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団体用著作権処理済み 許諾シール付き DVD 輸入発売元：株式会社グローバル・リンケージ

アルナ 水と自然の生活誌：南米コギの人々

環境問題特集：

Aluna: The Kogi People’s Message

水の惑星：地球生命誕生と
南米コロンビア北部シエラネバダ山岳地帯に素足で

環境汚染・気候変動・生物多様性保全を考える

気候変動の仕組みを世界の海に学ぶ

英語音声・英語字幕表示機能付DVD

Secrets of the Oceans:

暮らす二万人のコギの人々。「水の声を聴く」と云い

Climate Control

「泡を読む」と云う、ママと称する指導的立場の男た

全巻セット本体価格770,000円(税別) 分売可

ちが砂浜の白い貝殻を拾い集め、火で焼いて、巾
着に詰め持ち歩く。訪ね先の水辺で賽銭のように
「支払い」をする決まりだという。山から川へ、そして、

海洋学・気候学の基礎をつくった地理学者フンボルト

海へと水の循環とともに生ある樹木。母なる大地と

にちなむペルー海流。毎年三十近くの熱帯低気圧・

海と空とともにある宇宙観。いのちの生態系を破壊

台風が襲うフィリピン・セブ島の海洋民族。ロシアの北

する文明への警告と科学者たちへの呼び掛け再び。

極圏で気象・気候の観察と情報発信を担当する科

90 分 2012 年作品 本体価格￥38,000

学者。そして、気候 変動観測のメッカ、グリーンランド
沿岸の渡り鳥。四つの事例で 学ぶ、人々の暮らしと
気候・母なる海。COP21 国際会議でプレミア上映。

環境権と人権

51 分 2016 年作品 本体価格￥38,000

≪グリーンインタヴュー≫十年の歩み
Green Rights:

アマゾン熱帯雨林地区：

The Human Right to a Healthy World

自然と調和プロジェクト

1972 年国連人間環境会議ストックホルム宣言から
まもなく五十年。先進国にも多くの課題が残されてい
る。憲法と国際法・協定が人権としての環境権を守

Amazonia Eterna
我が国では農林水産省が支援する環境保全型エコフ
ァーマー制度。地球の裏側でも日系人の農家が実践

る時代を拓くために世界各地で奮闘する人々。

して頑張る姿があった。 開発の名の下に自然破壊を

天然資源豊かな国カナダ。クラフトパルプ材,水産資
源,地下埋蔵のエネルギー資源。 いずれもが恩恵と

続けてきたブラジル政府が政策転換か。アマゾン川流

共に公害を伴う現実。パルプ工場廃液は有毒で処

域の美しい情景と人々の昔からの暮らし方を守る環

理施設が必須。その管理を巡る事例をノヴァスコシア

境保全の思想。収奪的開発の結果多くを失ってなお

州ノーザンパルプ社ボートハーバー処理施設で学ぶ。

残る自然。そこに新たな文明の息吹だろうか。マミラウ

製作者の環境ジャーナリスト S･D･キャメロン出演。

ア保護区、シングー川流域など多くの事例を紹介。

68 分 2016 年作品 本体価格 38,000 円

出演：日系二世農家、天然ゴム生産農家、他。
IPAM 共同設立者 Paulo Moutinho らがコメント。
87 分 2014 年作品 本体価格 38,000 円

輸入発売元：株式会社グローバル・リンケージ

ご用命は下記まで：

邦題／原題

巻数

制作年

分数

本体価格

150

\100,000

新
作

気候変動問題に取り組む：グローバル・チャレンジ 全3巻
Climate Challenge 3-part series

3

2017

新
作

ゴーイング グリーン 新時代の環境問題へのアプローチ 全3巻
Going Green 3-part series

3

20172018

70

\80,000

新
作

熱帯雨林地帯 破壊を止めよ 全4巻
Fighting Deforestation in Endangered Forests

4

2017

109

\90,000

新
作

エコ・ソリューション 世界の取り組み事例 全10巻
Eco Solutions 10-part series

10

2016
-2017

120

\150,000

新
作

電子ゴミの行方：ガーナ共和国アグボグブロシーの惨状
E-Life

1

2017

53

\38,000

新
作

プラスチック・ホエール 海洋汚染の実態
Plastic Whale

1

2017

46

\38,000

新
作

流れ着くプラスチック 世界中の浜辺で
A Plastic Tide

1

2017

46

\38,000

新
作

コカ・コーラ社の取り組みは有効か？プラスチックボトルのリサイクル
A Plastic Surgery: Coca-Cola’s Hidden Secrets

1

2018

54

\38,000

新
作

プラスチックリサイクルの実態：英国の場合
Dirty Business

1

2018

46

\38,000

新
作

植物由来プラスチックの開発 (オランダ)：欧州発明大賞2017 より
Gert-Jan Gruter: European Invention Award

1

2017

7

\11,000

アルナ 水と自然の生活誌：南米コギの人々
Aluna: The Kogi People’s Message

1

2012

90

\38,000

水の惑星：地球生命誕生と気候変動の仕組みを世界の海に学ぶ
Secrets of the Oceans: Climate Control

1

2016

51

\38,000

環境権と人権 ≪グリーンインタヴュー≫ 十年の歩み
Green Rights: The Human Right to a Healthy World

1

2016

68

\38,000

アマゾン熱帯雨林地区：自然と調和プロジェクト
Amazonia Eterna

1

2014

87

\38,000

(各巻38,000)

(各巻30,000)

(分売可)

(各巻16,000）

プラスチック・ホエール 海洋汚染の実態
プラスチック・ホエール 海洋汚染の実態
A Plastic Whale
A Plastic Whale
ノルウエイのソトラの湾内に衰弱したクジラが迷い込ん
ノルウエイのソトラの湾内に衰弱したクジラが迷い込ん
だ。沖に帰ることが出来ず安楽死という苦渋の決断
だ。沖に帰ることが出来ず安楽死という苦渋の決断
が。クジラの体内から多量のプラスチック袋が発見され
が。クジラの体内から多量のプラスチック袋が発見され
る。海洋生物学者オｳドｳン・リカルドセン、環境活動
る。海洋生物学者オｳドｳン・リカルドセン、環境活動
家ケネス・ブルヴィクらはプラスチック汚染の深刻さを
家ケネス・ブルヴィクらはプラスチック汚染の深刻さを
訴える。ある種のクジラは超音波により獲物を採る
訴える。ある種のクジラは超音波により獲物を採る
(エコーロケーション)が、プラスチックも餌と同様の反応
(エコーロケーション)が、プラスチックも餌と同様の反応
がある為誤食の可能性がある。各地海岸線のゴミ清
がある為誤食の可能性がある。各地海岸線のゴミ清
掃運動が起こるが、根本的な解決策は何処に？
掃運動が起こるが、根本的な解決策は何処に？
46 分 2017 年作品 本体価格￥38,000
46 分 2017 年作品 本体価格￥38,000

流れ着くプラスチック：世界中の浜辺で
流れ着くプラスチック：世界中の浜辺で
A Plastic Tide
A Plastic Tide
プラスチック製品の有効リサイクル率は数％に留まると
プラスチック製品の有効リサイクル率は数％に留まると
言われる現状。残りの多くは海洋に流出し海洋生物
言われる現状。残りの多くは海洋に流出し海洋生物
から食物連鎖を廻りついには私達に戻る。その健康
から食物連鎖を廻りついには私達に戻る。その健康
への影響はいまだ解明されていない部分が多い。スカ
への影響はいまだ解明されていない部分が多い。スカ
イニュース局科学特派員トマス・ムーアがプラスチック
イニュース局科学特派員トマス・ムーアがプラスチック
問題を抱える世界各地を訪れ、研究者や活動家ら
問題を抱える世界各地を訪れ、研究者や活動家ら
と共に問題を検証する。インドのムンバイ、オランダの
と共に問題を検証する。インドのムンバイ、オランダの
テセル、ベルギ－のヘントなど。次世代の為に問題解
テセル、ベルギ－のヘントなど。次世代の為に問題解
決に協働する人々の輪は広がりつつある。
決に協働する人々の輪は広がりつつある。
46 分 2017 年作品 本体価格￥38,000
46 分 2017 年作品 本体価格￥38,000

植物由来プラスチックの開発 (オランダ)：
植物由来プラスチックの開発 (オランダ)：
欧州発明大賞 2017 より
欧州発明大賞 2017 より

Gert-Jan Gruter: European Invention Award
Gert-Jan Gruter: European Invention Award

オランダのベンチャー企業アバンティウム社ゲート=ヤ
オランダのベンチャー企業アバンティウム社ゲート=ヤ
ン・グル―タ氏とそのチームは植物由来の糖質原料
ン・グル―タ氏とそのチームは植物由来の糖質原料
からフランジカルボ 酸(FDCA)を製造することに成
からフランジカルボ 酸(FDCA)を製造することに成
功。FDCA は石油由来の物資、特にポリエチレンテ
功。FDCA は石油由来の物資、特にポリエチレンテ
レフタレート(PET)を代用することが出来るポリエチレ
レフタレート(PET)を代用することが出来るポリエチレ
ンフラノエート(PEF)の製造に使用される。PEF は高
ンフラノエート(PEF)の製造に使用される。PEF は高
品質のプラスチックであり 100％リサイクルが可能。
品質のプラスチックであり 100％リサイクルが可能。
新たな用途展開が期待されている。
新たな用途展開が期待されている。
7 分 2017 年作品 本体価格￥11,0007 分 2017 年作品 本体価格￥11,000-

電子ゴミの行方 ガーナ
電子ゴミの行方 ガーナ
アグボグブロシーの惨状
アグボグブロシーの惨状
E-Life
E-Life
電子機器：スマホやパソコン等の処分は増大する
電子機器：スマホやパソコン等の処分は増大する
21 世の環境問題の一つだ。このドキュメンタリーでは
21 世の環境問題の一つだ。このドキュメンタリーでは
これら電子ゴミを追いガーナ共和国の都市アグボグブ
これら電子ゴミを追いガーナ共和国の都市アグボグブ
ロシーの惨状に辿り着く。レアメタル等を抽出する為
ロシーの惨状に辿り着く。レアメタル等を抽出する為
の不適切なリサイクル作業により生じる有害物質の
の不適切なリサイクル作業により生じる有害物質の
土壌汚染、従事者の健康被害等問題が多発して
土壌汚染、従事者の健康被害等問題が多発して
いる。研究者のインタヴュー等を交え、今後も地球
いる。研究者のインタヴュー等を交え、今後も地球
規模での増加が予想される電子ゴミ処理のソリュー
規模での増加が予想される電子ゴミ処理のソリュー
ションを考える。バーゼル条約にも言及。
ションを考える。バーゼル条約にも言及。
53 分 2017 年作品 本体価格：￥38,000
53 分 2017 年作品 本体価格：￥38,000

コカ・コーラ社の取り組みは有効か？
コカ・コーラ社の取り組みは有効か？
プラスチックボトルのリサイクル
プラスチックボトルのリサイクル
A Plastic Surgery:
A Plastic Surgery:
Coca-Cola’s Hidden Secrets
Coca-Cola’s Hidden Secrets
世界中で毎秒 10 トンものプラスチックが生産され海
世界中で毎秒 10 トンものプラスチックが生産され海
洋汚染の元凶の一つである現在、企業にも問題解
洋汚染の元凶の一つである現在、企業にも問題解
決への努力が求められている。コカ・コーラ社はプラス
決への努力が求められている。コカ・コーラ社はプラス
チックのリサイクル率を向上させる事等を公約している
チックのリサイクル率を向上させる事等を公約している
が、実現は可能だろうか？研究者、活動家らの厳し
が、実現は可能だろうか？研究者、活動家らの厳し
い考察。タンザニアのプラスチックボトルリサイクルの現
い考察。タンザニアのプラスチックボトルリサイクルの現
状をコカ・コーラ社環境問題担当マイケル・ゴルツマン
状をコカ・コーラ社環境問題担当マイケル・ゴルツマン
氏に追及するインタヴューシーンも。
氏に追及するインタヴューシーンも。
54 分 2018 年作品。本体価格￥38,000
54 分 2018 年作品。本体価格￥38,000

プラスチックリサイクルの実態：
プラスチックリサイクルの実態：
英国の場合
英国の場合
Dirty Business
Dirty Business
英国一般家庭からリサイクル目的で分別排出された
英国一般家庭からリサイクル目的で分別排出された
プラスチックごみを追跡レポート。プラスチックごみは中
プラスチックごみを追跡レポート。プラスチックごみは中
国やアジア圏諸国などへ輸出されていた。2017 年
国やアジア圏諸国などへ輸出されていた。2017 年
中国が輸入禁止を決めたことでプラスチックごみの山
中国が輸入禁止を決めたことでプラスチックごみの山
は行き場を失ってしまう。英国内の回収業者、中国
は行き場を失ってしまう。英国内の回収業者、中国
輸入業者、英国環境問題関係者らのインタヴューを
輸入業者、英国環境問題関係者らのインタヴューを
通してその実態があぶり出される。英国 PRN 容器再
通してその実態があぶり出される。英国 PRN 容器再
生手形システムの現状、有効性をも問う。
生手形システムの現状、有効性をも問う。
46 分 2018 年作品 本体価格￥38,000
46 分 2018 年作品 本体価格￥38,000

気候変動問題に取り組む：グローバル・チャレンジ
気候変動問題に取り組む：グローバル・チャレンジ
全 3 巻 セット本体価格 100,000 円(税別)
全 3 巻 セット本体価格 100,000 円(税別)
各巻本体価格 38,000 円(税別)
各巻本体価格 38,000 円(税別)

英国スウォンジー大学シワン・デイビズ教授（自然地理学)
英国スウォンジー大学シワン・デイビズ教授（自然地理学)
が気候変動問題に取り組む各地を訪れる。気候変動に起
が気候変動問題に取り組む各地を訪れる。気候変動に起
因する共通の問題を抱える地域。気候変動は歴史の中で
因する共通の問題を抱える地域。気候変動は歴史の中で
繰り返されてきたが、現在は人間の活動が環境に与える影
繰り返されてきたが、現在は人間の活動が環境に与える影
響は自身の存在をも滅ぼしかねないステージまで進んだと考
響は自身の存在をも滅ぼしかねないステージまで進んだと考
えられる。解決策を探る。
えられる。解決策を探る。
第 1 巻：グリーンランドとモルジブ島 海面上昇
第 1 巻：グリーンランドとモルジブ島 海面上昇
第 2 巻：ウガンダと米国カリフォルニア州 異常気象
第 2 巻：ウガンダと米国カリフォルニア州 異常気象
第 3 巻：コスタリカとノルウエイ 持続可能エネルギー
第 3 巻：コスタリカとノルウエイ 持続可能エネルギー
原題：Climate Challenge FFH 国際配給
原題：Climate Challenge FFH 国際配給
英語音声 全 3 巻 150 分 2017 年作品
英語音声 全 3 巻 150 分 2017 年作品
チャプタメニュー＆英語字幕表示機能付き
チャプタメニュー＆英語字幕表示機能付き

熱帯雨林地帯 破壊を止めよ
熱帯雨林地帯 破壊を止めよ
全 4 巻 セット本体価格 90,000 円(税別)
全 4 巻 セット本体価格 90,000 円(税別)

各巻本体価格 22,000～38,000 円(税別)
各巻本体価格 22,000～38,000 円(税別)

マダガスカル、モザンビーク、エクアドル、インドネシア各地で
マダガスカル、モザンビーク、エクアドル、インドネシア各地で
伐採などにより危機に瀕する熱帯雨林の保全に関わる人々
伐採などにより危機に瀕する熱帯雨林の保全に関わる人々
の取り組みを見る。土地と人々の暮らしや状況に応じた問題
の取り組みを見る。土地と人々の暮らしや状況に応じた問題
がありその対応策は様々である。モザンビークの熱帯雨林で
がありその対応策は様々である。モザンビークの熱帯雨林で
の、養蜂やトウガラシ栽培を絡めた象と人間との共存の取り
の、養蜂やトウガラシ栽培を絡めた象と人間との共存の取り
組みの例は、地域コミュニティの協働の重要性を訴えており、
組みの例は、地域コミュニティの協働の重要性を訴えており、
経済、教育、女性の社会進出問題等も合わせて考察。
経済、教育、女性の社会進出問題等も合わせて考察。

第 1 巻：マダガスカル アンダシベ
第 1 巻：マダガスカル アンダシベ
第 2 巻：モザンビーク ンズウキャンプ
第 2 巻：モザンビーク ンズウキャンプ
第 3 巻：エクアドル チョコ熱帯雨林地区
第 3 巻：エクアドル チョコ熱帯雨林地区
第 4 巻：インドネシア ボルネオ泥炭湿地
第 4 巻：インドネシア ボルネオ泥炭湿地
原題：Fighting Deforestation in Endangered Rainforests
原題：Fighting Deforestation in Endangered Rainforests
FFH 国際配給 全 4 巻 109 分 2017 年
FFH 国際配給 全 4 巻 109 分 2017 年
音声：英語 その他 英語字幕表示機能付
音声：英語 その他 英語字幕表示機能付

ゴーイング グリーン 新時代の環境問題へのアプローチ
ゴーイング グリーン 新時代の環境問題へのアプローチ
全 3 巻 セット本体価格 80,000 円 (税別)
全 3 巻 セット本体価格 80,000 円 (税別)
各巻本体価格 30,000 円（税別）
各巻本体価格 30,000 円（税別）

“Going Green”とは「環境に配慮した生活を送る」こと。
“Going Green”とは「環境に配慮した生活を送る」こと。
環境問題への取組み、活動家や専門家の提言や実践例を英
環境問題への取組み、活動家や専門家の提言や実践例を英
国 TV プレゼンターのニッキー・シールズらが世界各地からテンポ
国 TV プレゼンターのニッキー・シールズらが世界各地からテンポ
よくレポートする。ロンドンホワイトチャペル地区の下水道を詰ま
よくレポートする。ロンドンホワイトチャペル地区の下水道を詰ま
らせた 130 トンものファットバーグ（油脂ごみ等の塊）は大きな
らせた 130 トンものファットバーグ（油脂ごみ等の塊）は大きな
ニュースになったが、これらをエコ燃料に変換する試み、エコシス
ニュースになったが、これらをエコ燃料に変換する試み、エコシス
テムを実践する科学者達の例を紹介。
テムを実践する科学者達の例を紹介。
原題：Going Green 3-part series
原題：Going Green 3-part series
FFH 国際配給 2017-19 年作品
FFH 国際配給 2017-19 年作品
英語音声 チャプタメニュー＆英語字幕表示機能付き
英語音声 チャプタメニュー＆英語字幕表示機能付き

エコソリューションズ 世界の取り組み事例
エコソリューションズ 世界の取り組み事例
全 10 巻 セット本体価格 150,000 円(税別)
全 10 巻 セット本体価格 150,000 円(税別)
各巻本体価格 16,000 円(税別)
各巻本体価格 16,000 円(税別)

CNN 制作の番組「エコソリューションズ」イーザ・ソアレスが環境
CNN 制作の番組「エコソリューションズ」イーザ・ソアレスが環境
問題や地球保全に革新的アイデアで取り組む世界中のイノヴ
問題や地球保全に革新的アイデアで取り組む世界中のイノヴ
ェーター達を紹介。現在も放送が続く。本作は 2016-2017
ェーター達を紹介。現在も放送が続く。本作は 2016-2017
年作品から。
年作品から。
1. 大気汚染：インドのテズプ-ル、ロンドン
1. 大気汚染：インドのテズプ-ル、ロンドン
2. 再生可能エネルギー：ポルトガルのアルケヴァダム
2. 再生可能エネルギー：ポルトガルのアルケヴァダム
3. 持続可能なパーム油生産：マレーシア
3. 持続可能なパーム油生産：マレーシア
4. 乾燥農業の可能性：カリフォルニアぶどう農園
4. 乾燥農業の可能性：カリフォルニアぶどう農園
5. COP22：2016 年世界気候会議モロッコのマラケシュにて
5. COP22：2016 年世界気候会議モロッコのマラケシュにて
6. フォグキャッチャー：霧から集めた水の活用
6. フォグキャッチャー：霧から集めた水の活用
7. 環境に配慮した人工肉
7. 環境に配慮した人工肉
8. ミツバチ：ヴェトナムとロンドンの養蜂家
8. ミツバチ：ヴェトナムとロンドンの養蜂家
9. 2017 年アースデイ：英国王立植物園キューガーデンから
9. 2017 年アースデイ：英国王立植物園キューガーデンから
10. 海洋プラスチック問題：世界海洋デイ
10. 海洋プラスチック問題：世界海洋デイ

原題：Eco Solutions FFH 国際配給 全 10 巻
原題：Eco Solutions FFH 国際配給 全 10 巻
音声：英語 チャプタメニュー＆英語字幕表示機能付き
音声：英語 チャプタメニュー＆英語字幕表示機能付き

プラスチック・ホエール 海洋汚染の実態
プラスチック・ホエール 海洋汚染の実態
A Plastic Whale
A Plastic Whale
ノルウエイのソトラの湾内に衰弱したクジラが迷い込ん
ノルウエイのソトラの湾内に衰弱したクジラが迷い込ん
だ。沖に帰ることが出来ず安楽死という苦渋の決断
だ。沖に帰ることが出来ず安楽死という苦渋の決断
が。クジラの体内から多量のプラスチック袋が発見され
が。クジラの体内から多量のプラスチック袋が発見され
る。海洋生物学者オｳドｳン・リカルドセン、環境活動
る。海洋生物学者オｳドｳン・リカルドセン、環境活動
家ケネス・ブルヴィクらはプラスチック汚染の深刻さを
家ケネス・ブルヴィクらはプラスチック汚染の深刻さを
訴える。ある種のクジラは超音波により獲物を採る
訴える。ある種のクジラは超音波により獲物を採る
(エコーロケーション)が、プラスチックも餌と同様の反応
(エコーロケーション)が、プラスチックも餌と同様の反応
がある為誤食の可能性がある。各地海岸線のゴミ清
がある為誤食の可能性がある。各地海岸線のゴミ清
掃運動が起こるが、根本的な解決策は何処に？
掃運動が起こるが、根本的な解決策は何処に？
46 分 2017 年作品 本体価格￥38,000
46 分 2017 年作品 本体価格￥38,000

流れ着くプラスチック：世界中の浜辺で
流れ着くプラスチック：世界中の浜辺で
A Plastic Tide
A Plastic Tide
プラスチック製品の有効リサイクル率は数％に留まると
プラスチック製品の有効リサイクル率は数％に留まると
言われる現状。残りの多くは海洋に流出し海洋生物
言われる現状。残りの多くは海洋に流出し海洋生物
から食物連鎖を廻りついには私達に戻る。その健康
から食物連鎖を廻りついには私達に戻る。その健康
への影響はいまだ解明されていない部分が多い。スカ
への影響はいまだ解明されていない部分が多い。スカ
イニュース局科学特派員トマス・ムーアがプラスチック
イニュース局科学特派員トマス・ムーアがプラスチック
問題を抱える世界各地を訪れ、研究者や活動家ら
問題を抱える世界各地を訪れ、研究者や活動家ら
と共に問題を検証する。インドのムンバイ、オランダの
と共に問題を検証する。インドのムンバイ、オランダの
テセル、ベルギ－のヘントなど。次世代の為に問題解
テセル、ベルギ－のヘントなど。次世代の為に問題解
決に協働する人々の輪は広がりつつある。
決に協働する人々の輪は広がりつつある。
46 分 2017 年作品 本体価格￥38,000
46 分 2017 年作品 本体価格￥38,000

植物由来プラスチックの開発 (オランダ)：
植物由来プラスチックの開発 (オランダ)：
欧州発明大賞 2017 より
欧州発明大賞 2017 より

Gert-Jan Gruter: European Invention Award
Gert-Jan Gruter: European Invention Award

オランダのベンチャー企業アバンティウム社ゲート=ヤ
オランダのベンチャー企業アバンティウム社ゲート=ヤ
ン・グル―タ氏とそのチームは植物由来の糖質原料
ン・グル―タ氏とそのチームは植物由来の糖質原料
からフランジカルボ 酸(FDCA)を製造することに成
からフランジカルボ 酸(FDCA)を製造することに成
功。FDCA は石油由来の物資、特にポリエチレンテ
功。FDCA は石油由来の物資、特にポリエチレンテ
レフタレート(PET)を代用することが出来るポリエチレ
レフタレート(PET)を代用することが出来るポリエチレ
ンフラノエート(PEF)の製造に使用される。PEF は高
ンフラノエート(PEF)の製造に使用される。PEF は高
品質のプラスチックであり 100％リサイクルが可能。
品質のプラスチックであり 100％リサイクルが可能。
新たな用途展開が期待されている。
新たな用途展開が期待されている。
7 分 2017 年作品 本体価格￥11,0007 分 2017 年作品 本体価格￥11,000-

電子ゴミの行方 ガーナ
電子ゴミの行方 ガーナ
アグボグブロシーの惨状
アグボグブロシーの惨状
E-Life
E-Life
電子機器：スマホやパソコン等の処分は増大する
電子機器：スマホやパソコン等の処分は増大する
21 世の環境問題の一つだ。このドキュメンタリーでは
21 世の環境問題の一つだ。このドキュメンタリーでは
これら電子ゴミを追いガーナ共和国の都市アグボグブ
これら電子ゴミを追いガーナ共和国の都市アグボグブ
ロシーの惨状に辿り着く。レアメタル等を抽出する為
ロシーの惨状に辿り着く。レアメタル等を抽出する為
の不適切なリサイクル作業により生じる有害物質の
の不適切なリサイクル作業により生じる有害物質の
土壌汚染、従事者の健康被害等問題が多発して
土壌汚染、従事者の健康被害等問題が多発して
いる。研究者のインタヴュー等を交え、今後も地球
いる。研究者のインタヴュー等を交え、今後も地球
規模での増加が予想される電子ゴミ処理のソリュー
規模での増加が予想される電子ゴミ処理のソリュー
ションを考える。バーゼル条約にも言及。
ションを考える。バーゼル条約にも言及。
53 分 2017 年作品 本体価格：￥38,000
53 分 2017 年作品 本体価格：￥38,000

コカ・コーラ社の取り組みは有効か？
コカ・コーラ社の取り組みは有効か？
プラスチックボトルのリサイクル
プラスチックボトルのリサイクル
A Plastic Surgery:
A Plastic Surgery:
Coca-Cola’s Hidden Secrets
Coca-Cola’s Hidden Secrets
世界中で毎秒 10 トンものプラスチックが生産され海
世界中で毎秒 10 トンものプラスチックが生産され海
洋汚染の元凶の一つである現在、企業にも問題解
洋汚染の元凶の一つである現在、企業にも問題解
決への努力が求められている。コカ・コーラ社はプラス
決への努力が求められている。コカ・コーラ社はプラス
チックのリサイクル率を向上させる事等を公約している
チックのリサイクル率を向上させる事等を公約している
が、実現は可能だろうか？研究者、活動家らの厳し
が、実現は可能だろうか？研究者、活動家らの厳し
い考察。タンザニアのプラスチックボトルリサイクルの現
い考察。タンザニアのプラスチックボトルリサイクルの現
状をコカ・コーラ社環境問題担当マイケル・ゴルツマン
状をコカ・コーラ社環境問題担当マイケル・ゴルツマン
氏に追及するインタヴューシーンも。
氏に追及するインタヴューシーンも。
54 分 2018 年作品。本体価格￥38,000
54 分 2018 年作品。本体価格￥38,000

プラスチックリサイクルの実態：
プラスチックリサイクルの実態：
英国の場合
英国の場合
Dirty Business
Dirty Business
英国一般家庭からリサイクル目的で分別排出された
英国一般家庭からリサイクル目的で分別排出された
プラスチックごみを追跡レポート。プラスチックごみは中
プラスチックごみを追跡レポート。プラスチックごみは中
国やアジア圏諸国などへ輸出されていた。2017 年
国やアジア圏諸国などへ輸出されていた。2017 年
中国が輸入禁止を決めたことでプラスチックごみの山
中国が輸入禁止を決めたことでプラスチックごみの山
は行き場を失ってしまう。英国内の回収業者、中国
は行き場を失ってしまう。英国内の回収業者、中国
輸入業者、英国環境問題関係者らのインタヴューを
輸入業者、英国環境問題関係者らのインタヴューを
通してその実態があぶり出される。英国 PRN 容器再
通してその実態があぶり出される。英国 PRN 容器再
生手形システムの現状、有効性をも問う。
生手形システムの現状、有効性をも問う。
46 分 2018 年作品 本体価格￥38,000
46 分 2018 年作品 本体価格￥38,000

気候変動問題に取り組む：グローバル・チャレンジ
気候変動問題に取り組む：グローバル・チャレンジ
全 3 巻 セット本体価格 100,000 円(税別)
全 3 巻 セット本体価格 100,000 円(税別)
各巻本体価格 38,000 円(税別)
各巻本体価格 38,000 円(税別)

英国スウォンジー大学シワン・デイビズ教授（自然地理学)
英国スウォンジー大学シワン・デイビズ教授（自然地理学)
が気候変動問題に取り組む各地を訪れる。気候変動に起
が気候変動問題に取り組む各地を訪れる。気候変動に起
因する共通の問題を抱える地域。気候変動は歴史の中で
因する共通の問題を抱える地域。気候変動は歴史の中で
繰り返されてきたが、現在は人間の活動が環境に与える影
繰り返されてきたが、現在は人間の活動が環境に与える影
響は自身の存在をも滅ぼしかねないステージまで進んだと考
響は自身の存在をも滅ぼしかねないステージまで進んだと考
えられる。解決策を探る。
えられる。解決策を探る。
第 1 巻：グリーンランドとモルジブ島 海面上昇
第 1 巻：グリーンランドとモルジブ島 海面上昇
第 2 巻：ウガンダと米国カリフォルニア州 異常気象
第 2 巻：ウガンダと米国カリフォルニア州 異常気象
第 3 巻：コスタリカとノルウエイ 持続可能エネルギー
第 3 巻：コスタリカとノルウエイ 持続可能エネルギー
原題：Climate Challenge FFH 国際配給
原題：Climate Challenge FFH 国際配給
英語音声 全 3 巻 150 分 2017 年作品
英語音声 全 3 巻 150 分 2017 年作品
チャプタメニュー＆英語字幕表示機能付き
チャプタメニュー＆英語字幕表示機能付き

熱帯雨林地帯 破壊を止めよ
熱帯雨林地帯 破壊を止めよ
全 4 巻 セット本体価格 90,000 円(税別)
全 4 巻 セット本体価格 90,000 円(税別)

各巻本体価格 22,000～38,000 円(税別)
各巻本体価格 22,000～38,000 円(税別)

マダガスカル、モザンビーク、エクアドル、インドネシア各地で
マダガスカル、モザンビーク、エクアドル、インドネシア各地で
伐採などにより危機に瀕する熱帯雨林の保全に関わる人々
伐採などにより危機に瀕する熱帯雨林の保全に関わる人々
の取り組みを見る。土地と人々の暮らしや状況に応じた問題
の取り組みを見る。土地と人々の暮らしや状況に応じた問題
がありその対応策は様々である。モザンビークの熱帯雨林で
がありその対応策は様々である。モザンビークの熱帯雨林で
の、養蜂やトウガラシ栽培を絡めた象と人間との共存の取り
の、養蜂やトウガラシ栽培を絡めた象と人間との共存の取り
組みの例は、地域コミュニティの協働の重要性を訴えており、
組みの例は、地域コミュニティの協働の重要性を訴えており、
経済、教育、女性の社会進出問題等も合わせて考察。
経済、教育、女性の社会進出問題等も合わせて考察。

第 1 巻：マダガスカル アンダシベ
第 1 巻：マダガスカル アンダシベ
第 2 巻：モザンビーク ンズウキャンプ
第 2 巻：モザンビーク ンズウキャンプ
第 3 巻：エクアドル チョコ熱帯雨林地区
第 3 巻：エクアドル チョコ熱帯雨林地区
第 4 巻：インドネシア ボルネオ泥炭湿地
第 4 巻：インドネシア ボルネオ泥炭湿地
原題：Fighting Deforestation in Endangered Rainforests
原題：Fighting Deforestation in Endangered Rainforests
FFH 国際配給 全 4 巻 109 分 2017 年
FFH 国際配給 全 4 巻 109 分 2017 年
音声：英語 その他 英語字幕表示機能付
音声：英語 その他 英語字幕表示機能付

ゴーイング グリーン 新時代の環境問題へのアプローチ
ゴーイング グリーン 新時代の環境問題へのアプローチ
全 3 巻 セット本体価格 80,000 円 (税別)
全 3 巻 セット本体価格 80,000 円 (税別)
各巻本体価格 30,000 円（税別）
各巻本体価格 30,000 円（税別）

“Going Green”とは「環境に配慮した生活を送る」こと。
“Going Green”とは「環境に配慮した生活を送る」こと。
環境問題への取組み、活動家や専門家の提言や実践例を英
環境問題への取組み、活動家や専門家の提言や実践例を英
国 TV プレゼンターのニッキー・シールズらが世界各地からテンポ
国 TV プレゼンターのニッキー・シールズらが世界各地からテンポ
よくレポートする。ロンドンホワイトチャペル地区の下水道を詰ま
よくレポートする。ロンドンホワイトチャペル地区の下水道を詰ま
らせた 130 トンものファットバーグ（油脂ごみ等の塊）は大きな
らせた 130 トンものファットバーグ（油脂ごみ等の塊）は大きな
ニュースになったが、これらをエコ燃料に変換する試み、エコシス
ニュースになったが、これらをエコ燃料に変換する試み、エコシス
テムを実践する科学者達の例を紹介。
テムを実践する科学者達の例を紹介。
原題：Going Green 3-part series
原題：Going Green 3-part series
FFH 国際配給 2017-19 年作品
FFH 国際配給 2017-19 年作品
英語音声 チャプタメニュー＆英語字幕表示機能付き
英語音声 チャプタメニュー＆英語字幕表示機能付き

エコソリューションズ 世界の取り組み事例
エコソリューションズ 世界の取り組み事例
全 10 巻 セット本体価格 150,000 円(税別)
全 10 巻 セット本体価格 150,000 円(税別)
各巻本体価格 16,000 円(税別)
各巻本体価格 16,000 円(税別)

CNN 制作の番組「エコソリューションズ」イーザ・ソアレスが環境
CNN 制作の番組「エコソリューションズ」イーザ・ソアレスが環境
問題や地球保全に革新的アイデアで取り組む世界中のイノヴ
問題や地球保全に革新的アイデアで取り組む世界中のイノヴ
ェーター達を紹介。現在も放送が続く。本作は 2016-2017
ェーター達を紹介。現在も放送が続く。本作は 2016-2017
年作品から。
年作品から。
1. 大気汚染：インドのテズプ-ル、ロンドン
1. 大気汚染：インドのテズプ-ル、ロンドン
2. 再生可能エネルギー：ポルトガルのアルケヴァダム
2. 再生可能エネルギー：ポルトガルのアルケヴァダム
3. 持続可能なパーム油生産：マレーシア
3. 持続可能なパーム油生産：マレーシア
4. 乾燥農業の可能性：カリフォルニアぶどう農園
4. 乾燥農業の可能性：カリフォルニアぶどう農園
5. COP22：2016 年世界気候会議モロッコのマラケシュにて
5. COP22：2016 年世界気候会議モロッコのマラケシュにて
6. フォグキャッチャー：霧から集めた水の活用
6. フォグキャッチャー：霧から集めた水の活用
7. 環境に配慮した人工肉
7. 環境に配慮した人工肉
8. ミツバチ：ヴェトナムとロンドンの養蜂家
8. ミツバチ：ヴェトナムとロンドンの養蜂家
9. 2017 年アースデイ：英国王立植物園キューガーデンから
9. 2017 年アースデイ：英国王立植物園キューガーデンから
10. 海洋プラスチック問題：世界海洋デイ
10. 海洋プラスチック問題：世界海洋デイ

原題：Eco Solutions FFH 国際配給 全 10 巻
原題：Eco Solutions FFH 国際配給 全 10 巻
音声：英語 チャプタメニュー＆英語字幕表示機能付き
音声：英語 チャプタメニュー＆英語字幕表示機能付き
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団体用著作権処理済み 許諾シール付き DVD 輸入発売元：株式会社グローバル・リンケージ

アルナ 水と自然の生活誌：南米コギの人々

環境問題特集：

Aluna: The Kogi People’s Message

水の惑星：地球生命誕生と
南米コロンビア北部シエラネバダ山岳地帯に素足で

環境汚染・気候変動・生物多様性保全を考える

気候変動の仕組みを世界の海に学ぶ

英語音声・英語字幕表示機能付DVD

Secrets of the Oceans:

暮らす二万人のコギの人々。「水の声を聴く」と云い

Climate Control

「泡を読む」と云う、ママと称する指導的立場の男た

全巻セット本体価格770,000円(税別) 分売可

ちが砂浜の白い貝殻を拾い集め、火で焼いて、巾
着に詰め持ち歩く。訪ね先の水辺で賽銭のように
「支払い」をする決まりだという。山から川へ、そして、

海洋学・気候学の基礎をつくった地理学者フンボルト

海へと水の循環とともに生ある樹木。母なる大地と

にちなむペルー海流。毎年三十近くの熱帯低気圧・

海と空とともにある宇宙観。いのちの生態系を破壊

台風が襲うフィリピン・セブ島の海洋民族。ロシアの北

する文明への警告と科学者たちへの呼び掛け再び。

極圏で気象・気候の観察と情報発信を担当する科

90 分 2012 年作品 本体価格￥38,000

学者。そして、気候 変動観測のメッカ、グリーンランド
沿岸の渡り鳥。四つの事例で 学ぶ、人々の暮らしと
気候・母なる海。COP21 国際会議でプレミア上映。

環境権と人権

51 分 2016 年作品 本体価格￥38,000

≪グリーンインタヴュー≫十年の歩み
Green Rights:

アマゾン熱帯雨林地区：

The Human Right to a Healthy World

自然と調和プロジェクト

1972 年国連人間環境会議ストックホルム宣言から
まもなく五十年。先進国にも多くの課題が残されてい
る。憲法と国際法・協定が人権としての環境権を守

Amazonia Eterna
我が国では農林水産省が支援する環境保全型エコフ
ァーマー制度。地球の裏側でも日系人の農家が実践

る時代を拓くために世界各地で奮闘する人々。

して頑張る姿があった。 開発の名の下に自然破壊を

天然資源豊かな国カナダ。クラフトパルプ材,水産資
源,地下埋蔵のエネルギー資源。 いずれもが恩恵と

続けてきたブラジル政府が政策転換か。アマゾン川流

共に公害を伴う現実。パルプ工場廃液は有毒で処

域の美しい情景と人々の昔からの暮らし方を守る環

理施設が必須。その管理を巡る事例をノヴァスコシア

境保全の思想。収奪的開発の結果多くを失ってなお

州ノーザンパルプ社ボートハーバー処理施設で学ぶ。

残る自然。そこに新たな文明の息吹だろうか。マミラウ

製作者の環境ジャーナリスト S･D･キャメロン出演。

ア保護区、シングー川流域など多くの事例を紹介。

68 分 2016 年作品 本体価格 38,000 円

出演：日系二世農家、天然ゴム生産農家、他。
IPAM 共同設立者 Paulo Moutinho らがコメント。
87 分 2014 年作品 本体価格 38,000 円

輸入発売元：株式会社グローバル・リンケージ

ご用命は下記まで：

邦題／原題

巻数

制作年

分数

本体価格

150

\100,000

新
作

気候変動問題に取り組む：グローバル・チャレンジ 全3巻
Climate Challenge 3-part series

3

2017

新
作

ゴーイング グリーン 新時代の環境問題へのアプローチ 全3巻
Going Green 3-part series

3

20172018

70

\80,000

新
作

熱帯雨林地帯 破壊を止めよ 全4巻
Fighting Deforestation in Endangered Forests

4

2017

109

\90,000

新
作

エコ・ソリューション 世界の取り組み事例 全10巻
Eco Solutions 10-part series

10

2016
-2017

120

\150,000

新
作

電子ゴミの行方：ガーナ共和国アグボグブロシーの惨状
E-Life

1

2017

53

\38,000

新
作

プラスチック・ホエール 海洋汚染の実態
Plastic Whale

1

2017

46

\38,000

新
作

流れ着くプラスチック 世界中の浜辺で
A Plastic Tide

1

2017

46

\38,000

新
作

コカ・コーラ社の取り組みは有効か？プラスチックボトルのリサイクル
A Plastic Surgery: Coca-Cola’s Hidden Secrets

1

2018

54

\38,000

新
作

プラスチックリサイクルの実態：英国の場合
Dirty Business

1

2018

46

\38,000

新
作

植物由来プラスチックの開発 (オランダ)：欧州発明大賞2017 より
Gert-Jan Gruter: European Invention Award

1

2017

7

\11,000

アルナ 水と自然の生活誌：南米コギの人々
Aluna: The Kogi People’s Message

1

2012

90

\38,000

水の惑星：地球生命誕生と気候変動の仕組みを世界の海に学ぶ
Secrets of the Oceans: Climate Control

1

2016

51

\38,000

環境権と人権 ≪グリーンインタヴュー≫ 十年の歩み
Green Rights: The Human Right to a Healthy World

1

2016

68

\38,000

アマゾン熱帯雨林地区：自然と調和プロジェクト
Amazonia Eterna

1

2014

87

\38,000

(各巻38,000)

(各巻30,000)

(分売可)

(各巻16,000）

