
1. 生産活動が環境に与える影響を的確に捉え、技術的、経済的に可能な範囲で、環境目標を定め、取り組
み、定期的に見直し、環境保全の継続的改善を実施します。

2. 生産活動における環境負荷低減を目指し､下記の項目を重点的に取り組み、持続可能な社会づくりに「お
役立ち」します。

3. 環境法規制および地域社会や利害関係者との合意事項を順守し汚染の予防に努めます。

4. 従業員一人ひとりが、本環境方針に沿った自らの役割を自覚し、行動するよう努めます。

（1） 省エネルギーを推進し、温室効果ガス（二酸化炭素）排出量の削減
（2） 埋立処分廃棄物ゼロ（ゼロエミッション）の推進
（3） 産業廃棄物排出量の削減
（4） 排水リスクの予防による地域環境の保全

　わたしたちは、バリューチェーンにおける環境への影響把握に努め、社会との連携を図りながら、計画的に環境
保全を推進します。

この環境方針は、必要とする社内外のすべての方々に公表します。

環境理念

　わたしたちは、環境配慮を商品「価値」の一つと位置づけ、持続可能な社会づくりに「お役立ち」するため、環
境（エコロジー）と経済（エコノミー）が両立する商品の「価値づくり」を推進します。

環境方針
●商品の環境方針

　わたしたちは、様々な生物からの恵みと自然の豊かさから恩恵を受けていることを認識し、バリューチェー
ンにおける生物多様性への影響把握に努め、生物多様性への影響回避と低減に取り組みます。

●生物多様性保全方針

　わたしたちは、化粧品および医薬部外品の生産活動における環境への影響把握に努め、持続可能な社会づくり
に「お役立ち」するためによりよい地球環境の保全および地域社会との共生を目指して、環境活動を推進します。

●福崎工場環境方針

社内のコミュニケーション
オフィス環境

週刊社内報「MPニュース」を発行

環境理念と推進体制
　わたしたちマンダムグループは、事業活動を通じて、生
活者や社会にお役立ちをしたい、地球環境の保全に努め
たい、日常業務において一人ひとりが環境について考え
たいという思いから、1999年8月にマンダム環境理念、
環境基本方針、福崎工場〈環境方針〉を制定し、翌年11月
には福崎工場がISO14001を認証取得しました。

　その後、2016年5月には、「バリューチェーンを通じた
環境保全の取り組み｣､「社会からの要求への対応」、「計
画的なパフォーマンスの向上｣の強化を図ることを目的
として、環境理念を改訂するとともに、「商品」「生物多様
性保全」「福崎工場」を重点3領域とし、それぞれの環境方
針を定め、環境活動を推進しています。

　マンダムでは、1982年より社内報「MPニュース」を毎週発
行しています。発行からすでに34年が経過し、2016年3月末
には、第1,579号を発行するまでになったMPニュースです
が、社員のご家族の方々にも読んでいただきたいため、印刷
して配布する形を継続しています。
　内容は、毎月実施される本社合同朝礼スピーチや各種イ
ベントの様子などの紹介のみでなく、ビジネスや社会生活に
必要な一般知識や社員の自主活動サークルの紹介など多岐
にわたり、貴重な情報共有のツールになっている他、毎週楽
しみにしているコミュニケーション・ツールの一つにもなって
います。

「日経ニューオフィス賞」近畿ブロックニューオフィス推進賞を受賞

表彰状 本社棟向かいのミーティングスペース

本社棟8階

カフェエリア 青山オフィス社員

1982年から続いている週刊の社内報

本社棟6階 フロアリニューアル
　マンダムではフロアのリニューアルを順次進めており、本
社棟8・7階と向かいのミーティングスペースに続き、6階が
2015年9月に新しく生まれ変わりました。フリーアドレス化
が図られ、よりいっそう社員交流が活発となり、アイディアの
創出や業務効率の向上が期待できるフロアとなりました。

　2015年10月には、青山オフィスがOPENしました。
「First 1のアイディアが次々と湧き出る“クリエイティブオ
フィス”」をコンセプトとするこだわりのオフィスです。カフェ
のような空気感と機能をオフィスに取り込み、全席フリーアド
レスで、さまざまなエリアに移動しながらも頭も体もフレキシ
ブルに働くことができる環境を実現しました。

　第28回「日経ニューオフィス賞」において近畿ブロック
ニューオフィス推進賞を受賞し、2015年9月の表彰式で、他
15社とともに表彰を受けました。
　同賞は、一般社団法人ニューオフィス推進協会と日本経済
新聞社の共催、経済産業省の後援により、1988年から毎年
実施されています。応募は100件を超え、学識者と専門家に
よる審査委員会が、下記2点について審査します。
●快適かつ機能的で感性を刺激し創造性を高めているか。
●知識資産や情報の運用管理のためにオフィス・コンセプト
が構築され、具体的な施策が施されて効果を上げているか。
　今回、リニューアルした本社棟8・7階と、本社棟の向かいに
あるミーティングスペースが受賞対象となりました。

本社棟6階

青山オフィスOPEN

製品･サービスの開発から調達、生産、輸送、販売、使用後まですべての段階で
環境への影響を配慮した事業活動と負荷低減に継続的に取り組んでまいります。

環境

労働慣行
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分科会の3カ年
環境活動テーマ

●製品の環境配慮
●CSR調達
●生物多様性保全
●本社・営業サイト
●福崎サイト
●海外生産拠点

： 製品の環境配慮基準・目標設定による計画的な実施
： マンダムグループ「調達先CSRガイドライン」の策定とサプライヤーさまへの協力要請
： 製品ライフサイクルを通じた生物多様性方針の策定
： 国内全拠点の産廃ゼロエミッション（再資源化）の達成
： 達成プロセスを明確にした省エネルギー計画の策定と実施
： 海外生産拠点の省エネルギー計画の策定と実施

［ 役 割 ］

［ 議 長 ］
［ 参 画 ］
［事務局］

経営会議報告事項の集約とレビュー（PDCA）
（基本的に四半期に1回実施）
環境経営責任者（CSR推進部担当役員）
取組部門の責任者
CSR推進部

環境推進体制
　マンダムでは、環境保全を経営上の重要課題と位置づ
け、「環境理念」、「環境方針」に基づいた環境活動を推進
しています。
　福崎工場では、2000年11月にISO14001の認証を取

得、オフィス（本社ビル、東京日本橋ビル、各営業拠点など）
では、それに準拠した環境マネジメントシステムを構築し、
環境目標を設定してP（Plan）・D（Do）・C（Check）・A

（Action）サイクルによる環境推進活動を実施しています。

製品・サービスの環境配慮
商品の梱包材の減量

　ペーパー関連商品、新製品やそのシリーズ品の一部に
ついて、梱包に使用する内箱を削除し、段ボール仕切りに
よる仕様へ変更しています。これにより、紙の使用量を大
幅に削減することができました。
　品質の確保、生産性、コストダウン、環境負荷低減などさ
まざまな点を考慮して、内箱の削除を進めてまいります。

福崎工場での取り組み

　福崎工場では、エネルギー監視システムの電力使用量
データを毎月の所属長会議で共有し、工場各課における
節電対策に活用しています。また空調や冷却装置に、夜間
電力を熱エネルギーに転換し昼に使用する氷蓄熱システ

ムを採用することで電力を有効利用しています。
　2015年度の電力使用量は、728.1万kWhで、前年度比
約100.1％（エネルギー消費原単位前年度比約94.5％）
となりました。

オフィスでの取り組み

　本社ビルでは、デマンド監視装置で時間帯別の電力使
用量を管理し、最大需要電力(デマンド値)を抑制してい
ます。また、本社棟の照明についてすべて省エネルギー
型へ移行完了し、さらに順次LEDへの切り替えを進めて
います。2015年度は本社棟の3階をすべてLEDに変更し

ました。
　また、継続的取り組みとして、本社棟にある複数の変圧
器を高効率型へ交換する計画を進めています。
　2015年度の電力使用量は、264.1万kWhで、前年度
比約96.1％となりました。

物流・輸送での取り組み

　物流・輸送によるCO2排出量を削減するために、業務の
効率化や、トラック輸送を貨物列車・貨物船輸送に切り替
えるモーダルシフトに注力しています。物流・輸送の効率
化を目的として、2004年10月から業務を外部委託して

おり、姫路から九州の物流拠点までは主に鉄道貨物輸
送、舞鶴から北海道の物流拠点までは海上貨物輸送とし
ています。トラック輸送においては、積載率を限りなく
100％に近づけるよう継続して努めています。

省エネルギーの推進

環境

●環境推進体制

全社組織活動

経営会議

指示 経営指示「新規テーマ・目標」の承認 環境推進委員会議長から報告

環境推進委員会

分科会サイト活動 事務局 ： CSR推進部 事務局 ： CSR推進部

環境経営責任者
（CSR推進部担当役員）

指示 「新規テーマ・目標」の提案

内部環境監査など

製品の環境配慮

CSR調達

生物多様性保全

本社・営業サイト

福崎サイト

海外生産拠点

本社・営業サイト

本社ビル

その他オフィス

各営業拠点

国内グループ会社

福崎サイト

海
外
生
産
拠
点

福崎工場

生産技術部

技術開発センター
エアゾール製品開発室

CSR推進部

内箱なし内箱あり

（t-CO2）
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●物流輸送によるCO2排出量

1,846

1,689

1,962

注） 電力使用に伴うCO2排出係数は、各年度の電気
　   事業者ごとの公表実排出係数を使用しています。
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●環境 ： Reduce 容器・包装・梱包材の減量
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●環境データ推移　●環境会計
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生物多様性の保全

公正で透明な取引のために
　取組先の皆さまの良きパートナーとして、公正･透明な
商取引と安定した信頼関係を築くため、2004年7月に
「独占禁止法遵守プログラム」を制定、2010年には改訂
を行いました。
　これに基づき、法務室が営業部門と購買部を対象に勉
強会を実施。さらに購買部では、購買調達に関わる外部セ
ミナーなどにも参加し、知識の習得に努めています。
　また、年1回、国内マンダムグループの全部門で実施
している考働規範教育では、調達活動や営業活動に関

する各種指針などの読み合わせを行い、社員への浸透
を図っています。
　なお、マンダムグループでは、2007年9月から、ヘル
プラインシステムをマンダムグループ各社のお取引先さ
まにもご利用いただけるよう対象拡大を行っています。
詳しくは当社WEBサイトをご参考ください。

　現在、マンダムグループの一部のスクラブ洗顔料にお
いて、角質除去を目的としてマイクロプラスチックビーズ
（合成の非水溶性プラスチック粒子）を配合しています。
近年、海洋中に流出するプラスチックに関し、食物連鎖を
通じて生態系に与える影響が議論されており、米国では、
2015年12月に、洗い流しのパーソナルケア製品に関し、
マイクロプラスチックビーズの使用を段階的に廃止する

法律が定められました。
　こうした状況もふまえて、マンダムグループでは、今
後、洗い流しの製品にマイクロプラスチックビーズを使
用しないとともに、2017年末までに洗顔料に配合してい
るマイクロプラスチックビーズを本懸念のないものに代
替する方針を定めました。

　福崎工場では、大気汚染物質である硫黄酸化物（SOx）
や窒素酸化物（NOx）の排出量を抑制するため、ボイラー
の使用効率向上や電気温水器の導入などの対策を講じ
ています。

　また、2015年9月より福崎工場からの排水は、兵庫県
の福崎町下水道に接続されたことで、排水基準が緩和さ
れることになりましたが、協定値より厳しい排水基準を設
定し、排水処理を行っています。

環境

｢持続可能な社会の発展｣を共通の目的として、取組先と良好なパートナーシップを構築するとともに、
事業活動を通じた社会的な責任を果たしてまいります。

公正な事業慣行
マイクロプラスチックビーズ使用中止の方針

循環型社会形成の推進
水資源の有効活用

　福崎工場では、製造タンクのスチーム洗浄や、日頃から
各部署における節水の呼びかけなどを行い水使用量の
削減に努めています。
　本社ビルでは、水量調節ができる器具や、節水型の水
洗トイレを導入しています。
　2015年度の水使用量は、福崎工場における生産数量の
増加に伴い、95,416m3で前年度比110.1％となりました。

汚染防止への取り組み

廃棄物への取り組み

　福崎工場では、2003年10月以降、廃棄物の再資源化
を99％以上とする「ゼロエミッション」を達成し、2015年
度は、国内全事業所で達成しました。
　本社ビルでは、廃棄物の削減とリサイクル促進のため、
異動者、新規入社者を対象に環境問題に関する講義、廃
棄物の適正区分・適正処理のルールなどの説明会を毎年
実施しています。また、2013年から大阪市では紙類の
100％再資源化が義務となったため、勉強会の実施や社
内メールで、分別廃棄やシュレッダー使用の徹底の呼び
かけ、紙コップ専用の分別ゴミ箱を設置しています。
　2015年度の福崎工場の廃棄物排出量は、生産工程の
改善をはじめさまざまな取り組みに努めた結果2,370ト
ンで、前年度比97.7％となりました。
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CSR調達体制の構築と運用
CSR調達体制の構築と運用を目指して

　わたしたちは、CSR重要課題の一つとして、「CSR調達
体制の構築と運用」を掲げ、「調達先CSRガイドラインの
策定とサプライヤーさまへの協力要請によるCSR調達体
制の構築と運用」に取り組んでまいります。
　グローバル化が急速に進む時代の変遷とともに、社会･
環境課題は、ますます多様化し、複雑化しています。わた
したちは、現在、「調達活動指針」に基づいて考働を行っ
ていますが、今後の新たな社会･環境課題の発生に対す
る予防やリスクの回避、「多様で幅広いステークホルダー
からの期待や要請」に応え続けるためには、調達活動指

針の継続的な改善や見直しなどによる運用の強化が必
要です。
　公正で透明な取引を徹底することはもちろんですが、
今後もサプライヤーさまへの協力要請を行いながら、
「人権」、「労働慣行」、「環境」などの課題の側面にも配慮
したデューディリジェンスの実施など、持続可能なCSR調
達体制の構築に努めてまいります。

　わたしたちは、サプライヤーさまを「持続可能な発展」
にお役立ちするためのパートナーと考え、2016年8月に
「調達先CSRガイドライン」を発行し、サプライヤーさまと
協働で取り組む予定です。また、今後、本ガイドラインは、
1次サプライヤーさまのみに遵守していただくだけでな

く、2次サプライヤーさまなど、さらに川上のサプライ
ヤーさまにも同様の取り組みをお願いしていただき、サ
プライチェーン全体への浸透を目指して取り組んでまい
ります。

「調達先CSRガイドライン」の策定
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http://www.mandom.co.jp/csr/data2011-2015.pdf
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