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TOEXでは、�
エコロジーな生活を�
“自然浴生活”と呼んでいます�

とえっくす �

し ぜ ん よ く �

私たちTOEXは、19年前から家の庭で生活を楽しむ自然浴生活という�

ライフスタイルを社会にひろめつづけています。�

自然浴生活とは、できるだけ発電エネルギーにたよらずに、�

陽の光、風といった自然のなかにある恵みを生活の中に取りこむことで、�

健康的で、精神的・時間的余裕をつくりだす�

エコロジーでスローなライフスタイルのことです。�

よゆう�

めぐ�ひ�

1 The Measure For Environment 2007



I N D E X

�スローライフってどんな生活だと思いますか？  （複数回答可）�

�
　　   精神的、時間的ゆとりのある生活、�
　　   自然と共生した生活をイメージする人が大半�

スローライフという言葉から受けるイメージを聞いたところ、「健康的な」、「落ちついた」、
「自然共生」、「優しい」といった答えが返ってきました。スローライフはふんわりとした
やわらかな雰囲気のようです。�
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精神的なゆとりのある生活�

時間的なゆとりのある生活�

自然と共生した生活�

自然環境に優しい生活�

充実した時間を過ごす生活�

季節を感じる生活�

自分らしい生活�

手間ひまかけた生活�

立ち止まって考える時間を持つ生活�

健康を考えた生活�

スローフードを食べる生活�

日本の伝統文化や行事を大事にした生活�

趣味を大事にした生活�

本物志向の生活�

自給自足の生活�

手作りの生活�

地場の食材を食べる生活�

自然エネルギーを利用した生活�

省エネ生活�

安眠できる生活�

和を取り入れた生活�

金銭的なゆとりのある生活�

節約生活�
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我が家のライフスタイルは“自然浴生活”�
自然の恵みを取りこんだ、心と体にやさしい暮らし。�

し ぜ ん よ く �

めぐ�

私はテレビに夢中、お母さんは趣味の音楽鑑賞、子供たちはゲームや読書と、1日中家の中で暮らしていた我が家でしたが、このたび庭

をリフォームし、TOEXの自然浴商品をつけてみました。すると、自然とみんなが庭に出て、太陽の光や風を感じながら会話をしたり、体を

動かすようになったのです。おまけに、これまで家の中にいることでかかっていた電気代も節約。愛犬「地球（アース）」も大喜び。�

しゅみ � かんしょう�

リフォーム前�
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家族のコミュニケーションをつくり、体にも地球にもやさしい�
自然浴生活。これが我が家の新しいライフスタイルです。�

TOEXでは、さらに充実した自然浴生活を皆さんに楽しんでいただけるよう、�

今年から新ブランド「＋G（プラス ジー）」を展開しています。�

この商品は、庭部分のみでなく、それぞれのライフスタイルや敷地条件に合わせ�

敷地全体に間取りをつくり、自然浴生活を楽しんでいただける場をさらに広げたものです。�

このコンセプトや商品についてもっと詳しく知りたい方は当社WEBサイトをご覧ください。�

TOEXプラスG

自然浴生活を庭から敷地全体に広げる新しい考え方�

新ブランド「＋G（プラス ジー）」�

しきち �

「TOEXプラスG」と検索してください。�
けんさく�

リフォーム後�
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21世紀に入り、地球温暖化対策が全世界の最重要課題として挙げられるようになりました。�

人類はエネルギーをたくさん使うライフスタイルからの転換を求められる時がやってきたのです。�

当社は19年前から ｢自然浴生活｣ というライフスタイルを提案しているエクステリアメーカーです。�

屋内にいる時間が多く、発電エネルギーに頼る現代生活の中に、庭に出て太陽光や風、緑といった自然の

恵みを感じながら生活する時間を増やしていく。�

このようなライフスタイルが実現できる商品をつくり、販売しています。�

�

当社の商品が多くの人々に受け入れられ、人類のライフスタイルが変われば、この地球の環境は必ず良く

なっていくと信じています。�

加えて、精神的なやすらぎを感じることができ、人々の心や体の環境も良くなるでしょう。�

�

ＴＯＥＸは地球と人にやさしい企業活動を続けていきます。�

取締役社長 環境委員長�

A

企業理念�

子供たちの未来のために�
住生活グループの一員として取り組む。�
じゅうせいかつ�

Q なぜ、ＴＯＥＸは環境活動に取り組んでいるのですか？�
とえっく す �

 それは“自然浴”という企業理念をもっているからです。�
し ぜ ん よ く � り ね ん �

ＴＯＥＸはエクステリアを通じて�

自然とのふれあいを提案する“自然浴”を理念に、�

心豊かな生活環境創りに貢献します。�
づく� こうけん�
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私たち住生活グループは、美しい地球と、そこに展開される持続可能でかつ快適
な人々 の暮らしを大切にし、それを未来に引き継ぐことを約束します。�

グループ全体の�
CO2総排出量を�
1990年比�

21%
減らします。�

グループ全体の�
CO2排出原単位を�
1990年比�

49%
減らします。�

エコ認定商品・�
エコ認定サービスの�
売り上げ比率を�

68%
にします。�

ＴＯＥＸが2010年までに目指すこと�

住生活グループの2010年までの環境目標�

取り組み指針� 6つのエコアクション�

省エネルギーの推進�

ゴミのリサイクル推進、�
　　　　　   ゴミ排出量の削減�

環境に配慮した商品づくり、販売�

社員環境教育の推進�

環境データの公開�

自然環境保護活動の推進�

環境配慮型商品の売上比率を30％にします。�
ＣO2排出量の削減活動を継続して毎年１％以上減らします。�

は いりょ�

■企業活動を行うことによる�

　環境への影響を把握し評価します�

■環境を汚染することを予防します�

■法律を守ります�

■社員への環境教育を行います�

■環境についての情報を公開します�

は あ く �

お せ ん �
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TOEXの地球環境に�
やさしい商品づくりの考え方�
TOEXは、持続可能な循環型社会をめざして、商品の

「開発」・「調達」・「販売」から「廃棄」に至るまでの

商品ライフサイクルの各ステージにおいて、環境に与

える負荷のより低い商品づくりを行っていきます。�

撤去する�
�

再資源化しやすい�

運 ぶ�

施工する�

つくる�

�
積載効率がよい�

施工しやすい�
ゴミが削減できる�

組み立てやすい�
資源を有効に活用している�

POINT

POINT

POINTPOINT

POINT

人にやさしい�
長い間使える�

ランニングコストが安い�

使 う�

開発�

販売�

調達�廃棄�

いき�

と え っ く す �

開発に息づく、エコブランド�
商品開発には、エコロジーというルールがある。�

じゅんかん�

はいき�

商品アセスメントの実施�
TOEXでは、商品企画段階から商品化まで

の開発過程において、上記5つのポイント

で環境に配慮した商品づくりが進められて

いるかを評価する「商品アセスメント」を

実施しています。�

はいりょ�

て っ き ょ �

せ こ う �

せきさい�
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商品企画� 商品試作� 最終確認� 商品化�

評価� 評価� 評価�

eco



開発者のひとこと�

　商品のライフサイクル（つくる、運ぶ、施工する、使う、撤去する）を通じて、

地球環境に与える負荷の低い商品づくりを進めています。�

　TOEX環境配慮型商品には、カタログに認定マークと環境に配慮したエ

コポイントを表示するようにしました。�

商品管理部　池 田　宏�

は い り ょ �

【マークの表示例】�

ポイント�マーク表示� エコポイント�

つくる�
再生材使用�

省資源�

省施工�

省エネ�

防汚（ぼうお）�

簡単お手入れ�

長寿命�

再生材を使った資源の有効活用に配慮した商品です。�

必要な強度を確保しながら部材・部品を削減・共通化することで、材料の省資源化を図っている商品です。�

部材の一体化や施工部品の改良により、施工工数を削減している商品です。�

太陽光を取り入れることで、照明または暖房に必要な資源を節約する商品です。�

汚れにくい、汚れても掃除がしやすい、マイクロガードフロアの商品です。�

長くお使いいただくために、お手入れのわずらわしさを減らす工夫をした商品です。�

耐久性を高くして長くお使いいただけるよう工夫した商品です。�

施工する�

使  う�

環境配慮型商品認定マーク制度�
TOEXでは、商品アセスメントで環境評価基準をクリアした商品に、環境配慮型商品認定マークを

付けて、その特長をわかりやすく表示しています。�
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※商品により記載内容が異なります。�

再生材を50%以上使った資源の有効活用
に配慮した商品です。�

長くお使いいただくために、お手入れのわず
らわしさを減らす工夫をした商品です。�

耐久性（たいきゅうせい）を高くして長くお使い
いただけるよう工夫した商品です。�

エコポイント�
再生材使用 �
�

簡単お手入れ�
�

長 寿 命 �
（ちょうじゅみょう）�



　　テラス・ガーデンルーム・ガーデングッズ�

ガーデンラウンジ  cocoma

再生材使用�

簡単お手入れ�

長 寿 命 �

再生材を50%以上使った資源の有効活用に配慮した商品です。�

長くお使いいただくために、お手入れのわずらわしさを減らす工夫をした商品です。�

耐久性を高くして長くお使いいただけるよう工夫した商品です。�

エコポイント�

省 エ ネ�太陽光を取り入れることで、暖房に必要な資源を節約する商品です。�

�

エコポイント�

コ コ マ �

人工木材デッキ  樹の木�
き 　 き スリー�

オプション�
「緑のカーテン」�

　大きなパネル面で太陽の光をたくさん取り込
むことで、冬は暖房器具をあまり使わなくても暖
かく快適に過ごせ、光熱費も節約できます。��
　植物を育てるオプションもありますので、ココマ
で自然とふれあう時間を持って、心と体をリフレッ
シュしていただきたいですね。�

ここが�
eco

開発者のひとこと�
住宅自然浴開発部　伊豫田  羊一郎�

い よ だ �

ここが�
eco

創造技術開発部　大塚  建史�
開発者のひとこと�

地球と人を満足させる商品 �
“自然浴”というエコライフ。�

し ぜ んよく�

　樹の木 は、デッキの表層に耐久性の高い樹脂、
内層に再生材を含む樹脂を原料とすることで、長
寿命と資源の有効活用を両立しています。また、
長くご利用いただけることは、お客様にとってのメ
リットであると同時に、廃棄物を出さないという観
点からもエコロジｰにつながります。�

じゅし�

9 The Measure For Environment 2007



省 施 工 �

省 資 源 �

部材の一体化や施工部品の改良により、施工工数を削減している商品です。�

必要な強度を確保しながら、部材・部品を削減・共通化することで、
材料の省資源化を図っている商品です。�

エコポイント�

サンクテラス

サンクスペース

サンクテラス　/サンクスペース�
ツー� ツー�

住宅自然浴開発部　齋藤  太郎�

　これらの商品は、アルミの量、部品やネジの数、
施工時間など、徹底的に無駄を無くしています。
限られた資源やエネルギーを大切に使うことで、
地球環境保護に貢献し、加えてコストダウンにも
成功しました。地球環境にもお財布にも優しい商
品です。�

ここが�
eco

開発者のひとこと�
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地球と人を満足させる商品 �
暮らしの中に、エコデザイン。�

　　門まわり�

防 汚（ぼうお）�

再生材使用�

汚れにくい、汚れても掃除しやすい、マイクロガードフロアの商品です。

再生材を50%以上使った資源の有効活用に配慮した商品です。�

�

エコポイント�

サニーブリーズフェンス/オブリークフェンス�

　　フェンス・スクリーン�

省 エ ネ�太陽光を取り入れることで、照明に必要な資源を節約する商品です。�

�

エコポイント�

サニーブリーズフェンス� オブリークフェンス�

雨がかからないため、流されることなく染みこんで
しまう汚れから玄関床を守り、すべりにくくしたマイ
クロガードフロア。お客さまを迎える玄関床を美し
く保ちます。�

すべり安全性を確保しながら、タイル表面の微細
（びさい）な孔（あな）を独自の技術によって極小に
とどめ、汚れの侵入を防ぐことで、優れた防汚性
能を発揮します。�

外装床（がいそうゆか）テクノロジー �

マイクロガードフロア�

汚れ防止のメカニズム�

ここが�
eco

創造技術開発部　鈴木　明�

　太陽光を採り入れることで部屋の中を明るく、
適度な目隠し性を確保することでプライバシーを
保護し、通気性を確保することで圧迫感を和らげ
る・・・そんなありそうで無かったフェンスがようやく
誕生しました。快適なエコロジーライフを建物の
外側から助けるフェンスです。�

開発者のひとこと�

■ タイル表面の拡大写真�

従来のタイル表面� マイクロガードフロア�

サニーブリーズフェンスなら…�

目隠し効果があり
ながら、窓辺に差し
込む光で室内が明
るい印象に。�

隣地境界に目隠し塀があると…�

目隠し効果はありま
すが、窓辺が暗く
室内にせまくるしさ
を感じます。�

住宅自然浴開発部　柴冨  卓哉�

　当社と同じ住生活グループ事業会社である
ＩＮＡＸ社の床タイルをエクステリア空間でご使
用頂けるように商品を取りそろえています。��
　汚れにくく、掃除しやすい優れた防汚性能に
より素材の美しさを長く保てるのが特長です。�

ここが�
eco

開発者のひとこと�

INAX床タイル�
ゆか�

りんち� めかく�べい�
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�

エコタウンで、健康づくり。�

　　健康商品�

エコロウッドシリーズ�

再生材を70%以上使った資源の有効活用に配慮した商品です。�

長くお使いいただくために、お手入れのわずらわしさを減らす工夫をした商品です。�

耐久性を高くして長くお使いいただけるよう工夫した商品です。�

　　公園資材�

再生材使用�

簡単お手入れ�

長 寿 命 �

エコポイント�

ここが�
健康�

効果
全身の血行を促進します�

効果
素足でストレス解消に�
つながります�

効果
筋肉のこりをほぐします�

効果
適度な運動にもなります�

格子柵� 二連木階段�

環境開発部　青木　博�

　足裏のツボを刺激することは血行を促進し、健
康づくり・体調管理・ストレス解消につながること
が知られています。自然浴さんぽ路は、健やかに
暮らしたいというヒトの根源的なニーズを満足さ
せる公園向けエクステリア商品です。�

開発者のひとこと�
ここが�
eco

環境開発部　小島  智之�

　プラスチックは多くの利点を持った材料であり
ながら、腐らない・自然にかえらない材料としてゴミ
等の環境問題としてクローズアップされています。
エコロウッドは、廃棄処分となったプラスチックを
再利用した地球環境にやさしい商品です。�

開発者のひとこと�

健康遊歩道  自然浴さんぽ路�
し ぜ ん よ く � みち�

ゆうほどう�

自然の恵みを浴びて、家族みんなで楽しめる散歩コース�
めぐ� あ�
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サポートレールUD

卵形ビーム� 端部のUエンド�
様々な手すりの使い方に対応した理想のカタチ�

支え歩きでは、体を支えるため手すり
に体重をかけ、手のひら全体でしっか
りと握りながら進むことができます。�

伝い歩きでは、ビームのアールに指を
軽くかけて滑らせるように進むことが
できます。�

上・下段ビームの端部が
つながった納まりです。�
カバンや袖口がビームに
引っかかることがなく、また
小さな子供がぶつかって
も角がないので安心です。�

　　安心安全商品�

使い手のさまざまな声をカタチにした門扉把手�

人によって異なる様々な押し方でも�
手にフィットする、�
心地よいウェーブ仕上げの把手。�

門まわり�

にぎった時にも指先にフィット。�

手のひらにもにフィット。�

指先・手のひら全体に伝わるグリップ感。�

ここが�
UD

　人間工学的な観点から「にぎり心地のよさ」を
追求した結果、大人から子供まで様々な手のひら
にフィットする把手のかたちへたどりつきました。
にぎり心地を考えると特異なデザインになりがち
なため、「見た目にも美しい」を目指し、商品化に
取り組みました。�

開発者のひとこと�
ここが�
UD

環境開発部　西川  圭一�

　サポートレールUDはお子様から高齢者、障害
者の方まで、誰もが安心して使える手すりを目指し、
様々なユーザーの声を聞いて開発されています。
　今春に行った展示会では手指に障害をお持ち
の方から「この手すりだったらしっかりにぎれる」
という感想をいただきました。�

開発者のひとこと�

地球と人を満足させる商品 �
安心安全、暮らしやすい環境はすべての人の願いです。�

住宅自然浴開発部　今泉　剛�
つよし�

もんぴとって�
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デザインは多様な「個」を尊重する時代へ。�

都市型社会に生きる私たちは、気がつくと毎日の暮らしのなかで実にさまざまなデザインの影響を受けて

います。一方、世界的に進む高齢化社会は多様な特性を持った使い手を生み出しつつあります。そうし

た状況のなかで、20世紀以降、ひとつのスタンダードを中心に形づくられてきたモノ作りのあり方も、その

考え方の進化を求められています。ユニバーサルデザインは、ひとりひとりにとっての使いやすさを尊重す

るために、多様なグループとして存在する使い手を予め想定して提案される、ユーザー参加型のモノ作り

を目的とする考え方です。�

東京、ニューヨーク、アジアを中心に活動。都市計画から建築、プロダクト
デザインまで幅広く手掛ける。独自のユーザー解析理論を基にしたデザ
インプロセスを応用し、国内外の企業と「一人一人の使い手を尊重した」
数多くの製品企画やデザイン開発に携わる。�

トライポッド・デザイン株式会社�

代表取締役　中 川　 聰 （プロダクト・デザイナー）�

�

美しく、より使いやすい商品へ�

ユニバーサルデザインとは…�
1990年代の米国で、故ロナルド・メイス氏により提唱された新しいデザイン概念（がいねん）です。バリアフリーが特定の

人たちの使いにくさというバリア（障壁しょうへき）を取り除く「問題解決型」デザインであるのに対し、ユニバーサルデザ

インはあらかじめ多様な使い手の身体的特徴や心理、使用環境を想定した「創造的提案型」デザインを意味します。�

キーを出さずに門扉を解錠、扉を閉める
と自動施錠（じどうせじょう）してくれるオート
ロック門扉です。�

キー操作不要。近づくだけで解錠（かいじょう）する門扉�

門扉の下桟（しもざん）にLED照明を内蔵。
夜間の足元をやさしく照らし出す安心の
あかりです。�

足元にやさしい、安心のあかりを�

幅90cmの親扉と幅50cmの子扉の組み
合わせで、車いすでの移動や自転車の出
し入れもスムーズに行えます。�

ゆったりサイズの親子仕様�

タッチキーリモコン�

点灯イメージ�

車いすでもラクラク�

UDUD

さとし�

65歳以上が約2割、50歳以上の人口が約4割を占める世界有数の長寿国、日本。�

高齢化はますます進むと予測され、年齢はもちろん、性別、障害の有無にかかわらず、

すべての人が暮らしやすい社会環境を構築してゆかねばなりません。�

TOEXでは、こうした次代のニーズに応えるべく、ユニバーサルデザインの思想を採用。�

さまざまなエクステリアシーンで、より多くの方にとって一層の「美しさと使いやすさ」を

心から実感していただける、商品の研究・開発につとめています。�

し� ちょうじゅ�
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「自然浴ボランティア活動」の実施�

　2006年は2回の“自然浴ボランティア活動”を行いました。内容は環
境保全地域での下草刈り活動です。社員やその家族108名が参加しま
した。2007年以降は他事業所展開を目指します。��
�

＜第1回 開催Data＞��

　実  施  日 ： 2006年7月29日（土）��
　実施場所 ： 東京都東久留米市「野火止用水歴史環境保全地域」
　参加人数 ： 74名��
��
＜第2回 開催Data＞��

　実  施  日 ： 2006年10月21日（土）��
　実施場所 ： 東京都あきる野市 ｢横沢入里山保全地域」��
　参加人数 ： 34名�
��
　　 　　参加者の声�

　私はボランティア活動に初めて参加しました。今回（第1回）の活動場
所が「野火止用水」であり埼玉で生まれ育った私には、大変になじみ深
く身近に感じました。予想以上にゴミや雑草が多く、保全活動の重要性
を痛感しました。当社の行動指針にもある「社会貢献と地球環境保護」
を実行に移すことは社員の意識向上とともに家族、特に子供への教育
にも有効で、私の子供も体で感じてくれたものと思います。�

「100万人のキャンドルナイトイベント」に賛同�

　当社は2004年の夏至から“100万人のキャンドルナイト”イベントに
賛同しており、ポスターを自社制作し多くの人々にキャンドルナイトへの
参加を呼びかけています。��
�全国10ヶ所にあるショールームでは推進イベントを行い、ご来場の方々
へキャンドルをプレゼントしています。�
　また、イベント期間中の20:00～22:00は事業所看板灯を消灯してい
ます。7回目の賛同となる今年の夏至は、キャンドルホルダー（当イベント
を積極的に推進する企業）として、リーダーシップを発揮しました。�

「TOEXは100万人のキャンドルナイトを支援する企業“キャンドルホルダー”に登録しています」�

みなさんとの環境コミュニケーション�
自然を守る大切さ、地球のことを語り合う大切さを学びました。�

し ぜ ん よ く �
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「オリジナルエコバック」をプレゼント�

「エコプロダクツ2006」に出展�

　2007年4月に行った社内イベ
ント｢TOEX2007 新商品発表会
（当社中京支店・名古屋ショール
ームにて）｣｢神奈川ショールーム
オープニングフェア｣で、地球温暖
化防止をPRするために、ご来場
者の皆さまへ当社制作の「エコ
バック」をプレゼントしました。�

　自然浴生活をおススメしているWEB
サイトには、みなさんの新しい生活スタイ
ル発見にお役に立てる情報がたくさん
あります。ぜひご覧ください。�

「自然浴生活をおススメするセミナー」を実施�

　商品展示会や各イベントの中で、
自然を生かした生活、スローライフ
をおススメすることを目的にセミナー
を行っています。�
�当社の商品を使っていただけれ
ば地球環境と人にやさしい生活ス
タイルを実現できます。�

自然浴生活�

自然浴生活＞トップページ�

   ホームページアドレス�
http://www.toex.co.jp/sizenyoku/top.htm

事業所敷地を公園として提供�

　広島市安佐南区にある当社中国支店・広島ショールームの敷地の
一部を公園にし、市民が楽しめる公園スペースとして提供しています。�
　日常は、住民が散歩をしたり、子供が遊んだりと利用されています。�

あ さ �

　4回目の参加となる今回は“自然の光を利用し、人の健康と安全にも

配慮した商品「ガーデンラウンジ ココマ」”を出展しました。��
　ご来場の皆さんからは、「暖房効率はもちろん、光を浴びることによる
健康への配慮、出入り口の段差を考えた安全配慮もされているすばらし
い商品ですね」という感想をいただきました。�

はいりょ�

「自然浴生活」と検索してください。�
けんさく�

しぜんよく�

し き ち �
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「クールビズ・ウォームビズ」の実施� 「事業所敷地の緑化」を推進�

　２００５年より毎年ク
ールビズ、ウォームビス
ポスターを事業所内に
貼って、エアコンの温
度調整を行っています。�
　社員からは｢暑くて（寒
くて）仕事にならない！｣
などという声も聞かれま
すが、地球環境を守る

ためなのか最後に出てくる言葉は、片手にウチワを持ち｢しょうがないか｣。�
　社員は夏場はノーネクタイで上着なし。冬場はベスト等を着るなど体
温調節を各自で行っています。�

「車両排気ガス削減」の推進�

　全車両の83%をしめる商用バ
ンは、排気ガス対策車を導入して
います。�
　さらに乗用車30台中、19台は、
ハイブリッドカーを導入しています。
��
　車を利用する社員には、駐車や

荷物積み下ろし時のアイドリングストップ、車内清掃（荷物重量削減）を
推進しています。�

新宿本社ビルの屋上緑化� ショールーム屋外展示スペースの緑化�

　全19事業所すべてにＴＶ会議
システムを導入し、社内会議はＴＶ
会議で行うことを推進しています。
これにより、車や電車、飛行機を
使った社員の移動がとても少なく
なりました。�
　情報インフラの向上も、地球温
暖化の防止に貢献しています。�

「TV会議システム」の活用�

　　地球温暖化を防ぐ活動�

　新宿にある本社ビルでは、屋上緑化を行っています。また、ショールー
ムでは、屋外を緑化した商品展示スペースを設けており、事業所周辺の
気温上昇を防ぐことに貢献しています。��
�この緑化スペースは、お越しいただいたお客様や社員の癒しの場とし
ても役立っています。�

いや�

地球のことを考えたワークスタイル �
これからもずっと住む場所だから、私たちがやるべきこと。�

し き ち �
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「ゴミの分別リサイクル」の推進�

「ゴミ処理場の現地視察」を実施�

　自分たちが出すゴミが正しく処理され
ているかを処理現場で目視確認してい
ます。人間が生活することで、大量のゴ
ミを出している現状に驚きます。視察後
はゴミ分別の意識を強く持つ社員が多く、
社員教育にも一役かっています。�

　工業団地内にある事業所では、年2
回事業所周辺の清掃活動を行ってい
ます。�
　他事業所でも独自で清掃活動を行い、
常に清潔感のある事業所を目指してい
ます。�

　　ゴミを減らす活動�

「E-ラーニング環境教育」の実施�

　全社員を対象に行う環境一般
教育（環境基礎知識教育）はＥ-
ＴＥＮというＥ-ラーニングシステムを
使い、年4回行っています。2006
年度の受講率は92%でした。�
　約600人の社員に教育するツ
ールとしてはとても有効です。�

　�

　　環境教育の活動�

　事業所内から出るゴミは、資源として
利用されるように分別を徹底しています。
分別ルールを細かくするあまり、どこにゴ
ミを捨てればよいかわからなくなり、その
結果ゴミを出さないようにしようと思う社
員もいます。�

「事業所周辺の清掃活動」を実施�

「階層、役割別 環境教育」の実施�

   人事部が行う社員教育の中に、
環境教育の時間を組み込んで行
っています。��
  また、環境室では環境業務に必
要な力量をもってもらうための教
育も行っています。�

■ 環境一般教育�

■ 階層別環境教育�

■ 内部監査員養成教育�

■ 内部監査員レベルアップ教育�

■ 廃棄物管理者教育�

全社員�

新入社員、主任・係長職�

希望・推薦社員�

内部監査員�

廃棄物管理者�

社内環境教育内容� 対 象 者 �
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地球のことを考えたワークスタイル �
これからもずっと住む場所だから、私たちがやるべきこと。�

「環境委員会」を実施�

　環境のことを考えるメンバーが
集まり、3ヶ月に1回、委員会を開
催しています。��
　経営陣が集まる全社環境委
員会を中心に環境戦略を決定し、
各事業所で行われる拠点環境
委員会でそれをどのように実行し
ていくかが検討されています。��
　拠点環境委員会では、どうすれば社員が環境活動に興味をもってく
れるのかが大きな課題、毎回頭を悩ませています。�

認証取得済サイト�

札幌／東北／児玉／岡部／本社／�

杉並／千葉／神奈川／静岡／�

長野／水口／駒ヶ根／中京／�

関西／岡山／広島／香川／九州／
南九州�

「環境パトロール」を実施�

　全事業所では、毎月、法律や
環境ルールが守られているかをチ
ェックする所内パトロールを行っ
ています。��
�ルールを守っていない社員へは、
たとえ上司でも厳しくチェックして
います。�

　　環境ISO活動�
アイエスオー�

「内部監査」の実施�

　年1回、全19事業所で社内監査員による環境内部監査を行ってい
ます。昨年度は11月から12月にかけて行い、改善すべき内容が全社で
57件見つかりました。��
�改善指示を受けた事業所では、すぐに改善に取り組み、その結果を
環境管理責任者や社長に報告しています。�

か ん さ �

　環境管理の国際規格｢ISO14001｣の認証を全19事業所で取得し
ています。�
　昨年度は初めて更新審査が行われ、｢認証更新に値する活動内容
である｣という結果をいただきました。�

「ISO14001認証」を全社取得�
にんしょう�
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CO2排出量�
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2006年度の環境活動結果�

自然エネルギーを活用した2商品の企画に取り組みました�

商品カタログに｢環境配慮型商品づくりの考え方｣ ｢環境配慮型商品マーク｣を掲載しました�

商品アセスメント制度を構築し、環境基準をクリアした8商品を選定しました�

環境活動支援が必要な当社協力企業5社への支援を実施しました�

全国ショールームでキャンドルナイトイベントを実施し、来場者の方々へキャンドル1,000個
をプレゼントしました�

シャッターに関する品質不良の改善に取り組みました�

事業所で使用しているIT機器の廃棄・転用に関する現状把握を行いました�

自然浴ボランティア活動と称し、108名が環境保全地域で下草刈り活動を行いました�

目　標� 活動部門� 実　績� 評価�

商品企画�
部門�

商品開発部門�

製造管理部門�

営業販売部門�

営業企画部門�

品質部門�

情報システム部門�

本社管理部門�

■ 環境配慮型商品を企画する�

■ 商品カタログに環境取り組み情報を掲載する�

■ 環境配慮型商品を開発する�

■ グリーン調達を推進する�

■ 環境配慮型商品の売上をアップさせる�

■ ショールームで環境取り組み情報を展示する�

■ 品質不良商品を削減する�

■ IT機器の配備を適正化する�

■ 社会貢献活動を実施する�

廃棄物の再資源化�

次の2商品の売上アップに取り組みました�
・樹の木　（人工木デッキ材）売上達成104% ・サポートレール（樹脂手すり）売上達成81%

20The Measure For Environment 2007



��
地球環境を良くするために人に何かを勧め�

 ていますか？�

自分のできることから�
TOEX社員400人に地球環境のことについて答えてもらいました。�
とえっくす�

すす�

いつもやっている�
ことがある�

27%
たまにやっている�

68%

ほとんど�
勧めたことがない�

56%

たまに�
勧めることがある�

42%

いつも勧めている�

2%

ほとんどやっていない�

5%

0 50 100 150 200 250 300 350 400�
（人）�

ゴミの分別をきちんとしている�

シャワー、洗面時に節水を心がけている�

エアコンの温度調節を行っている�

コンセントから抜くなど節電に心がけている�

コンビニやスーパーではレジ袋を断っている�

移動は公共交通機関を利用している�

アイドリング・ストップを心がけている�

携帯灰皿を使っている�

エコ製品を買うようにしている�

その他�
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携帯灰皿の使用�
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��
Q1で「いつもやっていることがある」または「たまにやっている」�

 と答えた方は具体的にどんなことをやっていますか？（複数回答可）�

��
Q4で｢いつも勧めている｣または｢たまに勧めることがある｣�

 と答えた方は、具体的にどんなことを勧めましたか？（複数回答可）�

�� 地球環境に良いこと、何かやっていますか？�
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社員の個々の取り組みにクローズアップ�

写真に写っているものはらっきょうで、この後早速甘酢漬けにしました。�
現在、家から徒歩10分程のところにある市民農園を借りています。
家庭菜園を始めて今年で6年目になりますが、やりだすと面白さには
まりました。�
特に夏はきゅうり、トマト、枝豆など毎日たくさん収穫できます。�
季節の野菜を自分で作り、食べる、我が家はエコライフを楽しんでい
ます。   

経理部　増田 公敏�はまる家庭菜園 

気候に恵まれたここ鹿児島では、自転車でどこまでもいけちゃいます。�
今日は旬の野菜からちょっと変わったものまで何でもそろう鹿児島
中央市場にぶらり出かけてみました。�
陽の光を浴びながら、新鮮な地元食材を目や舌で味わうと心も体も
元気になれる気がします。ロハスな１日でした。�

営業本部　清水 章弘�太陽と過ごす休日�

週2回（月・木曜日）の昼休み、地元のパン屋さんが会社にパンを
売りに来ます。昼食時に出るコンビニ弁当などのゴミの削減を目指
し、数年前から当社の中央研究所で始まったもので、環境を考えた
事業所挙げての企画です。�
外食が面倒な人、朝が弱い人、お弁当だけでは足りない人、家族
の朝食用に購入するお父さん・お母さんなど、利用のしかたは様 で々、
今でもお昼になると人だかりができるほど。�
栄養バランスに注意すれば、地球だけでなく体にも優しいロハス
ランチのできあがり。�

ロハスランチ�商品本部　黒木 きよみ・下村 恵理子�

たまに話す�

57%

少しはつながる�

57%
必ずつながる�

40%

あまり話さない�

37%

よく話す6%

ほとんどつながらない�

3%

��
地球環境のことについて家族や友人と�

 日常会話することはありますか？�

��
自分自身の小さな行動が地球環境を�

 良くすることにつながると思いますか？�
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■ 環境専属部署｢環境室｣ を設置�

■ 公式ホームページに『環境への取り組み』を情報公開�

■ 新･TOEX宣言�
  行動指針の１つに『良き企業市民として、社会貢献   
　 と地球環境保護に積極的に取り組みます』と宣言�

■ 新たに岡部、水口拠点をISO14001認証に加える（全18拠点）�

■ 住生活グループ�
　 ｢エコプロダクツ2004｣共同出展�

■ 100万人のキャンドルナイトに参加�

■ 代々木公園 清掃ボランティア活動＆グリーン
　 アドベンチャーへ参加�

2004年�
2003年�

■ INAXトステムグループ�
　 ｢エコプロダクツ2003｣共同出展�

■ 100万人のキャンドルナイトに参加�

■ 宮崎駿監督「千と千尋の神隠し」が�
　 第75回アカデミー賞長編アニメ賞受賞�

■ 六本木ヒルズ オープン�

■ 環境万博｢愛・地球博｣ 開催�

■ ロシアが京都議定書批准�

■ アテネオリンピック�

■ 新紙幣発行（5千円札の肖像画が樋口一葉、
　 千円札が野口英世に）�

これまでの取り組み、そしてこれから�
ISO14001の認証から、環境との共生をテーマに。�

にんしょう�アイエスオー� きょうせい�

環境�

イベント�

商品開発�

活 動 �

イベント�

世の中の
　動き　�

■ 人工木材ウッドデッキ�
　 「樹の木（きのき）  」を開発�

■ スカイエール�
　 「私が創る自然浴」を開発�

■ 環境マネジメントシステム（EMS）を導入�

■ E-ラーニング環境教育システム�
　（E-TEN)を構築�

■ ISO14001認証を一括取得（全16拠点）�
きょてん�いっかつ�

■ 遊歩道、広場などをより健康的で楽しいスペース

　 に創造する「自然浴パーク」を開発�

■ 多目的ガーデンルーム�
　 「エクシオール フィリア　」を開発�

ゆうほどう�

しぜんよく�

ひじゅん�
■ ｢環境教育推進法｣ 施行�

し こ う �すいしん�
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■ 住生活グループ�
　 ｢エコプロダクツ2005｣共同出展�

■ 100万人のキャンドルナイトに参加�

■ 本業での環境活動を推進�
　 全部門が環境目標を掲げ仕事に取り組む�

■ 新たに香川拠点をISO14001認証に加える（全19拠点）�

■ 第1、2回環境保護ボランティア活動�
　 （自然浴ボランティア）を実施�

■ クールビズ・ウォームビズTOEXを実施�

■ チーム・マイナス6%に参加�

2006年�
TOEXのエコ年表�

2007年7月現在�

■ 住生活グループ�
　 ｢エコプロダクツ2006｣共同出展�

■ 100万人のキャンドルナイトに参加�

■ 東京都環境局主催の「自然環境における
　 ＣＳＲセミナー」で自然浴ボランティア活動
　 内容を講演�

■ 日本国際博覧会｢愛・地球博｣�

■ RoHS指令施行�

■ ワールド・ベースボール・クラッシック�
　 （WBC）で日本が優勝�

■ FIFAサッカーワールドカップドイツ大会�

■ ミス・ユニバースで日本代表の森理世さん
　 が優勝�

2005年�

■ 環境配慮型商品を発売開始�

2007年�

■ 新商品展示会等の社内イベントで、�
　 自社オリジナルエコバックをプレゼント�

■ 100万人のキャンドルナイトに参加�

■ リビング一体化ガーデンラウンジ�
　 「ｃｏｃｏｍａ（ココマ）」を開発�

■ カラー全5色を取りそろえた人工木材ウッ
　 ドデッキ「樹の木（きのき）　」を開発�

■ 環境配慮型商品開発制度を構築、�
 　環境ラベルタイプ　マークを制定�

■ 採光性をかね備えたフェンス「サニーブリ
　 ーズフェンス」をはじめとした8商品を環
　 境配慮型商品として認定�

■ ユニバーサルデザイン歩行補助手すり�
　 「サポートレールＵＤ」を開発�

■ 京都議定書発効�

■ ｢環境配慮促進法｣ 施行�
かんきょうはいりょそくしんほう�

しゅさい�

■ 新ブランド「＋Ｇ（プラス ジー）」を展開�

■ ユニバーサルデザイン採用門扉錠3タイプ
　 を商品化�

もんぴじょう�

■ ドイツで開催されたG8サミット（主要国首脳

　 会議）で地球温暖化対策が最大焦点となる�
しょうてん�
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快適安全�
職場づくり�
システム�

TOEX快適安全職場づくり方針�

　この快適安全職場づくりという活動は、社員が快適で安全な職場を自分

たちで作り上げる活動です。本部と各事業所の連携を強めて行う、会社全

体の安全衛生推進活動です。これにより社員が快適で安全な職場で働く

ことができ、良い商品やサービスが生まれます。環境活動との連動も強化し、

自分たちの職場づくりが社会貢献につながる活動にしたいと考えています。�

上田  　彰�取締役総務人事統轄部長／快適安全職場づくり委員長�

従業員が安全で衛生的な職場で�
仕事ができる環境をつくる�

社員の健康向上を目指す�

快適な職場づくりを目指す�

車両事故を撲滅する�

災害を予防する�
��

年間活動の振り返り�

改善点の発見�

運用�
会議コミュニケーション�
文書記録の管理�

������

����	 
���

方針の表明�
法律の調査�

業務上リスクの評価�
目標の設定�
組織づくり�

さらなる社内環境の向上をめざして�
環境に良い商品は、快適で安全な職場から。�

基本理念�

取り組み�
指  針�

今年からTOEXでは、環境活動のシステムに加え、快適安全職場づくり活動（安

全衛生推進活動）のシステムもできあがり全社展開されました。�

この活動は、社員の健康向上、災害事故の予防と撲滅を目指していますが、

その中には、職場を衛生的かつ美しくする活動も含まれており、2つのシステム

の相乗効果を期待しています。�

とえっくす�

ぼくめつ�

日常点検�

内部監査�
かんさ�
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｢TOEX 環境への取り組み WEBサイト｣では、ＴＯＥＸが環境について考えていること、取り組んで

いることをもっと詳しく紹介しています。  

環境への取り組み＞ミュニケーション�

環境への取り組み＞環境配慮型商品�

もっと知りたい、TOEXのこと�
とえ っ く す �

WEBサイトのご紹介�
しょうかい�

TOEX 環境への取り組み�
TOEX環境�

「TOEX環境」と検索してください。�

http://www.toex.co.jp/iso/top.htm

けんさく�
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〒160-0022  東京都新宿区新宿1-4-12�
TEL.（03）3354-3211（代）�

環境に関するホームページ�
http://www.toex.co.jp/ iso/ top.htm

●用紙：地球環境に優しいエコパルプ古紙70%+エコパルプ（植林紙）30%を配合　●印刷インキ：アロマフリー型大豆油インキを使用�

2007年7月発行�

自然浴でエコライフ�

TOEXはチーム・マイナス6%に参加しています。�

TOEX環境�


