
いのちをつなぐ 

2016年2月24日（水） 
サラヤ株式会社/東京サラヤ株式会社 

  産学官連携事業部部長 竹内 光男 

洗剤の詰め替え容器で25年間エコマーク取得!  

～詰め替えパックの継続採用と環境負荷低減の取組み～ 
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サラヤは日本で、営業58拠点、製造2拠点、開発・研究2拠点 

国内拠点 

営業 

58拠点 

製造 

2拠点 

開発・研究 

2拠点 



いのちをつなぐ 

海外で、営業17拠点、製造4拠点をかまえ 

海外拠点 

製造 

4拠点 

営業 

17拠点 
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熊野の清流が自然派の原点 
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サラヤの原点は熊野の清流 

• 創業者の更家章太の生家は、三重県熊野市で代々林業を
営んでおりました。熊野は、日本古来の宗教・世界観のルー
ツであり、太古の自然が息づく日本の原郷です。創業者は、
この熊野の山奥で清流の鮎や鰻、川海老を捕り、豊かな自
然の恵みに育まれて成長しました。 

• その頃の父母の山に対する深い愛着や、少年時代を過ごし
た熊野の川や山での思い出が、心の奥深く残り、この自然観
や生活観をいつまでも忘れることなく、自然にやさしい商品
開発に取り組みました。これは、サラヤの事業の原点として
位置づけられ、企業のDNAとして今もしっかりと受け継がれ
ています。 
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日本の高度成長
を支えた 

石鹸液容器 

１９５２年（昭和２７年）創業  

手洗いで始まったサラヤの仕事 

創業製品か
らヤシ油を
使っていた 

私たち自然派のサラヤは、１９５２年の創
業時から人、そして環境を考え、天然素材
をもちいた商品づくりをコンセプトに、様々
な商品の開発・販売をおこなってきました。 

中でも1971年誕生の「ヤシノミ洗剤」は、
石油系洗剤による水質汚染が社会問題と
なる中、環境にやさしい植物原料を使用し
た植物洗剤の先駆けとして誕生した、サラ
ヤの主力ブランド商品です。 
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発明した創業期の石鹸液容器 
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１９８２年医療現場のアルコール手指消毒 

のスタンダードをつくった医療用医薬品 

「ヒビスコール」と消毒器 
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１９９８年 
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田子の浦 

1960～1970年代 

水質汚濁の深刻化 

都市部の河川 
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１９７１年 

ヤシノミ洗剤（※）誕生 
  ※当時は学校給食現場で注目され業務用 

    から普及した。８０年代に市販開始。 

１９８０年代初頭 テレビCM初代モデル ジュリー・マーシャルさん 
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手肌と地球にやさしい ヤシノミ洗剤 

1991年ステンドグラス・デザイン 
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 １９８８年 林寛子さんをイメージキャラクターに 

積極的ＣＭ展開（投資） 
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詰替パック 

１９８２年 

日本で初めての詰替えパック洗剤 
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ラクラクパック 

１９９７年 

他社の競合 

品に対抗し 

て、極めて短 

期間で開発・
投入 
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シャボネット石鹸液 ウオシュボン 

ヤシノミ ヘアケアシリーズ 

ヤシノミ洗剤 シリーズ パウ アラウ 

   サラヤはヤシノミ洗剤やせっけん液の原料 
にヤシ油、パーム油、パーム核油などを使用

しています。 
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ヤシノミ洗剤の詰替(1982年）パック、平成3年（1991年）エコマーク
の認定を受け、24年間継続してエコマークを取得しつづけている。

その他、手洗い用のシャボネットの詰替え用のパック等もエコマー
ク認定商品として、見やすい場所への表示やカタログなどにも掲載
しています。 

①詰替え容器・省資源型の容器の積極的なエコマーク認定取得（ヤシノ
ミ洗剤・シャボネット） 
②家庭用繊維製品（不織布）未利用繊維を使用したガーゼのエコマーク
認定取得 
③リターナブル容器・包装資材のエコマーク認定取得等  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE6aPeptXJAhVJE5QKHS3BDD4QjRwICTAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecomark.jp%2Fabout%2F&psig=AFQjCNHWc3w6taHqX0eFDxEo4ZupGcss_Q&ust=1449974678251460
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エコマーク商品（例） 
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＜ＩＳＯの取得状況＞ 

 

 

 

規格名 内 容 取得年月 

ISO-9002 
ISO-9001 

 品質マネジメントシステム 

 品質マネジメントシステム 

 1999.12 (工場) 

 2002.12 (全社） 

ISO-14001  環境マネジメントシステム  2001.11 (全社） 

ISO-13485  医療機器品質 
    マネジメントシステム 

 2006.12  
 (本社・生産部門) 

ISO-22000 
 食品安全マネジメントシステム 

 2008.12 
 (本社・営業所) 

ISO認証の審査 

外部審査機関によって、毎年維持審査と3年目に更新審査が行われる 

   ・規格要求事項に基づき「システム」が確立されているか？ 

   ・仕事の管理の仕組みが、規格要求事項に「適合」しているか？ 
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１．地球温暖化防止への寄与活動を推進します。 

  工場を始めとし、全事業所のエネルギー削減を推進します。 

２．資源節約と再利用の促進を推進します。 

 １）事業活動全般において使用する資源を節約するとともに、各種資材
について可能なものに関しては、再使用、回収・リサイクル促進を推
進します。 

 ２）事業活動全般において発生する廃棄物の削減を推進します。 

３．環境負荷の低い製品開発に努めます。 

  設計・企画開発段階では、製品の環境負荷低減の検討を行います。 

４．工場では、環境負荷物質の排出量削減・騒音・振動・悪臭抑制など
周辺地域への環境影響に配慮し地域に信頼される事業経営を行い
ます。 

５．地球問題の解決は、企業や地域での対応とともに地球規模での対応
も必要であるとの認識から、生物多様性にも配慮し、先進国と発展途
上国を持続発展可能なビジネスモデルで結び合うため、NPOや諸団
体との連携を深めます。 

環境方針 
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Ｅnvironmental Management System 

●「環境負荷の低減に配慮した仕組みがあるか」を評価 
  ★省エネルギー・省資源 
    ・電力・水・燃料・紙資源の節約 
    ・廃棄物の削減、リサイクル率向上 等 
●危機管理 
●コンプライアンス（法令順守） 
●持続可能な企業活動 
    ・地球温暖化防止への寄与活動推進 
    ・生物多様性への配慮 
    ・プラスの環境活動 

環境マネジメントシステムの略称 

 Ｅ Ｍ Ｓ の推進 
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サラヤの事例 

「ヤシノミ洗剤の環境影響評価によるリスク分析」 
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ヤシノミ？ 

 

ヤシの実？ 

 

椰子の実？ 



いのちをつなぐ 

１.ココヤシ（和）⇒ココナッツ（英） 

• 主な利用製品   

  ココナッツオイル＝ヤシ油 

 

 

   

  ココナッツミルク 

  ココナッツジュース 

  ナタデココ 

 

食用油 工業用（石けん・洗剤・・化粧品など） 
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ココヤシ 

大きさ：20～
25cm 
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１.ココヤシから搾る、ヤシ油 
●主な生産地（フィリピン・インドネシア・インド）  

 ⇒ アジア自生の植物 

●生産方法 ⇒ 「のんびり小農制」            ●ココヤシは収穫
後の保存が可能 
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２．アブラヤシ（和） 
  ⇒オイルパーム（英）＝パーム油 

オイルパームの果房 ４０～６０ｃｍ 



いのちをつなぐ 

アブラヤシ 

大きさ：4～5cm 
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２．アブラヤシから搾る、パーム油 
●主な生産地（マレーシア・インドネシア）  

        ⇒ アフリカ原産の外来植物  

●生産方法⇒「プランテーション方式」 収穫後、４８時間以内に搾らないと腐る（分
解） 
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●パーム油のプランテーション 
最新の搾油工場を中心とした大農園。効率的に安く、パーム油を生産す
る。収穫から４８時間以内に搾油。 
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世界の植物油生産量 ２００５年 

単位：千ｔ 

２００５年の世界のパーム油生産量は、
３３００万トン超（植物油で世界一へ） 
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世界のパーム油の利用は９０%が食用油 
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パーム油を使用している食品 
           

揚げ油 

菓子・スナック 

ココアバターの代替材料 

クリーム 

パン インスタント麺 

マーガリン 



いのちをつなぐ 

クッション材 車のハンドルなどの 

プラスチック製品 
化粧品 

機械油 キャンドル 石鹸・洗剤 印刷用インキ 

パーム油を使用している商品（非食品） 
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パーム油 

世界の生産量  ･･･3831万トン 
                   （2007年度 Oil World Annual 2008）  

日本への供給量･･･53万2200トン 
                   （ 2007年度 Oil World Annual 2008 ）  
 

食用に使われるパーム油（推定約90％）･･･47万8980トン 

 

国民一人当たり年間（12795万人）･･･3.7kｇ  

 

国民一人当たり年間植物油供給量･･･13.4kg 

                                    （2007年度 農林水産省）  

 
 

 

日本人が摂取する植物油の約２６％がパーム油！ 
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 テレビ朝日 番組タイトル 

『子象の涙 ～“地球にやさしい”の落とし穴 』 

2004年8月1日放送 マスコミ報道の誤解 
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小象の鼻や脚に食い込む罠ロープ 
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現地の映像を見せられ、意見を求められる 

ヤシ油を使用する大手が拒むなか、当社は取材に応じた 
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ボルネオ島 

日本 

サバ州 

世界で３番目に大きい島。アジア最大の熱帯雨林、
ボルネオ島。アジアの“肺”とも呼ばれている。 



いのちをつなぐ 



いのちをつなぐ 



いのちをつなぐ 

川岸まで迫るプランテーション 
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ヤシノミの原料調達地 

ボルネオ島の環境保全活動へ 
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現地新聞でもゾウの
救出が話題になった 

２００５年２～３月 最初の具体的な活動として
小象１頭目を救出した 
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ＲＳＰＯ研究会の模様。サラヤは２００４年１２月に日本から初の直接参加。 

ＲＳＰＯとは：ＷＷＦ（世界自然保護基金）が発案し、パーム油関連企業がそれに 

応じる形で結成された、環境や社会に配慮したパーム油産業の実現を目的とする 

団体。 
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ＲＳＰＯ 第２回総会（2005年11月23日） 
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Resolution 

 In order to ensure the integrity of 

riparian habitat, and its continuity from 

the sea to the highlands, the GA of RSPO 

RT3 endorses the principle that at least 1 

km on each side of major rivers be 

allocated as conservation forest.  For 

those who are agreeable to this proposal, 

their land will be secured and they will be 

adequately compensated. 

総会決議案 

       決議 

河口から高地まで川岸の生
息地が欠けることなく守ら
れる為、ＲＳＰＯのラウン
ドテーブル３における総会
は、主要河川の両岸につき
少なくとも１ｋｍの範囲が
保全林として守られるべき
ことを支持する。この提議
に同意する者について、所
有地の私有権は保護される
とともに、売却に際しては
適切な価格補償を受けるこ
とができるものとする。 

※プランテーション経営者
の反対により採択されなか
た。 
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Borneo Conservation Trust 

（ボルネオ保全トラスト） 

の設立へ 
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キナバタンガン川 

   セガマ川 

恒久森林 

保護林 

未保護 

プランテーション・
私有地 

サバ州の森林の状況 
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サラヤだけで、できること？ 

●現地活動の継続と、消費者への情報公開 

●RSPO（持続可能なパーム油）の採用と、    
パーム油以外の原料へのアプローチ 
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▼消費者と一緒に原料調達地の生物多様性保全を推進する キャンペーンを展開    
⇒正確な情報開示が不可欠 
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ヤシノミ洗剤の売上の1％が 
ボルネオ保全トラストに使われます。 
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商品裏面で
情報公開 

２００８～２００９年 

限定販売・店頭販促 
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ＢＣＴ支援企業の取り組み事例 

2008年3月ハンティング・ワールド
ＢＣＴチャリティバッグ発売開始。 

2008年6月ＡＢＣクッキング

スタジオ  ＢＣＴチャリティ
オリジナル洗剤ボトル発売 
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「緑の回廊計画」土地取得 

•   キナバタンガン川沿岸の保護区は、下左の
地図の黄色の部分のように分断されていま
す。この途切れた保護区をつなぐのが「緑の
回廊計画」の第一の目的です。多くの方々の
募金によって第1号と第2号の土地を確保で
きました。地図①のように、5.3エーカーと4.2
エーカーを既に確保しました。また、次ページ
記述のようにサラヤの名称の森（地図②）の
取得もいたしました 
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緑の回廊プロジェクトによる取得地 
• 地図① 
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サラヤのみで取得した土地 

• 地図②サラヤの森 
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①洗浄成分は微生物によって水と二酸化炭素に完全分解され、排出さ
れた二酸化炭素は循環して植物に再吸収されるカーボンニュートラル
を実現しました。深刻さを増す地球温暖化の対策も考えた”未来の洗
剤”です。  
②パーム油（アブラヤシ）生産地の環境と人権に配慮して供給される
持続可能なパーム油認証（RSPO認証）を日本で初めて取得しています. 
③売上の1％が『ボルネオ保全トラスト』の「緑の回廊」計画に送金さ
れ、2013年９月にはマレーシア・ボルネオ島に野生のボルネオゾウを
保護する「野生生物レスキューセンター」が建設されました。 “ゾウ
さんがしあわせなら、きっと人もしあわせ“ 「ハッピーエレファント
」は、そんな思いが込められた未来の洗剤シリーズです。 
 
④土地の買い戻し

実績⇒ 

獲得年月  土地名 面積 

2009年5月  サラヤの森1号地 2.2ha 

2010年1月  サラヤの森2号地  4.0ha 

2010年3月  サラヤの森3号地 2.0ha 

2011年6月  サラヤの森4号地 2.1ha 

2012年8月 サラヤの森5号地 1.9ha 

未来の洗浄剤の特徴と 

持続可能な原料調達の為の活動のまとめ 
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ＢＣＴ消防ホースプロジェクト 

「命の橋」１号橋２００８年４月 

★「オランウータンの橋」の建設資材として
日本から使用済み消防ホースを寄贈 

 

★多摩動物園･市川動植物園から専門家を
現地派遣 

60 
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野生生物レスキューセンター 
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■RSPO：2004年にパーム油生産者団体、製
造業者、小売業者、NGOなどによって設立さ
れたマルチステークホルダーによる非営利団
体 
 
■目的：持続可能なパーム油の生産と利用を
促進する 
 
■会員：生産者、製油業・商社、消費者製品製
造業者、環境NGO、社会NGO、銀行・投資家、
小売業者（2015年2月現在、約2043） 
日本の会員数：31 
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２．問題解決に向けた動き 
RSPO 

持続可能なパーム油のための円卓会議 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

http://www.rspo.org/
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透明性へのコミットメント 

 

 

 

 

適用法令と規則の遵守 

 

 

 
 

長期的な経済・財政的 

実行可能性へのコミットメント 

 
 

 

生産者および搾油工場によ
る適切なベストプラクティス
の活用 

環境への責任と自然資源お
よび生物多様性の保全 

 

 

 

生産者および搾油工場によ
り影響を受ける従業員や個
人、地域社会への責任ある
対応 

 
責任ある新規農園開発 

 

 

 
主要な活動分野における継
続的な改善へのコミットメント 

 

８原則 
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２．問題解決に向けた動き 
RSPOによる認証制度－P&C認証とサプライチェーン認証 

■２種類の認証 

 農園、搾油所の認証：P&C認証 

 製油所、メーカー、小売の認証：サプライチェーン（SCC）認証 

 →サプライチェーン全体の認証が繋がって初めて認証品となる 
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■グリーンパーム：2006年、RSPO創設メン
バーでもあるイギリスの油脂会社の子会社と
して設立され、RSPO承認のもと管理運営され
ている 
 
■目的：認証油の促進、熱帯林破壊の防止、
RSPOのサポート 
 
■会員：生産者、小売業者、パーム油利用事
業者（2014年3月現在、約760） 

２．問題解決に向けた動き 
もう１つの認証：証書方式 

GreenPalm（グリーンパーム） 
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３．日本の動向 
日本企業における方針策定事例 

■キリンホールディングス株式会社  http://www.kirinholdings.co.jp/news/2013/0305_01.html 

キリングループ持続可能な生物資源調達ガイドラインの中の「キリングループ持続可能な生物資
源利用行動計画」： 

パーム油が抱える課題を考慮し、RSPOによって承認されている認証証明取引プログラムである
Book and Claim方式を利用して、国内事業会社にて、下記のように対応します。 
一次原材料として使用しているパーム油：2013年までに全量を対応します。 
二次原材料として使用しているパーム油：2015年までに全量を対応します。 
なお、パーム油の生産農園の特定や、充分な量のRSPO認証パーム油が直接購入可能となった
場合には、別途レベルアップした行動計画を策定することとします。 

■サラヤ株式会社   HTTP://WWW.SARAYA.COM/CONSERVATION/ACTIVITY/04.HTML 

2010年には、生産地の"環境（生物多様性保全）と人権等に配慮"して作られた「持続可能な
パーム油（RSPO認証パーム油）」ができ、いち早く製品に採用。2020年目標として
GREENPALM認証クレジットの購入をゼロにし、全ての自社製品にRSPO認証油を使用していく

方針を策定しています。 

■花王株式会社  http://www.kao.com/jp/corp_csr/procurement_05.html 

「原材料調達ガイドライン」： 

2020年までに、花王グループの消費者向け製品に使用するパーム油は、認証された持続可能性
に配慮した、ミルまで原産地追跡可能なもののみを購入することをめざします。 
2020年までに、花王グループ工場のサプライチェーンの認証取得をめざします。 
2015年末までに、花王グループの消費者向け製品に使用するパーム油は、持続可能性に配慮
した、農園まで原産地追跡可能なもののみを購入することをめざします。 
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４．世界の動向 
国単位での方針策定 

   イギリス環境食料農村地域省（DEFRA） 
2015年末までにすべてのパーム油／核油を認証油へ切り替える  
 
   German Forum for Sustainable Palm Oil（FONAP） 

2014年末までに認証油のみを利用する 
 

    French Alliance for Sustainable Palm Oil 

2015年までにすべて認証油に切り替える。また100％トレーサビリティも必要 
 
   European Sustainable Palm Oil Initiative（ESPO） 

オランダ政府は2015年末までに100％認証油に切り替えるとしている。 
また、オランダ油脂工業連盟（MVO）が、ヨーロッパ全体で認証油への切り替えを促
進させるため、ESPOイニシアティブを立ち上げた 
 
■EU法（EU Regulation 1169/2011）Food Information to Consumers 
2014年12月13日より、食品に使用される植物油はラベルに明示しなければならな
い、というルールが適用された 
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■ユニリーバ 

2014年末までにトレーサビリティを、2020年までにトレーサビリティのとれた認証油とする
http://www.unilever.com/mediacentre/pressreleases/2013/100pcofpalmoilboughtwillbetraceable
toknownsourcesbyend2014.aspx 

 

■ゼネラルミルズ（シリアル、ハーゲンダッツ） 

2015年までに全てのパーム油を責任ある持続可能な原料に切り替える 

https://www.generalmills.com/en/ChannelG/Issues/palm_oil_statement.aspx 

 

■ペプシコ（ペプシ、トロピカーナ、スナック） 

2015年までに100％認証油を購入、2020年までには100％物理的にRSPO認証油へ切り替える 

http://www.pepsico.com/PressRelease/PepsiCo-Builds-on-Commitments-to-Sustainable-
Agriculture-and-Support-for-Local-C03182014.html 

 

■ケロッグ 

2011年より、全量SG、MB、B&Cで対応ずみ。2015年末までにサプライヤーに対し農園までのト
レーザビリティを含む基準準拠を求める 

http://newsroom.kelloggcompany.com/2014-02-14-Kellogg-Announces-Global-Commitment-
To-Fully-Traceable-Sourcing-Of-Palm-Oil 
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４．世界の動向 
海外企業における方針策定事例① 
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■マース（スニッカーズ、M&M’s、カルカン） 

2013年末までにマスバランス100％達成したが、非認証油分の持続可能性とトレーサビリティ確
保のためRSPO基準を超える基準を設置。2014年末までに搾油所までのトレーザビリティを（TFT
が確認）、2015年末までに全サプライヤーが独自基準に従うことを要求する 

 

 ＜マースの基準＞ 

 ・合法であること 

 ・保護価値の高い地域（HCV）での開発はしないこと 

 ・炭素蓄積量の多い森林（HCS）での開発をしないこと 

 ・深さに関わらず泥炭地での開発をしないこと 

 ・新規植林及び植替えにおいて火を使用しないこと 

 ・マース社の行動規範に基づき、児童労働、強制労働、差別、賠償と利益、労働時間、組織の  

  自由、団体交渉権、健康と安全、環境及び倫理に配慮した運営を求める 

 ・農園開発におけるFPICを徹底すること 

 ・土地紛争を解決するには、偏りなく透明性のある手段を採ること 

 ・本基準に応じるため農家及び農園主をサポートすること 

http://www.mars.com/global/about-mars/mars-pia/our-supply-chain/palm-oil.aspx 
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４．世界の動向 
海外企業における方針策定事例② 
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４．世界の動向 
海外企業における方針策定事例③ 

■ロレアル 

2012年までに、パーム油はSGに、派生品はB&Cに切り替えずみ。2015年までにパーム油と主な
派生品のトレーサビリティをとり、遅くとも2020年までには森林破壊ゼロのパーム油を利用する 

http://www.loreal.com/Article.aspx?topcode=CorpTopic_MEDIAS_Actualites_Group_Target2020 

 

■BASF（ドイツ化学メーカー） 

2015年までにすべてのパーム油、パーム核油を認証油に切り替える 

http://www.basf.com/group/pressrelease/P-14-134 

 

■セーフウェイ（アメリカ小売） 

責任あるパーム油調達ガイドラインを策定、サプライヤーに対する対応を求めている 

http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-
Sourcing-Guidelines.pdf 

 

■ヤム！ブランズ（アメリカ、ケンタッキーフライドチキン・ビザハット・タコベルの運営） 

パーム油方針として、2017年末までに100％認証油に切り替える。HCS、HCVの保全、泥炭地保
全、法の遵守、FPIC（社会紛争の予防・解決）、搾油所までのトレーサビリティと果房の確認 

http://yumcsr.com/environment/environment-policies.asp 

http://www.loreal.com/Article.aspx?topcode=CorpTopic_MEDIAS_Actualites_Group_Target2020
http://www.basf.com/group/pressrelease/P-14-134
http://www.basf.com/group/pressrelease/P-14-134
http://www.basf.com/group/pressrelease/P-14-134
http://www.basf.com/group/pressrelease/P-14-134
http://www.basf.com/group/pressrelease/P-14-134
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://csrsite.safeway.com/wp-content/uploads/2012/07/Safeway-Responsible-Palm-Oil-Sourcing-Guidelines.pdf
http://yumcsr.com/environment/environment-policies.asp
http://yumcsr.com/environment/environment-policies.asp
http://yumcsr.com/environment/environment-policies.asp


いのちをつなぐ 

ＲＳＰＯ ＳＣＣ認証製品 「Ｈａｐｐｙ Ｅｌｅｐｈａｎｔ」  ↑ 

微細な“いきもの”
＝天然酵母が発酵
でつくりだす、持続
可能な天然界面活
性剤を利用した、未
来型洗浄剤！ 

RSPO-1106041 

72 



いのちをつなぐ 

水といきものの未来のために 
       地球にやさしい洗剤 
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•石けんや合成洗剤と比較しても水への負担（環境負荷）が少なく、水に棲む生きもの（メ
ダカ）の毒性試験においても、石油系合成界面活性剤（LAS）に比べて非常に低い結果

になり、生きものにもやさしいことが証明されています。 

•ソホロリピッド®の水生生物毒性（ヒメダカに対する毒性） 
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商品裏のマーク 

GreenPalm  
（Book&Claim Style） 

2011年秋より、RSPO認証原料(クレジット)購入の為、 
ヤシノミ洗剤シリーズのパーム(核)油由来の原料データを
算出開始。 
 

2012年4月より石鹸、洗剤の原料として使用する 

パーム油・パーム核油をRSPO認証原料（ＧＰ）に切り替え 75 

http://www.greenpalm.org/en/home
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▼第１回 2007 

▼第２回   2008 

▼第３回   2009 

ボルネオ調査隊 

▼第４回   2010 

▼第５回   2011 

▼第６回   2012 

2014年第８回ボルネオ調査隊
最新レポート公開中！ 

2015年第９回ボルネオ調査隊 

実施決定！ 

▼第７回   2013 
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水と緑のネットワーク 

東京サラヤ㈱ 

目黒川 

立会川 
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木の葉に羽を休めているヤマトシジミをみんなで撮影
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グリーン購入特定調達品目適合商品の開発 

と 

ＧＰＮのガイドラインに沿った購入の促進 

• 当社は、1996年よりGPN（グリーン購入
ネットワーク）に加盟しています。上記の什
器備品をはじめ、電気製品などについても、
できる限りGPNのグリーン購入ガイドライ
ンに沿った購入をするよう取り組んでいま
す。 
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グリーン購入ネットワーク（GPN）の会員は趣旨に賛同する 

全国の企業 ・ 行政 ・ 消費者（民間団体）で構成されています。 
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役員構成 会長1名 代表理事9名 理事41名 
■会長 

• 東京大学大学院工学系研究科 化学システム工学専攻                      
教授  平尾 雅彦代表理事 

■代表理事 

• NECファシリティーズ(株) 取締役執行役員 齋田 正之 

• 埼玉グリーン購入ネットワーク 事務局長 秋元 智子 

• 佐賀市 保健福祉部 部長 田中  稔 

• 東京サラヤ(株)サニテーション事業本部環境事業推進室 竹内 光男 

• (公財)日本環境協会 専務理事 柏木 順二 

• (公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 

理事 環境委員長 大石美奈子 

• (株)日立製作所 CSR・環境戦略本部 副本部長 小野寺浩幸 

• 横浜市資源リサイクル事業協同組合 企画室 室長 戸川 孝則 

• グリーン購入ネットワーク 専務理事・事務局長 麹谷 和也 
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グローバルコンパクトへの参加 

各企業が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、
社会の良き一員として行動し、持続可能な成長を実現するための 
世界的な枠組み作りに参加する自発的な取り組み 。当社は2009年
6月26日に加盟 

 

世界で約10,800の企業・団体が参加（日本は251の企業･団体：2013年1月現在） 

GC１０原則 
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「倫理的消費」調査研究会の開催について 

平成27 年５月 

消費者庁 

 、消費者庁において、倫理的消費の内容
やその必要性等について検討し、国民
の理解を広め、日常生活での浸透を深
めるためにどのような取組が必要なの
かについて調査研究を行う『「倫理的消
費」調査研究会』を開催する。 

 

この研究会を成功させる為に官民連携
を目的として、事務局へ1名出向と委員
会の委員を務めております。 
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各事業所で実施した”プラスの環境活動”の紹介 

生物多様性の取り組み例 

農作物の育成 

（神戸営業所） 

蝶の道プロジェクト 

（東京本社・東京営業所） 

エコクリーン事業所 

認定シール 

しながわ環境大賞受賞 

ヒマワリ 

トマト キュウリ など 

川の生き物を飼育 

（横浜営業所） 

エコパワーカンパニー 

認定シール 

http://webblog/wordpress/csr/files/2011/05/161c637a8085d5cef2e343023dacf90d.jpg
http://webblog/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/6b3677c9e85a2d9935d1360664b15f447.jpg
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（伊賀工場） 
LED蛍光灯 100kw太陽光パネル 

環境配慮設備 

工場内にビオトープ 

 

各事業所で実施した”プラスの環境活動”の紹介 

ボルネオ支援 

自動販売機を設置 

久米川クリーンウォークに参加 

http://webblog/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/RIMG0208.jpg
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東京サラヤ本社 最上階に太陽光パネルと風力発電を設置 
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近年の主な受賞 

2012年グッドデザイン賞  

2012年パッケージング
コンテスト受賞 

平成24年度ダイバーシ
ティ経営企業１００選 

環境レポート2012 

第16回 環境コミュニケー
ション大賞 奨励賞 受賞 

第７回ロハスデザイン大賞  
コト部門 大賞 

たまひよ赤ちゃん        
グッズ大賞 2012 エレフォームとＡＲ-４０  

アルペットES ECOスプレー    
ハッピーエレファント洗たくパウダー  

http://webblog/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/CIMG49741.jpg
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平成２５年５月 

ソーシャルプロダクツアワード大賞 

〈一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会〉 
ハッピーエレファント洗たくパウダーが受賞 

平成２５年４月 

第25回 中小企業新技術・新製品賞 

〈りそな中小企業振興財団、日刊工業新聞〉 
次世代界面活性剤SOFOROが優秀賞と環境貢献特別賞を受賞 

平成２６年６月第9回ロハスデザイン大賞 

〈一般社団法人ロハスクラブ〉モノ部門 

 「ハッピーエレファントシリーズ」で受賞 

ハッピーエレファントをメインとしてj受賞 
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グリーン購入大賞 受賞の記録 

■2010年 第12回 グリーン購入大賞 優秀賞 

サラヤ株式会社 

原料供給地の環境問題 ボルネオ環境保全プロジェクト 

■2014年 第16回グリーン購入大賞 優秀賞 

東京サラヤ株式会社 

次世代の自然派洗剤「ハッピーエレファント」 
～持続可能なパーム油を原料とした天然の酵母による非石油
系洗剤の開発・製品化と製品の環境情報提供～ 
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• ～東京本社域、東京支店、による地域活動～  

• ＜しながわECOフェスティバル参加＞ 

【2014.05.30公開】しながわECOフェスティバル2014の報告 

【2013.05.29公開】『しながわＥＣＯフェスティバル』活動報告 

【2012.05.30公開】しながわECOフェスティバル2012報告 

【2011.05.16公開】しながわecoフェスティバル 

  
＜出前授業＞＜寺子屋＞ 

【2014.02.26公開】品川区第四日野小学校 出前授業実施報告 

【2014.02.10公開】品川区立台場小学校 出前授業実施報告 

【2013.11.27公開】品川区立城南第二小学校で出前授業 

【2013.02.14公開】品川区立第四日野小学校 出前授業実施報告 

【2013.01.17公開】品川区台場小学校出前授業の報告 

【2012.02.20公開】品川区立第四日野小学校で出前授業 

【2011.09.21公開】しながわ寺子屋  

 

• 品川区総務課および環境課そして区長との繋がりが確実に出来ました。 

• しながわECOフェスティバル２０１２に参加。 

• 品川区環境情報活動センターと協力してイベントに参加しました。２万人以上の来場者があり３００セット用意したクイズにボルネ
オの緑の回廊の取組を取り入れ回答者への景品配布も全てなくなり 

•    合わせてRSPO商品（ハッピーエレファント）の紹介を実施。 

• 環境省主催のエコライフェア２０１２に初参加 

• カスタマー営業本部と協働して代々木公園で開催された環境をテーマにした催しに参加。 

• 環境商品（ヤシノミ洗剤、ココパーム、ハッピーエレファント）を展示、6月2日、3日の2日間盛況のうち無事終えることができました。 
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環境教育・グリー購入啓発活動 

http://webblog/wordpress/csr/?p=32577
http://webblog/wordpress/csr/?p=32577
http://webblog/wordpress/csr/?p=32577
http://webblog/wordpress/csr/?p=32577
http://webblog/wordpress/csr/?p=32577
http://webblog/wordpress/csr/?p=19508
http://webblog/wordpress/csr/?p=19508
http://webblog/wordpress/csr/?p=19508
http://webblog/wordpress/csr/?p=19508
http://webblog/wordpress/csr/?p=8661
http://webblog/wordpress/csr/?p=8661
http://webblog/wordpress/csr/?p=8661
http://webblog/wordpress/csr/?p=8661
http://webblog/wordpress/csr/?p=8661
http://webblog/wordpress/csr/?p=195
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http://webblog/wordpress/csr/?p=28927
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http://webblog/wordpress/csr/?p=15980
http://webblog/wordpress/csr/?p=15980
http://webblog/wordpress/csr/?p=15415
http://webblog/wordpress/csr/?p=6627
http://webblog/wordpress/csr/?p=3296
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都内でのグリーン 

環境学習 
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１）環境学習後の子供
たちの感想。 

 

２）日野学園の先生の
ご意見では、「１時限４
５分では時間が足りな
いので次回は５年生や
６年生を時間延長も考
えてやりましょう。」とい
うお話をいただきました。
来年も継続して実施し
たいと思います。 
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地球価値創造フォーラム（2016年8月3日） 
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北海道グリーン購入ネットワーク 

2015グリーナーウィーク展示参画（カーボンオフセット） 

99 



いのちをつなぐ 

全国ＮＰＯ祭り（震災復興支援）代々木公園11月 

100 
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「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」とは、 

• 2030年度の温室効果ガスの排出量を2013年度比で26％削
減するという目標達成のために、日本が世界に誇る省エネ・
低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資する
あらゆる「賢い選択」を促す国民運動です。 

• 例えば、エコカーを買う、エコ住宅を建てる、エコ家電にする
という「選択」、高効率な照明に替える、公共交通機関を利用
するという「選択」、クールビズをはじめ、低炭素なアクション
を実践するというライフスタイルの「選択」。 

• みんなが一丸となって温暖化防止に資する選択を行ってもら
うため、統一ロゴマークを設定し、政府・産業界・労働界・自
治体・NPO等が連携して、広く国民に呼びかけて行きます。 
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2015エコプロダクツ展 環境省ブース 

エコマークの取組紹介（12月11日）  東京ビックサイト 
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2015エコプロダクツ展環境省展示、エコマーク
の取組紹介（12月11日）ビックサイト 
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2015エコプロダクツ展環境省展 

エコマークの取組紹介（12月11日）  東京ビックサイト 経産省ブース 
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経産省ブース 
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ご静聴ありがとうございました。資
料作成にあたり、WWF様の協力を頂きました。 

RSPO-1106041 

http://www.saraya.com/csr/env/ecomark.html
http://www.saraya.com/csr/env/ecorail.html
http://www.saraya.com/csr/env/biomass.html
http://www.saraya.com/conservation/index.html
http://igpn.org/index.html

