
　また、環境マネジメントシステムが適切に運用されているこ
とを確認し、継続的な改善を目指すことを目的として、福崎工
場と本社ビルで定期的に内部環境監査を実施しています。

環境教育・啓発
　社員に対して社内報やメールで環境に関する話題や活動報
告などの情報を発信する他、毎年新入社員および本社ビルへ
の異動者を対象に、環境自覚教育を実施しています。2012年
度は、環境負荷低減活動についての講義の後、屋上緑化など
本社環境施設を視察しました。また環境啓発ツールとして「環
境考働啓発読本  2012年度改訂版」を発行し、社員に配布し
ました。地球環境問題に関する情報やマン
ダムグループの環境への取り組み、社員一
人ひとりが仕事や日常生活においてできる
ことについて掲載しています。

地球温暖化防止への取り組み
工場での取り組み
　福崎工場では、2008年に「エネルギー監視システム」を導入
し、関係部署に電力使用量の製造ライン別データをタイムリー
に提供する仕組みを整え、省エネルギー改善策につなげてい
ます。2012年度は､乳化装置の冷却装置を氷蓄熱冷凍機に更
新し、デマンド抑制を実施しました｡

オフィスでの取り組み
　本社ビルでは、2011年にデマンド監視装置を導入し、時間
帯別の電力使用量を把握して、1日の電力使用量の管理を行っ
ています。また、本社棟の誘導灯をすべてLEDに変更し、その
他の照明についても省エネルギー型への移行を段階的に進め
ています。

マンダムの環境理念・環境基本方針
　私たちは、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＜エコポリシー＞、環境基本方針＜エコ活動指
針＞を制定しました。

環境マネジメントシステム
　マンダムでは、環境保全を経営上の重要課題と位置づけ、
1999年に制定した「環境理念」、「環境基本方針」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の認証を取得し、
オフィス（本社ビル、東京日本橋ビル、各営業拠点）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。

環境理念・環境基本方針
http://www.mandom.co.jp/eco/src/eco_rinen.html

W eb

環境理念＜エコポリシー＞
わたしたちは、健康、清潔、美しさ、楽しさの事業領域において、
環境に配慮した商品、サービスの提供を目指し、良き社会の一員
として、かけがえのない地球環境の保全に努めます。

環境基本方針＜エコ活動指針＞
［商品づくり］
わたしたちは、3R※設計を実践し、環境負荷低減に配慮した商品づくりを目指します。
※ 3R：Reduce（減量）・Reuse（再使用）・Recycle（再利用）を意味します。

［総合的取り組み］
わたしたちは、生産・営業・オフィスなどにおいて総合的に次のことに取り組みます。
１．環境管理体制を整備し、積極的に環境保全を推進します。
２．資源保護に配慮し、資源・エネルギーを大切に利用します。
３．環境意識の向上を図り、企業市民として社会に貢献します。

環 境 保 全 考 働

製品開発から生産、輸送、販売、使用後まですべての段階で、
環境負荷の低減に取り組んでいます。

エネルギー監視システム

環境負荷低減の取り組み

環境データ推移
http://www.mandom.co.jp/eco/data2008-2012.pdf

W eb

環境会計
http://www.mandom.co.jp/eco/kankyokaikei2012.pdf

環境考働啓発読本  2012年度改訂版

環境推進体制

経営会議・取締役会

環境推進室担当執行役員

環境推進会議

本社・営業サイト

本社ビル 福崎工場

東京日本橋ビル 生産技術部

営業拠点

マンダムグループ会社（国内）

技術開発センター・エアゾール製品開発室

福崎サイト

事務局（環境推進室）
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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
南関東、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。
　鉄道貨物輸送については、商品輸送に鉄道を一定以上利用
している企業に付与される「エコレールマーク」認定を2008年
に取得し、その後も継続しています。

　さらに夏季（7～9月）・冬季（12～3月）の節電対策として、
空調温度設定の徹底、照明間引き、パソコンの省エネルギー設
定、電気使用機器の使用停止・制限などを実施しています。電
力使用量は前年度に比べ、夏季は本社ビルで97.4％、東京日
本橋ビルで128.8％、冬季は本社ビルで90.3％、東京日本橋ビ
ルで103.5％となりました。
　2012年度は、R&D棟の屋上に設置した太陽光発電装置と
デマンド監視装置を有効に利用し、電力使用量の削減を進め
ています。

　総務部に勤務するようになり、特に節電や廃棄物に関する意
識が以前よりも高まりました。
　企業への節電要請が高まる中、本社ビルにおきましては、順
次 オフィス内の設備を省エネルギー型に交換、本社の事務室
内にサーキュレーターを導入しました。
　廃棄物に関しては、廃棄物削減への取り組みとして、ゴミの
捨て方のルール変更や、初めて本社ビルへ勤務する社員を対
象に、ルール説明会を実施し、環境負荷低減に努めています。

私 たちの考 働

総務部 主事　重矢 幸久

汚染防止への取り組み
工場での大気汚染の防止
　ボイラーの運転時間が長くなると、大気汚染物質である硫黄
酸化物（SOx）や窒素酸化物（NOx）の排出量が増加するため、
福崎工場ではボイラー
使用効率の向上や電気
温水器導入などの対策
を講じています。

化学物質の管理
　技術開発センターでは､PRTR法※を遵守し、生活者の健康
や環境に配慮した開発・中味設計に取り組んでいます。
　具体的には開発初期段階から人体への健康影響や環境汚
染に配慮し、中味設計時にPRTR法の対象となる指定化学物
質を一覧にした「エコチェックリスト」を活用し、原料の選定に
配慮しています。特に防腐剤である「メチルパラベン」は、PRTR
法の対象となる指定化学物質であり「防腐剤フリー」を念頭に
おいた中味開発を行っています。

※ PRTR法：特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進
に関する法律。

排水の管理
　福崎工場では、膜分離活性汚泥法により、化粧品の生産で
使用された中味、製造タンクや充填機の洗浄水を薬品による
浄化処理を施した上で排出しています。また、兵庫県福崎町と
公害防止協定を締結し、水質汚濁防止の強化に努め、排水の
水質管理を徹底しています。
　2012年度は、水処理施設の安定稼働向上のため､設備を増
設し､排水処理後のさらなる水質安定化を目的として改造工事
を進めています。

ボイラー

（t-CO2）

2012

2011

2010

2009

2008
（年度）

0 2,0001,6001,200800400

物流輸送によるCO2排出量

1,297

1,426

1,559

1,846

1,689

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。

オフィス福崎工場

2012

2011

2010

2009

2008
（年度）

0 5,0004,0003,0002,0001,000 （t-CO2）

CO2総排出量

4,303

4,128

3,875

3,996

5,046

62,425 41,046

64,425 36,690

70,713 39,318

72,816 34,806

オフィス 環境効率福崎工場

2012

2011

2010

2009

2008
（年度）

0 0.400.300.200.10

（GJ）

エネルギー使用量

0

（百万円/GJ）

140,000105,00070,00035,000

0.36

0.35

0.37

0.34

0.36

103,471

101,115

110,031

107,622

106,222

2,719 1,584

2,753 1,375

2,628 1,247

2,811 1,185

72,588 33,634

3,598 1,448
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販促物への取り組み
　2011年より「販促物の無在庫運用システム」を導入しています。
　これにより、販促物は「必要な物を必要な時に必要な分だけ」
作って供給することで、販促物の在庫をゼロにするとともに、従
来であれば、未使用のまま廃棄していた無駄な販促物を減らす
ことができました。
　また、このシステムを利用する企業は、日本の森と水と空気を
守る環境活動EVI（Eco Value Interchange）に参加すること
ができ、販促物1個につき1円を J-VER※購入に充てています。
購入したクレジットは、運搬包装用の外装材の生産時に排出さ
れるCO2を相殺するよう、植物や森林保全に充てられる仕組み
になっています。
　2012年度はReduce（減量）、Reuse（再使用）、Recycle（再
利用）をベースとした、販促物を製作する際のガイドラインを作
成し、今後も3Rの推進を図ってまいります。

　その他に、店頭での販促ボード
の素材を、リサイクルが難しいチッ
プボールからリサイクル可能なダン
ボールに変更しています。
　また、店頭の棚へ、商品を陳列す
る際に使用するトレイの樹脂使用量
の削減に取り組みました。現在までに4回の改良を行い、最も樹脂
使用量の多かったトレイと比較して、50％以上削減しました。

容器包装、梱包材の減量化
　パッケージに使用するプラス
チックの減量化に取り組みました。
2013年2月発売の一部商品を、
従来のプラスチックカバーから
フィルム包装へと変更したこと
で、プラスチック使用量を1品あ
たり約94％削減しました。
　梱包材の減量化にも取り組ん
でいます。ペーパー関連商品の
内箱について、徳用サイズは内
箱それ自体を削除、レギュラーサ
イズは紙の厚さを350g/m2から
310g/m2へ薄くする仕様変更を
行い、併せて内箱の蓋と耳を削
除することにより、年間で紙の使
用量を約280トンと大幅に削減
しました。

水資源の有効活用
　福崎工場で使用する水は、生産量の増加や多品種少量生産
に伴い年々増加しています。2012年度に使用した水（上水・工
業用水）は86,411m3で、前年度比108.8％になりました。製
造タンクのスチーム洗浄や、各部署における節水の呼びかけな
どを実施することで、水使用量の削減に努めます。
　本社ビルでは、節水器具の導入による水量調節や、節水型
の水洗トイレへの切り替えを実施しました。その結果、2012年
度のオフィスビルにおける水使用量は11,837m3で、前年度比
92.4％となりました。

循環型社会の形成への取り組み
工場での取り組み
　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、この状態を維持・継続
しています。
　2012年度は、ペーパー関連商品の廃棄物増加、多品種少量
生産に伴う排水量の増加により、排出量原単位は24.4kg、2011
年度比114.8％となり、「排出量原単位で、2011年度以下を目指
す」という目標は未達成となりました。

オフィスでの取り組み
　本社ビルでは、廃棄物の適正区分・適正処理をさらに進める
ために、廃棄物の分別方法を随時見直し、新ルールを運用する
ことで、廃棄物の削減とリサイクルの促進を図っています。
　オフィスビルにおける廃棄物排出量は83トン、前年度比
83.5％となりました。また再資源化率は、70.5％となりました。

販促ボード

量化容器包装、梱包材の減量材の減量

50％
以上の削減

減量前 減量後

※ J-VER：環境省により発行される「オフセット・クレジット」のことで、国内におけ
る自主的な温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトから生じた排出削減・吸
収量を指す。
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オフィスビル（本社ビル、東京日本橋ビル）福崎工場、物流
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オフィスビル（本社ビル、東京日本橋ビル）福崎工場
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商品商品商品

環境負荷の全体像

エネルギー
（トラック、
鉄道、船舶）　
24,985GJ

環境負荷データの集計範囲：福崎工場、物流
 オフィス（本社ビル、東京日本橋ビル、
 各営業拠点）、（株）ピアセラボ含む

※1 上水使用量および排水量は、営業拠点のデータを含みません。
※2 福崎工場、物流、本社ビル、東京日本橋ビルの合計。

廃棄廃棄

返品

リサイクル量の集計範囲：福崎工場、物流
オフィスビル（本社ビル、東京日本橋ビル）のデータは含みません。

マテリアルリサイクル量 1,554t
ケミカルリサイクル量 0t
サーマルリサイクル量 1,883t
埋め立て量 25t

廃棄物　

3,548t
（再資源化率　98.5％）※2

CO2　

5,046t-CO2
排水　

44,169m³※1

上 水

75,891m³※1
ガス

20,459m³

原材料

13,644t
工業用水

22,357m³

電 力

938万kWh

灯 油

364kl

処理施設

研究開発 生産 販売

回収・リサイクル

【物流・輸送】

ガソリン

138kl
【営業活動】

CO2

1,689t-CO2
【物流・輸送】

CO2

320t-CO2
【営業活動】

物流センター 小売店 お客様工場オフィス・研究所

廃棄
使用消費

廃棄
物流

C

3

原

1

排

4
廃

3
源化率

OUTPUT

INPUT
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　マンダムでは、全社で取り組むべき「環境テーマ」を設定しています。
　これらの環境テーマに関わる部門が協力して、毎年度「環境テーマ」への取り組み目標と施策・
スケジュールを策定し、これを「全社環境実行計画」として社内で共有しています。

　「全社環境実行計画」は、環境テーマに関わる部門が参画する「環境推進会議」で審議、進捗管理、
課題解決に向けた協議を行います。1年間の活動結果を総括し、来年度への改善に努めています。

全社環境実行計画

※4 オフィスの延床面積1m2に要したエネルギー使用量(GJ/m2)
※5 完成品1,000個生産するのに廃棄した重量(㎏/千個)

※1 完成品1,000個生産するのに排出したCO2重量 (kg-CO2/千個)
※2 完成品1,000個生産するのに要したエネルギー使用量(GJ/千個)
※3 オフィスの延床面積1m2当たりで排出したCO2重量 (kg-CO2/m2)

2012年度実績と2013年度の目標　
環境テーマ 2012年度の実績2012年度の目標 2013年度の目標評価

環境
マネジメント
の推進

環境に
やさしい
製品づくり

地球環境保全
の推進

循環型社会
の形成

環境リスク
の低減

環境管理体制

人財育成

環境啓発活動

製品の
環境負荷低減

販促物の
環境負荷低減

LCAの推進

省エネルギー
による
CO2の
排出削減

廃棄物の削減

水資源の
有効活用

環境リスク
対応

生
産

オ
フ
ィ
ス

マンダムグループ全体における、
環境マネジメントシステムの在り方の研究

・アクションプログラムの策定と進捗管理の実施
・新たなマンダム環境マニュアル案の策定

「年度環境教育訓練計画書」の策定と、内部監査員の養成実施

生
産

生
産
オ
フ
ィ
ス

生
産
オ
フ
ィ
ス

オ
フ
ィ
ス

環境マネジメントシステムのPDCAを強化するための
アクションプログラムの導入と進捗管理の実施

環境教育カリキュラムの整備および
「年度環境教育訓練計画書」の策定と実施

環境啓発情報の計画的な配信方法の策定と継続実施・「環境考働啓発読本」を作成し全社員へ配布
・発信情報の整備と共有方法の策定
・マンダムWEBサイト「社会・環境情報」ページを刷新

・「環境考働啓発読本」の作成
・社内外に向けた環境情報の発信体制の整備

「製品の環境配慮ワーキング活動」による、
製品環境負荷低減に向けた実績・仕組みづくり環境配慮製品開発の具体的な取り組み方法の策定環境配慮製品開発の具体的な取り組み方向性の策定

本社ビル節水型設備を追加導入するための調査と
導入案の報告

本社ビル設備の節水型への切り替えにより、
使用量原単位※6 で、2011年度比88.2%水使用量削減策の検討と実施

フロン回収破壊法の適用を受ける装置機器の廃棄と入れ替え
に関する社内ルールの見直し(2012年度実績「PRTR法対象物質の使用
削減および代替処方の再検討の実施」により、2013年度は取り組み内容を変更)

・「第一種指定化学物質」※7の採用原料を「処方管理データベース」に登録
・PRTR法対象物質の使用削減および代替処方の再検討の実施

環境負荷低減に向けた探索と技術蓄積

海外グループ会社への環境負荷低減活動浸透方法の策定・海外グループ会社の環境データを収集
・海外生産拠点インドネシアと中国における環境規制の調査

環境情報のグローバル化に向けた今後の対応方法の模索

生物多様性の取り組み方向性に基づいた、活動内容の調査と提案生物多様性の取り組み方向性の提案と報告生物多様性の取り組み対象の選定

大阪府の「みどりの風促進区域重点緑化事業」協賛の継続大阪府の「みどりの風促進区域重点緑化事業」へ協賛自然環境保護に関する社会貢献の模索

「販促業務における環境推進ガイドライン」の精度向上と、
販促物の環境負荷低減実施結果の報告

・販促物の環境負荷低減を目的とした勉強会を実施
・3R推進を目的とした「販促業務における環境推進ガイドライン」の策定

・「省エネ法」の事業者目標達成に向けた、
  中長期計画案の策定

・エネルギー使用量原単位※2で、2012年度比1％削減

・「省エネ法」の事業者目標達成に向けた、「エネルギー
  削減ワーキング活動」による中長期計画案の策定

・エネルギー使用量原単位※4で、2012年度比1％削減

原単位で、2011年度比 133.6％
ただし、エネルギー使用量原単位では、104.0％

販促物の環境負荷低減

生産におけるCO2排出量を、
原単位※1で2011年度実績以下に抑制

オフィスにおけるCO2排出量を、
原単位※3で2011年度比1％以上を削減

原単位で、2011年度比 122.7％
ただし、エネルギー使用量原単位では、97％

排出量原単位で 24.4㎏、2011年度比 114.8％排出量原単位※5で、2011年度以下を目指す

製品の環境配慮を「見える化」できるLCAの研究

排出量原単位で、2012年度以下

廃棄物分別方法の見直しと新ルール運用により、
再資源化率 70.5％、廃棄物量2011年度比83.5％オフィス廃棄物の削減および再資源化率向上 廃棄物分別ルール遵守徹底と、効果測定結果の報告

LCAの活用による環境配慮製品の開発支援 製品のリデュースによるCO2排出削減方法の提案

：がんばりました ：がんばります

※6 オフィス人員の一人あたり使用量(m3/名)
※7 PRTR法に基づき、排出量等の届出を行う際、対象となる化学物質
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