
・金額は税込み価格です。

景品一覧　その１ ・この景品は、福岡県地球温暖化防止活動推進センターでまとめて購入しているものです。
　地域連携エコ活動支援金で景品を購入される場合、この一覧以外から地元の特産などを独自に探し出し、購入することができます。
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商品名 1　ディズニー・ショッピングバッグ デニム調 商品名 2　ありがとうティッシュ 商品名 3　ホイッスル付きＬＥＤライト 商品名 4　にほんの色鉛筆１２色セット 商品名 5　バウンスカラー畳める軽量リュック

サイズ 約４２×１０×３３㎝ サイズ サイズ サイズ 全長8.7ｃｍ　パッケージ9×11.5×1ｃｍ サイズ 使用時　40×29×10ｃｍ　収納時　40×17.5×12.5ｃｍ

荷姿 ポリ袋入り 荷姿 ポリ袋入り 荷姿 化粧箱入り 荷姿 ヘッダー付化粧箱入り 荷姿 ポリ袋入り

商品代 ＠431円 商品代 ＠13円 商品代 ＠151円 商品代 ＠96円 商品代 ＠322円

在庫数 13個 在庫数 2個 在庫数 206個 在庫数 162個 在庫数 3個

その他 その他 その他 その他 その他

商品名 6　紙製ごみっこポイ　５枚入り 商品名 7　カラビナ付コンパクト携帯ボトル 商品名 8　6色クレヨン 商品名 9　タオルスイーツ　マフィンケーキ1個 商品名 10　ブックマークふせん

サイズ タテ２００ｍｍ×ヨコ130ｍｍ×マチ90ｍｍ サイズ 25×14×3ｃｍ サイズ 約0.8×9㎝ サイズ ２０×２０ｍｍ サイズ １５０×47ｍｍ

荷姿 ポリ袋入り 荷姿 ポリ袋入り 荷姿 化粧箱入り（5.2×9.2×1㎝） 荷姿 ポリ袋入り 荷姿 透明袋

商品代 ＠106円 商品代 ＠106円 商品代 ＠29円 商品代 ＠96円 商品代 ＠63円

在庫数 180個 在庫数 3個 在庫数 5個 在庫数 108個 在庫数 145個

その他 その他 その他 その他

・６００ｃｃの廃油を処理

・処理液は２通りに利用できる
　①油汚れの洗浄
　②園芸用の土づくりに

商品名 11　パワーＬＥＤライト 商品名 12　てんぷら油処理剤　油コックさん　20ｍｌ 商品名 13　フレッシュボーダー保冷温ランチバッグ 商品名 14　折りたたみ携帯コップ（１個） 商品名 15　ＧＯＧＯポケットカー

サイズ サイズ タテ175ｍｍ×ヨコ75ｍｍ サイズ 180×280×120㎜ サイズ カップ/口径5ｃｍ×高さ7ｃｍ　ポーチ／約10.3×11.3ｃｍ サイズ 45×25×25ｍｍ

荷姿 化粧箱入り 荷姿 ポリ袋入り 荷姿 荷姿 クリアケース入り 荷姿 ポリ袋入り

商品代 ＠128円 商品代 ＠76円 商品代 @150円 商品代 @103円 商品代 ＠61円

在庫数 215個 在庫数 47個 在庫数 134個

その他 その他 その他 種類・色はおまかせで その他 色は青のみ その他 種類・色はおまかせで

在庫数 4個 在庫数 0個
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在庫数 20個 在庫数在庫数 8本 110個

荷姿

商品代 @322円

荷姿

@96円

その他 種類はおまかせで

在庫数 0個 在庫数 52個

その他 色はおまかせで

荷姿

商品代

その他 色はおまかせで その他 その他 種類はおまかせで　

在庫数 738本 在庫数 50個 在庫数 15個

商品代 @70円 商品代 ＠418円 商品代 @323円

サイズ 300×400×140㎜ サイズ 約30×10×20ｃｍ

荷姿 デザイン袋入 荷姿 化粧箱入り 荷姿

商品名 29　スヌーピー保冷温トートバッグ 商品名 30　ﾌｧﾐﾘｰｷｬﾗｸﾀｰお出かけｽｳｪｯﾄﾄｰﾄ

サイズ 0.7㎜ サイズ 9.5×9.5×15cm サイズ 直径55×195㎜

商品名 26　エコトンボールペン 商品名 27　2WAYアウトドアライト 商品名 28　ミニオンズ円筒ポーチ

その他 その他 その他 色はおまかせでその他その他 種類・色はおまかせで

商品代 ＠42円 商品代 ＠105円

在庫数 237個在庫数 191個

荷姿

商品代 ＠276円

荷姿 袋なし

商品代 ＠72円商品代 @96円

サイズ サイズ

荷姿荷姿

商品名 24　ミニオンズおりがみメモ付き文具4点セット 商品名 25　スリムボトルカラーペン12色セット

サイズ ２０×９×20ｃｍ

商品名 23　エコトン鉛筆　（ＨＢ）

サイズ 長さ　17.5ｃｍサイズ

その他 その他

商品名 22 エコトントートバッグ商品名 21　ミニオンズカラフルストライプポーチ

在庫数 360個

その他 その他 その他

商品代 @250円

在庫数 488個 在庫数 35個 在庫数 12個 在庫数 17個

荷姿 デザイン袋入

商品代 ＠150円 商品代 ＠1,080円 商品代 ＠2,160円 商品代 ＠670円

サイズ 直径　130ｍｍ×高さ　90ｍｍ

荷姿 ポリ袋入り 荷姿 ポリ袋入り 荷姿 ポリ袋入り 荷姿 箱入り

商品名 20　エコトン植木鉢

サイズ 全長７ｃｍ サイズ 全長１５ｃｍ サイズ 全長２３ｃｍ サイズ 高さ　150ｍｍ　直径65ｍｍ

景品一覧　その２ ・この景品は、福岡県地球温暖化防止活動推進センターでまとめて購入しているものです。
　地域連携エコ活動支援金で景品を購入される場合、この一覧以外から地元の特産などを独自に探し出し、購入することができます。

商品名 16　エコトンぬいぐるみストラップ 商品名 17　エコトンぬいぐるみ（中） 商品名 18　エコトンぬいぐるみ（大） 商品名 19　エコトンアルミマウンテンボトル
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荷姿 荷姿

サイズ 直径9cm、 高さ14.5cm サイズ 本体サイズ： 約90×60cm 

荷姿 化粧箱入り 荷姿

商品名 35　スマートエマージェンシーボトル（防災5点セット）

サイズ 186×168㎜ サイズ 300×300mm サイズ ボトル/直径約7.3ｃｍ 高さ約18.8ｃｍ

景品一覧　その3 ・この景品は、福岡県地球温暖化防止活動推進センターでまとめて購入しているものです。
　地域連携エコ活動支援金で景品を購入される場合、この一覧以外から地元の特産などを独自に探し出し、購入することができます。

商品名 31　アニマルキッチンストックバッグ8枚組 商品名 32　北欧風かや織りふきん（5枚重ねタイプ1枚） 商品名 33　ミニ超音波加湿器 商品名 34　ハートフェルト　ハンドルケースブランケット1枚

直径10.5ｃｍ 高さ15.5ｃｍ 荷姿 化粧箱入り

商品代 ＠106円 商品代 ＠81円 商品代 ＠517円 商品代 ＠206円 商品代 ＠309円

在庫数 50個 在庫数 1個 在庫数 29個 在庫数 42個 在庫数 51個

その他 その他 柄はおまかせで その他 その他 赤・黄・緑（色はおまかせで） その他

商品名 36　フィッシュランド消しゴム付鉛筆 商品名 37　2スタイルランドリーポーチ 商品名 38　シャープナー付色鉛筆 商品名 39　ミニミニキャラクターミニタオル1枚 商品名 40　エコトン鉛筆2B（エコマーク商品）

サイズ 長さ17.5cm サイズ サイズ 35×100ｍｍ サイズ 約20×20cm サイズ 長さ17.5cm

荷姿 荷姿 荷姿 ポリ袋入り 荷姿 ポリ袋入り 荷姿 袋なし

商品代 @40円 商品代 @171円 商品代 ＠90円 商品代 @85円 商品代 @53円

在庫数 1本 在庫数 110個 在庫数 12個 在庫数 180枚 在庫数 2,970本

その他 種類・色はおまかせで その他 色はおまかせで その他 ふたの色は黄色のみ その他 種類・色はおまかせで その他

商品名 41　折りたたみエコバッグ 商品名 42　デリッシュ保存容器 商品名 43　ミッキーラン！　保冷温トートバッグ 商品名 商品名

サイズ 約26.5×18×32cm（使用時） サイズ 51×99×89㎜（容量約190ｍｌ） サイズ 300×400×120㎜ サイズ サイズ

荷姿 ポリ袋入り 荷姿 透明袋 荷姿 荷姿 荷姿

商品代 @130円 商品代 @96円 商品代 @322円 商品代 商品代

在庫数 240個 在庫数 148個 在庫数 58個

その他 色はおまかせで その他 色はおまかせで その他 色はおまかせで その他 その他

在庫数 在庫数

①ホイッスル、②アルミブ
ランケット③ボトル④ライ
ト⑤カラビナキーホル

コンビニのお弁当に特化したエコバッ

グ


