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Q.都市ではどんなスローライフができそうですか？�

結果は、「郊外や自宅で自然に触れながら暮らす」ことが高評価でした。�

今、地球に住む人々は毎日がとても忙しい。�

たくさんお金を稼いで人よりも豊かな生活をしたい一方で、スローラ

イフをしたい人が増えているようです。�

当社は、自然と共生した暮らしができる商品を開発し、販売しつづけ

20年目を迎えます。人が毎日楽しく、健康に生活することが、結果とし

て地球環境に良い暮らしにつながる、そんな商品をたくさん販売する

ことが当社の目指す環境活動です。�

TOEXがもっとも大切にしている�
ライフスタイル…  それは“自然共生”�

20年前から、�
そしてこれからも…�

“いいえ”と答えた1割弱の方の理由として「意味がわからない」
「時間がない」「生活環境が整っていない」などがあがっています。�
どんな生活環境がスローライフなのかが明確になれば、スローラ
イフをしたいと思う人はもっと増えるかもしれません。�

Q.スローライフをしたいですか？�

はい�
90.1%

いいえ�
9.9%

調査資料提供 : リビングデザインセンターOZONE

調査資料提供 : リビングデザインセンターOZONE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・休日は郊外に出かけ�
　　　　  自然に触れる�

・住まいの屋上に�
　　　  家庭菜園を持つ�

・近所の人と共同で�
　　　  家庭菜園を持つ�

・ソーラーシステムを�
　   取り入れた家に住む�

・自家用車は�
  ハイブリッドカーである�

平均点�

3.67

3.25

3.17

2.94

2.90

5 4 3 2 1 （できそうな方から5、4、3、2、1で評価）�

26.7 37.1 21.3 5.4 8.5

23.9 28.6 19.2 5.5 22.8

21.6 27.9 20.8 5.2 24.5

16.7 22.4 26.4 7.1 27.4

14.5 23.4 27.2 7.3 27.6

いそが�

かせ�

むか�

はんばい�

こうがい�

ふ�

と え っく す �
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“自然共生” というライフスタイル�

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20年前から自然と共生するライフスタイル（当社では自然浴生活

と呼んでいます）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。�

�

当社の自然共生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、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

境は良くなるでしょう。�

加えて、地球の環境も必ず良くなっていくと信じています。�

取締役社長 〔環境委員長〕�

企業行動指針�
（環境指針）�

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。�

TOEXでは、これからも地球と人にやさしい企業で�
あるために次の企業理念、行動指針のもと、�
2010年までに4つの環境活動重点テーマに�
取り組んで行きます。�

�
企業理念�

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。�

�

てんかん�

しぜんよく�

たよ�おくない�

めぐ�

はんばい�

り ね ん � し し ん �

きぎょう �とえっくす �

こうけん�

とりしまりやくしゃちょう� かんきょういいんちょう�
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住生活グループ�
環境ステートメント�

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。�

環境マネジメント�
システム�

（EMS）を活用�

CO2排出量の�
削減活動を継続して�

毎年 1%以上�
減らします。�

環境保護ボランティア
活動を行い、全社展開に

取り組みます。�

環境面に配慮した�
商品梱包の改善に�
取り組みます。�

2010年までの�
環境活動重点テーマ�

住生活グループ　2010年までの環境目標�

地球温暖化防止�

�

自然環境保護� 廃棄物削減�

環境配慮型商品の�

売上比率を 30%�
にします。�

�

エコ商品�
はいりょ�

さくげん� けいぞく�

は いきぶ つ �

こんぽう�

ひ� つ�

はいしゅつ�

じゅう せ い か つ �

げん�
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“光、風、緑と暮らす” TOEXのエコロジー�

今の世の中、省資源や廃棄物の削減、資源のリサイクルの取り組みは当た
り前のこと。�
次世代のエコロジーは、生活のなかに自然をたくさん取り込み、その力を
利用する｢快適性｣に加え、人を｢健康｣にする効用も期待されています。�
TOEXでは、光、風、緑といった自然からの恵みを、より取り込みやすく、利
用しやすい空間（家の内と外をつなぐ空間）を、商品を通じてつくり出し、
人が健康で快適（ヘルス＆アメニティ）になる暮らしを目指しています。�

と え っ く す �

はいきぶつ � さくげん�

めぐ�

と� こ�
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自然共生ライフスタイルの新発想  プラスG

ガーデンを室内と同じ大切な生活スペースと考え、庭を“間取る”ことで生まれた�
プラスGという発想。�
これからのエコロジーな住まいは、L（リビング） D（ダイニング） K（キッチン）に�
G（ガーデン）をプラスして考えることが大切。住まいはLDK＋Gの時代へ。　�

現代的な和のしつらえ� 自宅の庭でリゾート気分� 月見をしながら秋の夜長を�

すりガラス調スクリーン、狭い幅で並べた目隠し
格子が、デッキ庭と室内に光と風を取り込み、
開放的で心地よいスペースをつくります。�

開放的なスペースでは、植物を育てるガーデニ
ングゾーンに最適です。�

その他、プラスGに関する詳しい情報はこちらへアクセス� TOEX＋G

プラスG�
これからの住まい方�
アイディアプラン�

＋GはTOEXの登録商標です�

は っ そ う � ジー�

せま� はば� めかく�

と�こうし � こ�

くわ�

ま ど �
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光と暮らす�

緑と暮らす�

風と暮らす�

光、風、緑と暮らせる商品�

夏を除く10月～5月の昼間

（10:00～16:00）、cocoma

の室内は太陽熱の効果で、

その3分の2近くは20℃以上

となります。�

cocoma ガーデンラウンジ ココマ�
熱エネルギーで暖かい暮らし�

ガーデンハット�

キャンバスを自動開閉する

時の電力をソーラーシステム

で発電します。また、日除け

の機能は太陽熱を遮断し、

室内の温度上昇を防ぎます。�

光エネルギーで省電力�

DC12V電動式（ソーラー仕様）�

敷地内で“緑”と触れ合う暮らし�

ガーデニングステージ/テラッツァシリーズ�

エクシオール 自然浴家族（パネルカーテン仕様）�

“風”の通りを利用する暮らし�

オープン�

マンションベランダを緑化スペース�

クローズ�

エコポイント�

太陽熱を取り入れることで、暖房（だんぼう）に必要な資源を節約できます。�

狭（せま）い敷地を有効利用し、ガーデニ
ングや家庭菜園ができるため、自宅に
いながら緑と触れ合う暮らしができます。�

エコポイント�

ソーラーパネルを使用した場合、キャンバス開閉時に必要な資源を節約できます。
太陽熱を遮断することで、冷房（れいぼう）に必要な資源を節約する商品です。�

エコポイント�

ガレージの上を緑化スペース�

エクシオールのパネルカーテン仕様は、前面、側面がカーテンのように開閉でき
るため、風を取り入れる方向や量をお好みでコントロールしながら生活できます。�

エコポイント�

テラッツァシリーズ�

ガーデニングステージ�

しゃだん�

じょうしょう�

し ぜ ん よ く �

しきち � ふ�

あたた�
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自然共生で癒しの効果�

光、風、緑といった自然が、人の心や体にどう働きかけるのか、明らかにはなっていませんが、�
癒しの効果、現代病といわれるストレスを和らげる効果があることがわかってきたようです。�
人が癒されるという感覚を持つということは、五つの感覚が何かをとらえていることには間違いありません。�
TOEXが目指しているエコロジーは、自然との共生。�
人の五感は、自宅にいながらにしてこんなものをとらえるのでしょうか。�

触覚�
聴覚�

味覚�

■自家栽培の野菜や果実�

■土や植物の軟らかさ�
■風の涼しさ�

■鳥や虫の声�
■葉が風にそよぐ音�
■雨の音�

■木や花の香り�
■雨のにおい�

■葉の緑�
■花�
■水たまり�
■木漏れ日�

視覚� 嗅覚�

まちが�

いや�

ちょうかく�

きゅうかく�

しょっかく�

こ も �

すず�

やわ�

じ か さ い ば い � か じ つ �

とえっくす�
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私たちの手で自然環境を守りたい…�

理由は、自然共生を提唱する企業だから。�
当社は、商品を通じて人の暮らしを自然と共生させることを提唱し
続けています。�
美しい地球、すばらしい自然環境が保たれていてこそ、当社は社会
に貢献できます。だからこそ、私たち社員や家族は、自らの意思で自
然環境を守る活動を行っています。�

　東京都での活動�

　2006年から数えて4回、

東京都の環境保全地域で

森林保全ボランティア活動

（呼称：自然浴ボランティア

活動）を行っています。�

　これまで東京近郊に住む

154人の社員や家族が参加

しました。第4回からは間伐

作業も取り入れ内容も拡大、今年の8月には第5回を開催予定です。�

■ これまでの活動�

第1回�

第2回�

第3回�

第4回�

開 催 日� 場　　所� 作業・イベント内容�参加人数�

74人�

34人�

27人�

19人�

東久留米市�
野火止（のびどめ）用水�
歴史環境保全地域�

あきるの市�
横沢入里山保全地域�

あきるの市�
横沢入里山保全地域�

東久留米市�
野火止用水歴史環境保全地域�

下草刈り（したくさがり）�
ネイチャーゲーム�

下草刈り�
間伐材でのコースターづくり�

下草刈り�
環境体験ゲーム�

間伐、 下草刈り�
竹鉄砲（たけでっぽう）づくり�

2006年�
 7 月29日（土）�

2006年�
10月21日（土）�

2007年�
 7 月28日（土）�

2007年�
11月23日（祝）�

●間伐作業は倒す方向を見定めて�
　息の合ったチームワークが鍵（かぎ）。�

夏 の 作 業 �

秋 の 作 業 �

●パパと一緒に草を刈る子供たち。�

こうけん�

きんこう�

しぜんよく�

かんばつ�

�

かいさい�

ていしょう�
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参 加 者 の 声 �

●豊かな植生（しょくせい）を回復させる�
　場所になりました。�

●広い範囲（はんい）の草刈り作業。�
　足腰がかなりつらい状態に…。�

●作業中にカブト虫をGet!

●子供たちに体験ゲームの説明を�
　してくださったNPOの小山さん。�

　　第4回参加者  Yさん�

今回は、間伐がとても新鮮で、楽しく作業
ができました。山中の急斜面にはこんな
機会でもないと入らないため、貴重な体験
でした。また同じ場所で開催することは、
毎年の自然の変化が実感できていいですね。�

　　第1回参加者  Nさん�

私はボランティアに初めて参加しました。

特に、今回の活動場所が、「野火止用水」

であり埼玉で生まれ育った私には、大変

に馴染み深く、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、社員の意識の向上ととも

に子供への教育にも有効で、私の子供も

理屈抜きで体で感じてくれたものと思い

ます。�

　　第3回参加者  Mさん�

小学生の頃、学校や地域が行っている植
林や河川の清掃活動といった環境保全活
動に参加していたことを思い出しました。
子供のころは友達と遊べる、おやつが出る
などという理由で参加しており、何のため
にこのような活動を行っているのか、今思
うとまったく理解していなかったですね。
そんな中でも子供がたくさん参加してい
たのは、環境保全活動を大人が企画し子
供たちが楽しく参加できるように盛り上げ
てくれていたからなんですね。今回の活
動は子供はもちろん、大人も楽しめるイベ
ントを含んだものでとても満足できました。�

こうけん�

ししん �

りくつ �

しんせん�

きゅうしゃめん�

せいそう�かせん�

きかく�

ふく�

な じ �
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■ これまでの活動�
�

第1回�

開 催 日� 場所（埼玉県）� 作業・イベント内容�参加人数�

45人�
�
毛呂山滝の入町有林�

植樹（しょくじゅ）、 間伐�
下草刈り（したくさがり）��
間伐材でのコースターづくり�
森林学習�

2008年�
 6 月 7 日（土）�

　2008年  埼玉県での活動もスタート�

【埼玉県庁･毛呂山町･TOEXの三者で森林(モリ)づくり協定を締結】�
　2008年3月22日､埼玉県主催の「県

民みんなの森林（モリ）づくりシンポジウム｣

で､埼玉県庁･毛呂山町･ＴＯＥＸの三者で

｢森林づくり協定書の締結｣を行いました｡�

ＴＯＥＸは今後3年間､毛呂山町有林（滝ノ

入 約5.7ha）の森林整備事業への援助お

よび社員による森林保全ボランティア活動を年２回、行っていくことになりました。�

【活動開始！】�
　2008年6月7日（土）、社員とその家族45名がボランティアで参加し、活動

を開始しました。初回となる今回の活動では、埼玉県担当者からの作業説

明のもと、午前中は4班に分かれて除伐作業、午後は間伐デモンストレーショ

ン見学の後、2班に分かれてひのきコースター作り・現地視察を行いました。

　除伐作業では初めて体験する者がほとんどで、グループ毎に個性を発揮

しながらの作業でした。作業前、うっそうとして暗かった場所も、お昼頃には

木漏れ日が入るまでになりました。参加者からは『もっと作業をしたかった。』

『子供達にも良い経験をさせる事が出来た。』『森林（モリ）づくりという明確

な目的があり“やりがい”があった。』などの感想が出ていました。�

　また当日は、毛呂山町長から『ＴＯＥＸと協働で50年後・100年後に子供達

に誇れるような“森林（モリ）づくり”を行っていきたい』との力強いご挨拶を

いただきました。�

●スタート直後の森の中。�
　足を置くスペースもなく、とても薄暗（うすぐら）い。�

除伐作業�

作 業 の 様 子 �

TOEX 森林（モリ）づくり プロジェクト�

しゅさい�

ていけつ�も ろ や ま �

えんじょ�

じょばつ� かんばつ�

しさつ �

ごろ�

こ も �

ほこ� あいさつ�

とえっくす �

はっき �

11 The Measure For Environment 2008



●作業後は、こんなに日が差しむようになり�
　森林が育ちやすい環境づくりができました。�

次回、秋の活動では�植樹にチャレンジだー！�

　　岡部事業所勤務  Mさん�

今回の活動に参加して良かったと思います。
実際に活動する前は、半分は義務的意識
もありましたが、参加してTOEXの森林づ
くりの活動目的を知ることができ、大変満
足しています。�
参加した我が子ですが、家に帰って早速、
今日あったことを日記に書いていました。
次回以降も、継続して参加したいと思い
ます。�

また、今回参加できなかった人にも、活動
内容を伝えながら、誘ってみます。�

　　児玉事業所勤務  Iさん�

ヘルメットを被り、手のこぎりを腰に下げて、

最初は「こんな本格的に？」と戸惑いまし

た。正直、山へ入っていくときにきつく感

じましたので不安でした。ところが、現地

へたどり着き作業に入ると不思議と体が

慣れていき、次第に楽しくもさえ感じられ

たのです。目に見えて周りの様子が変化

していき、暗かった自分の立っている場所

に光が差し込んだときの嬉しさ…最高で

した。�

この活動に参加しなければ決して味わう

ことのできなかった経験でした。地球環境

保護と難しく考えるより、自分に出来るこ

とを積極的に自ら行動していくことが大

切なんだとわかった気がします。�

次回も是非参加したいと思います。�

参 加 者 の 声 �

●ひのき間伐材（かんばつざい）をノコギリで�
　切って、コースターやなべ敷（しき）をつくる�
　子供たち。�

かぶ�

とまど �

さ� こ� うれ�

ぜ ひ �

けいぞく�

さそ�

とえっくす�

ぎ む �
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コミュニケーション × ショールーム�

�
生活科学習 de エコ教育�

広島ショールーム�

キャラクターチーム員  No.752
このたび、ぼくたちはチーム・マイナス6% キャラクターチーム員になったよ。�
最近、ぼくたちの住んでいる森の食べ物（木の実）が少なくなったんだ。�
昔と比べて気候の変化も感じるよ。この原因は、どうやら人が生活の中からた
くさん出すCO2のようだ。住みやすい地球にもどすために、ぼくたちは全国の
TOEXショールームでエアコンの設定温度に気を配るよう呼びかけているんだ。�

TOEXショールーム エコ推進アドバイザー�

ショウちゃん・ショウ子ちゃん�

　2007年から定期的に、近隣の

大塚小学校の低学年の皆さんが、

生活科学習の時間を利用して

ショールームへ見学に来てくれて

います。�

　この機会を利用して、当社では

展示商品の見学会はもちろん、

人工木材 樹の木 に代表される環境にやさしい商品のことや、自

然と暮らすことの大切さについて知ってもらうエコ学習を行っています。�

　とても熱心に耳をかたむけてくれる子供たちからは、「エクステリア

ってどんなものですか？」「すてられるゴミから商品がつくられているん

ですか？」などたくさんの質問が出ます。�

●環境報告書をつかったエコ教育�

●再生材を使った人工木材デッキを大型パネルで説明�

●説明を熱心に聞く子供たち�●人工木材デッキを見学� ●ガーデンルームを体感�

ある子供から、「なぜ、庭には植物が必要なのですか？」の質問が…（汗）。�
大人のみなさん、子供たちにわかりやすく教えてあげることができますか？　“自信がない”というあなた!  こちらにヒントが。�

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

きんりん�

とえっくす� すいしん�

みな�
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全国10ヶ所にあるTOEXショールームでは、1年を通してたくさんのイベントを行っています。�
参加をご希望の方は、ホームページをご覧いただき、お近くのショールームへお越しくださいませ。�

TOEXショールーム�

“100万人のキャンドルナイト”を�
楽しみながら“クリスマスリース”を作ろう！�

オリジナル�
エコバックづくり体験イベント�

仙台ショールーム� 千葉ショールーム�

　2007年3月、ショールーム内にあるガーデンルーム体験コーナー

でエコバックづくり体験イベントを行いました。暖かい陽の光を浴

びながら、楽しい時間を過ごしてくれました。�

　2007年の冬至イベントとして、仙台ショ

ールームでは、展示しているガーデンルーム

「暖蘭物語」・「ココマ」にたくさんのキャン

ドルを灯し、体感ゾーンをつくりました。�

　キャンドルナイトを体感されたお客様は、

やさしいキャンドルの灯りのもと、知らないう

ちに表情もやさしくなり、スローな時間を過ごされていました。また、

クリスマスリースづくりに参加された皆さんは、ご家族で相談しなが

ら飾りつけを行い世界に1つだけの手作りリースが完成! 子供たち

はわが家に飾るのを楽しみにしていました。�

ショールームご来場の方にキャ
ンドルをプレゼントしたヨ。�
キャンドルの灯りは、まわりを明
るくするだけでなく、人の表情や
気持ちも明るくしてくれる“魔法
（まほう）の光”なんだネ。�

●時間をわすれてお絵かきに集中！�

●とっても上手に描けました�

●この雰囲気（ふんいき）に笑顔が絶（た）えない女の子�●ガーデンルームでスローライフを楽しむご家族�

●お母さんが子供たちへ熱心に飾り付けを指導�

世界にひとつだけの犬と猫のエ
コバックのできあがり! パパやマ
マにプレゼントするのを楽しみ
につくっていたヨ。地球の温暖
化を防ぐため、買い物するとき
はエコバックを使おうネ。�

かざ�

だんらん�

あたた� ひ�

とうじ�

みな�

こ�

とえっくす�
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コミュニケーション × エコプロダクツ2007

　“ Do Eco Yourself ! ”�

　今回で5回連続の出展となったエコプロダクツ展。�

　商品やワークショップを通じて、たくさんの来場者の方 と々、“エコ”につい

てのコミュニケーションをとることができました。�

　「体で触れて感じる、手を動かし物をつくる」といった来場者参加型のコミュ

ニケーションスタイルは大好評でした。�

大好評のエコロジーワークショップ�

�
“バードフィーダー（鳥のえさ場）”づくり�
鳥たちと友達になれる魔法の道具�

　実は、自然の少ない都会でも、驚くほどたくさんの鳥たちが生き

ています。バードフィーダーはそんな鳥たちと自宅で友達になれる

魔法の道具。庭やベランダにちょっと工夫をこらし置いてみると、

さまざまな鳥たちが遊びに来てくれます。�

　心地よい鳴き声とともに、自分で作ったバードフィーダーに鳥た

ちが遊びに来てくれるのは、本当にうれしいもの。鳥たちが運んで

くる草花や木の種が芽を出し育っていくことも…。�

　野鳥を通じて自然と触れ合うエコライフを見つけてもらいました。�

●自然共生の大切さを体感　展示商品:プラスG  たたみガーデン�

●大好評だったリースづくりワークショップ� ●リースづくりでは社員が講師として大活躍�
　（東京ショールーム 白石さん）�

できることからエコライフ、自分でつくるエコスタイル�

ふ� おどろ�

ま ほ う �
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ワークショップ参加者の声�

自然のものを使って何かを作ったのはいつぶりでしょうか？�

そういえば小学生のころ、夏休みの宿題で押し花を作ったのを思

い出しました。最近は、自然のものに触れる、手にとることがまった

く無くて、今回のワークショップへの参加は、自分のライフスタイル

を見直すよいきっかけになりました。自然に感謝する暮らしを家族

や子供にも伝えていきたいと思います。�

（東京都在住　主婦）�

バードフィーダーづくりに参加しました。はじめは私にできるかな？

と思ったのですが、他の人に手伝ってもらいながら作ることができ

ました。とっても楽しかったです。家に帰ってさっそく庭に置いて

みます。自分が作ったバードフィーダーに野鳥がくるのが今から待

ち遠しいです。このようなワークショップにはまた参加したいです。�

（福島県在住　中学生）�

　わたしたちがボランティア活動で守っている森林から集めてきた

松ぼっくりや木の実といった自然の恵みを、リースの飾りにしました。

自然の恵みでこんな素敵なリースができるなんて…。�

　身近なエコに気づいてもらいました。�

�
“自然素材を生かしたリース”づくり�
松ぼっくりや木の実を飾って…�

かざ�

めぐ�

ふ�

かんしゃ�
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駒ヶ根拠点エコMAP

ようこそ!  TOEXのエコモデル 駒ヶ根拠点へ�

中央研究所� 環境アメニティプラザ�
（環境商品展示場）�

1
4 53

2 6

7

8 9

3

10

長野県は駒ヶ根にある当拠点には、商品開発研究所、商品展示場、研修・宿泊施設があり、総勢約100名の社員が働いています。�
中央アルプスの大自然に抱かれたここ駒ヶ根拠点は、当社の目指す “自然共生” に取り組んでいるとってもエコロジーな職場です。�

　中央研究所DATA�

　1988年、エクステリア業界としては初

めて建てられた商品開発、商品試験の

ための研究所です。ここでは、四季を感

じやすい気候を利用した屋外耐久試験

なども行っています。�

　環境アメニティプラザDATA�

　街並みづくり（公共空間づくり）のた

めのエクステリア商品をご提案するため、

1995年につくられた屋外展示場です。�

カタログだけではわからない空間の設計

例なども公開しています。�

　駒ヶ根見験学楽プラザ〔研修棟、宿泊・食堂棟〕DATA�

　当社のお客様に商品の機能や施工

方法などを学んでいただくために、1993

年に建てられた研修施設です。�

　当施設は宿泊が可能で、宿泊棟には

ガーデンルームをはじめとする当社商品

があり、大自然を感じリラックスできる時

間が過ごせます。�

“見験学楽”とは、喧々囂 （々けんけんごうごう）【沢山（たくさん）の人が口々にやかましく騒ぎた
てるさま】と侃々諤 （々かんかんがくがく）【剛直（ごうちょく）で言を曲げないこと。遠慮（えんりょ）
することなく議論すること。】を合わせた造語（ぞうご）�

見験学楽プラザ（宿泊棟）�
�

見験学楽プラザ（食堂棟）�
�

見験学楽プラザ（研修棟）�
�

しゅくはくしせつ�

しょくば�いだ�

たいきゅう�おくがい�

せ こう�

し せ つ �

きょて ん �こ ま が ね �と え っ く す �

とう�けんけんがくがく�

とう�

とう�

け ん け ん が く が く �
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割安な夜間電気で蓄え
た熱エネルギーを昼間
の冷暖房に利用する高
率的でクリーンなエネル
ギー空調システム｢エコ
アイス｣を設置しています。��
夜に電気を使ったほうが、CO2排出量が少ないん
です。�

冷暖房で省エネ�6

室内照明はインバータと反射板を入れています。�
以前に比べて約30%の電力が削減でき、おまけに
とても明るくなりました。商品研究の仕事は室内の
明るさを保つことは大切、だけど省エネも大切、そん
な悩みを解決してくれました。�

照明で省エネ�4

見験学楽プラザのまわりはとってもすてきなガーデン
が広がっています。どこか異国の地に来たような。�

緑を浴びるガーデンゾーン�10

商品見学はもちろん、商品を使った暮らし方、施工
のしかたなどを学習できます。自然共生型商品の
ガーデンルームやプラスGは大好評です。�

生活提案の場�1

緩衝材の発泡スチロールを、溶剤を使ってゼリー
状に溶かし、缶につめ、資源ゴミとして引き取っても
らいます。�

ゴミの資源化�5

蛍光灯はレンタルサービスを利用しており、使えな
くなったものはサービス会社が引き取り、リサイクル
等の適正処分を行ってくれます。明かりのことはこ
れで安心!

四季を利用した商品試験�
�

2

人工木材を利用した公園ベンチや通風、採光フェ
ンスなど、街並みの景観を大切にする環境配慮型
商品を実際のスケールで見学していただけます。�

大切にしたい街並みの景観�7

宿泊者への食事には、エコ農園で育てた季節の
野菜もお出ししており大好評です。調理過程で出
る野菜等の切りくずや敷地内の落ち葉などを肥料
として利用しています。�
エコ農園は拡大予定。自給自足を目指します!

エコ農園�8

食堂棟の屋根には冷
たい井戸水を流す冷却
システムを採用しています。
夏は室内温度が約5℃
下がるため、冷房設備
はありません。自然冷房はとても心地よいですね。�

井戸水で冷却�
�

9

自然生息している植物、人工的に植えた植物など、
緑が豊かです。自然林は間伐・枝打ち、草花には水
やり、草取りなどの手入れは欠かしません。そのせいか、
野鳥がたくさんやってきます。毎年採れる「たらの芽」
「わらび」などは自宅で天ぷらに。当然早いもの勝ち!

動植物との共生�3

四季折々の気候を利用
し、商品試験が行われ
ています。気温の変化
を正確に測るための百
葉箱も設置!

STEP 1 STEP 2

STEP 3 STEP 4

サービス会社�
適正処理�

委託契約�サービス契約�

貸与�

返却�

使用� 所有�

井戸水�

せこう� かんしょうざい�

けいこうとう�

れいだ ん ぼう�

ようざい� つうふう� さいこう�

と� かん� はいりょ�

かんばつ�

さくげん�

なや�

はいしゅつ�

しゅくはくしゃ�

とう�

れ い ぼうせ つ び �

し き ち な い �

れいきゃく�

けいかん�

はか�

たいよ�

たくわ�

あ�
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●公園で遊ぶ子供たち�

Stop! 地球温暖化  全社の取り組み�

本社ビルの看板灯�
（点灯）�

本社ビルの看板灯�
（消灯）�

新宿本社ビルでの取り組みの様子�

イベント期間中の20:00～22:00

は事業所看板灯を消灯し、CO2

（二酸化炭素）の排出を少しでも

抑えることに取り組んでいます。�

「TOEXは100万人のキャンドルナイトを�
支援（しえん）する企業（きぎょう）�
“キャンドルホルダー”に登録しています」�

　｢クールビズ・ウォームビズ｣の実施�

　2005年より毎年実施してきた

クールビズ、ウォームビスの取り

組みも今年で4回目を迎えました。

導入当初は｢暑い、寒い｣の不満

の声がありましたが、今では実施

することが当たり前!という活動

になりました。�

 　｢事業所敷地の緑化｣を推進�

　新宿本社ビルの屋上、ショールーム屋外では緑化の推進に取り組

んでおり、事業所周辺の気温上昇を防ぐことに貢献しています。�

　また、広島市にある中国支店・広島ショールームでは、社会貢献の

一環で、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。�

　「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、今年の夏至で

9回目の賛同となりました。自社

でホームページやポスターを制作

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。�

　また、当社ショールームでは、

他とは少し違った「スローライフ

への参加」の呼びかけも行って

います。詳しくは14ページをご覧ください。�

　｢ハイブリッドカー｣の導入�

　乗用車33台中、19台はハイ

ブリッドカーを導入しています。また、

全車両の83%をしめる商用バンは、

排気ガス規制対策車です。�

　車を運転する社員には、アイド

リングストップ、社内清掃の推進

はもちろん、荷物重量削減も呼

びかけています。�

●新宿本社ビルの屋上緑化�

●中国支店・広島ショールーム敷地内の公園�

●ショールーム屋外展示スペースの緑化�

くわ�

はいき�

はいしゅつ�

おさ�

せいそう�

さくげん�

じょうしょう� こうけん�

し き ち �さ ん ど う �

じ っ し �

げ し �

どうにゅう�

いっかん�
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環境委員会�
（経営者メンバー）�

本業テーマ� 日常テーマ�

部門会議�
（人事組織単位）�

拠点環境委員会�
（拠点単位）�

●どうすれば社員の環境意識が向上するか？ �
　頭を悩（なや）ませる拠点環境委員会のメンバー�

　環境のことを考え、語り合う場�

　経営メンバーが集まる環境委員会を中心に会社の環境戦略を決

定し、本業テーマは部門会議、日常テーマ（紙ごみ電気）は拠点環境

委員会で、どのように実行・改善していくかを検討しています。�

　委員会や会議は3ヶ月に1回、定期的に開催され、テーマ進捗、改善

状況をチェックする場になっています。�

　環境経営をサポートする国際ルール、ISO14001�

　当社では、環境経営を確実に行う

ため、2003年8月に環境管理の国

際規格であるISO14001の認証を

全19事業所で取得しました。�

　ISO14001とは、“全世界共通で

環境に配慮した仕事のやり方を決

めたもの（規格）”です。この規格を

利用し、環境経営のしくみ＝EMS（Environmental Management 

Systems）をつくり、環境活動に取り組んでいます。�

　社員による現場チェック（社内）�

■ 社内環境パトロール�

　全拠点では、環境活動推進メ

ンバーを中心に、自分たちがつく

った環境ルールがきちんと守られ

ているかをチェックするために拠

点内パトロールを行っています。

　主に昼休憩時などに実施され、

フロアの消灯やエアコンの設定

温度、ゴミの分別ルールが守られているかなどを厳しくチェックしています。�

　環境知識をチェック�

■ E-ラーニング環境学習�

　E-ラーニングツール｢TENシス

テム｣を利用し、環境に関する世

間動向、社内の動きなどを、パソ

コンで学習できるようにしています。�

これにより、社員は好きな時間に

学習することができます。学習の

最後には必ずテストを行い、知

識が習得できたかチェックしています。�

　2007年度は年3回実施し、受講率は90%でした。約700人の社員

が学習するツールとしてはとても有効です。�

EMS（環境マネジメントシステム）で環境経営チェック!
アイエスオー�

はいりょ�

にんしょう�きかく�

きょてん�

せんりゃく�

かいさい� しんちょく�

じっし� じゅこう�

きゅうけい�
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　法順守を定期チェック�

■ 環境法、条例の順守評価�

　環境の法律や条例は必ず守らなければい

けないものです。当社では、守るべき法律、条

例を見直し、それが守られているかを全拠点で

年2回、一斉に点検しています。�

　2007年度は、産業廃棄物保管場所を示す

表示内容のモレなど、いくつかの拠点で順守

できていないところを発見し、是正しました。�

■ 古紙配合率偽装を受けての自主点検�

　また、今年初めに世間を騒がせた古紙配合率偽装を受けて当社では、

再生材を原材料に利用している商品で、その配合率を表示しているも

のについて、数値の適合を一斉点検しました。�

　結果、すべての対象商品が適合していました。�

改善後 : 保管品目を追記�

改善前 : 保管品目が未表示�

マークの表示例�

※商品により記載内容が異なります。�

エコポイント�

当社では、商品カタログ、ホームページ、その他環境関係資料にマーク表示で情報公開しています。�

※この点検結果の数値は2008年2月現在のものです�

対象商品� 適合評価�
再生材配合率�

表  示� 点検結果�

■ エコロウッド�

■ 樹の木

■ INAX床タイル�

70%以上�

50%以上�

55%以上�

70%�

56%�

55%

○�

○�

○�

簡単お手入れ�

長 寿 命 �

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。�（ちょうじゅみょう）�

　社員による現場チェック（社外）�

■ 産業廃棄物処分場の視察�

　私たちの事業活動からは、産

業廃棄物がたくさんでます。その

処分は委託していますが、正しい

処理がされているのかを社員自

らが現場に行って目視確認する

ことにしています。�

　この視察は、全拠点で3年に1

回行われています。�

　第三者による活動チェック�

■ ISO14001サーベイランス・内部監査�

　2008年7月10日、11日の2日間、

社外審査員2名によるサーベイ

ランスを受審しました。対象拠点

は、本社、関西など計6拠点でした。

サーベイランスの結果、観察事項

5件（不適合なし）が挙がりました。

この観察事項については、今年

度中にすべて改善します。�

　また、2007年10月から12月にかけて、社内監査員10名による内部

監査も実施しました。全活動部門、拠点を対象に監査を行い、その結果、

不適合9件、観察事項56件が挙がりました。この不適合については、

2008年1月末までにすべて是正を終了しています。観察事項について

は、今年度監査で改善状況を確認します。�

再生材を50%以上使った資源の有効活用
に配慮（はいりょ）した商品です。�

再生材使用�

は い き � しさ つ �

きょてん�

いっせい�

か ん さ �アイエスオー�

しんさいん �

じゅしん�

じっし �

じこう �

しゅうりょう�ぜせい�

じょうきょう�

さわ�

ぎ そ う �こ し �

いたく�

もくし �

ほ うじゅんしゅ�
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【CO2排出量】�
非再資源化�再資源化�ガソリン�電気�

【グリーン購入率】�【廃棄物の再資源化】�

目　標� 評　価�活動部門� 実　　　績�

■ 自然と環境に配慮した商品を企画する�

■ 商品カタログに環境配慮情報を掲載する�

■ 環境配慮型商品を開発する�

■ 環境配慮型商品を認定する�

■ 環境保護活動を推進する�

■ 環境関連の情報公開を推進する�

■ 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�

■ 不良品市場流出を撲滅する�

■ 環境保護活動を推進する�

商品企画�

商品開発�

・自然共生をテーマにした商品を2テーマ企画しました�

・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�

・15商品について環境評価基準をクリアさせました�

・環境活動支援が必要な協力企業様4社への支援を行いました�

・環境配慮型認定8商品の売上アップに取り組みました�
  〈目標：5,125百万円／実績：5,598百万円／達成率109%〉�

・全国ショールームで環境取り組み情報を掲載したパネルを展示しました�

・実施計画の方策を100%実行できました�

・事業所周辺の清掃活動を行いました〈参加人数…目標：12人／実績：12人〉�
・埼玉地区森林保全ボランティア活動が実施できませんでした�

・14商品を環境配慮型商品に認定しました�

・東京都で年2回、森林保全ボランティア活動を行いました�
  〈参加人数…目標：50人／実績：46人〉�

・ホームページ、エコプロダクツ2007で環境情報を公開しました�
・社外紙に情報公開することができませんでした�

生産管理�

営業販売�

営業企画�

品 質 �

情報システム�

本社管理�

2007年度  環境活動の結果�

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2003年�2004年�2005年�2006年�2007年�

（単位: t）�
2,713
（89.7%）�

1,280

1,433

1,195

1,121
1,105

1,031 954

1,127

2,316
（85.4%）� 2,136

（92.2%）�
2,081
（97.4%）�

2,069
（99.4%）�

1,021

1,048

0

50

100

150

200

250

2003年�2004年�2005年�2006年�2007年�

（単位: t）�

66

122

73

102

33

77

158

51

110
（70%）�

175
（58.3%）�

188
（64.9%）�

209
（76%）�

113

36

149
（76%）�

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2003年�2004年�2005年�2006年�2007年�

（単位: %）�

51

62 63 64 65

はいりょ� きかく�

けいさい�

ぼくめつ�
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TOEX社員のエコ意識�

昨年に続き、TOEX社員400人に地球のこと、エコのことを聞いてみました。 �
この一年でどのような意識の変化があったでしょうか？�

0 50 100 150 200 250 300 350 400（人）�

2008年�

2007年�

63%32%

68%27%

5%

5%

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？�Q3

Q1�
地球環境に良いこと、何かやっていますか？�

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）�Q2

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�

アイドリング・ストップを�
心がけている�

移動は公共交通機関�
を利用している�

携帯灰皿を使っている�

その他�

ゴミの分別を�
きちんとしている� 359

305

205

192

186

188

158

165

コンビニやスーパーでは�

レジ袋を断っている� 130

72

76

97

エコ製品を�
買うようにしている�

86

73

54

74

36

33

84

95

いつもやっている�
ことがある� たまにやっている�

ほとんど�
やっていない�

2008年�

2007年�

5% 66% 29%

6% 57% 37%

�
よく話す�

�
たまに話す�

�
あまり話さない�

2008年�

2007年�

と え っ く す �

ぬ�

けいたいはいざら�

ぶくろ�ことわ�
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地球環境を良くするために人に何かを勧め�
ていますか？�Q4

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？�Q6

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）�Q5
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41% 55% 4%

40% 57% 3%

2% 42% 56%
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エアコンの温度調節�

シャワー、洗面時の節水�
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節電�
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楽しみながらエコロジー、社員のLOHAS生活�

LOHASとは、｢Lifestyle Of Health And Sustainability｣（健康的で持続可能なライフスタイル）の頭文字をつなげた言葉。�
｢自分の健康｣と｢地球環境の保護＆持続｣をひとつに考え、楽しみながら暮らすこと。�

　  ｢一石三鳥!?を狙う  チャリンコ部隊結成｣�
関東支店　チャリンコ部隊�

私たちは、通勤に自転車を活用しています。�

所長（右端）は車ですが…（今後に期待）�

私の通勤距離（往復6km）は年間で考えると約1,500km。メンバー3人

では年間4,000kmですから、すごいCO2排出抑制に貢献しているんです。

運動にもなっていいと思いきや、私たちは自宅が同じ方角なので、夜の

一杯の誘いがハンパないんです。

T主任の｢行きやすかっ｣の誘い

に断りきれず…�

メタボ一直線です。（T_T）�

飲んだ後は、もちろん徒歩で帰宅!

今後の重点課題はヘルスです！！�

�

　  ｢“My箸”持参がこれからのスタンダード｣�
東京ショールーム　美食倶楽部�

私たち東京ショールームでは、｢My箸｣率が80%……あともう少し!�

お昼ご飯をコンビニエンスストア

で買っても、割り箸はもらいません。�

もったいない、もったいない!�

みんなそれぞれのお気に入りの

お箸を使って、楽しみながらエコ

を実践しています。�

　  ｢体も心も温まる薪ストーブ｣�
商品本部　上杉勝英さん�

我が家は8年くらい前から薪ストーブで暖をとっています。�

阪神淡路大震災のライフライン復旧の遅れを知ったのがきっかけです。

燃料は毎年、知人の果樹園からリンゴの枝をもらい有効利用しています。

ストーブの設置や維持には少し手間がかかりますが、その分愛着がわ

きます。�

冬の楽しみは、近所の友人を呼んでストーブの前でホット焼酎を片手に

ワイワイやることですね。�

LOHASなる言葉を知る以前から、

とにかく環境と財布に優しい生

活をモットーに、日々日曜大工を

趣味として、サスティナブル（持

続可能）な生活を心がけています。�

　  ｢山男の愛が地球を救う！｣�
中京支店　山岳部�

ロハスなんて言葉が最近では定着しつつありますが登山をするときの

心構えは、環境のことを第一に考えていること。山へ入った時と同じ状

態で帰ること、減らしても増やしてはいけない。山に登る者には、今も遠

い昔から自然とのそんな無言の

約束が続いています。�

本来の自然と人間との関係がこ

こにはあります。なんてカッコいい

こと言ってますが、山に登って美

しい景色を眺めるだけでも地球

の大切さを知ることができますよ。�

ロ ハ ス �

まき�あたた�

はし�

おく�

だん�

い じ �

しゅみ�

じっせん�

なが�

みぎはし�

つうきんきょり�

はいしゅつよくせい� こうけん�

さそ�

しょうちゅう�

やさ�

しゅにん�

ことわ�

いっせきさんちょう� けっせい�

く ら ぶ �

さんがく�
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エコ活動年表�
［2008年7月現在］�

���� ����

���� ����

����
■環境配慮型商品に14商品を追加
認定（計22商品となる）�

■環境に配慮した商品梱包の調査、検討
を開始�

■TOEX森林（モリ）づくり活動（埼玉県）スタート�

・｢京都議定書｣約束期間スタート�

・｢洞爺湖サミット｣開催�
・北京オリンピック�

［世の中の動き］�

■環境配慮型認定制度とタイプ
　ラベルマークを制定�

■森林保全ボランティア活動（東京都）
スタート〔以降毎年2回実施〕�

■環境配慮型商品8商品を認定し販売開始�

■自然共生商品｢＋G（プラスジー）｣
を発売�

・ワールドベースボールクラッシックで日本優勝�
・FIFAサッカーワールドカップ�

ドイツ大会�

・ドイツ開催のG8（主要国首脳会議）で�

地球温暖化対策が最大焦点となる�

����
■環境マネジメントシステム（EMS）を導入�

■ISO14001認証を全社一括取得�
　(8月27日)�

■エコプロダクツ2003に出展�
　〔以降毎年参加〕�

・｢環境教育推進法｣施行�
・六本木ヒルズオープン�

■『クールビズ・ウォームビズTOEX』を実施
〔以降毎年実施〕�

■『チームマイナス6%』に参加 

■環境専属部署｢環境室｣ を設置�

■｢環境への取組み報告書｣を発行〔以降毎年発行〕�

■新・TOEX宣言で行動指針として｢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｣を宣言�

■100万人のキャンドルナイトへ参加〔以降毎年参加〕�

・アテネオリンピック�

［世の中の動き］� ［世の中の動き］�

［世の中の動き］�

［世の中の動き］� ・環境万博｢愛・地球博｣開催�

・｢京都議定書｣発効�

［世の中の動き］�

こんぽう�

はいりょ�

はんばい�

アイエスオー� いっかつ�

しこう�すいしん�

じっし�

とえっくす�

きぎょう� こうけん�

ししん�

と う や こ �

ぎていしょ�

かいさい�

しょうてん�

しゅのう�

はっこう�

せんぞく�
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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。�

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

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

2008年8月発行�

当社の環境活動についての�
ご意見・ご感想はコチラから!


