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レジ袋の有料化やプラスチックストローの廃止などによって

多くの人が「エコ」を意識した日常生活を送る中、

「SDGs」や「サステナブル」への取り組みが

企業の重要な課題となっています。

エコバッグやマイボトルなど、

直接ゴミを減らすことにつながるアイテムはもちろん、

リサイクルによって再生された素材、

環境に与える負担が少ない素材からできたアイテムを使うことも

地球を救う「サステナブルな取り組み」なのです。

今回はノベルティに取り入れることができる、地球にやさしい素材をご紹介します。

ノベルティを通した販促活動から、地球や社会を救う取り組みを始めてみませんか？



認証機関に認められた農地で、栽培に使われる農薬・肥料の厳格な基準を守って

育てられた綿花。

化学薬品の使用による健康被害、環境負荷を最小限に抑制する他、労働の安全や

児童労働など社会的規範を守ったうえで製造される。

参照：日本オーガニックコットン協会(http://joca.gr.jp/main/what-organic-cotton/)

オーガニックコットンキャンバストート(L)

参考上代：800円
サイズ ：本体／約420×380×130mm

持ち手／約30×580mm

オーガニックコットンキャンバストート(L)内ポケット｜景品、ノ
ベルティは景品卸センター (willfun.co.jp)

オーガニックコットンハンドタオル

参考上代：700円
サイズ ：約290×290mm

オーガニックコットンハンドタオル | ノベルティガレージ
(novelty-garage.com)

オーガニックコットンTシャツ

参考上代：1,680円
サイズ ：S、M、L、XL

オーガニックコットンTシャツ | 最安960円 | 【販
促大王】ノベルティ・販促品・記念品の名入れ
(ima-gine.co.jp)
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http://joca.gr.jp/main/what-organic-cotton/
https://www.willfun.co.jp/product_info_41846.html
https://novelty-garage.com/products/detail/114052
https://ima-gine.co.jp/products/00034-ogt/


使用済みペットボトルからポリエステル繊維を再生。

廃棄物発生の削減、石油消費による二酸化炭素の削減、生産過程の水の使用の削

減につながる。

参照：【ZARA】サステナブルプロジェクト「JOIN LIFE」で地球に優しい素材

を選ぶ！ | Oggi.jp

極小エコバッグ

参考上代：1,000円
サイズ ：約260×280×90mm

収納時 約50×55mm

世界最小クラスの超コンパクト 極小エコバッ
グエコ素材使用折り畳み軽量防水撥水詳細｜
GlovesDEPO（グローブデポ）

リサイクルポリエステル Tシャツ

参考上代：990円
サイズ ： S、M、L、XL、XXL

【PBR-920】リサイクルポリエステル Tシャツ | オ
リジナルTシャツのプリント作成・刺繍のことな
らJETCHOP
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https://oggi.jp/6370834
https://www.glovesdepo.com/c/feature/feature_aw/feature_aw_gift/587-
https://www.jetchop.co.jp/tshirts/pbr_920/


工場で廃棄されていた面の裁断くずや落ち綿を集め、粉砕して作った糸。

すでに色がついている綿のくずをリサイクルするため、染色する工程が不要なた

めCO2の排出量や水の使用量を減らすことができる。

参照：環境にやさしい「リサイクルコットン」を学ぼう！ | センケンjob 

(senken.co.jp)

セルトナ・リサイクルコットン2WAYトート

参考上代：700円
サイズ ： トート時／約380×220×90mm

ランチバッグ時／約190×220×90mm

セルトナ・リサイクルコットン2WAYトート(マチ付)｜記念品プラ
ザ (kinenhin-willfun.com)

WWFリサイクルキャンバスエプロン

参考上代：1,264円
サイズ ：約着丈800×身丈580mm

株式会社遠東商会 | WWFリサイクルキャンバスエプ
ロン (entoh.com)
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https://job.senken.co.jp/shinsotsu/articles/recycling-cotton
https://www.kinenhin-willfun.com/product_info_40653.html
https://entoh.com/products/detail.php?product_id=40


寒冷地でとれる「フラックス」という原料からできる天然繊維。フラックスは繊維

や種、根っこまで使え、また、収穫までに吸収されるCO2の量は森林の約4倍という

エコな植物。

水に濡れることで強度が増すため洗濯しても傷みにくく、長持ちさせることが可能。

参照：サステナブルな素材｜注目のアパレルトレンドも解説 – KAPOK KNOT (kapok-

knot.com)

コットンリネン巾着 (S) (M)

参考上代：(S)240円 (M)320円
サイズ ：(S)160×205mm

(M)220×305mm

コットンリネン巾着 (S) (M) | オリジナルグッズ・ノベ
ルティ製作ならラブエンタ (rub-entertainment.com)

コットンリネンマルシェバッグ

参考上代：680円
サイズ ：約W380×H360mm

コットンリネンマルシェバッグ -｜パッケージショッ
プJP (package-shop.jp)
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リビングラック

参考上代：1,100円
サイズ ：約370×185×300mm(使用時)

リビングラック1個｜業界最安値·要見積、販促品王国販促
品やノベルティ、粗品、景品の卸売りサイト (hakko-g.com)

https://kapok-knot.com/blogs/magazine/%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%AA%E7%B4%A0%E6%9D%90-%E6%B3%A8%E7%9B%AE%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%91%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%82%E8%A7%A3%E8%AA%AC
https://www.rub-entertainment.com/goods/tr-0985-0986/
https://www.package-shop.jp/products/detail/456
http://sp.hakko-g.com/0500/2214098_042.html


持続可能な方法で調達した木材を原料として、環境に配慮したプロセスにより生産

された繊維。

参照：テンセル™繊維の生地は何でできているか?テンセル™リヨセルおよびモダー

ル繊維の生地について (tencel.com)

ユーカリハーモニー500

参考上代 ：500円
セット内容：ウォッシュタオル1枚／300×300mm

石鹸1個／35g
入浴料1袋／25g

ユーカリハーモニー500｜ノベルティや販促グッズ、粗品の販
促品流通センター (hansokuhin.com)

ウイルス除去・除菌加工タオルハンカチ3枚

参考上代：1,000円
サイズ ：約250×250mm

【送料無料/メール便対応商品】ウイルス除去・除菌加工タオルハ
ンカチ3枚 (matsui-towel.com)
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https://www.tencel.com/jp/about
https://www.hansokuhin.com/item/M320054.html
https://matsui-towel.com/SHOP/F20MT3.html


皮革や動物性素材を使わずに作られた素材。

エコファーや自然素材のコットン、ベジタリアンレザーなど。

参照：サステナブル素材にはどんなものがある？サステナブルな洋服選びのポイン

ト (bitdays.jp)

PUレザーコースター

参考上代：400円
サイズ ：直径88×厚み7mm

ユーカリハーモニー500｜ノベルティや販促グッズ、
粗品の販促品流通センター (hansokuhin.com)

レザーライクポケットティッシュケース

参考上代：400円
サイズ ：10×130×95mm

レザーライクポケットティッシュケース（m33883）｜名入れプリ
ント専門店【ノベルティ・ギフトモール】 (novelty-gift-mall.com)
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レザー調メモBOX

参考上代：600円
サイズ ：107×105×25 mm

レザー調メモBOX｜87508｜商品詳細｜ノベルティ・販促
品・各種記念品の専門店「ギフトイットノベルティー」
(giftit.co.jp)

https://bitdays.jp/item/sustainable/59452/
https://www.hansokuhin.com/item/M320054.html
https://www.novelty-gift-mall.com/item/detail.php?id=m33883
https://www.giftit.co.jp/ec/index.cgi?c=item-2&ID=87508


これまで廃棄されていたオーガニックバナナの茎からとった「バナナ繊維」を原料

とし、日本の和紙の技術を用いて作られたフェアトレードの紙。

バナナの茎は切ってから1年以内に再生するためサステナブルな仕組みの中で紙を作

ることができる。

参照：バナナペーパー | 株式会社山櫻 (yamazakura.co.jp)

バナナペーパーカレンダー

参考上代：1,430円
サイズ ：130×160ｍｍ

バナナペーパーグッズの販売について | ミヤザワ
(miyazawa-kk.jp)

バナナペーパーノート

参考上代：1,320円
サイズ ：A5(210mm×148mm)

バナナペーパーグッズの販売について | ミヤザワ (miyazawa-kk.jp)
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バナナペーパー紙ボールペン2本セット

参考上代：660円
サイズ ：長さ140mm×直径8Φmm

バナナペーパーグッズの販売について | ミヤザワ
(miyazawa-kk.jp)

https://www.yamazakura.co.jp/csv/community/bananapaper
https://www.miyazawa-kk.jp/banana_paper/products/category/calendar/
https://www.miyazawa-kk.jp/banana_paper/products/category/note/
https://www.miyazawa-kk.jp/banana_paper/products/category/pen/


農薬や化学肥料を使わない、自然に自生している竹を原料とする自然素材。

燃やしてもダイオキシンを発生する心配がなく、土に埋めると微生物によって分解

され数年で土に戻る。製造過程での二酸化炭素排出量が少ない点においても、環境

にやさしい素材と言える。

参照：SDGs 脱プラスチックノベルティ特集｜バズノベルティ (buzz-novelty.com)

バンブーファイバー配合マグカップ

参考上代：270円
サイズ ：φ80×90mm

バンブーファイバー配合マグカップ（sd205341-2）｜名
入れプリント専門店【ノベルティ・ギフトモール】
(novelty-gift-mall.com)

バンブーECOボトル430ml

参考上代：700円
サイズ ：直径75mm(口径62mm)

高さ170mm

バナナペーパーグッズの販売について | ミヤザワ
(miyazawa-kk.jp)
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ネイチャルバンブーファイバーボウル
2個セット

参考上代：880円
サイズ ：直径約147×69mm((容量750ml)

ネイチャルバンブーファイバーボウル2個セット | ノベル
ティ・販促品のセレクトショップ | 販促マニア (hansoku-
mania.com)

https://www.buzz-novelty.com/special_contents/sdgs
https://www.novelty-gift-mall.com/item/detail.php?id=sd205341-2
https://www.miyazawa-kk.jp/banana_paper/products/category/note/
https://www.hansoku-mania.com/c/category/KI/KI-0755


石灰石から抽出した無機鉱物粉末とポリオレフィン(燃やしてもダイオキシンやフロ

ンガスなどの有害物質を出さない)を主原料としており自然環境にとても配慮されて

いる。

参照：日本ストーンペーパー株式会社 (jpsp.co.jp)

水に濡れてもにじまない・破れにくいメモ

参考上代：700円
サイズ ：75×110mm

水に濡れてもにじまない・破れにくいメモストーンペーパー
プロシェアナビス(アズワン) その他ナースグッズ【通販モノ
タロウ】 (monotaro.com)

ストーンペーパーインデックス付箋
ナンバー

参考上代：180円
サイズ ：130×70×3mm

ストーンペーパーインデックス付箋ナンバーの商品
詳細 -ノベルティ・販促品・名入れ「グッズストア
ドットネット」人気ノベルティ勢揃い！
(goodsstore.net)
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https://jpsp.co.jp/
https://www.monotaro.com/g/04603331/?t.q=%83X%83g%81%5B%83%93%20%83y%81%5B%83p%81%5B
https://goodsstore.net/detail.php?id=6631&ct=7


炭酸カルシウムなど無機質を50%以上含む、無機フィラー分散系の複合材料。

紙・プラスチックの代替製品を成型可能な日本発の技術。

参照：プラスチック代替製品 –革命的新素材LIMEX（ライメックス）-株式会社TBM 

(tb-m.com)

ユニライメックスナチュラル

参考上代：200円
サイズ ：軸側面／W50×H4mm

またはW70×H45mm

ユニライメックスナチュラル / NOVEBO (noveltybox.jp)

クリアファイル LIMEX

参考上代：310円
サイズ ：220×310mm

クリアファイル LIMEX / NOVEBO (noveltybox.jp)
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https://tb-m.com/limex/products/plastic/
https://www.noveltybox.jp/products/detail/621
https://www.noveltybox.jp/products/detail/536


天然ゴムの原料であるゴムの木の樹液を採取し、採取しきった木がラバーウッドと

呼ばれる。

南米や東南アジアなど暑い地域に生息し、成長が早いため安定した供給が可能なこ

とから非常にエコな木材とされる。

参照：家具に使われる木の種類6選& 木の豆知識 | 家具ROOMヨシダ / 山梨県甲府市

(yoshidakagu.com)

ラバーウッドスタンドワイド

参考上代：620円
サイズ ：120×70×17mm

ラバーウッドスタンドワイド | ノベルティ・販促品の
セレクトショップ | 販促マニア (hansoku-mania.com)

ラバーウッドコーナーフォトスタ

参考上代：2,600円
サイズ ：149×111×30mm

名入れラバーウッドコーナーフォトスタンド | 
omoiire（オモイイレ）
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ラバーウッド万年カレンダー

参考上代：1,100円
サイズ ：160×95×25mm

ラバーウッド万年カレンダー｜名入れして記念品
は景品卸センター (willfun.co.jp)

https://www.yoshidakagu.com/trivia/woodtype/
https://www.hansoku-mania.com/c/category/PC/PC-0375
https://omoiire.jp/product/12554/
https://www.willfun.co.jp/product_info_39224.html


間伐(森林の混み具合に応じて、樹木の一部を伐採し、残った木の成長を促す作業)に

よって伐採された木材。

参照：間伐とは？：林野庁 (maff.go.jp)

間伐材 杉のクリアファイル

参考上代：570円
サイズ ：310×220mm

間伐材 杉のクリアファイル（Ａ4） | KIZARA Products 
｜木製ノベルティ

木のうちわ（柄付）

参考上代：360円
サイズ ：Ｗ200×H282mm

木のうちわ（柄付）【国産杉間伐材】（zak299）
| 木のノベルティ・小物・引き出物・オーダーメ
イド・OEM製作の「木製堂」 (mokuseido.com)
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KIZARA（丸皿）

参考上代：270円
サイズ ：直径／210mm

厚さ／約1.2mm

KIZARA（丸皿） 環境にやさしい本物の木のお皿
紙皿の様な木皿 | KIZARA Products ｜木製ノベル
ティ

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/suisin/kanbatu.html
https://kizara.jp/products/2020/09/01/k-sugi-kuriafail-a4/
https://mokuseido.com/zak299/
https://kizara.jp/products/2016/04/27/kizara_maru/
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販促担当者とノベルティをつなぐWebメディア

喜んでもらいたいから、ノベルティを考えるのってむずかしい。販促やPRのご担当者は、みんなの
笑顔のために日々頭を悩ませていることでしょう。
NOVEZOは、そんな迷える仕事人を救う、販促のご担当者とノベルティをつなぐWebメディアです。

ノベルティ事例・お役立ち情報の紹介
新しいノベルティのヒントになるようなグッズの販促企画やプロモーション事例、ノベルティを考
えるうえで役に立つお役立ち情報、話題のノベルティニュースなどを紹介します。

ノベルティ企画・制作会社の紹介
「アイデアはあるけど、どうやって作っていいかわからない」という販促ご担当者には、ノベル
ティ企画・制作会社を紹介し、ビジネスマッチングを行います。

NOVEZOは、ヒントになる事例やお役立ち情報、アイデアを実現させる製作会社の紹介などを通じて、
販促ご担当者をノベルティとつなぎ応援します。

NOVEZO Webサイト
(https://novezo.jp/)

お問い合わせ
(E-mail：inquiry@novezo.jp)


