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2019 年 4 月 

トヨタ環境活動助成プログラム事務局 

 

「トヨタ環境活動助成プログラム」に係る表示ガイドライン 

 

 

「トヨタ環境活動助成プログラム」に関する覚書第九条（助成事業である旨

の表示）に基づく、助成を受けたことの告知、助成対象事業によって作成した

成果物、および、実施した行事にかかわる資料に、「トヨタ環境活動助成プログ

ラム」による成果である旨の表示については、以下の通りにする。   

  

1. 表示内容 

助成対象事業によって作成した成果物、および、実施した行事にかかわる資

料には、「この○○は、トヨタ自動車株式会社のトヨタ環境活動助成プログラムの助成

を受けて作成しています」または「この○○は、トヨタ自動車株式会社のトヨタ環境活

動助成プログラムの助成を受けて実施しています」など、トヨタ自動車株式会社の

「トヨタ環境活動助成プログラム」による成果等である旨を明確に表現したも

のとすること。 

但し、印刷物などには「トヨタ環境活動助成プログラム」ロゴマーク*で代用も

可能。（トヨタ自動車株式会社のロゴマーク等は使用しないこと。） 

 

 

 

 

*上記は見本です。データファイルを配布致しますので、こちらをコピーしないで下さい。 

**ai データ（印刷用イラストレーター）が必要な場合は事務局にご依頼下さい。  

 

2. 表示方法 

(1) パンフレットその他の印刷物、CD-ROM その他のメディア等への表示方法  

パンフレットその他印刷物、CD-ROM その他のメディア等については、別紙様

式１号を参照の上、見やすい位置（原則として、表紙、もしくはメディアの

表面）に表示すること。   

 

(2) ウェブサイト等への表示方法  

ウェブサイト等については、「トヨタ環境活動助成プログラム」に関連する部

分のトップページの見やすい位置（原則として、トップページ上部）に表示

すること。さらに可能であれば、表示の都度、トヨタ自動車のホームページ 

( https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/  ) 

にリンクを貼ること。   

  

 

https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/
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(3) 機器、設備、および施設等への表示方法  

機器、設備、および施設等については、別紙様式２号を参照の上、見やすい

位置（原則として、機器、設備等の表面、施設の玄関脇等）に表示すること。  

 

(4) その他への表示方法 

その他の成果品については、上記の条項を参考として、見やすい位置に表示

すること。 

 

別紙様式１号 

（パンフレットその他の印刷物、CD-ROM その他のメディア等への表示方法例） 

 

 

 

 

 

別紙様式２号 

（機器、設備、および施設等への表示方法例） 

 

 

 

 

機器、設備の表面、施設の玄関脇等の見やすい位置に上記の表示を行う。 

 

以上  

(表紙・表面) 

（タイトル） 

この○○は、トヨタ自動車株式会社の「トヨタ環境活動  

助成プログラム」の助成を受けて作成しています。 

原則 12ポイント以上の大きさの文字で記載  

この○○は、トヨタ自動車株式会社の「トヨタ環境活動助成プログラム」の 

助成を受けて作成しています。 
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Guidelines regarding the indication of the “Toyota Environmental Activities 

Grant Program” 

 

 

Toyota Environmental Activities Grant Program Secretariat  

 

Under Article 12 of the Agreement for the Toyota Environmental Activities Grant Program: 

“Indication of Grant Program”, a grantee shall indicate on any form of the project outcomes 

and the documents used for the project events that they are the results of the “Toyota 

Environmental Activities Grant Program” by Toyota Motor Corporation as follows.  

 

1. Contents to indicate 

Any form of the Toyota Motor Corporation’s “Toyota Environmental Activities Grant 

Program” funded-project outcomes and documents used for the project events shall be 

identified as so, with a clear written indication of sponsorship such as… 

 

“This brochure (website, truck, computer, etc) is funded by the Toyota 

Environmental Activities Grant Program of Toyota Motor Corporation,” 

“This event is sponsored by the Toyota Environmental Activities Grant 

Program of Toyota Motor Corporation,” or a clear phrase stating that 

they are the results of the Toyota Environmental Activities Grant 

Program of Toyota Motor Corporation. 

 

However, please do not use the company logo of Toyota Motor Corporation. 

(You can use the program logo we attached.) 

  

2. Indication procedures 

(1) How to make indications on brochures or other printed materials and CD-ROM or other 

media goods, etc. 

Referring to “Annex 1”, indications on brochures or other printed materials and CD-ROM or 

other media goods shall be visibly identified on their surfaces. 

 

(2) How to make indications on websites, etc. 

Indications on websites shall be visibly identified at the top part of the top page relating to 

the “Toyota Environmental Activities Grant Program”  funded-project. 

 

(3) How to make indications on machinery, equipment, facilities, etc. 

Referring to “Annex 2”, indications such as on machineries, equipments and facilities shall 

be visibly identified on surfaces of machinery and equipment and on sides of the entrances of 

facilities. 

 

(4) How to indicate on other forms of the project outcomes 

Indications on other forms of the project outcomes shall be made referring to other categories 

listed above.
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Annex 1 

The example of indications on brochures (or other printed materials and CD-ROM or other 

media goods) 

 

 

 

 

Annex 2 

Examples of indications on machinery, equipment and facilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Indications shall be appeared on surfaces of machinery and equipment and on sides of the 

entrances of facilities. 

 

(Front 

page/Surface) 

（Title） 

This brochure is funded by the “Toyota 

Environmental Activities Grant Program of Toyota 

Motor Corporation.” 

*Indications shall be made with the font size 12 or larger. 

This computer is funded by the “Toyota Environmental Activities Grant 

Program of Toyota Motor Corporation.” 

 

This event is sponsored by the “Toyota Environmental Activities Grant 

Program of Toyota Motor Corporation.” 

 


