
２０１０年６月４日 

 

環境省推奨の「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン２０１０」に参加 

３１社が看板消灯やノー残業など１４４件の取り組みを実施 

 

東急グループ 

 

 

 東急グループでは、この度、環境省推奨の「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン（以下・

本キャンペーン）」の趣旨に賛同し、積極的に参加していきます。 

 

東急グループ内において、広く本キャンペーンへの自発的な参加を募った結果、本キャンペ

ーン期間内の６月２１日（月）と７月７日（水）の特別実施日において、商業施設や事業所での広

告灯、ネオン、看板などの外部照明の消灯、ノー残業の実施によるオフィス内の一斉消灯、ケ

ーブルテレビ番組内での広報・周知活動など、東急グループ３１社が１４４件の取り組みを実施す

ることになりました。これらの取り組みにより、削減される電力量は、約３，８００kＷｈと見込

んでいます。 

 

これらの取り組みのうち、名古屋東急ホテルでは、ディナータイムに各テーブルやレストラ

ン店内に配置されたキャンドルの明かりのもと、お客さまに食事をしていただく「ザ・キャン

ドルナイト２０１０」や、宮古島東急リゾートでは、暗闇のなか満天の星空を眺める「南の島の

七夕祭り」を実施するほか、イッツ・コミュニケーションズが自社製作番組内で東急グループ

各社における取り組みを紹介するなど、本キャンペーンをきっかけとしたイベントを開催、広

くお客さまにも周知を図っていきます。 

 

昨年までは、東急グループ各社が個別に商業施設での広告灯やネオンの消灯、ノー残業の実

施などに取り組んでまいりましたが、本年は東急グループとして、地球温暖化防止対策の一環、

さらなる環境配慮意識の啓発を目的として、本キャンペーンに積極的に取り組みます。 

 

東急グループの「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン２０１０」への参加概要は別紙のとお

りです。 

 

 

 

 



【別紙】 

東急グループの「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン２０１０」への参加概要 

 

■取り組み期日 

 キャンペーン期間である２０１０年６月２０日(日)～７月７日(水)のうち、特別実施日である６月

２１日(月)【夏至】および７月７日(水)【七夕】を中心に参加する。 

 

■参加会社名と取り組み件数 

 東京急行電鉄㈱ １５、㈱東急レールウェイサービス １、㈱東急セルリアンタワー １、  

㈱東急総合研究所 １、東急不動産㈱ １３、㈱東急ホームズ ４、東急リゾート㈱ １、㈱東

急イーライフデザイン ９、東急不動産キャピタル・マネジメント㈱ １、㈱東急リゾートサ

ービス ６、㈱東急コミュニティー １、㈱東急ハンズ ３、東急ライフィア㈱ ３、東急フ

ァシリティサービス㈱ １、㈱東急百貨店 ８、㈱ながの東急百貨店 １、㈱東急ストア １６、

㈱東急モールズデベロップメント ６、㈱東急ステーションリテールサービス １、㈱東急グ

ルメフロント １、㈱東急エージェンシー １、㈱東急アド・コミュニケーションズ １、イ

ッツ・コミュニケーションズ㈱ １、東急リネン・サプライ㈱ ４、㈱東急ホテルズ ３１、

東急グリーンシステム ２、㈱東急設計コンサルタント １、㈱東急ジオックス㈱ １、東急

車輛製造㈱ ６、東急テクノシステム㈱ １、東急建設㈱ ２ 

         以上 ３１社１４４件 

※詳細は『東急グループにおける「ＣＯ２削減/ライトダウンキャンペーン」への取り組みにつ

いて』をご参照ください。 

 

■取り組みの内訳 

・商業施設や事業所での広告灯、ネオン、看板などの外部照明の消灯を実施する会社 １７社 

・ノー残業によるオフィス内の消灯を実施する会社              ２０社 

（ただし上記を両方とも実施する会社７社は双方にカウントしています） 

・ケーブルテレビ番組内で広報・周知活動をする会社                １社 

 

■取り組みの効果 

 削減される電力量は、約３，８００kＷｈと見込まれています。 

 

 

※「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン」概要 

環境省が２００３年より地球温暖化防止のためライトアップ施設や家庭の電気を消すよう呼び

掛けているもので、本年は、６月２０日（日）から７月７日（水）までの間、「ＣＯ２削減／ライト

ダウンキャンペーン２０１０」として実施されます。特に６月２１日（夏至の日）と７月７日（七夕・

クールアース・デー）の両日を特別実施日として設定し、全国のライトアップ施設や各家庭の

あかりの「ライトダウン」を広く呼びかけています。 

 

以 上 



2010年6月4日現在

No. 参加会社 実施場所
6/21

（夏至ライトダウン）
7/7

（七夕ライトダウン）
実施時間 実施内容

削減消費電力量
（kwh）

備考

1 東京急行電鉄(株) セラン事務局 実施する 実施する
①18:30～
②21:00～

①ノー残業による一斉消灯
②広告灯の消灯

たまプラーザ

アライエセンター 実施する 実施する 20:00～22:00 外部照明の消灯 1.20 たまプラーザ

不動産活用センター 実施する 実施する 20:00～22:00 ＴＯＰＳ看板（路面）消灯 0.32 たまプラーザ

住まいと暮らしのコンシェルジュ
店舗

実施する 実施する 20:00～22:00 壁面看板消灯 0.32 武蔵小杉

JR東急目黒ビル 実施する 実施する 20:00～22:00 外構部の消灯

桜丘町土地 実施する 実施する 20:00～22:00 外構看板の消灯
テナントに昼休みの消灯およびノー残業
デーの実施を呼びかけ(6月21日、7月7日)

東急銀座二丁目ビル 実施する 実施する 20:00～22:00 外構部照明の消灯
テナントに昼休みの消灯およびノー残業
デーの実施を呼びかけ(6月21日、7月7日)

東急不動前ビル 実施する 実施する 20:00～22:00 外構部照明の消灯

東急美しが丘ビル 実施する 実施する 20:00～22:00 屋上庭園の消灯

東急虎ノ門ビル 実施する 実施する 20:00～22:00 共用部および外構部照明の消灯

レミィ五反田 実施する 実施する 日没～23：00 外部照明の消灯

二子玉川ライズ　タワー＆
レジデンス　インフォメーション
サロン

実施する 実施しない※ 20:00～22:00 屋内照明の一斉消灯 ※7月7日(水)は定休日のため

ドレッセ美しの森
マンションギャラリー

実施する 実施しない※ 20:00～22:00 屋内照明の一斉消灯 ※7月7日(水)は定休日のため

東急病院 実施する 実施する
①20:00～22:00
②19:00～

①棟屋看板2箇所の消灯
②管理部門の消灯(6月21日のみ)

本社部門 実施する 実施する 18:30～ ノー残業による一斉消灯 6月23日(水)、30(水)も実施

2 (株)東急レールウェイサービス 本社部門 実施する 実施する 18:00～ ノー残業デーの実施による消灯 奥沢総合ビル６階

3 (株)東急セルリアンタワー セルリアンタワー 実施する 実施する 18:30～ ビル外壁照明（24灯）消灯 118.00
テナントへのノー残業デー、看板・サイン消
灯、社用車使用自粛等の実施呼びかけも
実施

4 (株)東急総合研究所 本社 実施しない 実施する 18:30～ ノー残業による一斉消灯 11.73

5
東急不動産(株)

日本橋丸善東急ビル 実施する 実施する 20：00～22：00 屋上ライトアップ照明の消灯 9.80

渋谷東急プラザ 実施する 実施する 20：00～22：00 屋外照明、サイン、外灯の消灯 60.00

蒲田東急プラザ 実施する 実施する 20：00～22：00 屋外照明、サイン、外灯の消灯 58.00

銀座ＴＳビル 実施する 実施する 20：00～22：00 屋外照明、サイン、外灯の消灯 148.00

渋谷ＢＥＡＭ 実施する 実施する 20：00～22：00 屋外照明、サイン、外灯の消灯 9.07

ＧＥＮＴＯ横浜 実施する 実施する 20：00～22：00 屋外照明、サイン、外灯の消灯 4.80

ヴィスポ横須賀 実施する 実施する 20：00～22：00 屋外照明、サイン、外灯の消灯 20.40

江坂東急ビル 実施する 実施する 20：00～22：00 屋外照明、サイン、外灯の消灯 8.56

箕面マーケットパークヴィソラ 実施する 実施する 20：00～22：00 屋外照明、サイン、外灯の消灯 233.60

グランドゲート宝塚 実施する 実施する 20：00～22：00 屋外照明、サイン、外灯の消灯 76.78

ラ･バーモささしま 実施する 実施する 18：00～22：00 屋外照明、サイン、外灯の消灯 20.00

札幌東急プラザ 実施する 実施する 20：00～22：00 屋外照明、サイン、外灯の消灯 5.40

関西支店 実施する 実施する 20：00～22：00 屋内照明の消灯 44.80

6 (株)東急ホームズ 本社 実施しない 実施する 20:00～22:00 オフィス照明の一斉消灯

南平台東急ビル 実施しない 実施する 20:00～22:00 オフィス照明の一斉消灯

道玄坂ピアビル 実施しない 実施する 20:00～22:00 オフィス照明の一斉消灯

岩田東急ビル 実施しない 実施する 20:00～22:00 オフィス照明の一斉消灯

7 東急リゾート(株) 本社事務所＋15営業所 実施する 実施する 20：00～22：00
屋内照明（事務所内）及び屋外照明
（看板・サイン・外灯）

90.96

8
(株)東急イーライフデザイン

グランクレールあざみ野 実施する 実施する 19：00～5：00
屋内照明(事務所内、居室前玄関灯
等)、屋外照明(植栽灯等)

56.16

グランクレールセンター南 実施する 実施する 20：00～5：00
屋内照明(事務所内、居室前玄関灯
等)、屋外照明(植栽灯等)

7.20

グランクレール青葉台 実施する 実施する 20：00～5：00
屋内照明(事務所内、居室前玄関灯
等)、屋外照明(植栽灯等)

7.20

クレールレジデンス桜台 実施する 実施する 20：00～5：00
屋内照明(事務所内、居室前玄関灯
等)、屋外照明(植栽灯等)

7.20

グランクレール美しが丘 実施する 実施する 20：00～5：00
屋内照明(事務所内、居室前玄関灯
等)、屋外照明(植栽灯等)

7.20

グランクレール藤が丘 実施する 実施する 20：00～5：00
屋内照明(事務所内、居室前玄関灯
等)、屋外照明(植栽灯等)

7.20

グランケアあざみ野 実施する 実施する 18：00～22：00
屋内照明(事務所内、居室前玄関灯
等)、屋外照明(植栽灯等)

1.44

ライフニクス高井戸 実施する 実施する 18：00～22：00
屋内照明(事務所内、居室前玄関灯
等)、屋外照明(植栽灯等)

1.44

本社事務所 実施する 実施する 18：00～22：00
屋内照明(事務所内、居室前玄関灯
等)、屋外照明(植栽灯等)

1.44

9 東急不動産キャピタル・マネジメント(株) 本社事務所 実施しない 実施する 20：00～22：00 屋内照明の消灯 51.63

10 (株)東急リゾートサービス
東急ハーヴェストクラブ
浜名湖

実施する 実施する 20：00～22：00
リゾートタウン一斉消灯（営業中施設
を除く）

50.00 リゾートタウン内

東急ハーヴェストクラブ
天城

実施する 実施する 20：00～22：00 ベランダの消灯 4.20 宿泊施設

東急ハーヴェストクラブ
京都

実施する 実施する 20：00～22：00 外看板2箇所消灯 3.60 宿泊施設

東急ハーヴェストクラブ
那須

実施しない 実施する 20：00～22：00 ロビーにおけるキャンドルコンサート 13.31 宿泊施設

斑尾東急リゾート 実施する 実施する 20：00～22：00
駐車場の消灯
ロビーの照明（テーブルスタンドの
み）を最低限に絞る

14.10 宿泊施設

蓼科東急タウンセンター 実施する 実施する 20：00～24：00 センター地区庭園灯消灯 4.60 リゾートタウン内

11 (株)東急コミュニティー 用賀本社 実施しない 実施する 18:10～ ノー残業による一斉消灯

 東急グループにおける「ＣＯ2削減/ライトダウンキャンペーン」への取り組みについて



No. 参加会社 実施場所
6/21

（夏至ライトダウン）
7/7

（七夕ライトダウン）
実施時間 実施内容

削減消費電力量
（kwh）

備考

12 (株)東急ハンズ 渋谷店 実施する 実施する 20：00～
店舗の袖、壁面に設置している広告
灯の一部消灯 14.10 通常20:30消灯

心斎橋店 実施する 実施する 20：00～
店舗の塔屋、袖、壁面に設置してい
る広告灯の一部消灯 31.32 通常20:30消灯

三宮店 実施する 実施する 20：00～
店舗の塔屋、袖、壁面に設置してい
る広告灯の一部消灯 8.80 通常20:30消灯

13 東急ライフィア(株) 本社 実施する 実施する 18:00～ ノー残業による一斉消灯 30.27
電力削減量は本社・販売受託部・市が
尾管理センターの2日分合計

販売受託部 実施する 実施しない※ 18:00～ ノー残業による一斉消灯
あざみ野･鷺沼･たまプラーザ
※7月7日(水)は定休日のため

市が尾管理センター 実施する 実施しない※ 18:00～ ノー残業による一斉消灯 ※7月7日(水)は定休日のため

14 東急ファシリティサービス(株) 本社業務関連施設 実施しない 実施する 18:30～ ノー残業デーの徹底による消灯

15 (株)東急百貨店 本店 実施する 実施する 20：00～22：00
屋外照明（看板・サイン・外灯など）の
消灯

16.00 22.13

東横店 実施する 実施する 20：00～22：00
屋外照明（看板・サイン・外灯など）の
消灯

42.00

吉祥寺店 実施する 実施する 20：00～22：00
屋外照明（看板・サイン・外灯など）の
消灯

12.00

町田東急ツインズ 実施する 実施する 20：00～22：00
屋外照明（看板・サイン・外灯など）の
消灯

166.00

さっぽろ店 実施する 実施する 20：00～22：00
屋外照明（看板・サイン・外灯など）の
消灯

120.00

たまプラーザ店 実施する 実施する 20：00～22：00
屋外照明（看板・サイン・外灯など）の
消灯

36.00

港北東急 実施する 実施する 20：00～22：00
屋外照明（看板・サイン・外灯など）の
消灯

82.00

日吉東急ａｖｅｎｕｅ 実施する 実施する 20：00～22：00
屋外照明（看板・サイン・外灯など）の
消灯

8.00

16 (株)ながの東急百貨店 ながの東急百貨店 実施する 実施する
①19:00～21:00
②19:45～

①屋上のネオン灯および店舗の袖看
板の消灯
②月曜ノー残業デーの取り組み

14.00
②は6月21日、28日、7月5日の各月曜
日に実施

17 (株)東急ストア 中央林間店 実施する 実施する 20：00～22：00 塔屋看板、壁面看板の消灯 9.10

伊勢原店 実施する 実施する 20：00～22：00 塔屋看板の消灯 11.60

自由が丘店 実施する 実施する 20：00～22：00 袖看板の消灯 1.80

さぎ沼店 実施する 実施する 20：00～22：00
塔屋看板、壁面アップライト、袖看
板、壁面照明の消灯

4.20

あざみ野店 実施する 実施する 20：00～22：00 塔屋看板2面、袖看板の消灯 2.56

東林間店 実施する 実施する 20：00～22：00 塔屋看板4面の消灯 5.60

調布店 実施する 実施する 20：00～22：00 塔屋看板3面の消灯 9.00

中目黒店 実施する 実施する 20：00～22：00 塔屋看板、袖看板の消灯 5.57

鎌倉店 実施する 実施する 20：00～22：00 壁面看板、袖看板の消灯 2.89

菊名店 実施する 実施する 20：00～22：00 塔屋看板3面の消灯 0.99

中央林間駅ビル 実施する 実施する 20：00～22：00 塔屋看板の消灯 2.10

取手店 実施する 実施する 20：00～22：00 塔屋ネオン3面、壁面ネオンの消灯 18.00

すすき野店 実施する 実施する 20：00～22：00 袖看板2カ所の消灯 1.15

中山店 実施する 実施する 20：00～22：00
袖看板、塔屋アップライト、懸垂幕、
壁面看板の消灯

15.08

あきる野店 実施する 実施する 20：00～22：00 塔屋看板、袖看板の消灯 9.76

河辺店 実施する 実施する 20：00～22：00 塔屋看板の消灯 17.00

18 (株)東急モールズデベロップメント
渋谷１０９

実施する 実施する 20：00～22：00 広告塔、ネオンなどの消灯

１０９－② 実施する 実施する 20：00～22：00 広告塔、ネオンなどの消灯

たまプラーザ テラス 実施する 実施する 20：00～22：00 外部ロゴサイン

青葉台東急スクエア 実施する 実施する
①18:00～22:00
②17:00～22:00
③17:30～22:00

①S-1本館 1F 植栽アッパーライト
②S-1本館 4F ロゴサイン照明
③S-2 　　 7F ロゴサイン照明

クイーンズスクエア横浜
[アット！] 実施する 実施する 20：00～22：00 広告塔、ネオンなどの消灯

本社 実施する 実施する 19:00～ ノー残業デーの実施による消灯

19 (株)東急ステーションリテールサービス 本社事務所 実施しない 実施する 18:00～ ノー残業による消灯

20 (株)東急グルメフロント 本部 実施しない 実施する 18:30～ ノー残業デーによる一斉消灯 5.04

21 (株)東急エージェンシー 本社ビル 実施する 実施する 20：00～22：00 社名看板の消灯 15.36

22 (株)東急アド・コミュニケーションズ 本社 実施しない 実施する 18:00～ ノー残業による一斉消灯

23 イッツ・コミュニケーションズ(株)
ＣＡＴＶでのクールアース・
デーの広報・周知活動

実施する 実施する
自社の番組内で東急グループ数社
の取り組みを紹介

24 東急リネン・サプライ(株)
従業員へのクールアース・
デー周知活動

実施しない 実施する
部署別のミーティング、各所属長より本活
動の周知実施、社内一斉メールでの発
信、イントラネットへの掲載

本社 実施しない 実施する 18:00～  ノー残業による一斉消灯

リネンサプライ工場、商品セ
ンター

実施しない 実施する 操業時間短縮（夜間操業停止など） 1951.48
削減数値は本社との合算
操業時間短縮等の効果も含む

社用車など使用自粛 実施しない 実施する イントラネット上での予約制限



No. 参加会社 実施場所
6/21

（夏至ライトダウン）
7/7

（七夕ライトダウン）
実施時間 実施内容

削減消費電力量
（kwh）

備考

25 (株)東急ホテルズ セルリアンタワー東急ホテル 実施する 実施する
①20:00～22:00
②19:00～21:00

①外灯サインの消灯
②一部ﾊﾟﾌﾟﾘｯｸｽﾍﾟｰｽの消灯

名古屋東急ホテル 実施する 実施する 20:00～22:00
外灯サインの消灯
ザ・キャンドルナイト　2010開催※

※6/19(土)、6/20(日)にレストランで実施

京都東急ホテル 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

パンパシフィック横浜ベイホ
テル東急

実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

札幌エクセルホテル東急 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

仙台エクセルホテル東急 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

渋谷エクセルホテル東急 実施する 実施する 20:00～22:00
外灯サインの消灯
一部部門のノー残業実施ほか

赤坂エクセルホテル東急 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

羽田エクセルホテル東急 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

横浜エクセルホテル東急 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

富山エクセルホテル東急 実施しない 実施する 社用車・従業員の車通勤自粛

金沢エクセルホテル東急 実施する 実施しない 20:00～22:00 外灯サインの消灯

博多エクセルホテル東急 実施しない 実施する 18:00～
社用車の使用自粛、ﾉｰ残業ﾃﾞｰによ
る消灯と冷房のカット

札幌東急イン 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

新橋愛宕山東急イン 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

渋谷東急イン 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

大森東急イン 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

吉祥寺東急イン 実施する 実施する

新潟東急イン 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

松本東急イン 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

名古屋栄東急イン 実施する 実施しない
未使用の客室、宴会廊下の消灯
ｱｲﾄﾞﾙﾀｲﾑのﾚｽﾄﾗﾝの消灯

名古屋丸の内東急イン 実施する 実施しない
未使用の客室、宴会廊下の消灯
ｱｲﾄﾞﾙﾀｲﾑのﾚｽﾄﾗﾝの消灯

大阪東急イン 実施する 実施しない

江坂東急イン 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

下関東急イン 実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

鹿児島東急イン 実施する 実施する

今井浜東急リゾート 実施しない 実施する
ﾊﾞﾙｺﾆｰ天井の照明・ﾎﾃﾙ外周電灯
の消灯

宮古島東急リゾート 実施しない 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯
ライトダウンイベント「南の島の七夕祭り」(ホ
テルスタッフによる星空教室ほか)開催

ホテル東急ビズフォート
那覇

実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

ホテル東急ビズフォート
神戸元町

実施する 実施する 宿泊のない階の廊下の消灯

ホテル東急ビズフォート
博多

実施する 実施する 20:00～22:00 外灯サインの消灯

26 東急グリーンシステム(株) 横浜本店、東京本社 実施しない 実施する 19:00～ ノー残業デーとライトダウンの実施

「CO２削減、ライトダウンの
キャーンペーン」の社員およ
び家庭への周知

実施しない 実施する
従業員への掲示板での周知（文書発
信）により、キャンペーンを家庭の話
題にしてもらう。

27 (株)東急設計コンサルタント 本社、建築別館 実施しない 実施する 18:30～ ノー残業デーによる一斉消灯

28 東急ジオックス(株) 本社 実施する 実施する 18:30～ ノー残業デーによる一斉消灯

29 東急車輛製造(株) 全社 実施しない 実施する 18:00～
ノー残業デーによる消灯と製作所周
りの電灯の消灯

横浜製作所 実施しない 実施する 19:00～ 看板灯（社名）等の消灯

羽生工場 実施しない 実施する 19:00～ 看板灯（社名）等の消灯

和歌山製作所 実施しない 実施する 19:00～ 看板灯（社名）等の消灯

群馬製作所 実施しない 実施する 19:00～ 看板灯（社名）等の消灯

社員・家族へのクールアー
ス・デー周知活動

実施しない 実施する
イントラネット、ポスター、ビラ、放送、
メールでの活動呼びかけ

推奨事項として、個人・家庭での20:00
～22:00の消灯、ノーマイカーデーを呼
びかける。マイカー通勤も抑制

30 東急テクノシステム(株) 本社部門 実施しない 実施する 18:00～ ノー残業デーによる一斉消灯 18.56

31 東急建設(株)
クールアース・デーの広報・
周知

実施する 実施する
社内通知文の発信およびイントラ掲
示による広報・周知

本社および支店が入居する
ビル(6施設※)

実施する 実施する 20:00～ 20:00以降の消灯 ※札幌・東京・横浜・名古屋・大阪・福岡

削減消費電力量・合計 3846.99

以　上




