
持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは

2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

17の目標・169のターゲットから構成され、

地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。

2004年より環境に優しい商店街（エコストリート）を目指し、
ショッピングストリート単独では国内初の「共同配送」を行っ
ています。商店街に入るトラックの数を減らすことで、CO2

の削減と来街者の安全に努めています。

街の彩りにもSDGsの視点を取り入れました。昨年のクリス
マスは北海道下川町で SDGsの取り組みを学び、間伐材を
使用したソリとトナカイを設置しました。今年２月には17色に
ちなんだ SDGsのバナーフラッグを商店街に設置し、回収
後にエコバックに変える取り組みを実施しています。

元町には交通誘導をする女性「ライトフェニックス」が
います。毎週土・日、祝日に登場し交通整理だけでは
なく、親しみやすさで道も尋ねやすい彼女たち。1986
年から継続しており、ファッションの街ならではのかわ
いらしいコスチュームで元町の名物になっています。

どなたでも安心してショッピングを楽しめるように、
オムツ交換台、授乳室、車椅子の方にもご使用いただ
けるトイレなどを備えた「元町オアシス」を設置してい
ます。また車道の一部を転用して、来街者がくつろげ
る休憩スペース「パークレット」を整備しました。

元町では、
以前から地球環境 や
来街者の安全を考慮し、
様々な取り組みを行ってきました。

 横浜元町のSDGsな取り組み 

共同配送

元町ライトフェニックス

クリスマスオブジェ・バナーフラッグ
元町オアシス・パークレット



元町SDGsマップ
環境配慮、地産地消など

SDGsの実現に取り組む店が
たくさんある街。

店を巡ってSDGsを“自分ごと”に

元町ショッピングストリートの中で
SDGsの目標達成に向けて動き出した

主な店舗をご紹介します

元町では多くの店舗が簡易包装、エコバックの推奨、照明のLED化などに取り組んでいます

No 店舗名 現在持続可能な未来のために
取り組んでいること

貢献できる
目標

1 テンピュール ®
横浜ショールーム

生活の質を向上させるマットレス・ピローブランド
として唯一NASAの認定を受けている。最高の素
材のみを選択し、持続可能な社会の実現に向けて
世界的に認められた認証を取得している。

 

2
アメリカ山ガーデン

アカデミー
徳育こども園

子供たちに向けSDGs講座を企画、実施。子育て
支援や、商店街とのコラボや「もとまちっこ認定式」
など、誰もが住みやすいまちづくりを進めている。

 

3 genten
横浜元町店

製品の素材は天然素材を使用し、パーツには土に
還る鉄や真鍮を使用するなど、人や自然に配慮し
たものづくり。店頭ではFSC®ミックスの紙製ショッ
ピングバッグを使用している。

 

4 きもの いわこう
横浜元町店

不要になった着物を買取・下取り、リユース品として
販売や、着物のリフォーム、リメイクを実施。自身で
着付けができるよう、着物の着付け教室も実施して
いる。

 

5 MOTOMACHI 
JAYRO

サスティナブル商品にも力を入れるJUNグループ。
過剰包装をせず、エコバッグ持参のお客さまには、
簡易包装で対応している。

6 Café Renoir
横浜元町店

ストローやテイクアウト用の袋をプラスチック製か
ら紙製のものに変更し、環境保護対策に寄与。さら
にお客様の意向での紙ストロー提供不要も受け付
けている。

7 エシカル
ビューティーラボ

ヘアケアブランドメーカーとして日本初のエコサー
トコスモスオーガニック認証を取得。シャンプーの
量り売りやフェアトレード製品の販売など取り組ん
でいる。

 

8 ラヴニュウ エコバックを販売、推奨している。店頭の電気照明
をLED化するなどできることから取り組んでいる。  

9 スタージュエリー
元町本店

過剰包装の徹底した廃止とプラスチック削減を目
指しパッケージをeco素材でフルリニューアル。ク
リスマスにはユニセフへの寄付活動を通じて、世界
の子どもたちに笑顔を届ける活動を継続している。

 

10 金明堂
元町本店

不要になったメガネを預かり、途上国へ寄付を
する取り組みに参加。幅広い品揃えに加え、長く
安心して使い続けられるアフターメンテナンスも
充実させている。

 

11 ロペ
横浜元町店

エコバッグをお持ちの方には簡易包装にて商品を
提供し、エコポイントを付与している。

12 ル・ボー／エレガン
エレガン１丁目店

「流行を意識しつつも個性的なもの」をテーマに、
少量生産で高品質な商品を販売。オーダーメイド
が中心だった創業当時と同じように、ロスの少な
い品揃えを心がけている。

13
スタージュエリー

ガール
横浜元町店

過剰包装、過剰発注を減らし、環境負荷を減らす
取り組みをしている。持続可能性がある素材を使
用したパッケージを使用している。

 

14 いしい 袋が入用かどうか買ってくれたお客様に伺い、過剰
包装にならないよう配慮している。  

15 GINZA TANAKA
横浜元町店

貴金属ジュエリーのリサイクル事業を行い、貴金
属を様 な々形に替えて社会循環させている。福利
厚生制度も充実し、社員への還元。サポートも行
っている。

 

16 アリス
生産過程で出た端切れを利用したエコバッグを販売
したり、ギフト用リボンを作成して無駄のない商品生
産。またハンガーやビニールを廃棄せず、再利用され
るよう、メーカーとも協力している。

 

17 しょうゆ・きゃふぇ
元町

県内で生産される食材を積極的に使用し、地産地
消を実現。無駄なく食材を使い、廃棄量減少に努め
ている。

 

18 マーレ
シンプルで洗練されたエイジレスな商品を揃えるな
かで、ジェンダーフリー商品やサスティナブル商品
も取り揃えている。町内の清掃活動も積極的に行な
っている。

 

19 gradog
国内産の生地を使用し、国内で縫製をしたウェアを
販売。オーダーメイドの犬具は提携メーカーの職人
による手作り、修理まで手がける。

 

20 バイセル
横浜元町店

「誰かの不要なモノを誰かの必要なモノへ。」を目標
に様 な々ジャンルのリユースをし、新たな価値で商
品化。循環型社会に寄与している。

 

21 familiar
横浜元町店

「お母さんの気持ちになって、ものづくりをしましょ
う」という創業者たちの精神を受け継ぎ、本当にい
いもの“だけ”を作り続けている。

22 ウチキパン
ウォーターフライヤーの導入により、揚げ油の交換
頻度を下げ、廃油の産廃頻度を軽減。工場見学や
保育園でのパン作りを通じ食育にも寄与。

 

23 デ・プレ元町店 お客様にヒアリングをし適切な包装を行っている。
残業をなくすなど、働きやすい環境を整備している。  

24 ミハマ元町本店
商品を末永くご愛用いただけるよう修理を承ってい
る。靴箱にグリーンマーク付きのリサイクル資源を
使用している。

25
じゅわいよ・くちゅーる

マキ
横浜元町店

女性の美しさに寄り添い、それぞれの世代に愛され
るジュエリーをシンプルな包装で販売。修理、リフォ
ーム、買取等永く身に着けていただけるようなサポ
ートをしている。

 

26 エコー
横浜元町店

皮のなめし工程での節水をするイノベーション
「DriTan」（革草1枚あたり20リットルの節水）を使
用したレザーの割合を増やしている。

 

27 JkPlanet
横浜元町店

一生を共にできる上質なダイヤモンドと結婚指輪
を心ゆくまで選べるよう、30ブランド1500種類の
結婚指輪、婚約指輪を取り揃えている。

28 ラメール
横浜元町店

トレンドに左右されず、自分らしさを大切にした女
性が、美しく輝けるように。自分だけのファッション
を楽しめる、デザイン豊かな商品を多数取り揃えて
いる。

 

29 ヴァンドーム青山
横浜元町店

売上の一部を『女性が幸せな社会作りの活動を行
うための基金』に寄付するキャンペーンを期間限定
で実施等。スタッフが働きやすい環境づくりにも努
めている。

 

30 シューズ フジヤマ
元町店

お出かけしたくなる靴を取り揃え、運動のきっかけ
づくりを担っている。  

31 元町ロココ
元町本店

廃棄が難しいブラジャーを回収し、提携した工場で
生活雑貨にリサイクル。形を替え、新たな資源とし
て活用している。

 

32 きせきの食卓
できる限り無農薬、無肥料の野菜を使用するなど
環境にも体にもやさしい食材を使用。ヨガスタジオ
を併設したり、アレルギーの子供向けに無償で食
事を提供する企画などを行っている。

 

33 グレープ
元町本店

天然素材を使用した商品を多数用意。女性雇用や
障がい者雇用を行っており、育休や介護休等勤務
制度が充実している。

 

34
キタムラK2
元町本店、

元町1丁目店

店舗照明のLED化、古い空調設備を最新のエコな
ものに、レジ袋の廃止、ペーパーレス化など身近な
できることから取り組んでいる。

 

35 メビウス
by ヒュミドール

自然回帰可能な商材を取り扱い、紹介している。
またライター・喫煙具を長く愛用してもらうために
修理を行っている。

 

36 CHARMY
金属アレルギーを少なくするために金やPtの含有
率を高く設定し、健康へ害のないモノづくりを行っ
ている。オリジナルカットのダイヤモンドはメイドイ
ン神奈川で行う。

 

37 プチ・ジャルダン
ムラキ

婦人服を扱い、洋服のリメイク等を行っている。
また街の清掃を積極的に行い、商店街の美化活動
に貢献している。

 

38 森ブラザー 資源を無駄にしないよう過剰包装などに配慮して
いる。また女性の積極的雇用を行っている。  

39 オザワ
世界に１着しかないオーダーメイドを製作している。
洋服のリフォームも並行して行なっており、大切に
長く着てもらえる。包装紙の簡略化を行なっている。

 

40 タカラダ
以前よりアンティークも取り扱い、使い続けられる
食器文化を普及。オーダーメイドでロスを減らした
り、鉛不使用の食器を積極的に取り扱っている。

 

41 ワイレア
元町本店

ウイルス対策に効果が期待できるオリジナルアロ
マでお客様、従業員の健康に寄与。洗浄クリーニン
グに加え、摩滅により消えてしまった柄を新品同様
に蘇らせることができる。

 

42 近沢レース店
元町本店

横浜市内の学生とエコバッグを開発。利用者へは
エコポイントを贈呈するなど、エコバッグの普及促
進に努めている。また、来店不要で接客を受けられ
るオンラインサービスを導入。

 

43 COMMON TIME
横浜元町本店

「永く使っていただく」をモットーに、機械式時計を
取り扱い、クオーツの電位交換による電池の破棄を
減らす。

44 ヤマト宝飾 作家さんや一点もののジュエリーを販売。生涯
愛用できるよう、リフォームも行なっている。

45 マックレガー
横浜元町店

店頭で店内照明のLED化、包装資材の見直し、非
過剰包装、リサイクル推奨を行っている。  

No 店舗名 現在持続可能な未来のために
取り組んでいること

貢献できる
目標

46
キタムラ元町三丁目店
キタムラメンズショップ

ヨコハマ3R夢プランに賛同し、ヨコハマ3R夢オリ
ジナルマイバッグを制作。現在販売をしている。  

47 フクゾー
女性の長期継続勤務を可能にするため制度整備を
推進。本店の二階のアトリエで裁断、縫製などを手
作業で行うため環境への負荷が少ないものづくり
をしている。

 

48 トゥモローランド
紡績段階で発生する落ち綿や不均一な糸等を原
料にしたリサイクルコットンを使用した商品を一部
で展開。また、オーガニック成分を配合した生活雑
貨も扱っている。

 

49 ラコステ
横浜元町店

オーガニックコットン100％使用の商品や染め生地
作成時に使用する水を減らした商品などを販売。
フレックス制、健康経営、次世代の教育振興にも力
を入れている。

 

50 ベルプラージュ
横浜元町店

商品の品質を保つために温度と湿気に配慮した
容器を、FSC®認証紙や再生紙などサスティナブ
ルな素材で作っている。

51 BASE-1
廃材になるダンボールを店舗のPOPや陳列用の
敷物に再利用。横浜市の「ハマハグ事業」へ賛同し
お客様はベビーカーを押したまま入店することがで
きる。

 

52 SILVER OHNO
永く使用できる銀製品を取り扱い、職人による手彫
り、最新マシンによる機械彫りにてオーダーメイド
の彫刻を手がけ、熟練の技と最新技術革新に寄与
している。

 

53 Kent Ave.
元町店

「変わらないものと、移り変わるもの」がコンセプト。
トラッドスタイルをベースに、永く使えて高品質、
高感度（好感度）のスーツを扱い、パターンメイド
での注文もできる。

54 丸中株式会社
横浜元町店

呉服業界は特に複雑な流通機構を持つため、各産
地メーカーと契約して合理化。輸送機会を減らすこ
とで環境負荷も少なくなる。着なくなった着物のリ
ユースも提案している。

 

55 キャラバンコーヒー
元町店

１杯ずつハンドドリップでいれたコーヒーを、時間
や空間とともに提供している。食材、食品を開封
するタイミングと在庫と残数の見直しをしている。

56 荒井鈑金製作所
日常に欠かせない商品の販売や、オーダーメード
の流し台製作など。キッチンや食卓周りから住みや
すい暮らしを提案している。

 

57 キタムラ元町本店 ヨコハマ3R 夢プランに賛同し、ヨコハマ3R 夢オリ
ジナルマイバッグを制作。現在販売をしている。  

58 マザーハウス
横浜元町店

自社バッグを改修し、解体、再利用して新商品とし
て作り直す事業や、長く使ってもらうため、店頭で
の無料メンテナンスを実施。

 

59 ポンパドウル
元町本店

雇用の創出とだれもが働きやすい環境づくり。食
品ロス削減のみならず、ビニール包材を削減して
バイオマス配合袋を使用するなど多方面で環境へ
の配慮を実践している。

 

60
M’s Table

POMPADOUR
（エムズ・ターブル）

地元の野菜を使用し、動物性食品を使用しない
ヴィーガン料理を提供。野菜の皮の再利用など
の工夫もしながら、日本ではまだ少ないヴィーガン
の方々のニーズに応えている。

 

61 バルバリ
元町本店

過剰生産された商品を廃棄せず、アウトレット品と
して販売。幅広い世代に向けた商品を展開し、無駄
を省いた包装で商品を提供している。

62 ロデオドライブ
元町本店

本業を通じて上質なリユース品を商品化し循環型
社会の構築に寄与。従業員にワークライフバラン
スを啓発し、生活の充実による意欲の向上、生産性
の向上へとつなげている。

 

63 HIKOSEN
CARA

ベトナムに自社工場を置き、現地スタッフが機械に
頼らずハンドメイドで商品を作っている。

64 pLus & Kalita
メイドインジャパンの器具にこだわり、ハンドドリッ
プでコーヒーを提供。カフェスペースでは器具のレ
クチャーも行い、コーヒーの楽しみ方を広めている。

 

65 ケイウノ
横浜元町店

ネパールの小学校に軽水力発電「cappa」を導入。
未来のモノづくりを担う学生へ端材、再生WAXの
寄贈など、寄付や支援活動にも取り組んでいる。

 

66 もとまちユニオン
元町店

ハマトラブームから愛されるエコバッグ「ユニオン
バッグ」を販売。子供たちへの職業体験を行う。  

67 元町マリン眼科 ノベルティでエコバッグを作成し、電子カルテの採
用でスムーズな業務遂行とペーパーレス化を実現。  

68 加藤
デンタルクリニック

女性雇用を積極的に行っている。限定地域に対し、
訪問治療を行い通院が難しい方に対しても平等な
治療を提供。

 

69
トータル

ビューティーサロン
kirei

美意識について考えるお客様に寄り添い、女性
だけではなく男性にも同様の施術を行なっている。  

70
ABC-MART

プレミアステージ
元町店

リサイクル可能なゴム底のシューズを豊富に用意、
お年寄りにやさしいクッションのいいインソール
などを販売している。

 

71 HAHA datte
motomachi

「母」のおしゃれを応援。イージーケアで丈夫な洋服
を取揃えている。スタッフが子育てをしながら働け
る環境づくりを行っている。

 

72 MOYURU
横浜元町

「大地、風、自由・風を感じる服」がデザインコンセ
プト。天然素材や手描き、手織りなど手間を惜しま
ない素材を用い、エイジレス、ジェンダーレスなフ
ァッションを発信している。

 

73
プレミアム

コスチュームサロン
フレア

LGBT、トランスジェンダーの方の婚礼・フォトウェ
ディング実績も多数。衣裳の発送には再利用でき
る専用の衣裳箱を使用し、段ボールの使用を可能
な限り削減。

 

74 ラベルヴィー
製造過程で廃棄されてしまう不良品や残反を障が
い者施設に寄付。また、DXを推進しペーパーレス
化を進めている。

 

75 元町ロデオ
商店街の共同配送を利用し、商品パッキンを繰り
返し使用。また、パッキンは店内 POP にも形を変
え活用。

 

76 オハラ
元町本店

創業から65年の現在も、女性の元気と笑顔の源に
なるようなファッションとライフスタイルを発信し、
世の中の女性を輝かせるお手伝いをしている。オ
フィス内のペーパーレス化を進めている。

77 甘味処鎌倉
横浜元町店

一つ一つ、職人の手作りで練り上げた商品を提
供。また、街の環境を考え、開店当初からテイクア
ウトメニュー（飲み物）にはゴミ袋を渡し、持ち帰り
を促している。

 

78 石川屋
テイクアウトは容器や袋を持ってきていただくよう
周知し、余計なプラ容器使用や袋を使用しないよう
にしている。食品ロス減少を考慮したメニューの見
直しも行っている。

 

79 cashew tree
motomachi

独自の流通ルートを確保し、鮮度の高い状態で商
品を提供。地元店と協力し、地域に密着した安心・
安全・高品質な商品を開発している。

 

80 ジュエリーツツミ
横浜元町店

過剰包装を減らすとともにペーパーレス化により環
境への配慮を行う。女性の管理職推進により女性
の活躍を応援している。

 

81 aimable
お客様の健康を守るために、薬害を取り除く優しい
薬剤を取りそろえる。キッズスペースも設置され、
子育て中の方にもおしゃれを楽しんでいただける
スペースを作っている。

 

82 IDA Watch
包装の簡易化やサスティナブルな外箱を使用。
メンテナンスやリペアによって商品を長期使用で
きるようにしている。

 

83 上島珈琲店
横浜元町店

HACCP基準に基づいた店舗運営。使用されるコー
ヒー豆はレインフォレスト・アライアンス認証を受け
たものを使用。

 

84
レリアン

オフプライスショップ
横浜元町店

試着の際使用するフェイスカバーを回収し溶解して
フェイスカバーとして再生している。

85 元町ルキエス 人と環境に配慮した適切な包装をしている。  

86 レディーススミノ
本店

袋削減のため、エコバッグの販売。セール用ビニー
ル袋は、バイオマス30％の物を使用。フェアトレード
製品の販売も行なっている。

 

87 サマンサタバサ
横浜元町 GATES 店

一部商品では桜の廃材を本革のように滑らかにし
たMy Mantra 社の素材を使用。FSC® 認証され
た森林、製品を使用することで、世界の森林保全に
貢献している。

 

88 スワロフスキー
2000年から水資源教育「スワロフスキーWATER 
SCHOOL（水の学校）」を世界各国で開催。これ
まで50万人を超える子どもたちがこのプログラム
を受けている。

 

89 葭谷洋家具店 職人の技術が作り上げる、長く愛用できる商品を
取り揃えている。  


