
環境
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環境マネジメント

イトーキグループは、持続可能な循環型社会の実現のために「⼈も活き活き、地球も⽣き⽣き」をビジョ

ンステートメントとし、地球環境の保全を本来業務の⼀環と位置付けています。すべての事業領域におい

て地球環境の保全を進めるため、環境活動の指針となる「イトーキ環境⽅針」と具体的な「⾏動指針」を

定め、環境マネジメントシステムを運⽤し、継続的改善に努めています。

⽬的・考え⽅
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イトーキグループでは、環境経営の⽔準を⾼めるために、情報システムを多⾓的に活⽤しています。その

中核である環境パフォーマンス管理システム「エコパ」は、全社環境会議への報告、⾏政への報告、お客

様への情報提供、環境の⽬的・⽬標と環境⽅針の策定、改善活動を実施している部⾨へのフィードバック

などを⽀援するものです。�

また、製品のSDS情報やVOC含有情報を迅速で正確にご提供するための製品含有化学物質管理システム

「ケミ・サーチ」や、産業廃棄物の⾏き先を管理し適切な処理を可能にする「電⼦マニフェスト」も運⽤

しています。

主な取り組みと成果

グループ環境経営体制

イトーキグループ全体で環境経営体制を構築

すべてのグループ会社において同じレベルの環境

活動を推進していくため、グループ環境経営体制

の構築を進めています。全ての連結⼦会社におい

て、環境マネジメントシステム（EMS）を構築。

グループ全体の環境マネジメントサイクル（⼤き

いPDCA）と、サイト・事業ごとの環境マネジメ

ントサイクル（個別のPDCA）を連動させ、全社

員が参加する環境活動を推進しています。�

また、各サイト・事業の環境マネジメントシステ

ムは、全社監査で全社⽅針および全社⽬的⽬標が

各本部に展開され、適合しているかチェックする

とともに、本部内監査で各サイト・事業の環境活

動の進捗確認や課題に対する改善の機会を特定

し、環境活動の向上に役⽴てています。

環境マネジメントサイクル

情報システムを活⽤した環境経営⽔準の向上
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イトーキは、1999年11⽉に取得し、2005年6⽉の製販統合に伴い、同年11⽉に全社で

ISO14001統合認証取得しました。これにより、製造から販売まで⼀貫した環境マネジメントシ

ステムのもとでの取組みが可能となりました。認証取得後もイトーキグループ⼀体となった、環

境保全活動の推進や環境コンプライアンスを遵守のために統合認証をグループ会社に拡⼤し、環

境マネジメントシステムの継続的な改善を推進しています。

ISO14001統合認証

イトーキグループにおけるEMS構築・ISO14001取得状況

EMS構築社数

13社

社内ISO14001取得社数

11社

ISO14001取得⼦会社

統合認証取得：（株）イトーキエンジニアリングサービス、（株）イトーキシェアードバリ

ュー、三幸ファシリティーズ（株）、（株）シマソービ、（株）イトーキ北海道、（株）エ

フエムスタッフ、（株）イトーキマーケットスペース、（株）イトーキ東光製作所、イトー

キマルイ⼯業（株）、伊藤喜オールスチール（株）、富⼠リビング⼯業（株）

単独認証取得：（株）ダルトン、諾浩家具（中国）有限公司�Novo�Workstyle�(CHINA)�Co.,

Ltd.
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イトーキグループは、あらゆる環境活動の指針となる「イトーキ環境⽅針」と具体的な「⾏動指針」を定

め、環境保全活動に取り組んでいます。この「イトーキ環境⽅針」と「⾏動指針」は、イトーキグループ

全体（イトーキおよび国内外にある21のグループ会社）で共有しています。

イトーキグループは、地球環境問題が⽣き⽣きと持続する美しい地球と活き活き活動する⼈びと

が暮らす⾃然豊かな社会を未来に引き継ぐための最重要課題であると認識し、事業活動の全ての

領域で限りある資源の有効活⽤と⽣物多様性の保全及び地球環境への負荷の低減を図り持続可能

な社会の実現に貢献していきます。�

環境⽅針

イトーキ環境⽅針

⾏動指針

地球環境と⼈に配慮した製品・サービスおよび空間デザインを提供します。製品開発におい

ては、「Ud&Eco�style（ユーデコスタイル）」を基軸としたものづくりによる製品の

「Eco（エコ）・プロダクト」化を推進します。

1.

⽇常の業務に環境活動を取り込み、地球環境の保全と汚染の予防に努めます。2.

省資源、省エネルギーおよびリサイクルの促進1.

有害物質の管理の徹底と使⽤量の最⼩化2.

地球温暖化ガス（CO ）および環境汚染物質の管理による放出量の最⼩化3. 2

グリーン調達、グリーン購⼊の促進4.

地球環境負荷の低減に資する技術の研究・開発5.

⽣物多様性の保全6.

環境関連法規制等、その他当社が同意する規制・協定等を順守します。更に⾃ら環境基準を

定め、これを順守します。

3.

要員⼀⼈ひとりに環境⽅針を周知させるとともに、計画的な教育・訓練を通じて環境意識の

向上を図り、業務に反映できるよう⼈材を育成します。

4.

環境マネジメントシステムの継続的改善を図ります。5.
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イトーキグループは「⼈も活き活き、地球も⽣き⽣き」する持続可能な社会に貢献することを念頭に、環

境中期計画を策定しています。�

2018年の環境⽬標は、事業プロセスとライフサイクル思考を取り⼊れたリスクと機会の観点から、イト

ーキグループにおける環境のマテリアリティ分析を基に、より事業と⼀体化したものになりました。特

に、環境活動をイトーキグループだけでなく、サプライヤー様に拡⼤した活動にしています。�

また、2019年以降の⽬標はビジョンステートメントに基づいて策定した「イトーキのCSR⽅針」を受け

て特定したマテリアリティのひとつである環境経営において2030年のイトーキ環境経営のありたい姿と

して、低炭素社会、⽣物多様性の保全、資源循環の項⽬で「チャレンジ2030」として中⻑期⽬標を設定

しました。

環境中期計画（2016年〜2018年）の詳細については、こちらをご覧ください。

イトーキチャレンジ2030⽬標

イトーキグループでは、環境管理体制として、グループ会社を含む経営組織に準じた本来業務の体制と、

エコオフィス組織※それぞれに、環境管理責任者・事務局を設置しています。�

環境保全活動の進捗は、社⻑を議⻑に執⾏役員以上とグループ会社社⻑をメンバーとする「全社環境会

議」でレビューし、そのレビュー結果は、環境管理責任者・事務局会議とグループ会社の環境管理責任

者・事務局会議の場で情報共有しています。�

また、製造部⾨はオフィス部⾨と違って環境負荷が⼤きいことから、全社横断的な⽣産本部環境会議を隔

⽉で実施し、環境負荷低減の実施状況の把握、改善策の検討などを⾏って、情報の共有を図っています。

環境中期計画

マテリアリティ視点で環境活動を展開

推進体制

エコオフィス組織�

各地域ごと（⽀社・⽀店単位等）の、オフィス空間における紙、ゴミ、電気等の「省・省・分・リ（省エ

ネ、省資源、分別・リサイクル）」活動を推進する組織。

※
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環境保全推進体制図

環境マネジメントシステムの適切な運⽤と取り組みレベルの向上、および環境コンプライアンスの順守状

況の確認のために、内部環境監査を毎年実施しています。�

「本部内監査」では、各部⾨の活動が環境マネジメントシステムの要求事項に沿って⾏われているか、環

境⽬標に対する進捗状況はどうかなどを、各本部の業務に精通した内部監査員有資格者が確認していま

す。�

また監査の有効性を⾼めるため、「全社監査」を実施。運⽤している環境マネジメントシステムが

ISO14001の規格の要求事項を満たしているかについて、他部⾨の内部監査員有資格者が確認していま

す。�

さらに監査を適切に執り⾏うため、内部監査実施者を対象にした内部監査員レベルアップ研修を監査前に

実施しています。

環境監査

内部環境監査
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イトーキグループでは、環境活動を主体的に担う社員をより多く育成していくため、体系的な内容の環境

教育を⾏っています。�

イトーキの環境活動の意義を理解し、エコマインドを⾝に付けるための⼀般教育を、新⼊社員や中途⼊社

社員を含む全社員向けに⾏うほか、廃棄物処理、アスベスト管理、森林認証、緊急事態対応といった個別

テーマについて、関係部⾨を対象に実施する専⾨教育も⾏っています。研修後には参加者を対象にしたテ

ストを実施し、⼒量を評価しています。また、アンケートを実施し、翌年以降の研修内容の改善に役⽴て

ています。

グループ会社への内部監査 現場確認 内部監査員レベルアップ研修 内部監査 現場確認

外部審査会社による審査

環境保全活動による成果の客観性を保つため、外部審査会社による

審査も導⼊しています。�内部環境監査による社内での厳しいチェッ

クを基に改善に努めた結果、2017年度の外部審査会社による審査で

は、ISO14001:2015版での審査を受け、B所⾒が0件、O所⾒が50

件、G所⾒が48件、という結果になりました。�O所⾒については速

やかに是正を⾏い、マネジメントシステムの改善につなげていま

す。 外部審査 経営者⾯談

B所⾒：マネジメントシステムへの影響は⼩さいが、是正処置の必要がある

O所⾒：審査機関からの改善の提案

G所⾒：マネジメントシステムでよい結果を出している

環境教育

多⾓的な環境教育の実施
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� 科⽬名 教育⽬的 教育訓練対

⼀般教育

イトーキの環境

活動について

イトーキグループの環境活動の意義とエコマイ

ンドあふれる社員の育成（集合研修）

新⼊社員�

中途⼊社社員

環境教育�

（昇格候補者）

担当組織の本来業務と環境活動の⼀致化と環境

課題マネジメント⼒向上（集合研修）
昇格者候補者

⾃覚の教育
イトーキグループの環境活動の意義とエコマイ

ンドあふれる社員の育成（eラーニング）
全要員

専⾨教育

※⼒量評価を

⾏う教育

廃棄物処理法教

育

廃棄物処理法順守の為、現場で必要な知識を取

得する（集合研修）
当該部⾨要員

実務者のマニフ

ェスト管理に関

する教育

廃棄物処理法順守のため、また廃棄物管理票

（マニフェスト）を発⾏・管理するために必要

な知識を習得する（eラーニング）

当該部⾨要員

アスベスト教育

内装⼯事等を実施する際に注意すべき、アスベ

ストに係る各種法規制の知識向上（eラーニン

グ）

当該部⾨要員

森林認証が分か

る講座

森林認証の仕組みや取得の意義などの知識の向

上（eラーニング）
当該部⾨要員

緊急事態への対

応訓練

緊急事態の環境リスクの重⼤性を理解するとと

もに、緊急事態発⽣時の対応に必要な知識、⼒

量を習得する（OJT）

当該部⾨要員

著しい環境影響

の原因となる可

能性を持つ作業

の⼿順書教育

著しい環境影響の原因となる可能性を持つ作業

の環境リスクの重⼤性を理解するとともに、緊

急事態発⽣時の対応に必要な知識、⼒量を習得

する

当該部⾨要員

2017年に実施した環境教育プログラム
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イトーキグループは、「環境」の取り組みを単体で考えず、常に他の重点分野（安全、品質、⽣産、原

価、⼈材育成）と⼀体的に捉え、トータルな⽔準向上に努めています。各⼯場では係・班単位の問題を⾃

職場で⽇常的に解決するPDCAとともに、部⾨/組織を跨る問題をプロジェクトで解決するPDCAも構築

してきています。

⼯場内の複数の箇所に設けられている管理ボード・改善ボードで、問題点や課題を共有しています。管理

ボード・改善ボードには、環境以外にも「安全」「環境」「品質」「⽣産」「原価」「⼈材育成」という

⽣産活動における重点6分野の情報を整理して掲⽰しています。情報の「⾒える化」だけでなく、相互の

関連性を把握することで、より質の⾼い環境活動を⾏える企業⾵⼟の醸成を⽬指しています。�

また、朝礼や終礼を管理ボード・改善ボードの前で実施し、管理職と現場従業員とのコミュニケーション

に役⽴てているほか、現場の気づきや意⾒をその場で管理ボード・改善ボードに記⼊してもらい、従業員

からのボトムアップと相互のコミュニケーションの活性化を促すことで、⼯場全体の改善活動の推進⼒と

なっています。��

2013年度からは、グループ会社およびグループ外の関連会社にも管理ボード・改善ボードの導⼊を進め

ています。グループ会社への横展開はほぼ完了し、関連会社では2社が導⼊しています。

排⽔処理運⽤管理⼿順に関する専⾨教育 省エネに関する専⾨教育

統合的・横断的な活動の推進

管理ボード・改善ボードで、「安全」「環境」「品質」などの6分野を統

合的に管理

管理ボード・改善ボードによる重点6分野への意識と情報の共有

管理ボード・改善ボードを活⽤し、従業員⾃ら環境活動の質を⾼める
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2010年より本格的にTPS活動に取り組み7年が経過しました。今や４Ｍでメンバー編成することが当然

のこととして、⾃主研活動が各地で展開されていますが、⾃主研活動の開始当初は、部⾨の壁に阻まれて

改善が進まないことも多々ありました。「異職種改善活動」という４Ｍの観点でメンバーを⼈選する仕掛

けにより部⾨間の壁は取り払われ、メンバー間で課題を共有し、ベクトルを合わせて⽬標達成に向けて取

り組んでいます。

原価低減、⼯数低減などは環境とも密接な関係にあり、活動の⽬標として環境を含む6分野の改善⽬標を

設定します。�

また、イトーキとお取引先との継続的発展を⽬指し、社外に向けた⾃主研活動もさらに活性化していま

す。内作⼯場各地では資材部⾨が中⼼となって「取引先⾃主研」を本年も実施し、「関係会社・仕⼊先⾃

主研」に関しては各部⾨が連携して、領域別（設計・購買・製造）での活動を実施しました。今後もより

⼀層、全社的な活動として原価低減、環境改善に貢献していきます。

統合的・横断的な活動を推進する重層的なPDCA

⾃主研活動（⾃主研究活動）
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中国・ASEAN・インド市場向けのブランド「joyten」の家具等を⽣産する諾浩家具（中国）有限公司

Novo�Workstyle�(CHINA)�Co.,�Ltd.では、2012年6⽉にISO14001の認証を取得し、現地の⼈材を専任

リーダーとする体制で環境活動を推進しています。イトーキグループ共通の「重点6分野」へのアプロー

チにより環境保全を図りながら、⽣産プロセスの総合的な改善に努めています。これまで粉体塗装設備の

導⼊､照明のLED化、材料の無駄の削減、薬剤や溶接に⽤いるガスの使⽤量削減、汚泥の乾燥による減容

化処理、薬品変更（リンフリー化）、ボイラーを⾼効率の機種に更新など、さまざまな環境配慮に努めて

きました。�

2017年度は排⽔処理の改善および⽔使⽤量の削減を中⼼に取り組み、特に処理後の排⽔は河川放流から

汚⽔処理⼯場での処理へと変わり、環境汚染のリスクが低減しました。�

また、リスク管理の観点から浄化・排⽔設備の24時間監視システムの導⼊と⽔道⽔バルブの増設を⾏

い、⽔使⽤量が2016年と⽐較して約15,000m 削減できました。2018年は太陽光発電の導⼊を計画し

ており、年間150,000kWhの電⼒の節約を計画しています。

平井社⻑による⼯場点検会（関東⼯場） 平井社⻑による⼯場点検会（関⻄⼯場）

中国の⽣産拠点における環境マネジメント

3

⾼効率ボイラーの導⼊ 照明のLED化 汚⽔オンライン監視設備
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環境⽬標と2017年度の実績

イトーキグループは、中⻑期を視野に⼊れた環境⽬標を設定し、グループ⼀丸となってその達成に取り組

んでいます。2016〜2018年度の新⽬標は、業務プロセスからEMSの課題を抽出し、リスクと機会を特

定し、特定した課題のマテリアリティ分析を実施して環境⽬標を設定しました。⽬標は従来よりも絞り込

んだ形で設定しており、より焦点を明確にした取り組みを展開していきます。

環境⽬標の設定

業務プロセスの課題抽出 マテリアリティ分析結果（リスクおよび機会）

Sustainability Report 2018

93



環境⽬的 環境⽬標
2018年⽬標・�

施策
2017年実績

達成状

況

対

象

範

囲

Ud&Ecoプロダ

クト・�

ソリューション

の開発・普及

Ud&Ecoプロダク

ト製品の開発

Ud&Ecoプロダクト

製品の開発�

（FSC・PEFC認証

製品の開発）

FSC認証2件取得

（オルノ、プリエ

2）

★★★ C

地球温暖化の防

⽌
CO 排出量の削減

2015年⽐3%以上削

減��

（2006年⽐排出総

量30%削減）

⽬標2.0%削減�

実績2.7%削減�

(2015年総量⽐)

★★★ A

有害化学物質管

理・削減

化学物質使⽤量の

削減

2015年⽐3%以上削

減（⽣産⾼原単位）

⽬標2.0%以上削

減�

実績3.6%削減�

(2015年⽣産⾼

原単位⽐)

★★★ B

⽣産活動での化学

物質リスク低減

⽣産現場の化学物質

のリスク⾒える化

100％

SDS⼊⼿100%�

SDS要約版（A4

版1枚）の作成

★★★ B

汚染防⽌ 環境法規制順守 順守率100％継続 順守率100%継続 ★★★ A

資源の有効活⽤

産業廃棄物最終処

分量の削減

ゼロエミッション

（0.5%）の継続

（リサイクル率

99.5%）

イトーキ単体

99.6%�

イトーキグルー

プ合計�97.8%

★★ A

⽔使⽤量の削減
2015年⽐3％以上削

減（⽣産⾼原単位）

⽬標1.0%削減�

実績27.7%削減�

(2016年⽣産⾼

原単位⽐)

★★★ A

⽬標と実績

環境中期計画�全社環境⽬的・⽬標と実績

2
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対象範囲A�: （株）イトーキ、伊藤喜オールスチール（株）、富⼠リビング⼯業（株）、（株）イトーキ東光

製作所、イトーキマルイ⼯業(株）、諾浩家具（中国）有限公司�Novo�Workstyle�(CHINA)�Co.,

Ltd.

対象範囲B�: （株）イトーキ、伊藤喜オールスチール（株）、富⼠リビング⼯業（株）、（株）イトーキ東光

製作所、イトーキマルイ⼯業(株）

対象範囲C�: （株）イトーキ、富⼠リビング⼯業（株）

対象範囲D�: （株）イトーキ

環境⽬的 環境⽬標
2018年⽬標・�

施策
2017年実績

達成状

況

対

象

範

囲

⽣物多様性の保

全

使⽤⽊材の樹種原

産国・使⽤量の把

握

カタログ掲載製品の

使⽤⽊材実績把握と

公開��

（樹種・原産国・使

⽤量）

実績把握45社

（達成率100%）
★★★ D

国産材の利⽤促進

（Econifa事業の

拡⼤）

Econifa製品の販売

⽬標⾦額達成率

100%

達成率�114% ★★★ D

★★★�100%以上��★★�80%以上100%未満��★�80%未満

環境中期計画(2009〜2012年度)

過去の環境中期計画�全社環境⽬的・⽬標と実績

2016年度実績 2015年度実績 2014年度実績

2013年度実績 2012年度実績 2011年度実績

2010年度実績 2009年度実績 2008年度実績

2007年度実績 2006年度実績
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イトーキグループの事業活動におけるエネルギーおよび資源の投⼊量（インプット）と、活動によって⽣

じた製品および環境負荷物質（アウトプット）を正確に把握し表すことは、その成果の評価と同時に次な

る取り組みの指針となると考えています。

マテリアル・バランスの⽬的・考え⽅

主な取リ組みと成果

インプットとアウトプット（2017年度）
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以下の事業所が集計範囲です。ただし、化学物質取扱量（全体および個別）とNOx、SOxの排出量につい

ては、諾浩家具（中国）有限公司�Novo�Workstyle�(CHINA)�Co.,�Ltd.は含まれていません。

集計範囲

（株）イトーキ

（株）イトーキ

関⻄⼯場（寝屋川、滋賀チェア、滋賀キャビ）

関東⼯場（千葉）

設備機器（スチール棚）

設備機器（電⼦商品）

物流センター（全国8カ所）

エコオフィスサイト（全国15カ所）

「エコオフィスサイト」とは、⼯場・物流サイト以外の事業所（主にオフィス）を指します。※

伊藤喜オールスチール（株）

富⼠リビング⼯業（株）

（株）イトーキ東光製作所

イトーキマルイ⼯業（株）

諾浩家具（中国）有限公司�Novo�Workstyle�(CHINA)�Co.,�Ltd.
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総エネルギー投⼊量 重油、軽油、灯油、ガソリン、LPG、購⼊電⼒、都市ガスの使⽤量

⽔資源投⼊量 上⽔、⼯業⽤⽔、地下⽔の使⽤量

総物質投⼊量 原材料、資材として投⼊する資源の量、コピー⽤紙、カタログ類の量

化学物質取扱量 年間1t以上取り扱うPRTR法届出対象物質の取扱量

CO 排出量 燃料、電⼒などエネルギー起源の⼆酸化炭素の排出量

NOx、SOx
ボイラーなどの設備から排出される量。⼤気汚染防⽌法施⾏規則に規定する算出

⽅法の推定値を算出

廃棄物等総排出量 有価物、⼀般廃棄物、産業廃棄物の量

リサイクル量 マテリアルリサイクル、サーマルリサイクルの量

焼却・埋⽴処分量 単純焼却、埋⽴処分の量

CO 排出係数については、環境省「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度における算定⽅法・排出

係数⼀覧」（2006年4⽉公表）に基づき算定しています。ただし、⽬標管理で⽤いる電⼒のCO 排出係

数については、⼀律0.555t-CO /千kWhで算出しています。製品の輸・配送に関するCO 排出量は、改

正省エネ法（特定荷主）に準じた算出⽅法を採⽤しています。

測定対象と算出⽅法について

測定対象について

2

オフィス関連製品販売量は、株式会社イトーキの販売量となります。※

CO 算出⽅法について2

2

2

2 2
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⼈と地球をイキイキさせる、 �

ものづくり・空間づくり

イトーキグループは、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインと環境に配慮したエコデザインの融合に

よる「Ud&Eco�style（ユーデコスタイル）」を基軸としたものづくりを進めています。製品ライフサイ

クルに関わる全ての段階で、より多くの⼈が同じように使うことができ、環境負荷のより⼩さい製品を社

会にお届けできるよう努めています。さらに、「Ud&Eco�style」のアプローチを空間設計・場づくりに

も応⽤し、幅広いソリューションを⽣み出すなど、「⼈も活き活き、地球も⽣き⽣き」というビジョンス

テートメントの具現化に向けて取り組んでいます。

コーポレートメッセージに「Ud&Eco�style」を掲げるイトーキでは、⼈への配慮を具現化するための

「Udプロダクト指針」と、地球への配慮を具現化するための「Ecoプロダクト指針」の2つを開発プロセ

スに組み込み、製品開発を⾏っています。具体的には、「Udアセスメントシート」と「Ecoアセスメン

トシート」を使って社内でレビューを実施し、⼈への配慮と地球への配慮を評価して、それぞれ3つのレ

ベルに位置付けます。このようなプロセスにより、UdとEcoがより⾼い⽔準で融合するものづくりを⽬

指しています。

⽬的・考え⽅

主な取り組みと成果

ユニバーサルデザインとエコデザインの融合

コーポレートメッセージを製品に組み込むための指針

Sustainability Report 2018

99



Ud&Ecoプロダクトレベル評価

Udプロダクト指針 Ecoプロダクト指針
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イトーキは、安⼼・からだ・感覚・あたま・⾃由という視点で製品を設計し、⼈にやさしく、多くの⼈が

同じように使⽤できる製品を社会にお届けしてきました。�こうした設計の具体的な切り⼝は、製品によ

ってさまざまです。�

例えば、ミレッザチェアは操作レスで着座者の体重に応じてロッキングの反⼒が調節される「オートマチ

ックテンションロッキング機構」を採⽤。ワーカーの体格に合わせた最適な座り⼼地を提供します。�

また、デスク製品のトイロは、天板を昇降させてワーカーの体格にデスクの⾼さをフィットさせることが

可能です。疲れにくい理想的な姿勢をとれることで、⾝体への負担を軽減します。また、⽴位で働くこと

を促すことにより、⻑時間座り続けるデスクワークの健康障害のリスクも低減します。�

現在は、あらゆる新製品にこのUdプロダクト指針の視点を組み込んでいます。

Udプロダクト設計

ミレッザチェア 背もたれの位置強度を⾃動調節
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イトーキでは、Ecoプロダクト指針に基づき、調達・設計・⽣産・販売・輸送・廃棄・リサイクルなど、

製品ライフサイクルに関わる全ての段階に環境保全の視点を組み込んでいます。

「ベンディングシート」とは、チェア座⾯の芯材部に多数のスリットを設けることで、座った際の重さに

応じて⾃在にたわむように設計されたシートです。この構造によって、座る⼈の姿勢変化にもフレキシブ

ルに対応でき、体になじむ快適な座り⼼地を実現します。結果として、経年劣化を受けやすいクッション

材のウレタンの厚みを⼤幅に減らすし、省資源に貢献しています。また、ウレタンが薄くなったことによ

りスタッキング効率がアップするとともに座位基準点が低くなり、よりフレキシブルなセッティングが可

能となりました。�

ベンディングシートは、セクアチェア、フリップフラップチェア、スピーナチェア、エフチェアをはじ

め、今までに発売された多くの事務・会議チェア製品に採⽤されています。

イトーキでは、「ひとつの製品を⻑くお使いいただくことが究極のエコ」と考え、製品のロングライフ化

に取り組んでいます。耐久性を⾼めることはもちろん、お客様が「⻑く使いたくなるようにする」こと

も、設計の視点としています。�フルゴチェアでは、事務⽤チェアで最も汚れやすいのは背もたれの上部

であることに着⽬し、張地に直接触れることなくチェアを動かせるよう、把⼿付きのデザインを採⽤。背

もたれの汚れを気にすることなく、⻑くお使いいただけるようにしました。また、ハイバックとローバッ

クの変換がパーツ交換なしで可能なため、役職や使⽤環境に合わせて対応でき、資源の有効活⽤につなげ

ています。

Ecoプロダクト設計

省資源・省エネ

座部のウレタン量を減らす「ベンディングシート」

リデュース・リユース

ロングライフ化の⼯夫

フルゴチェアハイバック フルゴチェアローバック 最も汚れやすい背もたれに直接触れずに

チェアを動かせるデザイン
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チェアのほとんどのシリーズで、消耗品である背もたれ、座、キャスターなどの交換パーツを⽤意し、さ

まざまな取り組みで製品のロングライフ化を進めています。

パーツ単位での部品交換がしやすく、廃棄するときに素材ごとにリサイクルしやすいよう、解体容易設計

を採⽤しています。�

コセールチェアは、従来はクッションごと交換していたものを、クロスのみの交換を可能とすることで、

クッション部を廃棄せずリユースやロングライフ使⽤ができるようにしました。フルゴチェアでも同様の

設計を採⽤し、クロスのみ交換が可能な製品のラインナップを増やしました。�

他の製品領域でもこうした設計を導⼊し、例えばFSXⅡパネルシステムは、パーツ単位で部品交換できる

簡易組⽴解体構造を採⽤しています。

プラオチェアの背交換 キャスター交換可能

部品交換のしやすい設計を重視

背張地交換 背裏クロスの交換
座張地交換
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製品の設計段階から、廃棄時に簡単に解体・分別できる「解体容易設計」を採⽤しています。また、パー

ツの単⼀素材化を図り、複雑な分別作業もなく、効率よくリサイクルができるようにしています。�

チェア製品では、ビスを極⼒使わない機構を採⽤しており、エピオスチェア（肘なしタイプ）の場合は、

使⽤しているビスは1本のみです。�

フリーアクセスフロアでは、フロアパネルと付属パーツ部材はいずれも単⼀素材で構成し、設計段階から

「簡単施⼯・簡単分別・リサイクル」を考慮しています。強度を保ちながら軽量化を実現し、床や建物へ

の質量負担も⼤幅に軽減しています。

リサイクル

再⽣素材を使⽤

デスクの引出し前板、チェアの背座⾯の芯材や操作レバー、パネル

の張地などの多くの部材に、再⽣樹脂や再⽣繊維など、さまざまな

再⽣素材を使⽤しています

張地に再⽣素材を使⽤した�

アフィーノのデスクパネル

リサイクルしやすい設計を重視

デスクの脚部と天板の組⽴・解体は専⽤のジョイントパーツで

簡単に⾏え、廃棄時に樹脂やスチールごとに分別できます。

クレアパートのガラス引き⼾とガラス連想タイプは、ガラスと

アルミフレームの固定をコーキングから樹脂パッキンと両⾯テ

ープに変更。ガラスとアルミフレームの分別が容易で再利⽤可

能な設計にしました。
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環境に配慮した製品の外部認定取得や基準への適合を進めています。「エコマーク」（公益財団法⼈⽇本

環境協会による環境配慮型製品の認定制度）では、チェア、デスク、キャビネット、フリーアクセスフロ

アなど合計14シリーズが認定されています。

家具・建築製品（内装⼯事関係⽤資材）

14シリーズ

※�2017年12⽉現在

リサイクルしやすい素材を推奨

製品に使⽤する素材には、スチール、アルミなどの⾦属や、ポリエ

チレン、ポリプロピレンといったオレフィン系樹脂など、リサイク

ルしやすいものを積極的に使⽤しています。樹脂パーツには、廃棄

時の分別やリサイクルがしやすいよう、パーツごとに材質表⽰をし

ています。

リサイクル素材とは熱可塑性プラスチック（PP、�PA、POM等）で、ウレタン等は除きます。※

プラオチェアは、リサイクル可能素材を

約90%、再⽣素材を50%以上使⽤

インフューズブロックは、再⽣効率のよ

いアルミを主材に使⽤

W1500以上のインターリンクの天板内

部は、リサイクルしやすい単⼀素材（ス

チールハニカム）を使⽤

環境ラベル

エコマーク認定商品（公益財団法⼈⽇本環境協会）
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Workcise（ワークサイズ）は、「Work（働く）」と「Exercise（健康活動）」を組み合わせたイトー

キの造語で、⽴って仕事をする、積極的に歩くといった「仕事にも健康にも良い⾏動」のことです。ワー

クサイズを誘発する空間プランニングによって、私たちが1⽇の⼤半を過ごすオフィスを「仕事をするほ

どに健康になる場所」にすることを⽬指しています。さらにイトーキでは、「⽴つ」「歩く」「座る」と

いったオフィス活動を⾃動計測するアプリ「ワークサイズApp.」なども提供し、ワークサイズを社員に

浸透させ健康経営を実現していくプロセス全体をサポートしています。

詳しくはこちらをご参照ください。

Ud&Ecoの視点による空間設計

イトーキでは、「Ud&Eco�style」のアプローチを、製品設計に留ま

らず、空間設計やそれに役⽴つサービスにも適⽤しています。働きな

がら健康になる空間づくりの「ワークサイズ」、オフィスのエネル

ギー消費を「⾒える化」して省エネにつなげる「ワークセンス」、

必要な場所に必要な明るさを提供するタスクアンビエント照明「エ

クタル」、⽣物多様性の保全と持続可能な利⽤を実現する国産材活

⽤ソリューションである「エコニファ」によるオフィス空間への⽊

材利⽤など、幅広い場⾯において取り組みを展開しています。空間

づくりにあたっては、お客様の課題を明確にし、それをクリアする

ための提案を⾏い、お客様とディスカッションをしながら形にして

いく、というプロセスを踏むことを基本としています。
「ワークサイズ」と「エコニファ」を組

み合わせた「Promenera」�

「Promenera（�プロメネーラ）」は、

⽊⽬の美しさが際⽴つ座⾯にU字とV字

を組み合わせたフレームが、床⾯に接地

することで揺れを⽣み出します。

2017年度顧客に対する環境配慮型ワークプレイスの提案件数

⽬標

200件

実績

235件

ワークサイズ
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Worksense（ワークセンス）は、オフィスのエネルギー消費を「⾒える化」する管理ツールです。電

気・ガス・⽔道の利⽤状況を、最⼩はワークエリア単位で、どこからでも、⾒やすいグラフで確認でき、

管理・分析に使える「リソースログ」と、現在までの利⽤状況を、視認性の⾼いデジタルサイネージで提

供し、Ecoな働き⽅意識の醸成を促す「メディアテーク」を提供しています。

詳しくはこちらをご参照ください。

Ectal（エクタル）は、オフィスにおける光環境の快適性を損なわずに、より効率的なエネルギー利⽤を

実現する快適照明システムです。光環境をコントロールすることで、働く場に状況に応じた変化をつけた

り、⽣体リズムにふさわしい配慮をしたりすることができます。同時に、電⼒の使⽤を最適化すること

で、消費量を削減することが可能です。

Econifa（エコニファ）は、⽇本の森林の⼤半を占める針葉樹を洗練されたデザインテンプレートに適⽤

して活⽤し、森によるCO 吸収量の増加と、まちでの⽊材利⽤によるCO 固定量の増加に貢献し、⽊材に

よる上質な循環型社会の実現を⽬指す取り組みであり、またそのための製品ブランドです。製品としての

ご提案だけでなく、空間全体にエコニファを使⽤する取り組みも活発に進めています。

詳しくはこちらをご参照ください。

健康的でリラックスできる空間「PiOフレーム」 ワークサイズApp.

ワークセンス

エクタル

エコニファ

2 2
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地球温暖化防⽌

イトーキグループは、地球温暖化は⼲ばつや集中豪⾬などの異常気象の原因となり、世界の⼈々の⽣活に

⼤きな被害をもたらすとともに、⾃らの材料調達や⽣産活動に深刻な影響を及ぼすものであると捉えてい

ます。当社グループは、この地球温暖化の防⽌・緩和策として、CO 発⽣量を効果的に削減するカーボ

ン・マネジメントに取り組んでいます。調達・設計・⽣産・輸送・販売・廃棄・リサイクルの各段階での

排出量の「⾒える化」からカーボン・オフセットの活⽤まで、より多⾓的で、より効果的な取り組みを進

めるとともに、地球温暖化による事業活動への影響を最⼩限にする適応策も検討・実施しています。

イトーキグループは、地球温暖化の防⽌・緩和に向けて、当社が排出する6種類の温室効果ガスのうち、

排出量が最も多いCO の削減に特に⼒を⼊れています。�

2010年よりイトーキグループ全体で共通の環境⽬標を掲げ、グループ⼀体となってCO 排出量の削減に

取り組んでおり、2016〜2018年は、グループ会社（製造系5社・国内4社・海外1社）も含めて、「売

上⾼原単位で2006年⽐30％以上削減する」という⽬標を掲げ、その達成に向けて多⾓的に取り組み、

2017年は30.8％のCO を削減し、⽬標を達成しました。�

そして2019年以降は、「2030年に2013年⽐でCO 排出総量を30％削減」をチャレンジ⽬標に設定

し、地球温暖化の防⽌に貢献していきます。

⽬的・考え⽅

2

主な取り組みと成果

イトーキグループのカーボン・マネジメント

グループ全体でCO 削減を推進2

2

2

2

2
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また、省エネ法や地球温暖化対策推進法などの基準を超えた⽬標の達成に向けて、省エネ体制の整備、具

体的な取り組みの推進など、グループ全体で活動の活性化を図り、⼯場、物流センター、オフィスビルを

含めたすべての拠点でCO 排出量のさらなる削減を進めています。特に製造部⾨では、エネルギー使⽤量

の「⾒える化」による課題の抽出と改善活動を進めており、その成果やノウハウは製造系グループ会社に

も拡⼤・展開しています。その他、各⼯場に設置された管理ボード・改善ボードを⽤いて、品質や⼈材育

成などと⼀体的に効率よく環境活動を進めており、これについても、グループ内の横展開はもちろん、サ

プライヤーへの普及・⽀援を進めています。

イトーキの事業活動を通じたCO 排出量のトータルな把握に向け、2013年から環境省の「サプライチェ

ーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」に基づく取り組みを⾏っています。イ

トーキ、国内グループ製造系4社（伊藤喜オールスチール（株）、富⼠リビング⼯業（株）、（株）イト

ーキ東光製作所、イトーキマルイ⼯業（株））、海外グループ製造会社1社（諾浩家具（中国）有限公司

Novo�Workstyle�(CHINA)�Co.,�Ltd.）の事業活動およびサプライチェーンを通じたCO 排出量

（SCOPE1、2、3）の算定を実施しています。�

その結果、イトーキグループにおけるCO 排出量は直接排出量（SCOPE1）、間接排出量（SCOPE2）

は合計が1割弱で、サプライチェーンにおける排出量（SCOPE3）が⼀貫して9割以上を占めていること

が⽰されています。�

SCOPE3においては取扱商品の⼤半をプラスチックと⾦属が占めているため、購⼊した原料や販売した

製品からのCO 排出量が多くなる傾向にあります。2016年減少した要因は、2015年⽐売上⾼減に伴い

スコープ3のカテゴリ1（購⼊した製品サービス）も同様に減少したためです。⼀⽅、環境負荷の低い商

品の開発やオフィスや⼯場における省エネ、物流におけるモーダルシフトの推進などの活動を⾏い、引き

続きCO 排出削減に取り組んでいきます。

事業活動を通じたCO 排出量（SCOPE1、2、3）

SCOPE別の詳細なデータはこちら

2

CO 排出量のトータルな把握2

2

2

2

2

2

2
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＜対象組織＞

イトーキ、国内グループ製造�系4�社（伊藤喜オールスチール（株）、富⼠リビング⼯業（株）、（株）イトーキ

東光製作所、イトーキマルイ⼯業（株）�、海外グループ製造系１社（諾浩家具（中国）有限公司�Novo

Workstyle�(CHINA)�Co.,�Ltd.）�

（2017�年より、諾浩家具（中国）有限公司�Novo�Workstyle�(CHINA)�Co.,�Ltd.を新たに集計範囲に加えまし

た）

＜算定に当たって＞

スコープ3算定にあたっては、環境省、経済産業省の「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出算定に関す

る基本ガイドライン」Ver2.2および「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位

データベースVer2.4」に基づき算定しています。

温室効果ガスのうちCO を除く5種（メタン、亜酸化窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロ

カーボン類、六フッ化硫⻩）については、2007年の測定の結果、発⽣量が極微⼩のため、特に対策を講

じておりません。今後も、引き続き発⽣量の把握に努めます。

イトーキ全製造部におけるエネルギー使⽤量は、電⼒が全体の約60%､都市ガスが約30%と、この2つの

エネルギーで約90%を占めています。また、製造⼯程別に⾒ると、塗装⼯程でのエネルギー消費が最⼤と

なっています。そのためイトーキでは、⼯場におけるエネルギーの使⽤状況を把握・分析し、エネルギー

の選択からきめ細かい省エネに⾄るまで多⾓的な取り組みを展開しています。�

また、2017年は、本来業務と環境活動の結びつきをより密接なものとするため、原単位の⾒直しを実

施。イトーキ全製造部における2017年の排出量原単位は前年⽐3.7%の削減となりました。

CO を排出しないクリーンかつ再⽣可能なエネルギーである太陽光発電システムを積極的に導⼊していま

す。2009年に太陽電池出⼒100kwの関東⼯場（千葉）を、2012年には関⻄⼯場（寝屋川）に太陽電池

出⼒10kwの太陽光パネルをそれぞれ設置。2013年には関⻄⼯場（滋賀）のロジスティクスセンター屋

上に太陽電池出⼒782kwの太陽光パネルを、また、2014年には､グループ会社の富⼠リビング⼯業

（株）が、太陽電池出⼒30kWの太陽光パネルをそれぞれ設置しました。�

さらに関⻄⼯場（滋賀）では、⾃家発電時に発⽣する熱や蒸気をエネルギーとして活⽤するコージェネレ

ーションシステムを導⼊しており、システム内の照明電⼒は付属の太陽光パネル（4kw）で賄っていま

す。コージェネ付属以外の太陽光パネルで発電した毎⽇の発電量などを社内数カ所に設置された⼤型のモ

ニターで掲⽰し、社員の環境意識向上に役⽴てています。

CO 以外の排出量の把握と改善策の検討2

2

⼯場における取り組み

より環境負荷の低いエネルギーの利⽤

太陽光発電とコージェネレーション

2
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2017年度太陽光発電実績

発電能⼒

926kW

供給電⼒量

893千kWh

⾃家消費電⼒量

114千kWh

総発電量

1,006千

kWh

寝屋川⼯場の太陽光パネル 関東⼯場（千葉）の太陽電池出⼒太陽光パネル

関⻄⼯場（滋賀）屋根の太陽電池出⼒太陽光パネルと⼤型モニター
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イトーキグループでは、国際的な⽔銀規制に関する⽔俣条約の規制もあり、⽔銀を含まない照明器具の更

新とともにエネルギー使⽤量の少ないLED化を進めています。�

2017年、滋賀ロジスティクスセンターでは、照明機器をLED化し全⾯リニューアルしました。物流倉庫

では製品の⼊出庫を頻繁に⾏いますが、時間帯やエリアによっては、照度を抑えることができます。導⼊

にあたっては、エリア別に照度コントロールが可能なLEDを導⼊し、前年⽐約40％の削減につながりま

した。�

また、関⻄⼯場においても、事務所および⽣産ラインのLED化を進めています。関⻄⼯場（滋賀チェア）

南窓側では時間帯により⾃然光が⼊ります。今までは作業者がON、OFFを⾏っていましたが、窓際に照

度センサーを数箇所設置し⾃動調光を可能としたLEDを導⼊し、前年⽐約20％の削減につながりまし

た。

省エネ・改善活動

LED照明導⼊によるエネルギー使⽤量の削減

タブレットを使⽤した照度コントロール ⾃動調光システム

滋賀ロジスティクスセンター 関⻄⼯場（滋賀チェア）
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イトーキがオフィス向けに開発した「ワークセンス」は、消費電⼒をきめ細かく把握し、エネルギーの使

⽤状況をリアルタイムに監視できるシステムで�す。イトーキは、⽣産⼯程や設備単位の省エネルギー化

を進めるため、「ワー�クセンス」を関⻄⼯場（寝屋川）、設備機器（スチール棚）、伊藤喜オールスチ

ール（株）に設置。これらの監視データをもとに、�設備運⽤の改善を⾏っています。エネルギー使⽤状

況を「⾒える化」することで、省エネルギーのための細かな施策を打つとともに、⽣産ラインを動かすス

タッフの意識向上も図っています。

電⼒監視システム

製造⼯程では、あらゆる⾓度から省エネにつながる⼯夫と改善を施しています。�

2016年にイトーキ全製造部に電⼒監視システムの導⼊が完了し、無駄なエネルギーの使⽤箇所を可視化

しました。これを活⽤し、⽣産設備運⽤の最適化によるエネルギー削減活動に取り組んでいます。こうし

た活動を展開・継続する事により、2016年度には「おおさかストップ温暖化賞 優秀賞」、2017年度

には「滋賀県低炭素社会づくり賞 事業者⾏動計画書制度部⾨」を受賞しました。

エネルギー使⽤量の⾒える化

スチール棚製造部〈京都〉 関⻄⼯場 寝屋川製造部

省エネにつながる⼯夫と改善

滋賀県低炭素社会づくり賞表彰式の様⼦ おおさかストップ温暖化賞表彰式の様⼦

Sustainability Report 2018

113



イトーキは、「より多くの社員が省エネの専⾨知識を持って⾃発的に活動すべきである」という考えのも

と、教育研修を積極的に実施しています。法で定められた基準を上回る⼈数のエネルギー管理員を育成

し、⼀⼈ひとりが⾝に付けたエネルギー知識や省エネ技能・技術などを⽇常の管理・改善業務に活かして

います。

貨物の委託輸送量が年間3,000万トンキロ以上あるイトーキは、物流業務の委託先、サプライヤー、さら

にはお客様と協⼒し、モーダルシフト・海外コンテナ直送・ミルクランの推進や同業他社との⼀部地域の

共同配送など、物流プロセスにおける省エネルギーに取り組んでいます。�

また、輸配送の委託先に対して、各都道府県トラック協会の⾏うエコドライブ研修の受講を推奨していま

す。

⼯場や物流センターの基幹輸送における製品の輸送⼿段を⾒直し、環境負荷の低減を図っています。トラ

ック輸送から、よりCO 排出量の少ない海上コンテナおよびJRコンテナ輸送を⼤阪〜東京間など13経路

で採⽤しています。

エネルギー管理エキスパートの育成

エネルギー管理⼠ 有資格者

3名

エネルギー管理員講習 修了者

45名

物流での取り組み

製品輸送時におけるCO 削減2

モーダルシフトの推進

2

2000年2⽉から⼤阪〜東京間で開始、2005年5⽉から滋賀〜東京間で開始※1

2003年12⽉から⼤阪〜東京間で開始、2005年5⽉から東京〜北海道間で開始※2

Sustainability Report 2018

114



2017年度

701t/CO の削減

関⻄⼯場（滋賀）と関東⼯場（千葉）では、調達先からの部品納⼊に際し、⾃社でトラックを⼿配して各

調達先を回る巡回集荷（ミルクラン）を実施してCO 削減に努めています。また、設備機器（スチール

棚）では、コイルの購⼊⽅法の⾒直しをしています。

納品と空ケースの返却を同時に⾏うこと。それぞれの調達先が個別に納品する場合と⽐較して、物流のた

めの燃料とCO 発⽣量、さらには梱包材使⽤量の削減につながります。また、計画的なミルクランの実施

により、緊急納品や多頻度納品などによる無駄削減にもつながっています。

モーダルシフトによるCO 削減量2

2

効率的な巡回集荷（ミルクラン）を実施

2

ミルクランとは…

2

Sustainability Report 2018

115



エコオフィス活動として地域ごとに使⽤電⼒量の削減⽬標を⽴て、照明や空調の適正利⽤を⾏っていま

す。そのための⼯夫や技術としては、「タスク・アンビエント照明」（⼈や書類などの対象物〈タスク〉

を照らす照明と、天井や壁、床などの周辺〈アンビエント〉を照らす照明を組み合わせ、より快適で省エ

ネの光環境を実現するもの）や、「ワークセンス」、光ダクトによる⾃然光の室内への導⼊などがありま

す。また、オフィス内にいる⼈の快適さを確保するため、夏にはクールビズ、冬にはウォームビズをイト

ーキグループ全体で実施しています。

イトーキは、⽊材へのCO 固定化など多様なカーボン・マネジメントを提唱する企業として、事業所敷地

内を積極的に緑化し、それによるCO 削減も進めています。特に夏場は、環境省が進めている「グリーン

カーテンプロジェクト」に賛同し、「イトーキ グリーンカーテン」として、窓辺などへの植栽によって

室温低下を促し、冷房使⽤の削減を図っています。その取り組みはイトーキ内部にとどまらず、グループ

企業にも展開し、事務所⽞関横や⻄⽇の影響を受ける⼯場の⻄⾯などに、ゴーヤやヘチマ、朝顔などの苗

を植えて「緑のカーテン」として育てています。今後も、緑化によるCO 削減を推進するため、グリーン

カーテンの植栽⾯積を増やしていきます。

オフィスでの取り組み

エコオフィス活動の全社展開

タスク・アンビエント⽅式を採⽤したオ

フィス空間

サイネージによる消費電⼒情報の⾒える

化

⾃然光の取⼊れ

イトーキ グリーンカーテン

2

2

2

イトーキ グリーンカーテンプロジェクト
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イトーキは、⾃社のオフィスや製品、印刷物などにカーボン・オフセットを活⽤するとともに、ソリュー

ションとして事業展開し、温室効果ガスの削減による地球温暖化防⽌に取り組んでいます。

SYNQA内で利⽤する1年間（2017年）分のガスや電気などのエネルギー使⽤に伴い排出されるCO 全量

のカーボン・オフセットを⾏いました。SYNQAで2017年に利⽤されたエネルギーから排出されるCO

量を算出し、全量（約300t）をオフセットしたことで、CO の削減に貢献しています。�

また、SYNQAで開催されたイベントに参加されたご来場者の移動に係るCO を約20tオフセットしてい

ます。

カーボン・オフセット

⾃社のオフィスや製品などにおける活⽤

イトーキ東京イノベーションセンター「SYNQA」で排出されるCO を全量オフセット2

2

2

2

2

「サステナビリティレポート2018」（冊⼦）の制作（原材料調達、製造⼯程）を通じて発⽣

する温室効果ガスの全量をオフセット

インドネシアの泥炭湿地の保全・修復プロジェクト（REDD+）によ

り創出された「インドネシア�中部カリマンタン州・カティンガン地

区泥炭湿地保全・回復プロジェクト（REDD+）」でオフセットを実

施しました。

詳しくはこちらをご参照ください。

CO 排出量：500g-�CO ／冊2 2

総排出量：2t
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2017年1⽉より、「nonaチェア」のライフサイクル全体を対象にカーボン・オフセットを実施していま

す。�

活⽤する排出権は、インドネシアの中部カリマンタン州カティンガン地区の泥炭湿地を保全・修復するプ

ロジェクトで創出されたものを活⽤しています。この排出権の選定理由は、まずインドネシアに当社の事

業拠点があること、そしてインドネシアは泥炭湿地の急激な開発によりCO 排出量が世界屈指であること

です。泥炭湿地は落ち葉などが堆積しているため、炭素の貯蔵庫のようになっており、泥炭湿地を保全・

修復することはインドネシアの環境保全、煙害被害改善のみならず、地球規模での温暖化防⽌につながり

ます。このプロジェクトは年間で乗⽤⾞200万台分のCO 排出量を削減する⼤規模なものであり、

REDD+のスキームで創出されています。また、泥炭湿地を保全しながらも地元コミュニティが⽣計を⽴

てられるよう、持続可能な社会づくりも同時に⾏っており、SDGsの観点にも則した取り組みです。�

nonaチェアは部品点数を減らすなどして環境に配慮していますが、より⼀層の環境貢献をはかるため、

このプロジェクトを継続的に⾏っていきます。販売台数に応じてオフセット量も算出されるため、数ある

製品の中からnonaチェアを選定されたお客様⾃⾝も間接的にSDGsに貢献できる取り組みとなっていま

す。

その他のカーボン・オフセット事例

総合カタログ2018

初版4,317g/冊�

初版493t

会社案内2017

313g/冊�

3t

イトーキダイアリー2種

1,280g/冊�

1,026g/冊

イトーキ⼿帳

530g/冊�

 

ダイアリー2種と⼿帳を合わせて21t※

カーボン・オフセットプロバイダー事業を通じて環境配慮型社会に貢献

「nonaチェア」を対象にカーボン・オフセットを実施

2

2
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製造業で唯⼀、J-クレジット・プロバイダー※を展開している当社では、⾃社⼯場を対象に排出権の創出

事業にも取り組み始めました。�

イトーキ関東⼯場では、照明設備を⽔銀灯からLEDに交換。この設備交換によって年間約45tのCO 削減

ができる⾒通しであることから、この削減分をカーボン・オフセットの排出権とし、環境価値を創出する

という計画を始動させました。�

今後、照明設備の更新によるCO 削減状況をモニタリングし、排出権の創出に結び付けていく予定です。

排出量：64.6〜82.6kg�CO e/脚2

対象期間：2017年1⽉1⽇〜2017年12⽉31⽇

クレジット:�インドネシア�中部カリマンタン州・カティンガン地

区泥炭湿地保全・回復プロジェクト（REDD+）

nonaチェア

関東⼯場で排出権創出プロジェクトを始動

2

2

J-クレジット・プロバイダー�

J-クレジット制度に基づき認証される温室効果ガス排出削減・吸収量（以下「クレジット」という。）の創

出や活⽤の促進を⽬的として、クレジットの創出および活⽤を⽀援できる事業者のこと。

※

カティンガン地区に⽣息している

希少動物の⼀種「テングザル」

イトーキ関東⼯場
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資源の有効活⽤

イトーキグループは、限りある天然資源を⼤切に使い、次代に⽣きる⼈々に残していくため、各製品のラ

イフサイクル全体における最有効活⽤に取り組んでいます。

⽬的・考え⽅
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イトーキグループは、製品のライフサイクル（設計・調達・⽣産・輸送・使⽤・廃棄）全体における資源

の有効活⽤を図っています。廃棄物の排出量削減、廃棄物最終処分量、⽔の使⽤量削減に関する⽬標を設

定し、製品の製造にかかわる原材料、⽔、梱包材など副資材を含めたすべての資源を対象に、3R（リデ

ュース・リユース・リサイクル）の徹底に努めています。

主な取り組みと成果

製品のライフサイクルにおける資源の有効活⽤を図る
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製品を簡単に解体できる「解体容易設計」を常に⽬指しています。これにより、パーツ単位での部品交換

がしやすく、メンテナンスしながら⻑く製品をお使いいただけるとともに、廃棄するときには素材ごとに

リサイクルしやすい設計となっています。�

素材は、リサイクルしやすいスチール、アルミなどの⾦属やポリエチレン、ポリプロピレンなどのオレフ

ィン系樹脂を積極的に使⽤。また、パーツの単⼀素材化により、複雑な分別作業を不要にしています。さ

らに、デスクの引出し前板、チェアの背座⾯の芯材や操作レバー、パネルの張地などの多くの部材に、再

⽣樹脂や再⽣繊維を使⽤し、より少ない素材で、より⻑持ちする製品を作る「省資源」も追求していま

す。

⼈と地球をイキイキさせる、ものづくり・空間づくり

グリーン調達認定先の事業者様には、環境保全に対する⽅針や⽬標、実施計画を策定いただいています。

グリーン調達基準においては、「使⽤材料の削減、再⽣使⽤材の使⽤・リサイクル対応など省資源化に取

り組んでいる」ことを取引先の選定・評価基準としてあげています。また、グリーン調達認定先に対して

は、実施計画に沿った運⽤や実施結果の効果などについて、毎年監査を⾏っています。このようにして、

サプライチェーンにおいても3Rを重要な活動の⼀つとして位置付け、継続的に資源の有効活⽤を推進し

ています。

調達先と協⼒してグリーン調達⽐率を向上

各⼯場から排出される廃棄物を削減するとともに、資源として再使⽤・再⽣利⽤を⾏うなど、ゼロエミッ

ションに⼒を⼊れています（イトーキグループでは、ゼロエミッションを「単純焼却や埋⽴て処分した産

業廃棄物の⽐率が全体の0.5%未満」と定義しています）。�

イトーキでは、関⻄⼯場（寝屋川）が2002年度にゼロエミッションを達成し、2006年度には関⻄⼯場

（滋賀・京都※）も達成しました。また、関東⼯場（千葉）は2008年度の操業開始時よりゼロエミッシ

ョンを継続し、国内全ての⽣産拠点でゼロエミッションを達成しています。�

さらに、2014年度からは、ゼロエミッションの活動をグループ会社の国内外⽣産拠点へも展開していま

す。（株）イトーキ東光製作所、イトーキマルイ⼯業（株）に続き、2017年度には富⼠リビング⼯業

（株）がゼロエミッションを達成し、グループ会社3社がゼロエミッションを達成しました。なお、

2017年度のイトーキグループ（イトーキおよび国内製造系4社）のリサイクル率は97.8%と2016年より

0.5%改善しました。

【設計】解体・分別のしやすさを重視し、素材にも配慮

【調達】グリーン調達を通じ、調達・仕⼊先の3Rを推進

【⽣産】ゼロエミッションに注⼒

国内の全⽣産拠点でゼロエミッションを達成し、海外へも展開

現：設備機器（スチール棚）※
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イトーキグループでは、⽣産活動における重点6分野に基づく象徴的な取り組みとして、不良率の低減に

よる廃棄物とCO 発⽣量の削減に取り組んでいます。�

不良率の低減には、何より安全と品質のレベルを⾼め、その上で効率のよい⽣産を⾏うことが重要であ

り、そしてその実現には⼈材育成、および原価意識と環境配慮が⽋かせません。つまり、不良率の低減を

図ることは、廃棄物削減に直結するだけでなく、⽣産活動の総合的な⽔準の向上を図ることでもありま

す。�

このようにイトーキグループでは、不良率低減を⽬的とした取り組みに限らず、製造⼯程の改善を通じて

資源の有効利⽤と廃棄物の削減に取り組むなど、多⾓的な視点で活動を進めています。

取り組み 概要

塗装⽪膜素材の変更で�

⽪膜カスをゼロに

関⻄⼯場（寝屋川）では、塗装⼯程の前処理で発⽣する⽪膜カスについて、

2012年度より、従来のリン酸塩⽪膜からジルコニウム⽪膜へと素材の変更を

図った結果、⽪膜カスの発⽣量をゼロにすることができました。これにより、

年間約17トン発⽣していた⽪膜カスの廃棄量が2013年5⽉よりゼロになりま

した。

接着剤を使わない�

⽣産⽅式への移⾏

グループ会社の富⼠リビング⼯業（株）では、新製品開発や仕様変更に伴っ

て、チェアの座⾯や背もたれの芯材と、クロスの貼り合わせ加⼯に使⽤してい

た接着剤を使⽤する⽅式から接着剤レスの⽅式への移⾏をすすめています。専

⽤の⼯作機械を⽤いた縫製加⼯技術で、芯材とウレタン、クロスを重ね合わ

せ、⽷で引っ張って固定する⼯法を採⽤。2013年には専⽤の⼯作機械（C-

JEX）を追加導⼊しました。�

接着剤を使⽤しないことで、廃棄時に製品を素材別に分別しやすくなり、専⾨

知識がなくても、⽷を切るだけで芯材とウレタンとクロスを瞬時にバラバラに

することができます。「エレックチェア」「マノスチェア」など、富⼠リビン

グ⼯業（株）の主⼒製品は全てこの⽣産⽅式に変更しています。

製造⼯程の改善による廃棄物の削減

2

製造⼯程の改善を通じた廃棄物削減（例）
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取り組み 概要

粉体塗料の再利⽤

従来の塗装設備は、塗料吹き捨て⽅式のため、塗着しない塗料は廃液や廃棄物

として廃棄していました。粉体塗装設備を持つ、関⻄⼯場（滋賀）、関東⼯場

（千葉）、富⼠リビング⼯業（株）、諾浩家具（中国）有限公司�Novo

Workstyle�(CHINA)�Co.,�Ltd.では、回収装置付粉体静電塗装設備を導⼊する

ことで、粉体塗装で塗着しなかった塗料を再び塗料として再利⽤しています。

リサイクルは、再⽣・再利⽤の可能性を広げていくことで進化します。⼯場の廃棄物は、紙、⾦属、プラ

スチックなどの素材ごとに、さらには材質別に細かく分別し、原料または有価物として活⽤していただけ

る事業者を選定しています。また、プラスチックごみを処理・加⼯して駐⾞場の⾞⽌めにするなど、⼯場

内での再活⽤も推進しています。�

関東⼯場（千葉）では、2010年以降、シュリンクフィルム・ラミネートフィルムなど保護フィルムのリ

サイクルに取り組んでおり、接着剤塗布⾯とその他を分別することによって再資源化を可能としたほか、

2014年6⽉からは有価物化を実現しています。そのほか、現状ではリサイクルできていない廃棄物につ

いても、より細かな分別を⾏うことで、新たなリサイクルの可能性を模索しています。�

また関⻄⼯場（滋賀）でも同様に、ストレッチフィルムの分別を有価引き取りが可能なレベルまで厳格化

し、リサイクルできるようにしました。�

また、グループ会社の伊藤喜オールスチール（株）でも、樹脂エッジの有価物化・再資源化を⾏っていま

す。

リサイクルの進化

素材ごとの分別 プラスチックごみをリサイクルした⾞⽌め
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製造⼯程で使⽤する⼯作機械の油圧⽤油は純度が⾼いため、メンテナンス等でオイルを交換した

後のリサイクルが課題となっていました。2012年度より、この油を有価で引き取っていただけ

る産業廃棄物処理業者と契約し、従来は廃油として処分されていた油をリサイクルしています

（年間約1〜2トン）。

さらに、リサイクル⽅法⾃体を変える取り組みも進めています。製造過程から出る端材のリサイクルのレ

ベルを上げ、従来のサーマルリサイクル（燃焼させて熱を利⽤する）からマテリアルリサイクル（素材と

して再⽣利⽤する）へ変更しました。また、チェア製品を製造する関⻄⼯場（滋賀）では、⽣産⼯程から

出るプラスチックの端材（スプール・ランナー）を粉砕処理し、樹脂材料に戻して⼯場内で再利⽤してい

ます。

2016年に⾃然資本連合（NCC）がまとめた、企業向け⾃然資本会計の世界共通の枠組みである「⾃然資

本プロトコル」が発⾏され、⾃然資本としての⽔の重要性が増しています。�

イトーキグループでは、2016年度より⽔使⽤量原単位削減⽬標（対前年⽐-1%）の他に、⽔資源の有効

利⽤に関する取り組みや⽼朽配管の更新を環境⽬標に追加し、活動に取り組んでいます。�

製造⼯程で利⽤する⽔資源の循環利⽤設備の導⼊や、配管経路を元に修繕箇所を洗い出し、修繕対応など

を⾏なっています。�

また、2017年から⼿洗い等に使⽤する⽣活⽤⽔の使⽤量低減を図るため、節⽔ノズル（バブル90）を設

置しました。順次、各拠点に設置していく予定です。

油圧⽤油のリサイクル

スプール・ランナーの有効利⽤

樹脂成型後⾦型から取り出された樹脂成型品1.

⾦型の樹脂流⼊⼝から必要な形を得る成型品形状部分を

つなぐ部分がスプール・ランナー（成型後は不要）

2.

このスプール・ランナーを集め粉砕し、樹脂材料として

再利⽤

3.

樹脂成型材料を溶かし、⾦型内に溶けた樹脂を射出4.
スプール・ランナーの有効利⽤

【⽣産】⽔資源に関する取り組み
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設備機器（スチール棚）では、2016年にクーリングタワーを新設し、溶接⼯程での⽔循環利⽤を拡⼤し

ました。�

さらに、塗装ラインの前処理⼯程更新時に製造プロセスを⾒直した事により、⽔洗⽔を⼤きく減らし、年

間あたり約1800tの⽔使⽤量を削減しました。

また、関⻄⼯場（滋賀）では浄化槽設備の導⼊により、排⽔処理での希釈⽔の使⽤量を削減。さらには、

⼿洗い場などに節⽔ノズルを設置し使⽤量を削減するといった地道な活動も継続しています。

イトーキでは梱包材にリサイクル可能な素材の採⽤を進めており、関⻄⼯場（寝屋川・滋賀）、設備機器

（スチール棚）から東京の物流センターまで製品を運ぶ際の梱包材には、繰り返し使⽤できる「通函（か

よいばこ）」を導⼊しているほか、個別梱包から全体・集中梱包への転換を図ることで省資源化を進めて

います。また、使⽤素材の単⼀化により、納品先における分別廃棄の⼿間の削減と、それによるリサイク

ルの促進や、梱包材への取り扱い説明を印刷することで、紙使⽤量の削減にも努めています。�

関東⼯場（千葉）では、梱包に使⽤した段ボールや発泡スチロールを顧客先からできる限り回収し、再使

⽤に努めているほか、再使⽤できなくなったものもリサイクル事業者に有価で引き取っていただくことで

廃棄処分量の削減を図っています。

2017年度

62,475ケース(59.3t)の節約

クーリングタワー（京都⼯場 2016年導⼊） 滋賀⼯場で導⼊した節⽔ノズル

【輸送】梱包材の有効利⽤・削減とリサイクル

梱包材の再利⽤と省資源化

通函による段ボール節約量
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設備機器（スチール棚）や関東⼯場（千葉）では、⼯場から直接納品する場合に限り、梱包は⾏わず、製

品をそのままお客様に引き渡す「梱包レス納品」を推進しています。現状では、梱包をしなくても品質に

影響が⽣じない製品を、ご了解いただいた特定のお客様に納品する場合に限定されますが、今後は梱包レ

ス納品の⽐率を⾼めていきたいと考えています。

イトーキグループでは、製品を⻑くお使いいただくことが、さまざまな環境負荷削減につながる「究極の

エコ」だと考えています。その⽅法の⼀つであるクリーニングは、専⽤機材と環境負荷の少ない洗浄剤を

使⽤して汚れやシミを洗浄し、あらゆる家具・素材をリフレッシュさせるサービスです。場合によって

は、お客様のオフィスまで出張してクリーニングを実施します。�

また、汚れや傷みのある製品（主にチェア、ソファ、テーブル、デスク）を、張地やクッションの取り替

え、⽊部の傷の補修や再塗装などで美しい状態に戻すリペアも⼿掛けています。なお、オフィス移転時の

クリーニング・リペア、中古販売、リサイクル等をトータルにご提案するサービスも展開しています。

さらに、イトーキではお客様へのサービスの⼀環として、家具のレンタルも⾏っています（地区限定）。

レンタル期間が終了した家具は、回収し、メンテナンスした後、別のお客様にレンタルしています。これ

により、家具の廃棄を回避し、再有効利⽤を図っています。

全国8カ所の物流センターでは、梱包材や廃パレット等の資材のリサイクルに加え、お客様から⼀定の条

件を満たす案件にてお引取りした家具を素材別に分別・解体し、リサイクルをする取り組みを⾏っていま

す。より多くリサイクルできる処理委託先の選定などを進め、本来廃棄物として処理されるはずであった

家具の再⽣利⽤を拡⼤しています。

梱包レス納品の推進

【使⽤】製品を⻑くお使いいただくためのサポート

クリーニング リペア

【廃棄】家具の回収・リサイクル、リサイクルガバナンス

家具の回収・リサイクル

Sustainability Report 2018

127



回収量とリサイクル率の推移（イトーキ単体）

リサイクルの内訳

2017年度のリサイクル率（イトーキ単体）

99.6%

リサイクル率＝リサイクル量/物流センターで回収した製品・梱包材等 総量×100（%）※

プラスチックには製品の梱包材を含みます。⽊くずには廃パレットなどを含みます。※
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イトーキでは、「社内外の関係者を含めた体制構築」「社内の体制構築」「⾃社の取り組み状況の情報発

信・情報共有」などをポイントに、廃棄物・リサイクルガバナンスの徹底に取り組んでいます。ゼロエミ

ッションを実現・維持していくには、信頼できる業務委託先との協⼒が不可⽋です。イトーキでは、⾃社

独⾃の評価表を作成し、契約前に委託先の徹底評価を⾏うとともに、定期的に委託先状況の確認を⾏って

います。�

また、社内体制において最も重視しているのが、情報共有の徹底と社員の分別意識の向上です。そのた

め、リサイクルフローの理解を図る教育研修を積極的に⾏っています。研修では、外国⼈従業員向けに通

訳をつけるなど、全社員への浸透を⽬指しています。2017年はeラーニングによる教育やISOの法規制順

守評価者向け研修会のなかで廃棄物処理法の教育を実施しました。他にも、分別マークの⼯夫や現場⻑に

よる環境パトロールなど、⽇々の分別活動を徹底するためのさまざまな活動を⾏っています。

廃棄物の削減では、イトーキ単体では2008年から維持しているゼロエミッションを引き続き達成しまし

た。また、2014年からゼロエミッションに取り組み始めた⽣産系グループ会社でも、2017年度には、

富⼠リビング⼯業（株）がゼロエミッションを達成し、これでグループ会社3社がゼロエミッションを達

成しました。�

イトーキグループ全体でのリサイクル率は97.8%と2016�年より0.5%改善しました。⽬標の99.5%（ゼ

ロエミッション）へはさらなる改善が必要となります。今後は、サーマルリサイクルからマテリアルリサ

イクルへのシフト、廃棄物から有価物へのシフトをさらに進めるほか、⽣産⼯程の歩留まり向上や不良品

発⽣阻⽌など、廃棄物削減活動のスパイラルアップにも取り組み、イトーキグループ全体でのゼロエミッ

ション達成を⽬指します。�

⽣産活動に伴う⽔使⽤量の削減については、⽬標（⽣産⾼原単位を2015�年⽐で3%以上削減）に対し

て-27.7%削減と⽬標を⼤きくクリアしました。特に諾浩家具（中国）有限公司�Novo�Workstyle

(CHINA)�Co.,�Ltd.が削減に⼤きく貢献しました。次期以降も、⽣産⼯程の改善や設備投資による削減活

動で⽬標を達成していきます。

廃棄物・リサイクルガバナンスの徹底

社員教育の様⼦ 分別徹底のために13種類のリサイクルマークを採⽤

2017年度の成果と今後の展望
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有害物質の最⼩化

イトーキグループは、安全と健康を重視したものづくりを進めるため、製品の開発･製造段階から使⽤・

廃棄時までの化学物質の使⽤量の最⼩化と適正管理、そして情報開⽰に努めています。

イトーキグループは、開発から廃棄に⾄るまで、事業プロセス全体で化学物質管理に取り組み、継続的な

改善を進めています。

⽬的・考え⽅

主な取り組みと成果

化学物質使⽤量の最⼩化と適正な情報開⽰

化学物質管理の基本的な考え⽅

開発段階�

「イトーキ含有製品ガイドライン」に基づき、安全な製品設計に努めています。

調達段階�

サプライヤーから対象化学物質のSDS（安全データシート）をすべて⼊⼿し、化学物質のリ

スクや対応内容の確認をしています。
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シックハウス症候群、化学物質過敏症など、化学物質は⼈の健康に⼤きな影響を与える可能性がありま

す。イトーキグループは、化学物質に対する法的規制や⽇本オフィス家具協会（JOIFA）が定めたガイド

ラインをもとに、健康に配慮した素材を積極的に採⽤しています。合板、パーティクルボード、繊維合板

（MDF）などの⽊質材は、ホルムアルデヒドの放散量が少ない「F☆☆☆（スリースター）」以上に切替

え、さらに放散量の少ない「F☆☆☆☆（フォースター）」も積極的に採⽤しています。また、⽶国発の

GREENGUARD（グリーンガード）認証※についても認証取得を進めています。

製造段階�

⼊⼿したSDSに基づき、化学物質の有害性や、化学物質を取り扱う場合の保護具の着⽤や曝

露した場合の応急処置⽅法などを、取り扱い現場に浸透させています。また、外部への漏え

いは絶対にさせないという考えのもと、運⽤⾯で注意を徹底するとともに、物理的にも防液

堤を設置し、漏えい防⽌を図っています。�

さらに、PRTR（化学物質排出移動量届出制度）※対象物質の使⽤量は、削減⽬標を設定して

取り組むなど、化学物質の適正な管理と使⽤量の削減を徹底しています。

廃棄段階�

製品ごとに適正な処理⽅法や施設を選定した上で、廃棄を実施しています。

PRTR制度�

⼈の健康や⽣態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境（⼤気、⽔、⼟壌）へ排出さ

れる量、および廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が⾃ら把握して国に届け出を

し、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度。

※

化学物質の安全データシート簡易版による「⾒える化」

⼈の健康への配慮

健康に配慮した素材を積極採⽤
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その他の製品については総合カタログをご覧ください。�

（総合カタログ デジタル版はこちら）

中⽪腫やがんなどの健康被害リスクが社会問題化した⾶散性アスベスト（吹付け⽯綿など）については、

2005年に当社グループ製品への使⽤状況を調査し、過去も現在も使⽤していないことを確認しました。�

⼀⽅、⾮⾶散性アスベストについては、過去に⼀部の⼩型⾦庫などに含有素材を使⽤していました。この

⾮⾶散性アスベストは、通常の使⽤状況では空気中への⾶散の可能性は低いとされています。ただし、ア

スベスト含有素材を無理にはがしたり、折ったり、切断したりすると⾶散することが考えられるため、ご

利⽤いただいている皆様へは、こうした取り扱いを避けるよう注意を促しています。�

また、お客様からお受けした間仕切・内装⼯事などで発⽣した、⾮⾶散性アスベストを含有する既存仕上

げ材・耐⽕被覆材の解体撤去の際は、法規制を順守し、⽯綿含有建材の適切な処理を⾏っています。

GREENGUARD（グリーンガード）認証�

⽶国の環境認証制度。主に建材や家具等から放散される住環境に存在するVOC（揮発性有機化合物）につい

て基準値を設定し、TVOC（総揮発性有機化合物）量にも上限を設定。通常の認証とGOLDとがあり、

GOLDは通常より厳しい基準値を設定している。

※

F☆☆☆☆の素材を天板に使⽤した製品

アフィーノ アクトリンク アクティブフィールド

トイロ インフューズ インクルード

CZRデスク ノットワーク コルティーレ

PiOフレーム フィーカ 会議テーブルDFシリーズ

会議テーブルDDシリーズ テーブルDCシリーズ 会議テーブルトラディカシリ

ーズ

折りたたみテーブルスクート オルノテーブル 役員家具XCシリーズ

インフューズケースグッズ

製品例（アクティブフィールド）

アスベスト（⽯綿）への対応

製品別アスベストの使⽤状況の詳細はこちら
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イトーキグループの2017年度PRTR届出対象物質（1t以上、特定第1種は0.5t以上）は、7物質を取り扱

っており、各物質の届出内容は以下の通りです。�

これら化学物質については、SDSに基づき記載されている性状、成分を把握し、取扱いおよび管理を徹底

するとともに、環境影響の少ない代替物質への変更や、塗着効率の向上など継続的な改善活動を⾏ってい

ます。�

2017年度のPRTR届出対象物質の取扱量は、前年⽐7%削減しました。今後は、継続的な改善と設備投資

による削減を検討し、更なる削減に取り組んでいきます。

⼯場 化学物質名
取扱量�

（kg）

排出量 移動量

⼤気
公共⽤�

⽔域
下⽔道

当該事業所の

外へ�

（廃棄物に�

含まれて）

イトーキ�

グループ�

合計

エチルベンゼン 14,925 14,919 0.2 0 6.5�

キシレン 33,104 33,089 0.4 0 14

臭素酸の⽔溶性塩 1,703 119 5.4 3.1 348

1,2,4-トリメチルベンゼン 5,275 2,886 0.1 0 4.5

トルエン 15,346 15,339 0.1 0 7.0

N-ヘキサン(110-54-3) 5,240 5,240 0 0 0

メチレンビス(4,1-フェニレン)�

=ジイソシアネート
27,635 0 0 0 38

合計 103,229 71,592 6 3 418

イトーキの⼯場別・グループ会社別のデータは、こちらをご覧ください。

適正な管理と使⽤量の削減

管理徹底と取扱量削減

2017年度�PRTR届出対象物質

集計範囲：イトーキ、伊藤喜オールスチール（株）、（株）イトーキ東光製作所、イトーキマルイ⼯業

（株）、富⼠リビング⼯業（株）

対象期間：2017年1⽉1⽇〜2017年12⽉31⽇
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3つの製造部がそれぞれに独⽴して浄化設備を整備していた関⻄⼯場（滋賀）では、事業所全体における

排⽔の⽔質管理が困難でした。そのため、2013年に事業所全体を包括する⽣活⽤⽔系の合併浄化槽を新

設すると同時に、放流⽔路を⼀本化しました。厳しい環境規制で知られる滋賀県の定めた⽔質基準より

も、さらに厳しいイトーキ独⾃の⽔質基準を常時クリアする体制を整えるとともに、⼯場の排⽔処理設備

の周りには防波堤を新たに設けるなど、⼯場排⽔に関する管理体制をさらにレベルアップさせました。�

また、リスク管理の観点から24時間監視システムを導⼊。浄化・排⽔設備に異常が発⽣すると、無線で

守衛室の監視盤と連動させ、ランプとブザーが作動するとともに、担当者には緊急メールが発信されるな

ど、異常発⽣時に即座に対応できる体制になりました。�

478⼈槽と3製造拠点、1物流拠点の4つの拠点分を処理できる⼤きな排⽔処理設備ということもあり、

2013年の導⼊以来、多数の⽅々にご⾒学いただいております。

合併浄化槽導⼊による⽔質管理と漏洩防⽌

排⽔処理設備 排⽔処理設備の防液堤
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有害化学物質のリスク低減に向けて、取扱量を削減するのはもちろん、製造現場の従事者が取り扱う化学

物質のリスクや緊急事態の対応⽅法を「⾒える化」するため、安全データシート簡易版の作成と、作業現

場への掲⽰に取り組んでいます。�

有害化学物質の削減については、主に製造⼯程の改善による削減活動を実施しました。また、外注品の内

作化も推進したため、データ把握範囲を拡⼤しました。PRTR対象物質取扱量は⽣産⾼原単位で前年⽐

1%削減を⽬標に設定し、実績は3.6%削減を実現しました（排出量は6.4%削減）。�

2018年度以降も、バリューチェーン全体を改善し、有害物質のリスク削減に努めます。特に、塗装関連

の環境配慮については、グループ会社を含むイトーキグループ全体で改善を進めていきます。

2017年度の成果と今後の展望

研修会の様⼦ 取り扱う化学物質のリスクや緊急事態の

対応⽅法の「⾒える化」

SDS�（安全データシート）要約版
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環境に関する法規制等の順守

イトーキグループは、環境汚染防⽌や環境保全のため、法規制の順守はもちろん、より厳しい社内規程を

設けており、社員⼀⼈ひとりが環境にかかわる法律や条⽂の背景・意図を理解し、実践するよう努めてい

ます。

⽬的・考え⽅

主な取り組みと成果

厳しい⾃主基準値の設定や監視活動

イトーキグループでは、企業活動や製品に適⽤される環境法規制等

の最新情報を常にチェックし、環境ニュースを関係部⾨に発⾏して

います。また、定期的に法規制等の順守を評価する社内規程を設け

て順守状況を確認しています。�

⼯場内の製造⼯程においては、⼤気汚染や⽔質汚濁防⽌のため法で

定められた定期的な測定を⾏っています。また、⽣産拠点周辺の⾃

然環境を守るため、環境に影響ある物質の排出削減に取り組み、よ

り厳しい⾃主基準値を設定するとともに測定頻度を増やすなど、厳

しい監視を⾏っています。�

また、万が⼀の有事の際には、周辺環境への影響を最⼩限にとどめ

るよう、化学薬品等環境に影響を与える物質が⼯場のどの場所にど

の位の量があるかを「⾒える化」したリスクハザードマップを作成

するとともに、緊急時対応⼿順書にのっとった定期的な訓練を実施

しています。

環境法改正ニュース
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イトーキグループが保有しているPCB廃棄物の情報は、PCB特措法に従い、毎年6⽉末までに所轄都道府

県知事へ届け出ています。また、⽇本環境安全事業（株）による処理完了まで、廃掃法および政省令に基

づいて当該事業所に特別管理産業廃棄物管理責任者を選任し、特別管理産業廃棄物の保存基準に従い、厳

重に保管管理しています。

PCB関連機器 台数

⾼圧コンデンサ、トランス 3台

低圧コンデンサ、トランス（微量・低濃度） 12台

蛍光灯安定器 229台

開閉器 4台

滋賀⼯場のリスクハザードマップ 油の漏洩を想定し、おが屑にて回収する緊急時対応訓練の⾵景�

（諾浩家具（中国）有限公司�Novo�Workstyle�(CHINA)�Co.,�Ltd.）

PCB廃棄物の届け出および適正管理

Sustainability Report 2018

137



イトーキでは、産業廃棄物の処理事業者と契約するにあたって、独⾃の委託先評価表を作成し、視察を通

じて2社以上の⽐較評価を⾏った上で、より評価の⾼い（かつ、必要な⽔準はクリアする）事業者と契約

しています。継続契約する場合でも同じ⼿順を踏み、評価が⾼かった処理事業者と契約を更新していま

す。�

また、各種産業廃棄物が適切に処理されているかを確認するため、廃棄物処理事業者の視察とチェックリ

ストによる評価を定期的に⾏っています。

環境リスクのひとつと考えられる⼟壌汚染については、潜在するリスクを明らかにし、問題を確認するこ

と�が不可⽋です。イトーキでは、⾃主的に国内連結⼦会社を含めたグループ全体で、所有地や隣接地の

⼟壌汚染調査のフェーズ1（地歴調査）を実施しています。この調査結果をふまえ、2011年度より会計

上の資産除去債務に計上しております。

2017年度は、イトーキおよびグループ各社において、環境事故・法令違反・基準値超過はありませんで

した。なお、過去に発⽣した際には、原因の究明、対策の検討、設備管理⽅法の改善などによる是正・予

防処置を実施しました。この是正処置・予防処置を横展開し、全社を挙げて再発防⽌に努めています。

年度 状況

2017 事故、法令違反、基準値超過なし

2016 事故、法令違反、基準値超過なし

2015 事故、法令違反、基準値超過なし

廃棄物処理業者の選定基準と視察について

視察⾵景 チェックリスト グリーン購⼊法改正勉強会

事業所のある⼟地の地歴調査

環境事故・法令違反・基準値超過
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イトーキおよびグループ各社では、環境事故・法令違反などが発⽣した際、環境マネジメントシステムの

定めに従い、「不適合処理表」を作成します。これにより、不具合の内容、原因の調査、是正・予防処置

の検討と実施、⼿順書の⾒直しなどの適切な処置と、継続的な改善を⾏います。

不適合の処理
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⽣物多様性の保全・維持

イトーキグループは、⾃然環境から多くの恵みを享受する企業として、持続可能な共創社会の実現を⽬指

し、⽣物多様性の保全に努めます。

イトーキグループは、その事業活動が⾃然環境からの恩恵により成り⽴っており、また⾃然環境

に影響を与えていると考えています。「⼈も活き活き、地球も⽣き⽣き」する持続可能な共創社

会の実現を⽬指し、⽣物多様性の保全を重要な経営課題のひとつと捉え、以下の取り組みを積極

的に⾏います。

⽬的・考え⽅

イトーキグループ⽣物多様性⽅針

基本的な取り組み

⽣物多様性に配慮した製品・サービスを開発・提供します1.

⽣物多様性に配慮した原材料の調達を推進します。2.

環境教育や社会貢献活動などを通して、従業員の⽣物多様性保全の意識の向上に努めます。3.

ステークホルダーとともに⽣物多様性保全活動を推進し、活動内容の情報を発信していきま

す。

4.

遺伝資源に関する国際的な取り決めを踏まえ、公正な利⽤に努めます。5.
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イトーキグループは、森林が⽊材を⽣み出すだけでなく、豊かな⽔や⽣態系を育み、⽣物多様性の保持

や、CO 固定による温暖化防⽌など､地球の環境を⽀える⼤きな役割を担っていると認識しています。⽊

材を製品化する企業として、地域材や国産材などを活⽤した製品の開発・提供へ積極的に取り組んでいま

す。

イトーキは2010年より、⽇本の豊かな森から⽣まれる地域材の活⽤を通じて、森と街を共に「イキイ

キ」とさせるソリューション「Econifa（エコニファ）」を展開しています。これは国内産の⽊材を、デ

ザイン性の⾼い家具や内装として製品化し、オフィスや都市部の空間に取り⼊れるソリューションです。�

森林は適正な伐採や定期的な管理を⾏うことで活性化し、さまざまな⽣物の命を育む場となります。

Econifa事業の推進は、⽊材使⽤によるCO の固定化をはじめ、森林の⽣物多様性の保全や、地域経済の

活性化まで、地球環境保護と社会的課題の解決に対し、多様な側⾯で貢献しています。

Econifaが実現する⾃然の循環

主な取り組みと成果

地域材や国産材などを活⽤した製品・サービス

2

地域材の活⽤を推進

Econifa（エコニファ）

2
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2017年度

44都道府県

Econifa（エコニファ）は、各⾃治体と連携し、各産地の⽊材を使った内装や家具など、新たな⽤途を提

案しています。�

2017年度は浜松市の補助事業を受託し、市内の森林⾯積の40%を占めるFM認証林※から産出される

FSC®認証材を活⽤し、さらに健康増進の付加価値機能を追加したスツールの開発を⾏いました。そのひ

とつが「Promenera（プロメネーラ）」です。�

イトーキでは、カラダとココロの健康増進を促すことを⽬指す「Workcise（ワークサイズ）」を研究・

開発し、企業の健康経営を実現していくプロセスをトータルでサポートしているほか、⾃然と「ワークサ

イズ」が起こるオフィスづくりに適した家具の開発を数多く⾏っています。プロメネーラは、これらのノ

ウハウと、天⻯材による地域活性（地域材活⽤）化を組み合わせて⽣まれました。�

⽊⽬の美しさが際⽴つ座⾯に、天⻯美林を彷彿とさせる脚が伸び、U字とV字を組み合わせたフレームが

床⾯に接地し揺れをつくり出します。規則的な動きが何気ない⾝体の動きを促し、打ち合わせの雰囲気を

良くしたり、カジュアルな会話やアイデアを⽣み出したりします。腰は左右に揺れながらも頭の位置は動

きにくいので、パソコン操作などの机上作業と運動の両⽴が可能です。従来の椅⼦のように筋⾁が⻑時間

動きにくくなる状態を避け、⽇々プロメネーラを利⽤することにより、メタボリックシンドロームや⽣活

習慣病の予防にもつながる可能性のある商品ができました。�

こうした地域の企業と研究機関との協働による地域材の活⽤に、今後も積極的に取り組んでいきます。

Econifaで扱っている地域産材の都道府県数

地域材活⽤の取り組み

FM認証林�

「持続可能な森林経営」の基準に基づいて森林管理と⽣産が⾏われているかどうかを審査・認証する制度、

「FM（Forest�Management）認証」を受けた森林のこと。

※

Promenera（プロメネーラ）
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ウッドデザイン賞2017の受賞

イトーキは、ウッドデザイン賞運営事務局主催の「ウッドデ

ザイン賞2017」において、ハートフルデザイン部⾨で商品

開発本部の拠点「デザイン・ラボ・⽉島」が審査委員⻑賞

（奨励賞）を受賞したほか、昨年に引き続きライフスタイル

デザイン部⾨で４つの作品がウッドデザイン賞を受賞しまし

た。

「ウッドデザイン賞2017」を受賞した1施設4製品

デザイン・ラボ・⽉島�

審査委員⻑賞（奨励賞）受賞

受賞部⾨�

ハートフルデザイン部⾨�

（建築・空間・建材・部材分野）

ロビー家具�

「iVas（アイヴァス）」

受賞部⾨�

ライフスタイルデザイン部⾨（⽊製品）

FSCチェア�「フミスキ」

受賞部⾨�

ライフスタイルデザイン部⾨（⽊製品）

ロビー家具�「エンパティア」

受賞部⾨�

ハートフルデザイン部⾨（⽊製品）
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ウッドデザイン賞については、こちら

多摩産材認証制度とは「多摩産材認証協議会」が、多摩地区で⽣育し、適切に管理された森林から⽣産さ

れた⽊材の産地を証明する制度です。�

イトーキでは、この多摩産材の利⽤拡⼤を図るため、東京都が公募した2011年度から多摩産材の利⽤拡

⼤事業（提案公募型事業）に参画し、現在も積極的に多摩産材を使⽤した製品づくりや利⽤促進を⾏って

います。�

2016年度には「とうきょう森づくり貢献認証制度」に申請し、Econifaの42製品が認証されました。�

この制度は森づくり活動の実施や、多摩産材を利⽤した企業や都⺠等の⽅々に対し、東京の森づくりへの

貢献と、⼆酸化炭素吸収量および⼆酸化炭素固定量を認証し、森づくり活動への参加と多摩産材の利⽤を

より⼀層促進させることを⽬的とした制度です。

ロビー家具�「ソラティオ」

受賞部⾨�

ライフスタイルデザイン部⾨（⽊製品）

多摩産材活⽤家具への取り組み

多摩産材認証マーク

とうきょう森づくり貢献認証制度�認証書
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イトーキは、国産材利⽤の普及啓発を⽬的とする、林野庁の「⽊づかい運動」に参加しています。イトー

キ東京イノベーションセンターSYNQAをはじめ、⽊材利⽤の普及啓発につながる展⽰・講演会を⾏って

います。

やまなし⽔源地ブランドへの取り組み

イトーキは、豊かな森林資源を有し、神奈川県など都市部の⽔源地

でもある⼭梨県早川町と丹波⼭村、そして地元の⺠間団体ととも

に、⽔源林の保全に取り組んでいます。⽊材や地元の資源を活⽤し

た魅⼒ある商品開発のほか、地域活性化につながるイベントの開催

や告知活動を展開しています。

やまなし⽔源地ブランド推進協議会への参画 東京ウッドコレクションに出展

国産材利⽤推進の公的なイニシアチブに参加

地域材利⽤の意義を広め、実需の拡⼤に

つなげるため、国産材利⽤に関する普及

啓発活動の強化を図る趣旨のもと、イト

ーキは林野庁が推進する「⽊づかい運

動」に参加しています。

「⽊づかい運動」で受章した感謝状 宮城県⽊づかい表彰感謝状受賞式

また、東京都港区は、国産⽊材をたくさん使うことが地球温暖防⽌

につながるとして、全国に先駆けて2012年10⽉に「みなとモデル

⼆酸化炭素固定認証制度」を開始しました。これは建物や家具への

国産⽊材の使⽤を促し、その使⽤量に応じたCO 固定量を港区が認

証する制度です。2013年には、テナント向け制度も施⾏されまし

た。イトーキは、認証⽊材を使った製品等を提供できる登録事業者

として、このイニシアチブに参画しています。

2
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イトーキグループは、⾃らが調達する⽊材が、その⽣産地である森林や地域社会に影響を及ぼす可能性が

あることを認識し、イトーキグループ⽊材調達基準を定め、⽣物多様性だけでなく社会的な側⾯にも配慮

した、持続可能な⽊材の調達を推進しています。�

その⼀環として、サプライヤー様にもご協⼒をいただき、イトーキの製品に使⽤されている⽊材の樹種、

形状、取扱量、原産国（地域）などの把握や、調達基準にのっとった調達に努め、その調査の範囲をさら

に拡⼤しています。イトーキグループが2017年度に使⽤した⽊材は、把握している範囲において、パー

チクルボードが47.7%、繊維合板が16.0%、天然⽊（突板・合板・集成材・無垢材）が36.3%でした。

今後も引き続き、⽊材使⽤量・原産国（地域）の把握および原産国（地域）まで遡った⽊材・⽊製品の合

法性・持続可能性の把握に努めます。

間伐材利⽤を推進

「間伐材マーク」は、間伐や間伐材利⽤の重要性の啓発、および間

伐材への関⼼を喚起する⽬的で、全国森林組合連合会が認定を⾏っ

ているマークです。イトーキは、各地域の間伐材の利⽤促進を積極

的に⾏っており、当マークの認定を取得しています。

⽣物多様性に配慮した原材料の調達

持続可能な⽊材の調達を推進

イトーキグループ⽊材調達基準

森林認証材を積極的に採⽤していきます。1.

建築廃材・リサイクル材（間伐材や端材）を積極的に活⽤していきます。2.

輸送負荷の少ない⽊材（国産材・地域材）を採⽤していきます。3.

違法に伐採・⽣産・取引された⽊材は使⽤しません。4.

絶滅が危惧されている樹種の⽊材は使⽤しません。5.

地域社会、労働者の⽣活環境に悪影響を与えている⽊材は使⽤しません。6.
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期間：2017年1⽉〜12⽉末

樹種名 材・形状
利⽤量

（m ）
伐採国・地域

バーチ/カバ 合板・集成材・突板 999 中国・⽇本・ヨーロッパ・アメリカ

アルダー 集成材・無垢材 549 アメリカ・北⽶

キリ 集成材 529 中国

ラワン/メランティ 合板 304 インドネシア・マレーシア・⽇本・フランス

オーク/ナラ 無垢材・集成材・突板 265 北⽶・アメリカ・ロシア・中国・アフリカ・不明

ラバーウッド 集成材・合板 189 タイ・ベトナム

ビーチ/ブナ 無垢材・集成材・合板・突板 149
ヨーロッパ（フランス・クロアチア・ドイツ・フィ

ンランド・ルーマニア・デンマーク）・⽇本・北⽶

ユーカリ 無垢材・合板 88 中国・オーストラリア・ブラジル・ベトナム

パイン/マツ 集成材・合板 45 ベトナム・⽇本

ファルカタ 無垢材・合板 45 インドネシア

SPF（Spruce、

Pine、Firの3種混合)
無垢材 40 ロシア・アメリカ

スギ 無垢材・集成材・合板・突板 35 ⽇本

カポール 無垢材 35 マレーシア

ヒノキ 無垢材・集成材・合板・突板 34 ⽇本

ポプラ 無垢材・集成材・合板 18 中国・アメリカ

ドリアン 無垢材 14 インドネシア・コロンビア・グアテマラ

MLH(南洋雑⽊） 合板 14 インドネシア・マレーシア

LVL 合板 11 中国・マレーシア

シナ 合板 10 マレーシア・中国・⽇本

イトーキグループの⽊材使⽤実績調査

3
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樹種名 材・形状
利⽤量

（m ）
伐採国・地域

ウォールナット 無垢材・集成材・突板 6 アメリカ・ヨーロッパ・不明

アッシュ/タモ 集成材・突板 5 アメリカ・北⽶・中国・ドイツ

ドリアン 無垢材 3 フィリピン

アガチス 合板 3 ソロモン

メープル 無垢材 3 カナダ

その他 無垢材・突板・合板 190 ⽇本･ヨーロッパ・⻄アジア・東南アジア

天然⽊ ⼩計 3,583 �

� パーティクルボード 4,706 ⽇本･ベトナム・アメリカ・ロシア

� 繊維合板 1,580 ⽇本･ベトナム・アメリカ・ロシア

使⽤⽊材 合計 9,869 �

調査対象範囲：

イトーキ各製造部、製造系グループ会社3社※、⽊材使⽤OEM製品のサプライヤー41社と調査先が昨年

より12社増加しました。�

突板の使⽤量は利⽤平⽶数×0.2mm（厚さ）で計算しています。

イトーキはFSC®�･COC認証を取得し、FSC認証製品を販売しています。また、2015年9⽉には、別の国

際的な森林認証ラベルであるPEFC・COC認証を取得しました。�

FSC（Forest�Stewardship�Council®�森林管理協議会）とは、国際的な森林認証制度を⾏う第三者機関

のひとつで、森林環境を適切に保全し、地域の社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な森林管理を

推進することを⽬的としています。�

また、COC認証は、Chain-of-Custodyの略で、加⼯・流通過程の管理の認証です。�

森林認証製品は、適切に管理された森の⽊を使い、家具の材料の調達〜製造〜販売の⽊材のトレーサビリ

ティが確保されている製品です。

FSC®対応可能製品

製造系グループ会社のイトーキ東光製作所は、⽊材を使⽤した製品がないため、調査対象から除外いたしま

した。

※

国際的な森林認証制度 FSC®･COC認証と、PEFC・COC認証を取得
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イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA（東京都中央区）の1Fフロアは、RC（鉄筋コン

クリート構造）建築物のオフィスとしては⽇本で初めてFSC®プロジェクト認証･全体認証を取得

しています。1F内装で使⽤しているすべての⽊材（置き家具を除く）が、FSC®認証材または管

理された⽊材として持続可能な森から産出されたものです。また、伐採、製材、加⼯、流通、施

⼯まですべての⼯程で、徹底して適切に⽊材が取り扱われていたことが証明されています。

FSC®・COC認証

認証登録番号：�SA-COC-002975

認証発⾏⽇�：�2016年10⽉4⽇

有効期限�：�2021年10⽉3⽇

PEFC・COC認証

認証登録番号�：�SAPEFC/COC002975

認証発⾏⽇�：�2016年10⽉4⽇

有効期限�：�2021年10⽉3⽇

モデルケースとしてのイトーキ東京イノベーションセンターSYNQA

（2012年プロジェクト申請受理�／認証登録番号:�SA-PRO-003742）
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イトーキは、地域材の活⽤をテーマにセミナー・講演会・展⽰会への出展などの活動を実施しています。�

2013�年より、イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA（東京都中央区）で「SYNQA�⽊のシンポ

ジウム」を開催するなど、イベントの開催と講演を通じて、⽊材活⽤による環境保全について普及啓発を

⾏っています。�

また、社外主催の講演会での講師や、⼦ども向けや⼀般の⽅向けのイベントなどにも製品やパネル展⽰な

どで参加し、幅広く森林保全のための⽊材利⽤の⼤切さ、⽣物多様性の保全・維持を呼びかけています。

※⼀部2017年前後のイベントも含む

イベント名称 場所 開催⽇ 主催

東京都⽊製品展⽰会�

【WOOD�COLLECTION】

東京ドーム�

プリズムホール
2017/1/19〜20 東京都

岩⼿県産材 販路開拓⽀援セミナー サンセール盛岡 2017/2/7 岩⼿県

福井県建築設計監理協会研修会 福井県⾃治会館 2017/2/22 福井県

こどもエコクラブ�

全国フェスティバル�2017
早稲⽥⼤学 2017/3/19 （公財）⽇本環境協会

⾃治体総合フェア�2017 東京ビッグサイト 2017/5/24〜26 （⼀社）⽇本経営協会

FSCステークホルダーミーティング 新宿ビジネスルーム 2017/6/26 FSCジャパン

ワークスタイル変⾰EXPO 東京ビッグサイト 2017/7/26〜28
リード�エグジビション

ジャパン（株）

霞ヶ関こどもデー 経済産業省 講堂 2017/8/2〜3 経済産業省

「合法性･持続可能性にかかわる事業者認定」に基づく取り組み

イトーキは、2006年のグリーン購⼊法改訂に伴うJOIFA（⽇本オフ

ィス家具協会）の「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定」

を取得しています。これに基づいて、合法性、持続可能性が証明され

た⽊材、⽊材製品の使⽤・販売を推進するため、⽊材の流通・加⼯

ルートの確認や社内体制の⾒直しなど、サプライヤー様のご協⼒を

得ながらグリーン購⼊法適合商品のスパイラルアップを図っていま

す。 JOIFA合法性⽊材事業者認定書

⽣物多様性保全の発信・啓発

2017年に参加した主なイベント
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イベント名称 場所 開催⽇ 主催

イトーキ 家族⾒学会
イトーキ東京イノベーションセ

ンター�SYNQA
2017/8/6 （株）イトーキ

かわさきサイエンスチャレンジ かながわサイエンスパーク 2017/8/5
かわさきサイエンスチ

ャレンジ運営委員会

⼦どもとためす環境まつり 東京都中央区⽴⼩学校 2017/9/23
中央区環境保全ネット

ワーク

企業と社会フォーラム�

「サステナブル・エンタープライズ：企

業の持続性と社会性」

早稲⽥⼤学 2017/9/7

Japan�Forum�of

Business�and

Society

⼩⽜⽥⽀援学校⽊⼯授業
宮城県⽴�

⼩⽜⽥⾼等学園
2017/9/27 （株）イトーキ

東京拘置所矯正展 東京拘置所 2017/9/30 東京拘置所

みなとモデル⽊材製品展⽰会 港区⽴エコプラザ 2017/10/11 東京都 港区

地域材利⽤促進イベント イトーキ�広島オフィスプラザ 2017/10/19〜20 （株）イトーキ

図書館総合展 パシフィコ横浜 2017/11/7〜9
図書館総合展運営委員

会

エコプロダクツ�2017 東京ビッグサイト 2017/12/7〜9
（⼀社）産業環境管理

協会、⽇本経済新聞社

多摩産材利⽤拡⼤フェア2017 新宿NSビル中展⽰ホール 2017/12/12〜13
（公財）東京都農林⽔

産振興財団

⼦どもとためす環境まつり かわさきサイエンスチャレンジ 宮城県グリーン購⼊セミナー
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イトーキは、2010年より東京都「中央区の森」に区内の企業として、継続して間伐に協⼒しています

（環境保全・美化への貢献参照）。また、2015年から創業の地である⼤阪にて、⼤阪府アドプトフォレ

スト制度を活⽤した「イトーキの森」の間伐活動を推進しており、2017年12⽉2⽇には29名の社員が参

加して、間伐、枝打ち等の作業を⾏いました。

2017年度も継続して、Econifaの活動による適切に管理された国産材の利⽤促進、FSC®認証材の積極的

な活⽤などを通じて、⽣物多様性に配慮した製品の開発を実施しています。その取り組みが評価され、4

つの作品でウッドデザイン賞を昨年に引き続き受賞しました。

また、⽣物多様性に配慮した⽊材原料の調達、特に違法に伐採された⽊材や絶滅危惧種の使⽤の防⽌につ

いても、引き続き推進しています。2014年度から取り組んでいる、イトーキの製品に使⽤している⽊材

の樹種、材形状、取扱量、原産国・地域等の把握については、対象とする製品の範囲を拡⼤。調査に協⼒

いただいている取引先は、昨年より12社増えて合計41社となりました、今後は伐採にあたり、原⽊の⽣

産された国または地域における森林に関する法令に照らして、⼿続が適切であるかの確認作業を推進して

いきます。

新⼊社員研修や中途⼊社社員研修､社員参加の間伐ツアーを通して、環境教育を実施しました。また、イ

トーキ社員やその家族向け「家族⾒学会」や社外イベントの「かわさきサイエンスチャレンジ」「こども

とためす環境まつり」等で実施した間伐体験や森林保全教育等を実施しました、引続きこれらの活動を通

じて⽣物多様性の保全の意義を広めていきます。

これからも、イトーキグループの強みと事業特性を踏まえながら、事業を通して⽣物多様性への取り組み

を進めていきます。

森林保全活動

間伐等活動写真

2017年度の成果と今後の展望
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環境パフォーマンス

イトーキグループは、環境パフォーマンスを測定・管理するにあたり、総量とともに原単位にも注⽬し、

より環境負荷が⼩さく、より効率的な事業活動に向けた継続的改善に努めています。

CO 排出量と売上⾼原単位の推移

⽬的・考え⽅

主な取り組みと成果

主な環境パフォーマンスデータ

2
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PRTR報告対象物質取扱量と⽣産⾼原単位の推移

廃棄物等総排出量と⽣産⾼原単位の推移

焼却・埋め⽴て処分量とリサイクル率の推移
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⽔使⽤量と⽣産⾼原単位の推移

「PRTR法届出対象物質取扱量」は、年間1t以上取り扱うPRTR法届出対象物質の合算値です。

廃棄物の2013、2014年の総排出量および再⽣利⽤・熱回収量は、⽯膏ボードの計上漏れがあったた

め、上記2年分の数値を昨年度に開⽰したものから修正いたしました（2013年は646.5t、2014年は

616.2tをそれぞれ追加）。

集計範囲について

（株）イトーキ、イトーキグループ国内製造系4社（伊藤喜オールスチール（株）、富⼠リビング⼯業

（株）、イトーキ東光製作所、イトーキマルイ⼯業（株））。

2014年度から、諾浩家具（中国）有限公司�Novo�Workstyle�(CHINA)�Co.,�Ltd.を集計範囲に加えました。

「エコオフィスサイト」とは、⼯場・物流サイト以外の事業所（主にオフィス）を指します。

原単位について

⽣産⾼原単位：環境負荷量の⼯場合計�実績�÷�⼯場⽣産⾼（百万円）で算出しています。

売上⾼原単位：環境負荷量のグループ合計�÷�グループ売上⾼（百万円）で算出しています。

その他

数値の修正について
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画像をクリックするとPDFがご覧いただけます。

各拠点別の2017年度個別実績

関⻄⼯場

寝屋川製造部 滋賀第1製造部 滋賀第2製造部

関東⼯場

千葉製造部

設備機器事業本部

スチール棚製造課（京都） 電⼦製造課（滋賀）
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測定対象および算出根拠については、環境⽬標と2017年度の実績�のページを参照下さい。

関係⼦会社

伊藤喜オールスチール

（株）

富⼠リビング⼯業（株） （株）イトーキ東光製作所

イトーキマルイ⼯業（株） 諾浩家具（中国）有限公司

Novo�Workstyle�(CHINA)

Co.,�Ltd.

環境⽬標と2017年度の実績「測定対象と算出⽅法」
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環境会計

イトーキは、より効率的・効果的な環境経営を実現するために、環境保全活動への⽀出とその効果を定量

的に把握・分析しています。

イトーキでは、より効率の⾼い環境保全活動を進めていくための指標として、環境活動にかかる投資額、

費⽤額とその効果を集計しています。�

2014年より国内⾮製造系グループ会社8社を集計範囲に含め、2015年以降は、国内製造系グループ会社

4社を新たに含めました。�

イトーキ単体とイトーキグループ全体の投資額、費⽤額を分けて掲載しています。

2017年のイトーキグループ全体の投資額は179,751千円、イトーキ単体投資額は115,271千円で、

2016年より増加しています。主な投資は、省エネタイプの照明への変更、塗装ラインの更新等です。�

また、イトーキグループ全体の費⽤額は780,041千円、イトーキ単体費⽤額は470,600千円で、2016年

より減少しています。主な理由としては、ソリューション提案に係わる諸経費の減少、カタログ・納⼊事

例集の制作を⾏わなかったこと等が挙げられます。

⽬的・考え⽅

主な取り組みと成果

2017年度環境会計報告

環境保全への⽀出
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（単位：千円）

分類 主な取組み

イトーキ単体
イトーキグループ全

体

投資額 費⽤額 投資額 費⽤額

事業エリア内コスト - 68,162 208,408 132,642 490,307

�

公害防⽌コスト 塗装Ａラインサイクロン化 43,569 63,900 43,569 81,386

地球環境保全コスト ⼯場の照明を省エネタイプへ更新 21,593 106,449 21,593 108,375

資源循環コスト
⼀般廃棄物と産業廃棄物の減量化、リサイ

クル、梱包機械の更新
3,000 38,059 67,480 300,546

上･下流コスト

廃棄物処理業者視察、グループ会社環境

ISO活動指導、使⽤済み製品の運搬、リサ

イクル、処理費⽤

0 775 0 16,940

管理活動コスト

環境ISOの維持管理活動、環境ラベルの取

得、展⽰会出展などによる情報開⽰、環境

パフォーマンス等の監視、事業所内の緑

化、レンタル資産減価償却費、CSRコンサ

ル費⽤

0 199,303 0 210,556

研究開発活動コスト
環境負荷の低減に貢献する製品の設計・開

発、新素材の研究・開発
47,109 61,655 47,109 61,779

社会活動コスト
ユニバーサルデザイン、環境関連団体への

参画、社会貢献活動の実施
0 459 0 459

環境損傷対応コスト - 0 0 0 0

合計 115,271 470,600 179,751 780,041

イトーキおよび国内製造系グループ4社（（株）イトーキ東光製作所、イトーキマルイ⼯業（株）、富⼠

リビング⼯業（株）、伊藤喜オールスチール（株））、国内⾮製造系グループ会社7社（（株）イトーキ

マーケットスペース、（株）イトーキエンジニアリングサービス、（株）シマソービ、（株）イトーキ北

海道、三幸ファシリティーズ（株）、（株）エフエム・スタッフ、（株）イトーキシェアードバリュー）

2017年1⽉1⽇〜12⽉31⽇

環境保全コスト

集計範囲

2015年にグループ会社の合併があり、現在は⾮製造系グループ会社は7社となります。※

集計期間
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環境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」

照明リニューアル等による運⽤改善等により、グループ全体のCO 排出量は前年度⽐765t-CO を削減し

ました。�

グループ全体の廃棄物総排出量は前年度⽐1642tの削減、グループ全体の廃棄物焼却・埋⽴処分量も前述

どおり267tを削減しています。達成要因はイトーキ関⻄⼯場寝屋川製造部のBOXパレット、グループ会

社である伊藤喜オールスチール（株）の⽊屑の有価物化等が挙げられます。今後もさらなる削減に向けて

活動を進めていきます。

項⽬

イトーキ単体 イトーキグループ 前年度⽐

集計範囲
2016�
年度

2017
年度

2016
年度

2017
年度

イトー
キ�
単体

イトー
キグル
ープ

PRTR法届出対象物質�取扱

量（t）
51 45 - 103 -6 - イトーキ単体

NOX排出量（kg） 7,303 6,087 - 6,087 -7,297 - イトーキ単体

SOX排出量（kg） 1 0 - 0 -0.62 - イトーキ単体

CO₂排出量（t-CO₂） 18,996 18,537 22,701 22,540 -458 -161 イトーキ+9社

廃棄物総排出量（t） 5,546 5,438 10,565 8,923 -108 -1,642 イトーキ+9社

廃棄物焼却・埋⽴処分量

（t）
33.4 21.8 503 237 -12 -267 イトーキ+9社

産業廃棄物リサイクル率 99.4% 99.6% 94.8% 97.8% 0 0 イトーキ+9社

事業系⼀般廃棄物リサイク

ル率
99.5% 99.1% 98.2% 98.1% 0 0 イトーキ+9社

エコマーク登録商品数 14 14 - - 0 - イトーキ単体

参考にしたガイドライン

集計の考え⽅

環境活動以外の内容を含んでいる投資・費⽤は、環境活動に係わる割合を�適切に按分して算出

研究開発活動コストは、当社「環境アセスメントガイドライン」の基準にのっとり、開発テーマ毎に環境に係

わる割合を適切に按分して算出

環境配慮製品の計上は、環境配慮製品と⾮配慮製品との価格差が⼤きいハイブリッド⾞のみ差額を計上

環境保全効果

2 2
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「イトーキ+9」：イトーキおよび国内製造系グループ会社4社､国内⾮製造系グループ会社5社（（株）

イトーキシェアードバリュー、（株）エフエム・スタッフはイトーキビル内に在籍しており、CO 排出

量、廃棄物排出量はイトーキとしてカウントしているため除く）

2017年1⽉1⽇〜12⽉31⽇

集計範囲

2

集計期間

過去の環境会計報告

2016年度実績 2015年度実績 2014年度実績

2013年度実績 2012年度実績 2011年度実績

2010年度実績 2009年度実績 2008年度実績

2007年度実績 2006年度実績
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https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/investing/pdf/2016k.pdf
https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/investing/pdf/2015k.pdf
https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/investing/pdf/2014k.pdf
https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/investing/pdf/2013k.pdf
https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/investing/pdf/2012k.pdf
https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/investing/pdf/2011k.pdf
https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/investing/pdf/2010k.pdf
https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/investing/pdf/2009k.pdf
https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/investing/pdf/2008k.pdf
https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/investing/pdf/2007k.pdf
https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/investing/pdf/2006k.pdf



