなエコを。

電動二輪車”EV-neo”の業務用途における
実走実験の成果を報告。

Hondaの環境ウェブサイト「環境への取り組み」が、
「第12回 環境goo大賞」の部門賞を受賞。

e-dream特派員から

Hondaの環境情報を発信しているメディア 詳しくはウェブサイトをご確認ください。
 http://www.honda.co.jp/environment/

Honda
環境年次レポート

Honda Ecology+
（ホンダ・エコロジー・プラス）

Honda
環境ブック

Honda 環境ウェブ
「環境への取り組み」

環境ドキュメンタリー
「Honda Face」

Honda
環境ラボKids

浄水器は使わず、ミネラルウォーターも買いません。炭で浄化した水道
水を冷蔵庫に入れてあり、それを飲んでます。 炭は月に一回程度、煮沸
することで効果が復活します。面倒な浄水器のフィルター交換も必要
もありませんし、ミネラルウォーターの空きぺットボトルも出ません。 
お財布にも環境にもやさしいアイデアだと思います。 

　2013年1月18日、Hondaは、環境省主催の「平成24年度地球温暖
化対策技術開発成果発表会」にて、”EV-neo”の「業務用電動二輪車
の実用化に向けた一般公道による実走実験」の成果を発表しました。
　この実走実験は、リチウムイオン電池を搭載した業務用電動二輪車と
いう新しい製品の開発に伴うもので、コミューターではなく、重量物の搭
載、頻繁な発進停止の過酷な条件下で充分に耐えうる製品の開発を目的
に行われました。電動二輪車“EV-neo”を使って、宅配ピザ店や新聞配達
店、銀行の支店などでの業務用途における使用状況をモニタリング。その
使い勝手や長期使用における製品の変化・劣化を検証し、発表しました。
　成果として、ユーザーから「静か・排気ガスが出ない・出足が良い・振
動が少ない」という感想が得られた半面、「航続距離の向上」が今後の
課題に挙がりました。

　環境保全および社会貢献活動に取り組む企業・団体・
個人のウェブサイトにおける優れた情報発信を表彰する
「第12回環境goo大賞」にて、Hondaの環境ウェブサイト
「環境への取り組み」が「地球温暖化対策賞」（企業部門）
を受賞しました。
「環境への取り組み」では、子どもから専門家まで幅広い
方々に環境取り組みへの関心を持っていただくことを目
指しています。今回、CO₂低減に向けた明確なビジョン提
示と各ステークホルダーの行動に繋がる情報発信、そし
て、研究所や製作所の従業員の、環境課題に対するチャ
レンジをドキュメンタリータッチに描いたコンテンツ
『Honda Face』が高く評価されました。

水道水に炭を入れ、
浄化した水を飲料水にしています。
エコな上に経済的です。

戦後9年目生まれ。物心がついた頃、
やっとテレビが普及し始めました。 経
済成長とともに大量生産大量消費が
当たり前となり、ゴミは文化の象徴と
まで言われました。いつからか地球温
暖化が叫ばれ始め、エネルギーには限
りがあることや、質の高い生活を維持
する必要性を感じるようになりました。
一人ひとりが身近
な問題に目を向け
豊かな環境を次世
代に繋げられるよ
う願っています。  

e-dream
会員番号 7
梅田 朝美 さん
本田技研工業（株）
環境安全企画室 

カスタマーサービス本部
サービス・部品販売事業部
戸川恵子

このe-dreamは、コクヨグループの株式会社コクヨ工業滋賀が開発した、枯れヨシを使用した紙「ReEDEN（リエデン）」に印刷してお届けしています。
e-dreamは、環境配慮型の紙を使用しています。

授賞式に参加した環境安全企画
室の加藤久技師と廣川奈美氏

車両重量： 106kg
定格出力： 0.58kW
最高出力： 2.8kW（3.8PS）/5,000rpm
バッテリー種類： リチウムイオン電池
一充電走行距離： 34km
 （30km/h定地走行テスト値）

充電時間： 30分（急速充電器AC200V）、
 3.5時間（普通充電器AC100V） Hondaの環境ウェブ

「環境への取り組み」

▼ 電動二輪車 EV-neo

水道水に炭を入れると
浄化できます。

月に一回、炭を煮沸して
繰り返し使います。

写真：Honda Cars 山形 酒田店 のみなさん

販売店スタッフが知っておきたい
Hondaの環境情報をお届け！

2013
SPRING 35

現場で役立つ　　  環境情報誌  ［イー・ドリーム］

教えて！ Hondaのeco技術

「ワコール ブラ・リサイクル」

不要になったブラを
回収しリサイクルする
業界初の取り組み。

「ワコール ブラ・リサイクル」

eco-friends

使用済みバッテリーから
レアアースを取り出し、
再びバッテリー材料へ。
世界初のリサイクル事業がついに完成。

使用済みIMAバッテリーから
レアアースを取り出し、
再びバッテリー材料へ。
世界初のリサイクル事業がついに完成。

突撃！ あなたの街のecoディーラー

山形県の森林育成に
取り組んでいます。
地元のために長く続けて
いきたいですね。

突撃！ あなたの街のecoディーラー

Honda Cars 山形 酒田店Honda Cars 山形 酒田店

不要になったブラを
回収し、リサイクルする
業界初の取り組み。
（株）ワコール

山形県の森林育成に
取り組んでいます。
地元のために長く続けて
いきたいですね。




