
地球環境問題を最重要課題であると認識し、企業活動のすべての領域
で地球環境への負荷の低減を図っています。

環境マネジメント

環境目標を明確に定め、PDCAサイクルで効果的に運営し、中期環境
計画の達成に取り組みます。

環境目標と2020年度の実績

気候変動への対応を重要な経営課題の一つと捉え、TCFDの提言に基
づき対応状況を開示していきます。

気候変動への対応
（TCFD提言に沿った開示） 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

インの融合によるものづくりを進めています。

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CO₂排出量のさらなる削減を進めていま
す。

地球温暖化防止

製品の製造にかかわる原材料、水、梱包材などすべての資源を有効に
利用し、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。

資源の有効活用

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
小化と適正な管理情報開示に努めています。

化学物質の管理・削減

製品に適用される法規制等の最新情報をチェックし、法規制等の社内
規程を設けて順守状況を確認しています。

環境に関する法規制等の順守

E（環境）
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「人も活き活き、地球も生き生き」する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一つと捉えています。

生物多様性の保全・維持

アウトプットの絶対値のみならず、生産原単位における環境パフォー
マンスの継続的な向上を目指しています。

環境パフォーマンス

より効率の高い環境保全活動を進めていくため、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。

環境会計
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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「イトーキグループ環境
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

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

イトーキは、グループ一体となった環境活動実践のため経営トップコ
ミットメントによる環境経営を推進しています。また、グループ環境方
針実現のためISO14001に基づいた環境マネジメントシステム（EMS）
を構築し、グループ全体の環境マネジメントサイクル（大きいPDCA）
と、拠点・事業ごとの環境マネジメントサイクル（個別のPDCA）を連
動させることで、全社員が参加する環境活動を行っています。
拠点・事業の環境マネジメントシステムは、全社監査により全社環境
方針および全社環境目標の実施状況を検証し、改善を行うとともに、

対する改善機会を特定することで環境コンプライアンスの維持、向
上、更なる環境リスク低減等の活動に役立てています。

環境マネジメント
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イトーキグループは、環境経営の活動水準向上のために、2019年度に環境パフォーマンス管理システムを更新し、ICTによる環境マネジメント
ツールの活用を推進しています。
環境パフォーマンス管理システム「ECOTRACK」を最大限活用、イトーキグループの海外含む各拠点の環境パフォーマンス情報を収集し、計画、

イトーキは、1999年11月の認証取得以来ISO14001に基づく環境マネジメントシステムにより製造から販売まで一貫した環境保全活動推
進や環境コンプライアンスのため継続的な改善を実施しています。
またその認証範囲もグループ内に拡大し、イトーキグループ一体となって主体的に関与し、環境活動を展開しています。
活動の結果については経営トップと共有し計画と実績を社内外に公表しています。

ISO14001取得社数

16社

※2020年12月31日現在

イトーキグループは、あらゆる環境活動の指針となる「イトーキグループ環境方針」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「イトーキグループ環境方針」と「行動指針」は、イトーキグループ全体で共有しています。

ICTを活用した環境経営水準の向上

ISO14001統合認証

イトーキグループにおけるISO14001取得状況

ISO14001取得子会社

統合認証取得：（12社）

国内製造系グループ会社（4社）
伊藤喜オールスチール㈱ 、イトーキマルイ工業㈱、㈱イトーキ東光製作所、富士リビング工業㈱

国内非製造系グループ会社（8社）
㈱イトーキシェアードバリュー、㈱イトーキマーケットスペース、㈱イトーキエンジニアリングサービス、㈱イトーキ北海道、㈱
シマソービ、㈱エフエム・スタッフ、三幸ファシリティーズ㈱、新日本システック㈱

単独認証取得（4社）

国内製造系グループ会社（2社）
㈱ダルトン（㈱ダルトン工芸センター）、㈱ムトーセーフ

海外製造系グループ会社（2社）
Novo Workstyle Co.,Ltd、Tarkus Interiors Pte Ltd

環境方針
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イトーキグループは、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、地球環
境問題が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。

イトーキグループでは、「イトーキグループ環境方針」に基づき、2030年にCO 排出量2013年比マイナス30％等目標を掲げ、具体的な行動計画と
して「中期環境計画」を策定しております。
2019年、2019年～2021年の中期環境計画を策定しましたが、新中期経営計画「RISE ITOKI 2023」策定に伴い、経営との連動性確保の観点から計
画年度を合わせ、2021年～2023年の3ヶ年新「中期環境計画」をスタートさせました。
環境方針に掲げる限りある資源の有効活用と生物多様性の保全および地球環境への負荷低減を一層推進することで、持続可能な社会の実現にこれ
からも貢献してまいります。

詳しくはこちら

イトーキグループは、持続可能な循環型社会への貢献を目指し、「中期環境計画」を策定しております。2020年度は、現中期計画の2年目として目
標の達成に向けて活動を展開いたしました。
また、2021年度は新中期経営計画初年度であり、中期環境計画を経営と連動させることを目的に、2021年を期首とした見直しを行い、新中期環
境計画を策定いたしました。今後とも持続可能な循環型社会実現に向けて引き続き貢献してまいります。

イトーキグループ環境方針

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、環境配慮型製品の開発・設計を推
進しています。

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.

長期環境計画

2

TCFDへの賛同

イトーキグループは気候変動への対応を重要な経営課題の一つと捉
え、2020年6月、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」
の提言へ賛同を表明しました。TCFDの提言に基づき、気候変動が事業
にもたらすリスクおよび機会を分析し開示するとともに、KPIと連動し
て気候変動への対応を進めていきます。

中期環境計画

マテリアリティ視点で環境保全活動を展開

20

https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/climate.html


全社環境目的 目標 2021年目標 2022年目標 2023年目標

地球温暖化の
防止

サプライチェーン排出量(Scope1+2+3)
CO 排出量の削減

2013年比7％削減 2013年比9％削減 2013年比12％削減

Scope1+2 CO 排出量の削減 2013年比21％削減 2013年比21％削減 2013年比33％削減

Scope1
事業活動による直接排出
CO 排出量（燃料）の削減

2013年比12％削減 2013年比13％削減 2013年比14％削減

Scope2
事業活動による間接排出
CO 排出量（電気）の削減

2025年までにイトーキ単体工場の再生可能エネルギー化100％

Scope3-4
CO 排出量（輸送、配送）の削減

2013年比2%削減 2013年比3%削減 2013年比4%削減

生物多様性の
保全

環境配慮製品の開発、設計、販促
製品アセスメントの実施による環境配慮型製品の向上

環境配慮型製品の販売促進

資源の
有効活用

産業廃棄物の削減
前年比1％削減
（原単位）

前年比1％削減
（原単位）

前年比1％削減
（原単位）

産業廃棄物のリサイクル促進
産廃リサイクル率
99.5％以上

産廃リサイクル率
99.5％以上

産廃リサイクル率
99.5％以上

一般廃棄物の削減
前年比1％削減
（原単位）

前年比1％削減
（原単位）

前年比1％削減
（原単位）

一般廃棄物リサイクル率
前年比1％削減
（原単位）

前年比1％削減
（原単位）

前年比1％削減
（原単位）

水使用量の削減
前年比1％削減
（原単位）

前年比1％削減
（原単位）

前年比1％削減
（原単位）

有害化学物質の
管理・削減

PRTR制度対象化学物質使用量の削減
2015年比6％削減
（原単位）

2015年比7％削減
（原単位）

2015年比8％削減
（原単位）

汚染防止 排水基準（自主規制値含む）の順守 排水基準（自主規制値含む）の順守

イトーキグループは、「イトーキグループ環境方針」に基づき環境保全活動推進体制として、グループ会社を含む経営組織に準じた、担当取締役
を全社環境管理責任者とする環境マネジメントシステム組織（EMS組織）を構築しています。

結果は、各本部及び各グループ環境管理責任者・事務局会議にて情報共有しています。
生産部門及び製造系グループ会社については定期的に情報共有の会議を実施し目標および施策の共有を行っています。

環境保全推進体制図

中期環境計画（2021～2023年）

2

2

2

2

2

今年度よりCO 排出量データについてサプライチェーン排出量（Scope1+2+3）の数値にて公表しています。※ 2

推進体制

21



イトーキグループでは、環境マネジメントシステム（以下EMSという）の、ISO14001規格要求事項への適合性、維持管理状況の適切性を検証
し、且つ、経営層に監査情報を提供し改善の機会を特定することを目的とし、「本部内監査」及び「全社監査」の2本立てで内部環境監査を実施
しています。
「本部内監査」では、各本部等の環境活動EMS PDCA実施状況
について監査を実施しています。
「全社監査」では、全社目標に対して各本部及び各グループ会社のパフォーマンス達成度やマネジメントレビューの実施状況等、全社のPDCA実
施状況について監査を実施しています。
有効な監査を実施するため、内部監査員の力量確保と知識向上を目的としてレベル別内部監査員研修を実施しています。外部機関による新任研修
を実施するとともに、EMS内部監査員資格保有者による、より具体的なレベルアップ研修を実施しています。

イトーキグループは、環境保全活動による成果の客観性を保つため、外部審査機関による審査、認証制度を導入しています。 2020年度については
コロナ禍における感染予防対策の観点からリモートによる審査も一部導入し実施しました。2020年度外部審査機関による審査では、B所見2件、O
所見53件、G所見64件という結果でした。B所見、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。

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実施しています。
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

環境監査

内部環境監査

内部監査員新任研修 内部監査員レベルアップ研修

外部審査会社による審査

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

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の実施や力量評価シートにて、力量評価を実施しています。また、環境活動をより充実させていくために、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。
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教育区分 教育科目 教育目的 受講対象者

一般教育

新入社員研修 新入社員

中途入社社員研修 中途入社社員

昇格候補者研修
（昇格試験問題にて代用）

階層に応じた環境活動の理解 昇格候補者

自覚の教育
（グループ会社含む）

企業活動における地球環境問題の位置づけと重要性、SDGsの理解、
イトーキのCSR・環境活動概要の理解。イトーキ社員としての
CSR・環境・調達方針、EMSの継続的改善の重要性の理解

全要員

専門教育
（力量評価を行う教

育）

廃棄物処理法教育
（グループ会社含む）

営業部門、営業系グ
ループ会社

化学物質管理教育

化学物質に関する知識、力量の習得

化学物質管理担当者

グリーン購入法、クリー
ンウッド法教育

クリーンウッド法に関する知識の習得

開発、調達部門担当者

内部環境監査員新任教育
（グループ会社含む）

内部監査員候補者

内部環境監査員レベル
アップ教育
（グループ会社含む）

内部監査員

エネルギー管理講習
（ビル・オフィス、関係工

場、特定荷主）

省エネ法及びエネルギー管理知識を取得
関係部門
CSR推進部
事業所内1人

法規制等順守評価教育
各本部等でどの法規制が該当するかの判断及び、該当する法規制等
を順守しているかどうか評価が出来る力量を取得する。

法規制等順守評価担当
者
（主に環境事務局）

著しい環境影響の原因と
なる可能性をもつ作業の
手順書教育

著しい環境影響の原因となる可能性をもつ作業の環境リスクの重大
性を理解すると共に、緊急事態発生時の対応に必要な知識、力量を
習得する。

手順関係者

2020年に実施した環境教育プログラム

企業活動における地球環境問題の位置づけと重要性、SDGsの理
解、イトーキのCSR・環境活動概要の理解。イトーキ社員として
のCSR・環境・調達方針、法規制等、EMSの継続的改善の重要性
の理解。

イトーキの環境活動の概要の理解。

SDGsの理解、イトーキのCSR・環境活動概要の理解。イトーキ
社員としてのCSR・環境・調達方針、EMSの継続的改善の重要性
の理解。

廃棄物処理法契約書締結業務の理解（契約書の確認、委託先視察
評価、廃棄物データシート（WDS）の理解）

契約書締結業務の理解と力量の取得

化学物質ガイドライン

SDS記載内容の理解（PRTR法、VOC、安衛法、対象物質含有
量、消化方法）

クリーンウッド法の理解（合法木材使用、伐採証明書の取得）

グリーン購入法との違い

ISO14001規格要求事項の理解

内部監査プログラム記載「監査方針」「監査の目的・重点」に合
致した監査に必要な新任監査員力量の確保

内部監査員リーダー育成

内部監査プログラム記載「監査方針」「監査の目的・重点」に合
致した監査に必要な監査員力量の向上
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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/組織に跨る問題をプロジェクトで解
決するPDCAも構築しています。

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、管理職と現場担当者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、現場担当者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。
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おり、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。

2010年より本格的にTPS活動の取り組みを開始し、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。

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 関連法規制等の教育

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

自主研活動（自主研究活動）

※

4M
4つ（人、材料、設備、方法）の要因

※
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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Novo Workstyle Co., Ltd.では、2012年にISO14001の認証を取得し、現
地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。
海外含めたイトーキグループの生産工場を中心に実施している管理ボード・改善ボードでの問題点、課題の共有、重点6分野（「安全」「環境」
「品質」「生産」「原価」「人材育成」）のＴＰＳ活動により、生産プロセスの総合的改善に努めています。
これまで粉体塗装設備導入､照明LED化、材料の無駄削減、薬剤や溶接に用いるガス使用量削減、汚泥乾燥による減容化処理、薬品変更（リンフ
リー化）、ボイラーを高効率機種へ更新、低窒素化改造、焼付乾燥炉におけるVOCs吸収装置の導入など、さまざまな環境配慮に努めてまいりま
した。
近年中国では、様々な法規制改定に伴う環境対策の強化が行われています。Novo Workstyle Co., Ltd.では、法規制等改定情報を事前に入手すると
ともに、規制基準を遵守するために様々な設備投資と改善を実施しています。
2020年は、ボイラーから排出される酸化窒素（NOx）の低窒素化を目指し設備改良を行いました。新基準50mg/㎥に対して実績28mg/㎥となりま
した。今後とも引き続き監視測定を継続し規制を遵守するとともに環境に配慮した生産を行ってまいります。

会長視察（滋賀第1製造部） 平井社長による工場点検会（スチール棚製造課）

中国の生産拠点における環境マネジメント

中国での大気汚染物質排出基準と実績（ボイラー）

　 基準 実績

改修前 （旧基準）150mg/㎥ 142mg/㎥

改修後 （新基準）50mg/㎥ 28mg/㎥

統合的・横断的な活動を推進する重層的なPDCA
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汚染物質項目 排出制限 特別排出制限 制限値 排出測定位置

NMHC
（非メタン炭化水素）

10mg/㎥ 6mg/㎥ 測定位置1時間の平均濃度
工場建屋の外に測定位置を設置

30mg/㎥ 20mg/㎥ 測定位置随時の1回の濃度

「揮発性有機化合物の排出規制基準」工場内VOCs排出測定制限値の内容

中国江蘇省生態環境庁排出規制による規制値※

来期は、「揮発性有機化合物の排出規制基準」改定に伴い、塗装ラインの焼付乾燥炉におけるVOCs吸収装置の導入による削減を計画的に実行してまいります。※
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イトーキグループは、中長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。2019～2021年度の目標は、
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まいります。
尚、2021年度につきましては、中期経営計画との連動の観点から、計画を見直し、2021年を期首とする中期環境計画を策定いたしました。
これにより持続可能な循環型社会の実現に向け、引き続き活動を展開してまいります。

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）

環境目標と2020年度の実績
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★★★ 100%以上  ★★ 80%以上100%未満 ★ 80%未満

全社環境目的 目標 実績
達成
状況

地球温暖化
の防止

サプライチェーン排出量（Scope1+2+3）
CO 排出量の削減

2013年比3.5％削減

★★★

Scope1+2 CO 排出量の削減 2013年比23.9％削減

Scope1
事業活動による直接排出
CO 排出量（燃料）の削減

2013年比12.7％削減

Scope2
事業活動による間接排出
CO 排出量（電気）の削減

2013年比28.4％削減

Scope3-4
CO 排出量（輸送、配送）の削減

2013年比10.2%削減

生物多様性の
保全

環境配慮に関する製品や
サービスの拡充と販売促進

製品アセスメントの実施
グリーンガード商品の販売

★★★

資源の
有効活用

産業廃棄物の削減 前年度比1％削減
（原単位）

前年度比 15.2%削減
（原単位）

★★★

産業廃棄物リサイクル率 99.5％以上 リサイクル率 98.5% ★★

一般廃棄物の削減 前年度比1％削減
（原単位）

前年度比 10.7%削減
（原単位）

★★★

一般廃棄物リサイクル率80％以上 リサイクル率 98.9% ★★★

水使用量の削減 前年度比1％削減
（原単位）

前年度比 15.7%削減
（原単位）

★★★

有害化学物質の
管理・削減

PRTR制度対象化学物質使用量の削減
2015年比5％削減（原単位）

2015年比 32.9%削減
（原単位）

★★★

SDS一覧管理の実施100% SDS一覧管理の実施100% ★★★

汚染防止 排水基準（自主規制値含む）の順守 順守率100％ ★★★

目標と実績

中期環境計画 全社環境目的・目標と実績

2

2

2

2

2

2020年度よりCO2排出量データについてサプライチェーン排出量（SCOPE1+2+3）の数値にて公表しています。※
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2019年度実績

過去の中期環境計画 全社環境目的・目標と実績

2018年度実績 2017年度実績 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

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。

以下の事業所が集計範囲です。
イトーキ、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（8社）、海外製造系グループ会社（1社）

2009年度実績 2008年度実績 2007年度実績

2006年度実績

マテリアルバランス

インプットとアウトプット（2020年度）

集計範囲

廃棄物等総排出量（有価物含む）と水域への排出量については、海外製造系グループ会社1社は含まれていません。※
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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 排出量の算定については、「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）」の「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数」に基
づく値を採用しています。電力のCO 排出係数については、国内は各年度の「電気事業者別排出係数」の値を、海外はIEAの国別係数の値を採用し
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
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イトーキグループは気候変動への対応を重要な経営課題の一つと捉え、2020年6月、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」の提言へ
賛同を表明しました。TCFDの提言に基づき、気候変動が事業にもたらすリスクおよび機会を以下の通り分析しております。

イトーキグループは、気候変動にかかる移行リスク及び物理的リスクを検討し、事業戦略を検討する際のツールとして、TCFD提言のシナリオ分
析等を活用しています。

リスクと機会の項目
気候関連のリスクと機会が組織の
事業、戦略、財務計画に及ぼす影響

リスク・機会の
高まる時間軸

インパクト

移
行
リ
ス
ク

政
策
・
法
規
制

炭素税の導入

中期
(2030年)

＋＋

省エネ法違反リスク増加 ＋＋

技
術

製品の環境基準の厳格化

中期
(2030年)

＋＋

研究開発の遅れ、競合の激化 ＋＋

市
場

既存市場の縮小

長期
(2050年)

＋＋

売上減による環境配慮製品の製造中止 ＋＋＋

評
判

CO 排出量の増加

中期
(2030年)

＋＋＋

省エネ法CO排出削減目標未達成 ＋＋＋

TCFDへの取り組み

戦略

気候変動関連のリスクと機会

炭素税の対象とならない素材の導入

炭素税の対象とならない製品開発

生産拠点における再生可能エネルギーの導入

生産設備の更なる省エネルギー化

循環型の素材の導入

化学物質の削減

ライフサイクルの長い製品の開発

部品交換の容易な製品開発

耐久性の高い素地の導入

新たな市場の開拓

サブスクリプションなどの新たな販路の開拓

2
生産拠点における再生可能エネルギーの導入

生産設備の更なる省エネルギー化

生産拠点における再生可能エネルギーの導入

生産設備の更なる省エネルギー化

気候変動への対応
（TCFD提言に沿った開示）
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リスクと機会の項目
気候関連のリスクと機会が組織の
事業、戦略、財務計画に及ぼす影響

リスク・機会の
高まる時間軸

インパクト

既存原料への環境負荷に対するレピュテーション・規制拡大による対応
コスト増加

＋＋

物
理
的
リ
ス
ク

移
行
リ
ス
ク

急
性

評
判

ゲリラ豪雨等異常気象の頻発化、大型化による部品未入荷での操業停
止、サプライチェーンの断絶

長期
(2050年)

＋＋

台風の大型化等による事業拠点の被災 ＋＋＋

慢
性

気象条件の変化による自然由来原料の生産量、生産適地の変化
長期
(2050年)

＋＋

気温上昇による作業能率・生産性の低下 ＋＋

機
会

資
源
効
率
性

リサイクル率の高い製品の開発
中期
(2030年)

＋＋＋

エ
ネ
ル
ギ

RE100等積極的な取り組みのアピールによるイメージアップ

中期
(2030年)

＋＋

CO 排出量の削減・物流費削減 ＋＋＋

エネルギー効率の良い製品の開発 ＋＋＋

製
品
・
サ

ビ
ス

環境順応した代替材料の開発

長期
(2050年)

＋＋

平均気温の上昇に適応した製品・サービスの売上増加 ＋＋

市
場

環境配慮型製品需要の獲得

長期
(2050年)

＋＋

CO 排出削減への貢献が評価され、企業ブランドのイメージアップ ＋＋

エコプロダクト等サステナブル製品の販売機会の拡大 ＋＋

レ
ジ
リ
エ
ン
ス

サプライチェーンレジリエンスの取り組みにより他社との優位性の確保

長期
(2050年)

＋

事業ポートフォリオの多様化、変革、他業界との連携体制の構築による
事業機会拡大

＋＋

より環境負荷の少ない素材への変更

原料のトレーサビリティ掌握

生産設備における風水害ハザードマップの作製

生産施設における洪水対策の実施

生産設備における風水害ハザードマップの作製

生産施設における洪水対策の実施

原料のトレーサビリティの掌握

気温上昇による木材等への影響確認

生産拠点における猛暑対策

廃棄物の少ない製品開発

分別回収しやすい製品開発

リサイクルしやすい素材の採用

2030年CO 削減目標の見直し2

2050年CO 排出0目標の設定2

RE100宣言の実施

SBTによる科学的裏付け

2
配送車両のCO 排出削減2

物流距離見直しによるCO 削減2

生産におけるエネルギー消費の少ない製品の開発

部品点数の少ない商品の開発

環境負荷の少ない独自素材の開発

気温上昇に伴う働き方の変化に対応した製品の開
発

再生素材等を使用した環境配慮型製品の開発

2

2030年CO 削減目標の見直し2

2050年CO 排出0目標の設定2

RE100宣言の実施

SBTによる科学的裏付け

サステナブルな商品展開

エコをキーワードにしたソリューションの展開

コストだけでない多方面からのサプライチェーン
の見直し

環境負荷低減を基軸とした事業計画の作成

サステナブルな経営戦略

中期
(2030年)
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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。イトーキグループは、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。

環境配慮型商品の開発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。

目的・考え方

2

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

Udプロダクト指針 Ecoプロダクト指針

人と地球をイキイキさせる、ものづくり・空間づくり

33



の肘部と背もたれに搭載した機構により、スムーズなロッキングを実現。前傾・直立・後傾・ストレッチ姿勢に自在に対応するだけでなく、背の
動きに追従するように三次元形状のシートがスライドすることで、手動操作なしで、座る人を自然と正しいシートポジションに導きます。また、

グライクな姿からは、想像もつかない多彩な機能を搭載しています。
またエグゼクティブチェアのレオニスは、頻繁に操作を行う座面の高さ調整と、背もたれのロッキング固定はチェア肘下にレバーを設けること
で、無理な姿勢や、座面下をのぞき込んでレバーを探す必要もなく、簡単に手元で操作可能です。また身体を後傾したときにヘッドサポートが肩
甲骨から上を垂直に保ち、スマートフォンの操作やモニターを閲覧する際もしっかりと上半身をサポートします。
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。

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。また、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し、省資源に貢献しています。さらに、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、アクトチェア、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、「ひとつの製品を長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「長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、長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。

vertebra03
エグゼクティブチェア レオニス

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

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。
例えば人間工学に裏付けされたその画期的な座り心地で高い評価を得てきた“Vertebra”の新シリーズ “vertebra03”は背と座が自然と動き、どんな
姿勢でも座る人の身体に優しくフィット。「人間優先のオフィスチェア」という機能コンセプトを、さらに推し進めました。一体化したフレーム

Udプロダクト設計
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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。

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

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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イトーキのチェアと折りたたみテーブルの一部機種には、ポリジン加工が施された布地やメラミ
ン化粧板を採用しています。ポリジン加工は、スウェーデンで生まれた、環境にやさしい再生銀
から作られる銀イオン（Ag＋）による抗菌防臭テクノロジーです。
このポリジン加工を布地やメラミン化粧板に施すことで、ニオイの原因バクテリアを99%以上制
菌しニオイの発生元をカットします。素材そのものに抗菌防臭加工が施されているため、その効
果は半永久的に持続します。またポリジンの銀イオンはバクテリアのみに作用するので、肌にや
さしく安全です。
また同じく銀イオンベースとしたバイラルオフ加工は繊維状の特定ウイルスを2時間以内に99％
減少させる加工技術です。
バイラルオフ加工されることによって、抗菌・防臭効果に加えて、繊維製品を媒介とした感染リ
スクの低減に役立ちます。
この度、 2020年12月発売「ViralOff」加工張地対応オフィスチェア5製品において、 張地におけ
る新型コロナウイルスの原因ウイルスであるSARS-CoV-2に対する効果が検査機関での試験にて
証明されました。
(ISO 18184:2019の試験方法に基づき2時間で99%減少)
「ViralOff」加工技術を施した家具として、 世界初となります。

人にも環境にもやさしい持続可能な素材を採用することで、製品をロングライフ化することを通
じ、SDGsへの貢献を継続してまいります。

ポリジン

バイラルオフ

バイラルオフを張地に採用したノートチェア ポリジンをメラミン天板に採用したレスパス

座張地等へのポリジン使用
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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

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。
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。
クレアパートのガラス引き戸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。

クレアパート

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

DZテーブルは、再生効率の良いアルミを脚部に使用 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

リサイクル

再生素材を使用
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家具・建築製品（内装工事関係用資材）

5シリーズ

※ 2020年12月現在

イトーキでは、環境配慮のアプローチを、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」、生物多様性の保全と持続可能な利用を実現する地域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。

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。

エコマーク認定商品（公益財団法人日本環境協会）

SDGsに貢献するプロダクト

2020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

250件

実績

249件

ワークサイズ

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、キャビネット、フリーアクセスフロアなど合計5シリーズが認定されています。

環境ラベル
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Econifa（エコニファ）は、日本の国土の約7割を占める森林の針葉樹や広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
のためのソリューションです。Econifaの取り組みを活発に進めることはSDGｓにも貢献する重要な取組みです。

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 home」

ワークサイズApp.

エコニファ

2 2
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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、6種類の温室効果ガスのうち、排出量が最も多いCO 排出量の削減に注力し活動しており
ます。2010年よりイトーキグループ共通の環境目標を掲げ、グループ一体となってCO 排出量削減に取り組んでまいりました。
2020年度のCO 排出量は、2013年比3.5％削減いたしました。これは、イトーキグループ全体で進めてきた生産方法の再編や照明のLED化、省エ
ネルギー設備の更新等、計画的な設備投資による省エネルギー効果が大きく寄与しております。
今後は、新たに策定した2021～2023年度の「中期環境計画」に基づき、計画的な省エネルギー設備導入を実施するとともに、自主研活動を通じ
たサプライチェーンへの省エネルギー技術的指導の実施、さらに、使用する電力の再生可能エネルギー化を推進してまいります。

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、省エネルギー体制整備、具体的な取り組み推進など、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まいります。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
開しております。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、グループ内への展開はもちろん、サプライヤーへの普及・支援を進めていきます。

Scope1：6,715t-CO

Scope2：8,890t-CO

Scope3：247,858t-CO

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

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

事業活動を通じたCO 排出量（Scope1、2、3）2

2

2

2

CO 排出量のトータルな把握2

2

する基本ガイドライン」に基づく取り組みを行っております。イトーキ及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8社、海外製
造系グループ会社1社の事業活動およびサプライチェーンを通じたCO 排出量の算定を実施しております。2

地球温暖化防止
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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割以上を占めております。
Scope3の内訳については、Scope3-1購入した商品・サービスのCO 排出量が多く、サプライヤー先から調達する商品、部品に関わるCO 排出量
となります。
イトーキグループは、Scope全体でのCO 削減に向け、再生可能エネルギーの導入、省エネルギー活動の推進、環境負荷の低い商品の開発を行っ
てまいります。

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

＜対象組織＞
Scope1,2,3
イトーキ、国内製造系グループ会社4社、海外製造系グループ会社1社（Novo Workstyle.Co.,Ltd.）
Scope1,2
国内非製造系グループ会社8社

＜算定に当たって＞
Scope3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」Ver3.0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、六フッ化硫黄）については、
2007年の測定の結果、発生量が極微小のため、削減の対象としておりません。

イトーキ単体製造部門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ルギーに至るまで多角的な取り組みを展開しています。
生産体制の見直し等も行いましたが、イトーキ単体製造部門における2020年の排出量原単位は前年比0.5%の増加となりました。

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年には関西工場（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年には関西工場（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。
さらに関西工場（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。各事業所で設置した太陽光発電システムでは、日々の発電量を大型モニターで
監視、掲示することで社員の環境意識向上に役立てています。

2

2 2

2

2

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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イトーキグループ合計

1018千kWh

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2016年から導入し始め、2021年での更新完了にむけて計画的に実行しております。
物流部門の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、関東工場（千葉）では、2017年10月から段階的にLED照明への切替を行い、2019年3月に全面LED化を完了しました。ロッカー部分の照明
や階段の誘導灯など使用時間が限定的な箇所は人感センサー付の照明を採り入れ、省エネルギーに努めています。
2020年にはグループ会社3社でもLED照明への切替を実施し、着実に歩みを進めています。

2020年度太陽光発電実績

関西工場
（滋賀）

893千kWh

関西工場
（寝屋川）

8千kWh

関東工場
（千葉）

85千kWh

グループ会社
富士リビング工業

32千kWh

関西工場（寝屋川）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

関西工場（滋賀）屋根の太陽電池出力太陽光パネルと大型モニター

省エネルギー・改善活動

LED照明導入によるエネルギー使用量の削減
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イトーキでは、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を活用しています。生産工程や設備単
位の省エネルギー化を進めるため、関西工場（寝屋川、滋賀）、関東工場（千葉）、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

イトーキは、「より多くの社員が省エネルギー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ルギー技能・技術など

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 関東工場（千葉）

エネルギー使用量の見える化

スチール棚製造課〈京都〉 寝屋川製造部

エネルギー管理エキスパートの育成

を日常の管理・改善業務に活かしています。
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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輸送手段を見直し、環境負荷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。

当社におけるモーダルシフトの取組は以下13経路にて実施しております。

経路1： JRコンテナ 大阪～東京間

経路2： フェリー 敦賀～苫小牧間

経路3： JRコンテナ 大阪～東京間

経路4： JRコンテナ 滋賀～鳥栖間

経路5： フェリー 敦賀～苫小牧間

経路6： JRコンテナ 東京～苫小牧間

経路7： フェリー 東京～苫小牧間

経路8： JRコンテナ 東京～福岡間

経路9： JRコンテナ 京都～東京間

経路10： JRコンテナ 東京～大阪間

経路11： JRコンテナ 東京～大阪間

経路12： フェリー 東京～博多間

経路13： フェリー 大阪～那覇間

2020年度

936t-CO の削減

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

54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

モーダルシフトによるCO 削減量2

2
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関西工場（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をミルクランといいます。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。

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
減も推進しています。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、事務所玄関横や西日の影響を受ける工場の西面などに、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まいります。

イトーキ　グリーンカーテンプロジェクト

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

オフィスでの取り組み

イトーキ　グリーンカーテン

2 2

2

グリーンカーテン（滋賀）

リーンカーテン（寝屋川） リーンカーテン（京都）
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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です。この
排出権の選定理由は、まずインドネシアにイトーキ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 カーボン・オフセット概要

エコソリューションの展開

カーボン・オフセット｜自社の製品、販促物、イベントにおける活用

「nonaチェア」を対象にカーボン・オフセットを実施

2

2

nonaチェアは「やさしい」をコンセプトにして開発された製品であり、座り心地の良さやフォ
ルムに丸みを持たせるなど随所に「やさしさ」を感じられる工夫が散りばめられていることが特
徴です。部品点数を減らした設計も環境にやさしいということができます。このカーボン・オフ
セットの取り組みにより一層の環境貢献を図ることができるため、今後も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。

nonaチェア

排出量：69.0～82.6kg CO e/脚2

対象期間：2017年1月販売分から継続実施

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+）

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」
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自ら排出したCO のうち、削減努力をしてもどうしても削減できない量を地球上のほかの場所のCO 排出量を削減することで自身が削減で
きない排出量をオフセット（埋め合わせ）する取り組みです。自身のCO 排出量の削減を促進するだけではなく、地球レベルでの温暖化
対策にもつながります。

一脚

約69～83kg

イトーキは、「イトーキ総合カタログ2021」の原材料調達から製造時において排出するCO を対象にカーボン・オフセットを行いました。
デジタル化が進むなかでも印刷物としてのカタログは需要があるため、SDGsの目標12に掲げられている「つくる責任」を果たしながらカタログ
製作を行っています（※）。

イトーキは、第3回 [学校]施設・サービスEXPO（2020年 9月16日-18日: 幕張メッセ）に出展いたしました。その際、出展ブースで使用する電力
から排出されるCO を対象にカーボン・オフセットを実施し、イベントの出展を通じて、環境配慮を行いました（※）。

カーボン・オフセットとは

2 2

2

CO 削減量2

機種により異なる※

イトーキ総合カタログ2021のカーボン・オフセットを実施

2

オフセット量: 398t

イベント出展ブースのカーボン・オフセットを実施

2

オフセット量: 1t

活用した排出権: 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+）※

TCFDサミット2020のカーボン・オフセットを支援

TCFDサミットは2019年から開催されています。2020年の開催は10月9日にオンラインで実施さ
れ、 TCFD提言を実務に定着、発展させていくことを目的として産業界・金融界のリーダーが更
なるTCFD提言の活用に向けて議論しました。本サミットを通じて、気候関連財務情報開示の認
識と知見を共有し、日本から世界に対して、TCFD賛同拡大に向けた取組を発信しました。
イトーキは、経済産業省から依頼を受けて、TCFDサミット2020の参加者（登壇者、事務局等）
の国内移動、配信会場の電気使用、オンライン傍聴者のデバイス利用に伴い排出されたCO の全
量をカーボン・オフセットし、環境配慮型の会議開催に貢献しました。

2
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虎ノ門ヒルズフォーラムWebサイト

エプソンの環境配慮型オフィスセンター

2020年度の地球温暖化防止の取組は、従来から進めているCO 発生量を効果的に削減するカーボン・マネジメントの成果として3.5%のCO 排出量
を削減いたしました。
また、新たに策定した2021～2023年度の「中期環境計画」に基づき、計画的な省エネルギー設備導入を実施するとともに、使用する電力の再生可
能エネルギー化への切り替えを積極的に推進してまいります。

虎ノ門ヒルズフォーラム

エコソリューションの提供により、脱炭素社会に貢献

エプソンの環境配慮型オフィスセンターに、ハイラインとnonaチェアをご採用いただきまし
た。オフィス内で紙の資源循環や、低消費電力での印刷環境を実現する同オフィスでは、ハイラ
インはグリーン購入法適合製品であること、nonaチェアはカーボン・オフセットの取組みをし
ていることがご採用の決め手となりました。
イトーキでは、お客様の課題を解決するお手伝いをすべく、2010年よりソリューションサービ
スを展開しています。2020年に発足した菅政権では、「2050年までにCO 排出量を実質ゼロ」に
するという脱炭素社会構築に向けた所信表明がされました。その後、業種を問わず脱炭素社会に
向けた取り組みが加速化しています。イトーキとしては、エコソリューション「Econifa（エコ
ニファ）」「カーボン・オフセット」といったサービスを通じて、脱炭素社会構築に貢献し、
「人も活き活き、地球も生き生き」した社会を実現していきます。

2

エプソンの環境配慮型オフィスセンター

2020年度の成果と今後の展望

2 2

森ビルが運営する「虎ノ門ヒルズフォーラム」で使用する電力を、イトーキがJ-クレジットの提供をすることで再エネ率100%を達成しました。
2020年度から「虎ノ門ヒルズフォーラム」で開催されるイベントなどは、環境配慮型イベントとして実施されています。

虎ノ門ヒルズフォーラムの再エネ化を支援
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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資源の有効活
用に取り組んでいます。

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、廃棄物リサイクル率の向上、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。

目的・考え方

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

資源の有効活用

イトーキグループの
資源活用ループ

調達
グリーン調達を通じ、
調達・仕入先の
3Rを推進

設計
解体・分別容易性、
再生素材の活用、

省資源

生産
ゼロエミッション、
水使用量削減・
循環利用

廃棄
家具の回収・リサイクル、

リサイクル
ガバナンス

輸送
梱包材の

有効利用・削減

使用
製品を長く

お使いいただく
ためのサポート
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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長く
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、より長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サプライヤー企業様には、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、関西工場（寝屋川）が2002年度にゼロエミッションを達成し、2006年度には関西工場（滋賀）、設備機器（スチール棚）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おり、（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。2020年度のイトーキグループのリサイクル率は98.5%と前年より1.4%向上しました。
今後ともグループを含めた国内拠点のゼロエミッション達成に向け活動を推進するとともに海外グループ会社においてもその取組範囲を拡大して

【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

まいります。
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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

関西工場（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。

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、関西工場（滋賀）、関東工場（千葉）、富士リビング工業（株）、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。
2019年度は、伊藤喜オールスチール（株）にて粉体塗装ラインを新設し、更なる粉体塗料の回収、再利用を実施
しました。

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。
関西工場（滋賀）では、2020年に造粒機を導入し、樹脂廃棄物であった使用済み梱包材（エサシート、エアーキャップなど）をペレット化し、有
価物化を実現いたしました。
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。

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）

リサイクルの進化
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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）。

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

造粒機 使用済み梱包材のペレット化

油圧用油のリサイクル

52



世界人口の増加による世界の水の使用量の増加や、気候変動の影響などにより、水資源へのさまざまな影響が懸念されています。日本でも降雨形
態の変化によって水の安定供給の実力が低下しつつあり、水リスクの増大が指摘されています。渇水による社会的活動への影響を緩和し、水利用
の安定性を確保するためには、水資源の有効利用が重要です。
イトーキグループでは、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、修繕対応などを行っています。
また、2018年から滋賀工場において雨水貯水・活用システムの運用を開始し雨水再利用による生産工程での上水使用量削減を図っています。

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

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西工場（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。
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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、関西工場（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。

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（地区および製品限定）。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ることで、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拡大を推進しております。

クーリングタワー（設備機器（スチール棚）） 関西工場（滋賀）で導入した節水ノズル

【使用】製品を長くお使いいただくためのサポート

イトーキグループでは、製品を長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、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（一部サービスは地区限定）。

クリーニング

【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
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リサイクルの内訳

2020年度のリサイクル率（物流センター）

99.5%

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と
なります。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おりま
す。

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。※

廃棄物・リサイクルガバナンスの徹底

委託先継続視察評価の実施風景 産業廃棄物委託先評価票

回収量の推移（物流センター）
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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
を積極的に実施しております。研修では、外国籍の社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。2020年は法規制順守評価研
修における法理解の教育実施、廃棄物処理法の改正情報の発信共有等を実施いたしました。他にも、分別マークの工夫や現場長による環境パト
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展開しております。

イトーキグループでは海洋プラステック問題解決のひとつの手段として社員による使い捨てプラスチックの削減を推進しています。2020年はレジ
袋有料化の制度改正に合わせて、マイバッグ持参を推進するため、全社員にエコバッグの配布を行いました。

分別徹底のために13種類のオリジナルリサイクルマークを作成

生産工場の分別風景

マイバッグ運動
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2020年度の産業廃棄物削減は、前年比原単位あたり15.2%の削減と大幅な削減となりましたが、リサイクル率は98.5%で、2019年度比では改善し
たもののリサイクル目標99.5%以上にわずかに達成することができませんでした。主な原因は一部の廃プラスチック類についてマテリアルリサイク
ルが進まなかったことによるものです。今後も引き続き、生産工程での発生源対策とリサイクル向上に向け取り組んでまいります。

2020年度の水使用量削減は、前年比原単位あたり15.7%の削減となりました。これは2018年から関西工場（滋賀）で導入している雨水の再利用が
寄与しています。引き続き、生産工程の改善や維持管理に努め、目標達成に向けて取り組んでまいります。

2020年度の成果と今後の展望
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化学物質の使用にあたっては、人への健康影響だけではなく、環境影響を最小化する事が国際的な合意事項となっています。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
「イトーキ製品含有化学物質ガイドライン」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。

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） 制度対象化学物質の使用量は、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。

※

化学物質の管理・削減
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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。
木質材である合板、パーティクルボード、繊維合板（MDF）などは、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、米国の環境認証制度であるGREENGUARD認証 についても取得を進めており、2020年12月時点では46製品がより厳しい基準のGOLD認証
を取得しています。今後も、人の健康に配慮した製品の開発・設計を推進していきます。

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

※

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

F☆☆☆☆の素材を天板に使用したアフィーノ
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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。

アクト レヴィ キュア

セクア フリップフラップ スピーナ

ヴェント セレーオ エフ

ミレッザ エピオス フルゴ

トルテR ニーノ ノットワークチェア

マノス モノン スインギー

NB chair（JOYTEN） CP Chair（JOYTEN） TR chair（JOYTEN）

VT chair（JOYTEN） アフィーノ ノットワーク テーブル

ノットワーク カフェテーブル ノットワーク アイランドカウンター ノットワーク ソファ

ノットワーク ラウンジチェア ノットワーク パーソナルテーブル ノットワーク パネル

ノットワーク ハイテーブル イノーバパネル イノーバスツール

アクトリンク トイロ インテント

コルティーレ i+ インターリンクR

シンラインキャビネット eS キャビネット HAX デスク

HAX パネル HAX 有孔ボード HAX パントリーフレーム

HAX テーブルフレーム

2020年12月16日時点※

インテント ノットワーク レヴィチェア

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）

GREENGUARD認証ロゴマーク

アスベスト（石綿）への対応

GREENGUARD認証（GOLDクラス）を取得した製品

製品別アスベストの使用状況の詳細はこちら
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イトーキグループは、各工場と製造系グループ会社で使用するPRTR対象物質を対象に管理の徹底と削減活動を行っています。
2020年度のPRTR届出対象物質（1t以上、特定第1種は0.5t以上）は、6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。
これら化学物質の多くは塗装ライン、接着ラインで使用されていますが、原材料メーカーから入手したSDSに記載された性状、成分を把握し、社
内での取扱いおよびリスク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装ラインでの塗着効率の向上、粉体塗装への切替を
行っています。

2020年度は、全社目標2015年度比6％削減（原単位）に対し32.9%削減を達成しました。これは、伊藤喜オールスチール㈱で実施した粉体塗装ラ
インの新設による1,2,4-トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、キシレンの削減と、イトーキマルイ工業㈱で実施した塗料及びシンナーの変更に
よるエチルベンゼン、キシレンの削減、設備機器（スチール棚） の塗装工程での塗着効率の向上による1,2,4-トリメチルベンゼン、エチルベンゼ
ン、キシレンの削減が大きく寄与しています。
今後も、技術的改善のノウハウを各拠点間で共有し、使用量の削減と適正管理に取り組んでまいります。

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 10,684 10,650 0 0 33.8

キシレン 22,675 22,608 0 0 67.1

臭素酸の水溶性塩 1,063 0 5.3 0 217

1,2,4-トリメチルベンゼン 3,640 3,627 0 0 12.8

トルエン 13,207 13,172 0 0 34.3

メチレンビス(4,1-フェニレン)
=ジイソシアネート

25,779 0 0 0 212.7

合計 77,048 50,057 5.3 0 577

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。

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西工場（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。

適正な管理と使用量の削減

管理徹底と取扱量削減

2020年度 PRTR調査結果

集計範囲：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）、イトーキマルイ工業（株）、富士リビング工業（株）、（株）イトーキ
東光製作所）

対象期間：2020年1月1日～2020年12月31日

合併浄化槽導入による水質管理と漏洩防止
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化学物質の管理・削減に向けて、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。
2019年度からは、緊急時対応テスト（1回/年）のプロセス評価の見直し（一文加えるから4Mでの評価）を行い人、設備、方法、材料それぞれの
観点から評価する方法に変更しました。また、2016年に改正された安衛法リスクアセスメントの順次対応を行うと共に、2020年からの新たな取
組として化学物質だけでなく毒劇物にまでリスクアセスメントの実施を行っています。

排水処理設備 排水処理設備の防液堤

2020年度の成果と今後の展望
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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。

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、関係部門に発信しております。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おります。
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おります。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共に測定頻度を増やすなど、厳しい監視を実施してお
ります。
また、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の見直しを適宜実施すると共に、緊急時対応手順書に則った定期的な訓練を実施しております。

PDF版はこちら

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

環境に関する法規制等の順守
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イトーキグループで保有しているPCB廃棄物は、PCB特措法に従い毎年6月末までに所管都道府県知事へ届出を実施し、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き、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、厳重な保管管理と適正処分を実施しております。
昨年は、高濃度PCB56台、低濃度PCB6台の処理を実施しました。今後も、日本環境安全事業（株）の処理施設の稼働状況にあわせて、順次、処
理を実施してまいります。

PCB関連機器 保管拠点 台数

高圧コンデンサ（高濃度） 伊藤喜オールスチール㈱ 1台

低圧コンデンサ（高濃度） 伊藤喜オールスチール㈱ 1台

蛍光灯安定器（高濃度） 設備機器（スチール棚） 38台

蛍光灯安定器（高濃度） 伊藤喜オールスチール㈱ ９台

イトーキでは、産業廃棄物処理事業者と契約するにあたり、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実施しており
ます。

滋賀工場のリスクハザードマップ 消防訓練の様子
（Novo Workstyle Co., Ltd.）

PCB廃棄物の届け出および適正管理

廃棄物処理業者の選定基準と視察について

視察風景
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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。

2020年度は、イトーキ関西工場（滋賀）、関東工場において、環境事故・法令違反・基準値超過がありました。

関西工場（滋賀）より排出水中の窒素化合物が滋賀県公害防止条例に定められる基準値を超過（12mg/Lに対し17.9mg）してしまいました。原因
は、塗装前処理（化成処理）薬品の変更時に、排水処理に影響を及ぼすアンモニウム態窒素が含有されていた事によるもので、薬品変更前にSDS
にて含有の確認を行っていましたが、該当する物質がSDSに表記がなく、初回排水処理後の水質検査で基準値オーバーが判明しました。速やかに
薬品変更を中止するとともに、所管する滋賀県へ原因と対策の報告を行い、その後、効果確認では基準値の超過はありません。
引き続き、排水処理に影響を及ぼす薬品変更時はSDS又は書面で通知するよう関係サプライヤーへ周知し未然防止を図るとともに、月々の水質測
定管理についても継続し行ってまいります。

関東工場より排出水中のノルマルヘキサンが千葉市下水道条例に定められる基準値を超過（5mg/Lに対し6.6mg）してしまいました。
原因は、排水処理施設の配管詰まり発生による故障によるもので、速やかに排水を停止し設備確認をするとともに所管する千葉市へ原因と対策の
報告を行いました。その後の効果確認では、基準値超過はありません。引き続き、排水処理施設の設備点検及び月々の水質測定管理についても継
続し行ってまいります。
また、この是正処置・予防処置については関係するグループ会社含め情報共有を行い、未然防止の横展開を実施しました。今後も全社を挙げて予
防処置に努めてまいります。

年度 状況

2020
関西工場（滋賀）：窒素超過 12mg⇒17.9mg
関東工場：ノルマルヘキサン超過（5mg/L⇒6.6mg/L）

2019 事故、法令違反、基準値超過なし

2018 事故、法令違反、基準値超過なし

チェックリスト 視察風景

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

【関西工場（滋賀）】

【関東工場】
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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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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。

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提供するソリュー
ションです。

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.

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）

生物多様性の保全・維持
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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、多様な側面に展開することで
SDGsにも貢献するソリューションです。

Econifaが実現する自然の循環

2020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、地域材の新たな用途を提案するとともに地域材を活用する
事による使用者の効能についても研究を継続しています。
2017年から継続して宮崎県の補助事業を受託し、宮崎県と協業しオフィスの木質化による温度、相対湿度の変化を測定してきました。その結果、
木質化しているオフィスの方が木質化していないオフィスより、相対湿度の変動幅が小さくなることが確認され、木質化していないオフィスでは
11%に対して木質化しているオフィスでは5%に留まったという例も確認できました。これらはいわゆる木材が持つ調湿効果と認識されているもの
であり，空間内での木材使用量が増えたことにより，相対湿度が高い環境では空間内の水分子が木材に吸着し，逆に相対湿度が低い環境では水分
子が木材から脱着していることを実際のオフィス空間で実証できた結果と言えます。
そこで2020年度は宮崎県木材利用技術センターと広島工業大学が協業に加わり、商品開発本部オフィス内のほぼ同サイズの会議室を使い、一方を
木質化，他方を従来の非木質化の仕様とし、温度及び相対湿度の測定を行い、調湿効果の有無とその程度を明確にする目的で計測を行った結果、
湿度は，夏期から冬期にかけて大きく低下し，木質化していない部屋に比べて木質化している部屋の相対湿度が低い傾向を示し、12 月における1
日の平均値の比較において約6％(最大14％)の違いが認められ、室内の木質化が安定した相対湿度環境を保つことに影響を与え，急激な相対湿度
変化を和らげる効果を持っているためと推察できました。

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

【木質化した会議室】
床：スギフローリング　　壁面：スギウッドタペストリー

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2
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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民等の方々に対し、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。

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、そして地元の民間団体とともに、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

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。

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

やまなし水源地ブランドへの取り組み

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

多摩産材活用家具への取り組み
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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

木製家具の効能実証実験

実証実験の様子

集中力・発想力に関する主観評価の結果

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。

本物の木の効能を実証するため、森林総合研究所と東京大学との共同研究により実証実験を行
いました。
具体的には、天板材や内装材に木を採り入れることにより、人の生産性、集中力、心理面、身
体面などにどのような影響を及ぼすかを探るものです。118日間に及ぶ実験結果は社内に展開
し製品開発に活かしてまいります。

オフィスは白の無機質な空間から近年、木目調のインテリアデザインが好まれる傾向が続いて
います。更に働き方改革、コロナウイルスの感染予防のためのソーシャルディスタンスにより
独立型のデスクから大型テーブルやソファなど、働くスタイルも多様化してきています。しか
し、木目調のインテリアデザインが好まれても、天然の木のテーブルは搬入条件（エレベータ
サイズ）や強度・納入までのリードタイム・価格の面などから採用事例は少ない（弊社調べ）
のが実情です。

そこでイトーキは林野庁の令和２年度内装木質化等促進のための環境整備に向けた取組支援事
業、内装木質化等の効果実証事業を受託し、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研
究所と国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科との共同研究により、オフィスにおけ
る新たな構造を有する木製家具の「効能」の検証事業を行いました。商品開発本部のオフィス
を使い、社員18名を被験者として延べ113日間フリーアドレス対応の大テーブルの天板の材質
の違い（単色白メラミン化粧板、木目調メラミン化粧板、クリ無垢3mm単板クリア塗装の3種）
が、オフィスワーカーの勤務時の生理・心理面や集中力・発想力に及ぼす影響について、実証
実験により科学的に検証しました。

集中力、発想力に関してクリ単板テーブル、木目メラミンテーブルおよび白色メラミンテーブ
ルで勤務したときの結果を比較した結果、集中力に関して、作業タスク実験（計算課題）では
顕著な差は認められなかったが、主観評価ではクリ単板テーブルが木目メラミンテーブル、
白色メラミンテーブルより集中しやすいとする結果が得られました。発想力については作業タ
スク（マインドマップ）では、クリ単板テーブルのほうが他の2種類のテーブルよりもやや高
い傾向が、主観評価では、クリ単板テーブル、木目メラミンテーブルが白色メラミンテーブル
よりも アイディアが出しやすいという結果が得られました。
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イトーキグループは、自らが調達する木材が、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、生物多様性に加え社会的な側面にも配慮した、持続可能な木材調達を推進しています。
その一環として、イトーキグループはサプライヤーとの協力体制のもと、イトーキ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）などを把握し、調達基準に則った調達を推進することで更なる森林資源の保全と持続的活用に貢献してまいります。
イトーキグループが2020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19%、繊維合板が5%、天然木（突板・合板・集

続可能性の把握に努めてまいります。

期間：2020年1月～12月末

樹種名 材・形状 利用量（m ） 伐採国・地域

アガチス 合板 3.4 ソロモン諸島

アフリカンチェリー 合板 13.7 中国

アルダー 集成材、無垢材 413.2 アメリカ

ウォールナット 突板、無垢材 29.2 アメリカ、カナダ、ヨーロッパ

オーク 突板、無垢材 147.6 アメリカ

カバ 合板、集成材、突板 12,594.6 中国、日本

カプール 合板、無垢材 24.8 インドネシア、マレーシア

キリ 集成材 154.6 中国

クリ 無垢材 0.2 日本

ゴムノキ 合板、集成材、無垢材 88.9 タイ、ベトナム、日本

スギ 無垢材 2.6 日本

ナラ 合板、集成材、無垢材 98.5 中国、日本、ロシア

バーチ 突板 7.9 アメリカ、カナダ、クロアチア、スロベニア、ヨーロッパ

ハードメープル 突板 0.1 アメリカ

使用木材　合計 20,111.3

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.

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

使用木材　合計 20,111.3

ビーチ 合板、突板、無垢材 24.4 アメリカ、ニュージーランド、フランス、ドイツ、ポーランド、セルビア、ルーマニア、ヨーロッパ

ヒノキ 無垢材 0.2 日本

ファルカタ 合板 5.4 インドネシア

ブナ 合板、突板、無垢材 178.1 ドイツ、スロベニア、クロアチア、フランス、ルーマニア

ポプラ 合板、集成材、無垢材 902.6 中国、アメリカ

アッシュ 突板 0.1 アメリカ

ホワイトアッシュ 突板、無垢材 28.3 アメリカ、クロアチア

ホワイトオーク 合板、突板、無垢材 11.3 アフリカ、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、ロシア

ホワイトポプラ 無垢材 2.2 アメリカ

メランチ 合板 38.9 インドネシア

ユーカリ 合板、無垢材 119.1 中国

ラワン 合板 352.7 アメリカ、インドネシア、カナダ、日本、マレーシア

ランバーコア 合板 1.9 マレーシア

レッドオーク 集成材、突板 17.4 アメリカ、中国

MLH（雑木） 合板 5.8 マレーシア

その他 合板、集成材、突板、無垢材 37.5 フィンランド、中国、ロシア

天然木　小計 15,305.1

マツ/スギ 繊維合板 3.2 日本

アッシュ 繊維合板 0.2 　

その他 繊維合板 1,084.4 タイ、ニュージーランド、ベトナム

繊維合板　小計 1,087.8

その他 パーティクルボード 3,718.4 カナダ、日本、ベトナム

パーティクルボード　小計 3,718.4

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（伊藤喜オールスチール（株）、イトーキマルイ工業（株）、富士リビング工業（株））、木材使用
OEM製品のサプライヤー48社と調査先が昨年より4社増加しました。

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、経済的にも持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、家具の材料調達～製造～販売の木材トレーサビリティが確保されている製品です。

3

突板の使用量は利用平米数×0.2mm（厚さ）で計算しています。※

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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FSC®対応可能製品

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。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る他、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。

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

「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い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。これに基づき、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、木材流通・加工ルートの確認や社内体
制見直しなど、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
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徳島県プレゼンツ　
プレミアムトークイベントin 東京　
木を活かす2030

イトーキ東京イノベーションセンター
SYNQA

2020/1/31 徳島県木材協同組合連合会

「森林サービス産業」
フォーラム＆ワークショップ

イトーキ東京イノベーションセンター
SYNQA

2020/2/4
「森林サービス産業」フォーラム＆ワークショップ実行委
員会

Forest Good2019　
間伐・間伐材コンクール表彰式

イトーキ東京イノベーションセンター
SYNQA

2020/2/5 間伐・間伐材利用推進ネットワーク

ティンバライズ T-1グランプリ受賞記念セミナー
Vol.7

イトーキ東京イノベーションセンター
SYNQA

2020/2/10 NPO法人team Timberize

Mt.Fujiイノベーションキャンプ2020 やまなしプラザ 2020/12/11~13 Mt.Fujiイノベーションキャンプ実行委員会、山梨県

2020年は、2018年に発生した台風21号の影響により、復旧工事は進んでいるものの「イトーキの森」は立入禁止区域となっています。
また、春に実施を予定していた間伐については、新型コロナウイルス蔓延による緊急事態宣言発出により延期し、宣言解除後の10月に大阪府森林
組合の皆様のご協力のもと、24名の社員が参加し、マスク等感染防止対策を講じた上で山林道周辺の雑林の間伐、整備作業を行いました。

徳島県プレゼンツ　プレミアムトークイベントin 東京（2020/1/31開催）

森林保全活動

間伐活動（10月）の様子

イベント名称 場所 開催日 主催

森林セラピー基地
「全国ネットワーク会議」

イトーキ東京イノベーションセンター
SYNQA

2020/1/27 森林セラピー基地「全国ネットワーク会議」

2020年に参加した主なイベント
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2020年度も継続して、Econifa（地域材活用ソリューション）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。

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

2020年度の成果と今後の展望

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4社増えて合計48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。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ふまえながら、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。
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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

PRTR報告対象物質取扱量と生産高原単位の推移

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

グループ会社：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（8社）、
海外製造系グループ会社（1社）

※

グループ会社：国内製造系グループ会社（4社）※

環境パフォーマンス
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水使用量と生産高原単位の推移

詳細はこちら

測定対象および算出根拠については、環境目標と2020年度の実績 のページを参照下さい。

グループ会社：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（8社）、
海外製造系グループ会社（1社）

※

グループ会社：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（8社）、
海外製造系グループ会社（1社）

※

各拠点別の2020年度個別実績

環境目標と2020年度の実績「測定対象と算出方法」

廃棄物等総排出量とリサイクル率の推移
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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7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。2020年から国内
非製造系グループ会社1社（新日本システック（株））を集計範囲に追加いたしました。

2020年のイトーキグループ全体の投資額は112,535千円で、前年比14％増加しました。主な投資内容は、自家消費型太陽光発電設備の設置、排水
処理施設設備更新、LED照明への設備更新の他、新製品開発における新素材研究や金型、設備投資等です。
2020年のイトーキグループ全体の費用額は683,665千円で、前年比７％の減少となりました。主な費用額の内容は、水質、大気、排水処理、廃棄
物処理費用の他、環境管理活動に関わる維持管理、緑化、の費用等です。

（単位：千円）

分類 主な取り組み

イトーキグループ全体

投資額 費用額

事業エリア内コスト - 80,913 451,712

公害防止コスト 水質、大気等公害防止に関わる維持管理、設備投資費用 2,975 64,121

地球環境保全コスト 地球温暖化防止に関わる維持管理、設備投資費用 6,069 71,810

資源循環コスト 廃棄物削減、リサイクル等に関わる維持管理、設備投資費用 71,869 315,781

上･下流コスト 廃棄物処理業者視察、サプライヤー監査に関わる費用 0 15,030

管理活動コスト 環境ISO維持管理、環境パフォーマンス監視、事業所内の緑化費用 813 152,098

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・開発費用 30,809 64,546

社会活動コスト こどもイベント、環境関連団体への参画、社会貢献活動に関わる費用 0 279

環境損傷対応コスト - 0 0

合計 112,535 683,665

目的・考え方

主な取り組みと成果

2020年度環境会計報告

環境保全への支出

環境保全コスト

環境会計
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イトーキ、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8社

2020年1月1日～12月31日

環境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」

CO 排出量は、照明のLED化による設備投資や省エネ改善活動により、イトーキグループ全体で、前年比7.1％削減しました。
廃棄物等総排出量及びリサイクル率は、粉体塗装ラインによる塗料の回収・再利用や、歩留まり改善等３Rの取組みの徹底により、前年比4.7％削
減し、リサイクル率についても0.2％向上しました。PRTR報告対象物質の取扱量は、前年比14.1％削減しましたが、これは委託していた溶剤塗装
をイトーキグループ内の粉体塗装に切り替え増加したものです。今後も、環境会計で費用対効果を分析し、環境負荷低減を図っていきます。

項目 2019年度 2020年度 前年比 集計範囲

CO 排出量（t-CO ） 16,805 15,605 -7.1%
イトーキ、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（8
社）、海外製造系グループ会社（1社）

産業廃棄物等総排出量（t） 5,300 5,050 -4.7%

産業廃棄物リサイクル率 98.5% 98.7% 0.2%

PRTR報告対象物質取扱量（t） 89.6 77.0 -14.1%
イトーキ、国内製造系グループ会社（4
社）

イトーキ、国内製造系グループ4社（伊藤喜オールスチール（株）、イトーキマルイ工業（株）、（株）イトーキ東光製作所、富士リビング工業
（株））、国内非製造系グループ会社8社（（株）イトーキシェアードバリュー、（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）イトーキ北海道、（株）シマソービ、（株）エフエム・スタッフ、三幸ファシリティーズ（株）、新日本システック
（株））、海外製造系グループ会社1社（Novo Workstyle Co., Ltd.）

2020年1月1日～12月31日

集計範囲

集計期間

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 2

集計範囲

集計期間

過去の環境会計報告

過去の環境会計報告
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https://www.itoki.jp/sustainability/envreport/assets/investing/pdf/2019k.pdf



