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2006年度までに生まれた"環境配  
富士通フロンテック　環境配慮型製品およびソリューションの紹介 

当社で2006年度に開発された製品はすべて環境配慮型製品です。 
省エネ、省資源、リサイクルなど厳しい環境社内基準をすべてクリアし、環境配慮型製品と   
新たにソフト部門の環境貢献ソリューション認定商品も環境配慮型の商品として認定され   て

スーパーマーケットのPOSやSCOに搭載
する縦型のバーコードスキャナで、業界唯
一のDSP採用による多方向／高密度スキャ
ニングパターンを搭載し、多機能、省エネな
どクラス最高スキャナです。 

バーコードスキャナ 
DUET-Ⅱ 

製造、物流、流通業で工程管理や入出庫管
理に使用するUHF帯RFID内臓リライタブ
ルシートの印字とデータの読み書きをする
プリンタです。 

リライタブルシートプリンタ 

UHF帯RFIDタグ情報の見える化が可能。
約500回の印字が可能なため、コスト削減、
紙資源の節約が可能です。 

ＵＨＦ帯ＲＦＩＤリライタブルシート 

公営競技場の現金システムで容積比現行
機の約1/8とし、省資源化した小型製品。
欧州RoHS指令にも対応しています。 

小型トータリゼータ通信処理装置 
μ-TCP/R

ベッドサイドシステム 
ヘルスケア(医療)

環境貢献ソリューション認定商品 

電子カルテと連携したリアルタイム情報の
取得・更新を行います。 

中古車オークション会場において、せり業務
システムと連携し、せり自体を行うシステム
です。 

銀行で使用する現金自動預払機(ATM)で、
ユニバーサルデザインと、環境に優れた塗
装や最先端のセキュリティを採用しています。 

新中古車せりシステム 
流通 

環境貢献ソリューション認定商品 

ネットワークインフラとJava/Web技術を
フル活用し、本部と店舗間とのリアルタイム
通信を可能としたPOSシステムです。 

インターネット対応POSシステム 
「JStore」　流通 

環境貢献ソリューション認定商品 

銀行などで扱う各種帳票をカラーイメージ
データとして読み取る装置です。画素数は
1000万画素。データ再現性の高さと
USBバスパワー動作による省エネ化が特
徴です。 

オーバーヘッドリーダ 
3G-OHR

スーパーグリーン製品 

現金自動預払機 
FACT-Vm20

スーパーグリーン製品 
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 慮型製品"
と   して認定されます。 
れ   てい ます。 

＊CSR：企業の社会的責任  
＊EMS：環境マネジメントシステム 

　 環境保全活動の基本方針 

当社は富士通グループ環境方針を順守し、「環
境にやさしい企業活動」を基本理念として、環
境保全への取り組みが重要な経営課題である
と認識し推進しています。 
持てるテクノロジーと創造力を活かし、社会
の持続可能な発展に従業員一人ひとりが積極
的に取り組んでいます。 
  
　 コンプライアンス 

当社のＣＳＲは「ＦＴＥＣコンプライアンス指針」
において行動指針および基準を定めています。 
環境保全活動においても同様に、同指針を基
本に推進し、国内外の法的基準のすべてを順守
することをＥＭＳで定めています。 
  
　 環境教育 

環境保全活動に関する環境方針、目的、目標を
はじめ社会的責任を含めｅ-Learning方式を採用
し、徹底した教育を推進しています。当社社員の
みならず、同じ事業所エリア内で業務する方々全
員を対象に教育を推進しています。  
　  
　 顧客・消費者 

製品開発は環境配慮型製品を基本として、社
内では「グリーン製品」と呼び、省エネ、省資源
およびリサイクルなどを十分に考慮した、非常
に厳しい環境基準をクリアしたものだけがグ
リーン製品として認証されます。また、植物性プ
ラスチックの採用などスーパーグリーン製品や
環境貢献ソリューション商品の開発を積極的に
進め地球温暖化防止対策、CO2削減などの社会
的責務を果たすべく、より高度な製品開発にチ
ャレンジしています。 
  
　 情報公開 

ホームページ上で環境方針や目的、目標からパ
フォーマンスデータ、社会貢献などの各種活動の
内容について情報を適時公開しています。 
なお、年に１回「環境経営報告書」として冊子

を発行し、お客さまをはじめ一般の方々へ配布
しています。  
  
　 社会貢献活動 

マレーシア・エコ・フォレストパークの海外植林を
推進しています。 
この活動は、富士通グループの一員として参
画しているもので、今後も国内、海外への貢献
活動を継続的に推進していきます。  
  
　 グループ連携 

環境保全活動は富士通グループの一員として
推進しています。さらに当社の独自性も加味し、
より幅広い環境保全活動を積極的に推進します。 
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環境保全活動のCSR* CONTENTS

■編集にあたって 
富士通フロンテックは次世代ユビキタスネットワーク社会の実
現に向けて最先端の技術で人とITをつなぐ製品・サービスを提供
しています。本書は、「人」と「環境」を軸にし、ものづくりとサービ
スのあらゆる領域において、環境改善に積極的に取り組む姿を「エ
コツアー」というかたちでわかりやすくご紹介することをめざして
編集いたしました。 

■報告範囲 
本報告書に記載した環境パフォーマンスデータは、富士通フロ

ンテック東京工場および新潟工場、大宮ソリューションセンターと、
株式会社富士通フロンテックシステムズを対象範囲としています。 
なお、富士通フロンテック東京工場データ中に、株式会社ライフ

クリエイト、富士通フロンテックカストマサービス株式会社および
関西支店のデータが含まれます。 

■対象期間 
本報告書に記載したデータは、2006年度の富士通フロンテッ

クの環境活動の実績値です。また、一部2007年8月までの考え
方や取り組み、活動データなどを含んでいます。 

■コミュニケーション（編集後記） 

2006年度までに生まれた"環境配慮型製品"

ごあいさつ 

環境にやさしい製品づくり（ＥｃｏＴour） 

ＳＴＡＧＥ1 設計［ソフト］ 

 設計［ハード］ 

ＳＴＡＧＥ2 調達 

ＳＴＡＧＥ3 製造 

 品質保証 

ＳＴＡＧＥ4 物流 

ＳＴＡＧＥ5 製品使用 

目標と実績 

製品リサイクル／環境会計 

社会貢献／海外工場紹介／環境教育・環境コミュニケーション 

1

3

5

7

9

10

11

12

13

14

15

17

18

バイブレーション機能搭載により騒音環境
でも、確実な情報伝達が可能で、自動節電
などの省エネ機能も内蔵され店舗や倉庫
で売価変更や在庫管理に活躍します。 

PDAタイプモバイルハンディ 
 ＭｕｌｔｉＰａｄ 

売り場で接客しながら、その場でカード決裁
までスピーディに行うモバイルPOS端末。
再生可能プラスチック100%使用しています。 

モバイルPOS端末 
B-STOREPOWER/M

空港カウンタや旅行代理店で使用する航
空券、搭乗券の発券を高速で行う発券機、
従来機比約50%省エネ化し、欧州RoHS
指令にも対応しました。 

エアーラインチケットプリンタ 
ATP

 

POS業界初のエコリーフ認証取得商品、再
生プラスチック・植物性プラスチックの採用、
欧州RoHS指令に加え、優れた省エネを実
現しました。 

POS端末 
TeamPoS3000

スーパーグリーン製品 
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今年8月「21世紀環境立国戦略」に基づき、
「低炭素社会」、「自然共生社会」及び「循環型
社会」の構築に向けた統合的な取組を、世界
から地域まで広い視野の下に、強力に展開す
ることをうたった、「平成20年度　環境省重
点施策」が発表されました。
これは、地球環境保全活動が現在、全世界

的なテーマとなっており、もはや一企業レベ
ルの課題にとどまらず、経済社会そのものの
存続に関わるレベルにまでなったのだと捉え
ております。これからの環境保全活動は従来
の延長線上ではなく、もっと大きなイノベー

ションを実践していくことが重要であ
ると考えております。
すでに、本年度中に京都議定書
6％約束を確実なものとするための
「京都議定書目標達成計画」が見
直され、環境や経済側面の統合的
な話し合いがグローバルに推進
し、国民、各企業への温暖化防
止対策の強化、そしてより高
い環境効率性を今以上に要求
されることが予想されます。
しかし環境的な側面だ
けを追求するのではな
く、経済（社会的）
側面も考慮に入れ
た、ビジネスとし
ての統合的な向上

が必要となる
でしょう。

2006年度は、スーパーグリーン製品や環
境貢献ソリューション商品を創出することで
目標をクリアすることができました。
今後も引き続きスーパーグリーン製品の創

出に向け業界トップランナーの環境技術を追
求し、質の向上を図ってまいります。さらに
IT活用によるソリューション提供を拡充し環
境負荷低減の実現を目指します。
また、従来の延長線上を超えた革新的な英

知と人材育成も大きな鍵のひとつと認識して
おり、e－Learning環境啓発教育等の全員参
加型活動の積極的な取り組みも行っています。
2007年度より「環境方針」を実践するた

めの行動計画として「第五期環境行動計画」
を掲げ、創出しているIT機器の性能と環境負
荷を統合的に評価することによって、真の環
境性能を「見える化」する工夫（環境効率フ
ァクター）など、多くの項目で、より高いレ
ベルの目標を設定し実行を開始しています。
今後も環境への取り組みに注力し地球環境

との調和に向け、より一層深く活動を根付か
せていきます。

■ 会社概要 ■ 売上高の推移（連結） 

■社　名  
　富士通フロンテック株式会社  
■設　立  
　1940年（昭和15年）11月9日  
■資本金  
　84億5,750万円  
■決算期  
　3月31日  
■代表者  
　代表取締役社長 海老原光博（えびはら みつひろ） 

■所在地 
　本社・東京工場  
　　〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776番地  
　新潟工場  
　　〒959-0294 新潟県燕市吉田東栄町17番8号  
　大宮ソリューションセンター  
　　〒330-6021 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2  
　　明治安田生命さいたま新都心ビル（ランドアクシスタワー）21階 
　大阪ソリューションセンター  
　　〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番53号 
　　大阪東京海上日動ビルディング8階  
■子会社（国内・海外）  
　株式会社ライフクリエイト  
　富士通フロンテックカストマサービス株式会社  
　株式会社富士通フロンテックシステムズ  
　FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES（フィリピン） 
　FKM Co,LTD.（大韓民国）  
　富士通先端科技（上海）有限公司（中華人民共和国） 

［百万円］ 
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「環境立国」日本を先進の環境技術で
グローバルに発信します。

環境に配慮するアイデア。それは、もっとお客さまの起点に立ち
さらに「もっと」を繰り返す姿勢。
「もっとわかりやすく、もっと親切に、もっと見やすく、もっと簡単に」

環境配慮技術もお客さまの視点で捉え
経済効果も視野に。

代表取締役社長

3 環境コミュニケーションブック
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ITの進歩は現在の社会でさまざまな可能性
を実現しなくてはならない重要なインフラと
なってきています。
そのような状況の中で富士通フロンテック

では2004年から2006年までの第四期環境
行動計画を完了させ、2007年からは第五期
環境行動計画に入りました。
第四期環境行動計画では2006年7月1日

より施行されました欧州RoHS指令に適合し
た製品づくりの構築を初め、製品環境対策の
中でも環境のトップランナーを走る製品とし
て、スーパーグリーン製品の開発や環境貢献
ソリューションの開発を行い、より環境に考
慮したものづくりを推進してまいりました。
その結果、省エネ、省資源から地球温暖化

防止に貢献できる各種製品の創出が実現でき
たものと考ています。
今年度からの第五期環境行動計画では、今

まで活動してきた内容の価値や質をさらに高
め、人の知恵をもっと生かし、高いレベルの
行動計画を設定し活動してまいります。
当社では、人と接する、ヒューマンインター

フェースを支えるICT（Information and
Communication Technology）機器を駆
使してユビキタス社会をめざしてきました。
今、ユビキタスの定義に環境配慮が大きな

要因として組み入れられています。環境配慮
技術は、「いつでも、どこでも、だれでも」が
恩恵を受けることができるインターフェースに
必要不可欠となっています。
いつでも、どこでもの実現には、モバイル

化した表示や操作のエネルギーを最少化する
技術が不可欠であり、表示素材でもイノベー
ティブな素材の研究など、環境と経済を両立さ
せる技術には、差別化を意識したもっとベーシ
ックな部分で、大きなイノベーションが必要
です。
今年、春に発表しました電子ペーパー製品

につきましては、新しい液晶技術を駆使し、
フィールドでの環境負荷を大きく抑え、モバ
イル環境において長時間の動作を可能とし
ました。これによりユビキタスのめざす方
向に新たな一歩を踏み入れた製品として、今
後もさらに応用製品を開発していく考えです。
特にフィールドイノベーションの実現

にあたっては、まずはお客さまの課
題を見い出しスピーディーな課題解
決が重要な位置づけとし、全世界的
なテーマである環境保全活動の貢献
と今後もお客さまとともに成長し
ていきたいと考えています。

お客さまの起点に立ち、環境面において
差異化された製品・サービスを提供します。

経営執行役常務
（環境経営委員長）

■ 従業員数の推移（連結） ■ 環境組織 ■ コンプライアンス指針 

富士通フロンテック社員一同、「FTECコン
プライアンス指針」において定めた行動指
針および基準にのっとり、企業活動によって
生じる多様なリスク 
を低減し、社会的 
責任を果たしてま 
いります。 

従業員に配布している 
コンプライアンス指針 

［人］ 
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●写真撮影　鷹羽金蔵 

環境専門委員会 環境経営委員会 

環境管理事務局 

東京工場環境管理委員会 

新潟工場環境管理委員会 

グリーンプロダクト委員会 

グリーン調達委員会 

含有化学物質全廃委員会 

廃棄物削減委員会 

省エネ委員会 

ペーパーレス委員会 

化学物質削減委員会 大宮SC/FJFS環境管理委員会 

当社は富士通グループ環境方針を順守し、『環境にやさし
い企業活動』を基本理念として、環境保全への取り組みが
重要な経営課題であると認識し推進します。 
持てるテクノロジーと創造力を活かし、社会の維持可能な
発展に貢献します。また、事業活動にかかわる環境法や環
境上の規範を遵守するにとどまらず、自主的な環境保全活
動に努めます。 
さらに豊かな自然を次の世代に残すことができるよう、す
べての組織と一人ひとりの行動により先行した取り組みを
継続して行きます。 

製品のライフサイクルを通じ、全ての段階において環
境負荷を低減する。 
当社の活動、製品及びサービスが環境に与える影響を
常に認識し、環境関連法規、規制、その他の要求事項、
自主基準等を順守しCSRを果たします。 
当社の活動、製品及びサービスにかかわる環境影響評
価結果に基づき、汚染の予防及び継続的な改善を図る。 
環境方針を実現するため、環境目的・目標を設定し、当
社の従業員を初めとし関係会社の方々を含む全員参
加で一人ひとりが環境保全に努める。 
グリーンファクトリー／グリーンオフィス制度を第五期
行動計画末までに ★★レベル以上※を達成する。 
（※富士通独自の評価基準を一定以上達成） 

製品・サービスの環境価値向上 
　1）スーパーグリーン製品の開発 
　2）環境効率ファクターの向上 
　3）環境貢献・配慮ソリューションの開発 
地球温暖化防止対策 
　1）エネルギー消費CO2排出量の削減 
　2）物流・輸送CO2排出量の削減 
　3）VOC排出量の削減 
　4）廃棄物発生量の削減 
グループガバナンスの強化 
リスクマネジメントの強化 
環境社会貢献 
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5

4環境コミュニケーションブック
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製造工程内の従来からの手法
に加え、新たな取り組みを紹介
しています。 

ドロップシップの適用拡大、倉庫の保管効率向上
及び梱包資材に対しての取り組みを紹介してい
ます。 

物流ステージ 

製造ステージ 

グリーン調達推進強化のためお取引先との 
より強い連携の必要性を紹介しています。 

調達ステージ 

製　造 

出荷品質を今まで以上に高める
ための取り組みを紹介しています。 

品質保証 

■ 事業活動のマテリアルバランス 

開発・設計 調　　達 製　　造 

 
●製品素材 
　（グリーン製品のみ） 
　CO2 14,751.5トン ●水  20,768トン 

●エネルギー   
　購入電力 6,182MWh 
　軽油 0.07k   
　LPG 17.63トン 

●廃棄物 
　総排出量 134.9トン 
　サーマルリサイクル量 37.2トン 
　マテリアルリサイクル量 97.7トン 
　廃棄処分量 0.0トン 

●大気排出 
 CO2 2,568.1トン 

●排水 20,768トン 

 
●原材料 
　金属 205.9トン 
　プラスチック 3.8トン 

●エネルギー 購入電力 6,983MWh 
 灯油 4.8k   
 ＬＰＧ 13.02トン 
 都市ガス 3.83千ｍ3

 
●
　

●水 　　　30,759トン 

●廃棄物 
　総排出量 731.8トン 
　サーマルリサイクル量 237.1トン 
　マテリアルリサイクル量 494.7トン 
　廃棄処分量 0.0トン 

 
 ●
　

 
 ●大気排出 
　CO2 2,901.6トン 

●排水 　　15,746トン 

5 環境コミュニケーションブック

すべての工程で環境負荷低減について考え、実行することによって一歩進んだ製品を創り出す
ことができます。「設計」「調達」「製造」「物流」「製品の使用・リサイクル」とそこに関わる
全員が取り組んでいる内容を紹介しています。

環境にやさしい製品づくり。
すべての部門の協力によって生み出す
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■ 本社・東京工場（東京都稲城市） 

■ 新潟工場（新潟県燕市） 

■ 大宮ソリューションセンター（埼玉県さいたま市） 

■ ISO14001登録証  
登録範囲 ： 通信システム、情報処理システムおよび電子システムの製造・販売 
　　　　　並びにこれらに関するサービスの提供 
登録番号 ： EC98J2005 D-51 
登録日 ： 1995年9月12日 
有効期限 ： 2009年3月22日 

■ 大阪ソリューションセンター（大阪府大阪市） 
2006年5月 
大阪ソリューション
センターを開設  
2006年12月 
関西支店  
堂島より移転 

環境負荷が大きい製品使用時の特徴ある 
取り組みを紹介しています。 

製品使用ステージ 

環境負荷を低減させるためのソ
フト開発について紹介しています。 

設計ステージ 

ソフト 

環境配慮型製品開発の次なる
課題を紹介しています。 

ハード 

●● 水 2006年度に使用された量 
●● エネルギー 2006年度電力、油、ガスの消費量 
● エネルギー 輸送による燃料の消費量 
● 製品素材 2006年度グリーン製品の部材・製造時のCO2排出量（製品アセスメントによる） 
● 原材料 2006年度新潟工場において、製品の素材として投入された材料投入量 

 
●● 排水 2006年度下水道または、河川に排水された量 
●● 大気排出 CO2：2006年度、エネルギー消費に伴うCO2排出量（エネルギー消費量×CO2換算係数） 
● 大気排出 2006年度の輸送業務において燃料消費量より算出 
● 大気排出 2006年度に出荷した主要製品（グリーン製品）から使用時に排出されるCO2量  
  （各製品1台あたりの想定使用時間・年数におけるCO2排出量×2006年度出荷台数） 
●● 廃棄物 総 排 出 量：2006年度に廃棄物および有価物として処分された量  
  廃棄処分量：2006年度に埋立処分された量 

■ 算出方法 IN （左から順に） 

■ 算出方法 OUT（左から順に） 
物流・販売 使　　用 回収・ 

リサイクル 

 
●エネルギー 
　軽油 623.1k  

 
 ●大気排出 
　CO2 1,645トン 

 
●大気排出 
　（グリーン製品のみ） 
　CO2 　138,667.8トン 

6環境コミュニケーションブック

ことができます。
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7 環境コミュニケーションブック

設　計  STAGE1 ソフト 

技術に裏打ちされた製品価値・環境に配慮している価値・お客さまの価値
すべての相互作用で価値（メリット）が生まれます。

トータル・ソリューションがもたらす
環境貢献の可能性とは？

ソリューション商品の特徴を教えてください。
当社は、プロダクト（製品）をベースにし

たソリューション商品において、ハード・ソ
フトをセットでトータルに提供できる技術と
体制を持ち合わせております。このトータル・
ソリューションによって、お客さまへのきめ
細かいサービスの提供が特徴となっています。
また、端末分野で長年培ってきたヒューマ

ンインターフェースや、メカニカルな部分の
動作においても、ハード・ソフト一体となっ
た制御により、お客さまのご要望に素早く対
応出来るようパッケージソフトのフレキシブ
ル化と容易なカスタマイズ性に力を注いだ商
品を取り揃えています。

ソフト分野の環境対応商品は？
2004年度より、富士通グループによる環

境貢献ソリューション※1認定制度がスタート
したのを受け、当社では、2004年度 2件、
2005年度 2件、そして2006年度は3件認
定商品を提供しています。

環境貢献ソリューション認定とは？
ITソリューション商品導入による環境貢献

効果（CO2排出量削減効果）を定量的に評価
し、一定基準を上回る商品を「環境貢献ソリ
ューション」として認定します。
現在の基準値は15％です。

お客さまのニーズに合った
製品づくりが重要です。

具体的にはどのような商品がありましたか？
2006年度に認定を受けた商品は下記の3シ

ステムです。
①インターネット対応POSシステム「JStore」
②ベッドサイドシステム
③新中古車せりシステム

どのような効果があったのでしょうか？
流通系の認定商品を下記に説明します。

①インターネット対応POSシステム「JStore」
ネットワークインフラとJava/Web技術を

フル活用し、本部と店舗間とのリアルタイム
通信を可能にしたPOSシステムです。
・改善効果：POSの省電力化、紙の削減、業

務効率化。
・試算範囲
導入前　：夜間、本店とのデータ通信が必

須のため、各店舗側のPOSも電
源ONの状態であった。紙ジャー
ナルで運用していた。

導入後　：夜間、本店とのデータ通信がな
くなり、POSの消費電力が大幅
に削減された。電子ジャーナル
での運用となり、紙が削減され
た。

・CO2排出量前後の比較：ー45.1％

環境影響評価の基本的な考え方※2を教えてください。
定性的12項目と定量的な8項目の評価を組

み合わせた環境負荷評価を、ITソリューショ
ン商品の企画、開発、運用、廃棄の工程から
なるライフサイクル※3全体で行います。
この手法は（株）富士通研究所によるもの

です。

環境影響評価の方法※4は？　
あらかじめ決められた、ペーパーレス化や

使用するハードウェアの省電力など12の共通
項目を定性的に評価し、マイナス点のないこ
とが条件となります。
次に、8項目の環境負荷の増加要因と減少要

因について定量的に評価します。
これはITソリューションの導入前後の環境

負荷をCO2排出量に変換し、総合的な環境負
荷改善効果として可視化することで行います。

認定までの準備は？
認定手続きは下記2種類の評価を行います。

①環境貢献ソリューションの共通評価基準で、評
価プレビュー機能、印刷カウンタ機能、メモ
機能など12項目による評価「共通認定基準表」

↓適合（マイナス点なし）
②8つの環境影響要因※5で効果を評価
（導入前後のCO2排出量を比較）

↓適合（CO2排出量15%以上削減）
環境貢献ソリューション認定

環境を配慮したソリューションの
開発に力を入れています。

お客さまに環境負荷の削減効果を
ご提供します。

環境貢献ソリューション認定商品は、
2004年度から7件提供。

お客さまのインフラを最大限に
使用していますか？

インストールサービス 自動機トータル 
アウトソーシング 

百貨店向け 
POSシステム 

証明書自動交付 
システム（Conbrio-J） 

インターネット対応 
POSシステム（JStore） 

ベッドサイド 
システム 

新中古車せりシステム 

◎環境貢献ソリューション認定商品（下記は認定されたシステムで使用しているハードウェアによるシステムのイメージです。） 

2004年度 2005年度 2006年度 
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8環境コミュニケーションブック

当社のソリューション部門は､ハードウエアとソフトウ
エアを社内で完結できている強みを生かし､ハードウエ
アと一体となり環境において配慮しています｡
特に､流通では､ジャーナルの紙を電子データ化すること
により､プリンターと紙が無くなり用紙や電力で環境貢
献をしています｡また､サーバーの集約やあらゆる紙媒体
（クーポン､マニュアル、帳票）の電子化等も取り組んで
いきます｡

流通事業本部
プロジェクト
統括部長

高橋　一也

その他の環境貢献ソリューション商品も教え
てください。
②ベッドサイドシステム
ベッドサイドシステムを活用し、電子カル

テと連携したリアルタイム情報の取得・更新
を行います。
・改善効果：看護師や栄養士の負荷軽減。

アメニティ・医療情報・コミュニケー
ションのトータル情報機能の実現。
紙の消費削減。

・試算範囲
導入前　：電子カルテの指示書（紙）を基に

業務を行い、ナースステーショ
ンに戻って、入力を行っていた。
給食システムの申込書（紙）は栄
養管理室で入力していた。

導入後　：病室で、ベッドサイドシステム
を使い、その場で、データの確
認と入力を行う。

・CO2排出量前後の比較：ー24.4％
③新中古車せりシステム
中古車オークション会場において、せり業

務をシステムと連携し、せり自体を行うシス
テム。
・改善効果：バイヤー（応札者）の利便性向上。

検索端末のコスト削減。
・試算範囲
導入前　：車両情報の検索には別途、検索

コーナーの端末で確認しておく
必要があった。

導入後　：車両情報の検索も、応札操作も座
席端末から行えるようになった。
これによりバイヤー（応札者）の
利便性が向上すると同時に検索
コーナーの機器が不要となった。

・CO2排出量前後の比較：ー19.6％

商品の環境影響評価結果をどのように発信
していますか？
環境貢献ソリューション認定商品は、富士

通グループで下記のURLより発信しています。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/
solutions/envsolutions/certification.html

今後の目標を教えてください。
当社の第五期環境行動計画の重点テーマ「製

品・サービスの環境価値向上」に、サブテーマ
として「環境貢献ソリューションの開発」があ
ります。ITソリューションにおける環境配慮対
応で、環境貢献・配慮ソリューション認定商品
を2009年度末までに9件以上提供します。
2007年度は、大宮ソリューションセンター

およびFJFS（子会社）で、環境貢献ソリュー
ションに加え、新たに環境配慮ソリューション
を取り入れ、活動をスタートし、より環境にや
さしいソリューション商品の開発に努めていま
す。
今後はこの制度を利用し、他社との差別化

を推進することで、ITソリューションを導入
するお客さま自身の企業イメージを向上させ
るよう支援するとともに、社会の環境負荷低
減に貢献いたします。

環境貢献ソリューション認定商品は、
評価結果を開示しています。

差別化を徹底して進めることで
社会の環境負荷低減に貢献。

用語解説

●※1：環境貢献ソリューションと環境配慮ソ
リューション

・環境貢献ソリューションは、認定制度、定量評価（詳細）
・環境配慮ソリューションは、登録制度、定量評価（簡易）

●※2：環境影響評価手法の考え方
ITソリューション商品の導入効果を“環境のモ
ノサシ”を用いて“環境効果に換算”すること
です。たとえば、お客さまに対して、ペーパー
レス・作業性効率向上・生産性向上などの導入
効果を数値で提示しますが、これを二酸化炭素
排出量を指標にした環境負荷に換算し、可視化
して提供しています。

●※3：ライフサイクル

●※4：環境影響評価の方法

●※5：環境影響要因

◎出展元：富士通株式会社

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/solutions/

環境貢献ソリューション 

環境配慮ソリューション 

裾野拡大 

環境負荷（二酸化炭素排出量） 

企 画 開 発 運 用 廃 棄 

［お客さま］ 
ソフト・サービスのライフサイクル 

IT導入効果 IT導入による“環境”効果 

環境改善のご提案 

ペーパーレス 
効率化向上 
生産性向上 
品質向上 
業務改善 
スピードアップ 
コスト削減 など 

グラフ化 

［評価指標］ 
二酸化炭素排出削減率（量） 

数値化 

環境の 
モノサシ 

環境影響要因 CO2排出量算出に必要な基礎データ 

それぞれの基礎データをCO2排出量に換算 
（消費量×二酸化炭素換算係数） 

物の消費量 紙、CD、書籍など 

人の移動量 航空機、電車、バス、自家用車など 

物の移動量 
オフィススペース 
倉庫スペース 
IT・ネットワーク機器電力 
使用量 
 

小型トラック、営業用トラック、鉄道貨物、航空貨物など 
一人あたりのスペース、サーバ機器スペースなど 
普通倉庫、冷蔵倉庫など 
IT・ネットワーク機器の消費電力 

ネットワークデータ通信量 

廃棄物発生量 

ネットワークを流れるデータ量（LAN内のデータ量も含む） 

・製造段階で廃棄処分される物の発生 
・使用後に廃棄される物の発生 

ITソリューション導入例 ITソリューション導入前 

モノの消費量 
人の移動量 
モノの移動量 
オフィス・スペース 
倉庫スペース 

機器電力消費量 
データ通信量 

CO2削減効果 

CO2減少 CO2 
排出量 トータルで 

CO2削減 
CO2増加 

環境影響要因DB
評価ツール 

（アルゴリズム） 

評価 
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どのような移り変わりなのでしょうか？
富士通グループでは、1993年から独自の環

境製品アセスメントを実施していましたが、
1998年には「グリーン製品評価規定」を設け、
それに適合したものを「グリーン製品」としま
した。
さらに、2004年度からは「グリーン製品」

を前提に、特に環境配慮に優れたものを「スー
パーグリーン製品」として位置付けています。

「スーパーグリーン製品」の適用状況は、どの
ようになっていますか？
2006年度は、ATM※2の「FACT -V

model20」をスーパーグリーン製品として
提供しています。
第四期環境行動計画期間内（2004～2006

年度）では、合計3件のスーパーグリーン製品を
提供しています。（2件は、2005年度に提供）

お客さまへの配慮はどのようにされましたか？
当社の製品はATMをはじめ、ユニバーサル

デザインを企業の社
会的責任の一つとし
て捉え、開発に携わ
っています。
また、お客さまが

直接触れられる部分を
はじめ、製品を構成す
る部品一つひとつに
も、環境に配慮した
素材の採用を推進し
ています。

環境に配慮する製品創りも段階的
にレベルアップしています。

9 環境コミュニケーションブック

グリーン製品を超えた「スーパーグリーン製品」※1の開発。環境負荷低減のため
にさらに適用拡大を図ります。

設　計 STAGE1 ハード 

どのような取り組みをされましたか？
グローバルな環境法規制への対応です。
2006年度は、欧州RoHS指令※3や中国版

RoHS※4などの法規制が施行されました。
法規制に適合した製品を提供するためには、設計

から出荷に至るまでの各プロセスにおいて、確実な
化学物質管理が必要になります。
部材及び副資材の化学物質情報については、社内環

境情報システムを用いて漏れが無いよう管理し、製造
プロセスにおいても定期的に監査を実施しています。
また、仕様化時の分析はもとより、部材の納

品時及び製品出荷時の検証精度をより向上させ
るため、分析機の増設を行いました。

今後の目標について教えてください。
富士通グループが定める「製品の第五期環境

行動計画（2007～2009年度）」を実践するこ
とが大きな課題となっています。それは、「スー
パーグリーン製品」の適用率向上と、さらには
環境効率ファクター※5の向上です。
環境効率の算出は、基準年度（2005年度）の製

品と新規開発製品の比較が必要になりますが、これ
は今年度からの新しい取り組みとなっています。
これらの課題に取り組むことは、今迄以上に環境

に配慮した製品開発を推進していくことが必要にな
りますが、製品の差異化を図り、お客さまにより環
境に配慮した製品を提供できるようにすることが、
当面の目標です。

環境に配慮する製品開発。
今以上に追求するものとは？

高まる製品への化学物質含有規制
にも確実に取り組んでいます。

環境にやさしい製品の提供を
さらに推進します。

当事業部における環境配慮は、製品自体に係わる素材選
定、省エネ、3R設計と合わせ、ツール（VPS、各種解析）
活用による開発活動の省エネ化を基本方針としています
が、多種多様な部材をグローバルに調達し、世界各国に
出荷しているため、製造/メンテ/廃却に至る各場面を想
定したLCM思考の設計配慮がより請求されています。各
国の製造、ビジネスパートナーとの連携により、実情に
合った取り組みを推進します。

システム事業本部
メカコンポーネント
事業部長

木村　敦則

◎メカコンポーネント開発での取り組み例 

企　画 開　発 評　価 

構想を形にする段階。 
各パートに分けて、効率よく開発する。 

組立品の評価段階。 
仕様を満足しているか確認する。 

製品仕様化段階での会議。 
多くの要求を検討する。 

FACT-V model20

用語解説

●※1：スーパーグリーン製品
富士通グループの「グリーン製品」への適合を前
提条件とし、「省エネルギー」「3R設計・技術」
「含有化学物質」「環境貢献材料・技術」などの環
境配慮要素がトップグループレベルである製品。

●※2：ATM
Automatic Teller Machine（現金自動預払機）の略

●※3：欧州RoHS指令
電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制
限に関するEU指令。

●※4：中国版RoHS
電気情報製品に含まれる特定有害物質の表示及
び包装表示に関する規制。

●※5：環境効率ファクター
環境負荷を低減しながら価値の向上を目指す、持
続可能な発展の指針となりえる指標。

ファクター：新規製品と基準となる製品（2005
年度対象）の環境効率の比。

環境配慮強化型製品 

スーパーグリーン製品 

グリーン製品 

環境配慮トップ型製品 

製品・サービスの価値（向上させる） 

製品・サービスの価値向上（低減させる） 
環境効率＝ 
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ることができました。
またサプライチェーンの観点から源流管理

による素材レベルの確認を標準化するため、共
通仕様書の改版とそのシステム説明会を2007
年3月に実施しました。

今後のグリーン調達活動を教えてください。
2007年度は、第五期環境行動計画のスター

トの年となっており、新たに重点5分野が設定
されました。
この5分野のテーマの一つである「リスクマ

ネジメントの強化」として「グリーン調達活動
の推進」があり、その要件は下記の3点です。
今後はサプライチェーンの全領域で環境活動

の質の向上を図る上で、EMS構築の高度化※1や
化学物質の規制順守等が、より源流寄りにシフ
トしてきます。このことは、お取引先において
も高度化する環境規制等に対応するより質の高
い管理を継続して行うことが要求されます。
サプライチェーンの全領域に影響する、源流

での質の向上に向け、お取引先と連携して確実
な対応を図ってまいります。

●2007年度のグリーン調達活動の要件
1. EMSの構築 ※2

2. 指定化学物質の規制順守 ※3

3. CMSの構築 ※4

10環境コミュニケーションブック

人と地球の安全を環境側面から支えるグリーン調達は、サプライチェーンがもた
らす「源流管理を柱とする管理体制」と「質の向上」が鍵。

調　達 STAGE2

サプライチェーンにおける
環境活動強化とは？

どんな取り組みによって達成されたのですか？
当社は、富士通グループが定めた「グリー

ン調達基準」に基づき環境に配慮した部品や
製品を優先してお取引先から購入するグリー
ン調達活動を推進しています。
2006年度は、「環境マネジメントシステム

（EMS）が構築されたお取引先からの調達比
率を100%とする」を目標として活動を行い
ました。特にグリーン調達基準の説明会や監
査を重点的に展開し、2006年10月にすべて
のお取引先から「環境保全活動の自己チェッ
クと行動目標」を提出いただき100%達成し
ました。

お取引先との連携強化施策とは、どんなもの
ですか？
2006年7月1日より施行された欧州RoHS

指令に対応するため、2004年度より進めて
きた含有規制化学物質対策も、お取引先のご
協力により現地確認を実施し、評価／対策を
連携して行うことで、より強固なサプライ
チェーンを推進することができました。

製品への環境法対応状況を教えてください。
2006年度は、当初の計画通りすべての新

規開発製品を欧州RoHS指令に適合し出荷す

「グリーン調達率100％」を
2006年度に達成。

お取引先との連携強化で
世界規模の環境法に対応。

富士通グループグリーン調達活動は
要件が3つに。

富士通グループグリーン調達基準
http://procurement.fujitsu.com/
jp/green.html

◎グリーン調達関連説明会 

2006年度 2007年度 

JGPSSI Ver.3（JIG）製品含有化学物質調査説明会 資料 2007年5月お取引先懇親会にて2007年の調達概況を説明 

用語解説

●※2：EMS構築 

・第三者認証取得（原則） 
・FJEMSの構築 
  EMSのレベルアップを要求していきます。 
  要求項目追加し、現地運用確認を強化 
　 
●※3：指定化学物質の規制順守 

・含有規制化学物質の非含有 
・含有規制化学物質の記録管理 
・包装材含有禁止物質の非含有 
・製造時使用禁止物質の不使用 
　 
●※4：CMS構築 

（Chemical substances Management System） 
・JGPSSI推奨ガイドラインに基づく管理体制の
構築 
・お取引先に対する源流管理強化と支援 
・含有規制化学物質調査への協力 

※2：すべてのお取引先が対象 
※3：製品構成部材またはOEM品を納入するお取引先が対象 

※FJEMS： 
　Fujitsu group environmental management systemの略 

●※1：EMS構築高度化推進 
 

富
士
通
グ
ル
ー
プ
独
自
Ｅ
Ｍ
Ｓ 

ISO14001などの 
第三者認証取得 

レベルⅢ 

富士通独自版 
EMSの取得（FJEMS※） 

レベルⅡ 

環境保全活動の 
自己チェックと目標設定 

レベルⅠ 

ISO14001、エコステージ、
エコアクション21など 

ISO14001など第三者認
証の取得が諸事情のた
め困難な場合、認証取得
のステップとして策定し運
用を要請 

新たに環境保全活
動に取り組むお取引
先に対し、EMS構築
への導入として自社
の活動の中から「環
境行動目標」を設定 

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
推
進 

ローコスト調達統括部では、環境負荷の少ない部品や材
料を優先して購入するグリーン調達をさらに推進するた
め、お取引先のEMSのレベルアップと継続的改善、環境
法規制への確実な対応などをお取引先と連携して実施し
ています。
このような活動を通して、サプライチェーン全体で環境
活動を展開し、さらなる質の向上を図ってまいります。

事業推進本部
ローコスト調達統括部
企画部
プロジェクト課長

時田　裕介
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環境先進企業をめざし、よりレベルの高いグリーンファクトリーを実現するため
には、全員一丸となった意識改革こそが極めて重要ととらえています。

ものづくりの基盤となる
一人ひとりの環境意識を改革します。

製　造  STAGE3

一人ひとりの環境意識はどのように変わりま
したか？
当社の製造拠点となる新潟工場では、2005

年度までに「廃棄物ゼロエミッション※1の達
成」、「有害化学物質の代替化」、またＡ重油を
大量に消費する「温水ボイラー施設の廃止」な
どを実現し、直接的な環境影響負荷を大幅に
低減しました。その後のステップとして、本
来業務に直結した間接的な環境負荷低減にシ
フトチェンジし、各部門の本来業務目標と環
境目標をリンクさせて活動しています。

本来業務を推進すると環境負荷低減に繋がる
のですか？
製造部門では工程内不良率の低減、製造工

数削減、工程内仕掛品の削減などを環境目標
に設定し活動しています。これにより、修理
交換部品や伝票類の削減、また設備稼働時間
が低減し、省資源・省エネルギーに繋がりま
す。一方、事務部門では、ITシステムの構築
や装備により業務効率化を図り、同じく省資
源・省エネルギーに貢献しています。
各部門の本来業務を改善する事で、おのず

と環境にも有益となります。実績として、主
要機種である現金自動預払機（ATM）の
2006年度生産性（台／100Ｈ）は、2003
年度実績比1.8倍となり、更には、2006年度
のエネルギー消費CO2排出量は、売上高が

もったいない精神でムダとりを推進するエコ2
コスト活動※4や、環境面と社会面の要求を満た
すものづくりを目的としたグリーンプロセス
活動※5も展開していきます。

2005年度比約20％増加に対し、2005年度
実績比でほぼ同値に抑制する事ができました。

各種対外規制は年々強化されていますが、工
場内の対応は？
2006年度施行された改正大気汚染防止法

（VOC規制）※2対策として、2006年4月に化
学物質削減委員会を新設し、VOC対象物質の代
替化に取り組んできました。無害品への切替推
進の結果、2006年度のVOC排出量実績は、
2000年度実績比45％削減しております。
また、同じく2006年度に施行された欧州RoHS
指令／中国版RoHS
に対しても、全社一
丸となり確実な対策
を実施しました。

他にはどのような活
動を展開しましたか？
2007年度は新潟工場がISO14001認証取

得10年目の節目の年となります。
人材や企業文化の質の向上を目的に「3つの

Ｓ運動※3」（スマイル・スピーディー・スマー
ト）が全社的に展開されていますが、新潟工
場では2006年8月以降BITS活動※3として強
力に推進しています。
また、2007年4月にはユニフォームのリニ

ューアル、合わせて防塵／静電対策の強化（内
履き静電靴を統一し土足厳禁とする）など、モ
チベーションや品質意識の高揚を図りました。
さらにより一層の環境改善を推進するため、

本来業務に直結した環境活動を
展開しています。

各部門では本来業務の中から環境
目的・目標を設定します。

コンプライアンス徹底と社会的責任を果たすため
には、ビジネスマナーの向上も目的の一つです。

整流化された製造ライン

当社の生産拠点となる新潟工場では、各製造ラインで
「ものづくり革新活動」を展開し、環境に配慮したもの
づくりを推進しています。
不良率削減、製造手番短縮、棚卸残高削減等を実現し、
生産性の向上を図ります。まさにそれが環境負荷低減に
繋がるのです。
製造部門としてはこれからも継続し、段階的にレベルア
ップしたグリーンファクトリーをめざします。

システム製造本部
製造統括部長

須藤　敦志

用語解説

●※1：廃棄物ゼロエミッション
工場から発生する全ての廃棄物を有効利用し、
単純焼却や埋立処理をゼロにすること。

●※2：改正大気汚染防止法（VOC規制）
2004年5月26日公布、2006年4月1日施行された
VOC（揮発性有機化合物）の排出量を規制する
法律。

●※3：BITS活動／3つのS運動
Big Three S in Niigataの略であり、職制を乗り
越え、工場を横断的に組織し、人材の質や企業
文化の質を高めるため、①スマイル（挨拶、電
話対応等）②スピーディー（仕事のスピードア
ップ、会議時間の厳守）③スマート（整理整頓
等の徹底）を推進する運動。

●※4：エコ2コスト活動
もったいない精神でムダをとり、利益とエコロ
ジーにつなげる活動で、全社員が参加して取り
組む。費用節減と環境・省エネ等を全社方針と
して示すとともに「見える化」し意識改革を目
指す。2007年7月活動開始。

●※5：グリーンプロセス活動
製造工程からコストダウンを計りながら、出来
る限りの環境負荷を取り除く継続的な取り組み。
従来の活動は製造部門に限定していたが、2007
年度以降は全ての部門に活動展開していく。

◎ユニット組立から試験までの製造工程 

ユニット組立 装置組立 試　験 

ＲｏＨＳ対象機種と対象外機種（非ＲｏＨＳ）は
色分けで識別する。ものづくり革新活動の
展開により、省スペース化と効率化を実現。 

金融自動機工程。標準化された作業によ
り、正確にユニットを搭載し、組立不良の
撲滅をめざす。 

作業標準とチェックシートに基づくユニット
組立て。 
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せていただきますが、一度伺わせていただい
たお取引先へも「体制維持及びエビデンスの
確認」など、定期的な活動としていくことを
考えています。

品質を向上させる施策には、どのようなこと
があげられますか？
品質向上の施策としては数々の評価を実施し

ていますが、「現場で」「現物を」「現実的に」み
たことの課題をシステムに投入し迅速に情報共
有化することで、早期解決を図っています。

12環境コミュニケーションブック

社内HPで活動状況を公開

問題点管理システム

私たち品質保証部門は、常にお客さま起点から開発・量
産プロセスで品質の造り込み・見極めを行い、社会情勢
へも適合した製品を出荷保証することを主眼で取り組ん
でおります。
品質も、環境にやさしい製品も、社内規格・対外規制を
順守することはもとより、お客さま主体で今後も前向き
に取り組みます。

品質保証本部
第一品質保証統括部
金融システム
品質保証部
プロジェクト部長

北田　雄祥

製品・サービスを提供するにあたり、お客さまの環境負荷低減と業界トップの品質
を目指しています。

品質も環境性能も
トップ水準を目指して。

品質保証  STAGE3

実践された活動の概要は、どのようなもので
すか？
製品・サービスの品質向上及び問題発生時

の適切な対応を迅速に行うため、品質向上運
動として「TOP－Q3」※1（トップ・クオリテ
ィ・トリプル）が全社展開されました。
各分野に品質責任者をおき、品質向上への取

り組みを全社運動として推進しています。
品質を今まで以上に追求する気概を育て、企

業文化として確立させることが基本理念とな
っています。

お取引先との協力体制はどうされていますか？
製品を構成する部材を納品していただいて

いるお取引先の協力がなければ含有規制には
対応してくことが出来ません。
そこで、お取引先に伺い、当社で要求して

いる体制とお取引先の体制に違いがないかを
確認させていただく活動へも力を入れていま
す。
人員は各部門から選出され、社内養成教育

を受講しています。各自の業務は多忙なため
専任というかたちは取れませんが、精力的に
国内外のお取引先に足を運んでいます。

継続的な取り組みが必要と考えられますが？
新規のお取引先へは初めから体制を確認さ

2007年度の目標は何ですか？
『TOP－Q3』で掲げている「すべての製品品
質を業界のトップへ」と「体感品質の3倍向
上」が目標となっています。
そのためには従来の施策に留まらず、新た

な施策も必要になってくるでしょう。
また、グローバルな環境法規制に関しては、

安定的な評価を継続実施し、段階的にレベル
アップする環境配慮型製品の評価を確実なも
のとすることで、お客さまに安心してお使い
いただける製品を提供していきます。

業界トップ品質を目指して。
従来の品質を超えた、より品質の
高い製品提供に向けて。

サプライチェーンによりグループ
一丸となった含有規制化学物質対策。

品質向上には情報共有化が重要。

用語解説◎TOP-Q3活動の取り組み例 

実環境設定 オペレーション 

蛍光X線分析装置によるRoHS規制該当有害
物質の分析を実施し、より完全なものとしてい
る。 

実環境を想定したいくつものパターンを作り出
している。 

品質評価のために、実環境における過酷な環
境をシミュレートしたオペレーション試験を実施
している。 

部品の分析 ●※1：TOP-Q3

体感品質3倍実現のためには、3Qを意味付け相
乗効果で実現する。
TOP：業界トップ品質（Quality＝質）を経営トッ

プがトップダウンで推進
Q：ソフト・ハード製品の質
Q：販売・サービスの質
Q：マインドの質（全社員の品質）
Q×Q×Q＝Q3 Top Quality Triple
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13 環境コミュニケーションブック

ドロップシップ化の適用機種拡大、梱包資材の材料見直しとリユースや輸送距離
短縮などの実施・検討を通じて輸送CO2削減に積極的に取り組んでいます。

輸送CO2削減の取り組みとは？

物　流  STAGE4

グローバル化した物流では何が起こって
いますか？
従来海外製造拠点で製造した製品ユニットを

一旦、日本国内に輸送し最終製品に完成後、海
外へ出荷していましたが、海外製造拠点で最終
製品まで完成させて、直接海外のお客さまに出
荷するドロップシップを推進しています。
2006年度のドロップシップ対象は2機種で

したが2007年度は1機種追加し、今後はさら
にドロップシップ化を進めます。これにより
日本への輸送と国内輸送量が減り、大幅なCO2
削減を実現します。

製品の梱包はどうですか？
2006年度より発泡スチロールとダンボー

ルを組み合わせた梱包資材から発泡スチロー
ル部分をダンボールに替えてオールダンボー
ル化を実施しています。2007年度は適用対
象機種を拡大し石油資源枯渇対策、コストダ
ウンを積極的に推進します。2007年度適用
機種は、金融系で3機種あり、さらに流通系製
品にも展開し、拡大を図ります。

梱包資材の3Rの取り組みはありますか？
従来、製品梱包用のダンボールはお客さま

に製品が配達された後、廃棄していました。し
かし、素材に強化ダンボール※1を使用してい
ることにより、2006年度よりこれを工場に
返送し、再度製品出荷に使用するリユースを推
進しました。
リユースは、約10回程度使用した後、廃棄

されますがダンボールの新品購入が減り、資
源有効利用とコスト削減に大きな効果を挙げ
ています。
また、製品のドロップシップ化は、梱包資

材、輸送そのものが削減され、これも大きな
成果を挙げています。

トラックの輸送距離は短くなっていますか？
2006年9月に倉庫の保管効率向上対策を実

施した結果、外部の梱包資材倉庫と製品倉庫
を集約し、製品倉庫－資材倉庫間（5km/回）
の短縮で、300kｍ/月の走行距離短縮を実現
しました。
倉庫集約による走行距離の短縮
旧：工場⇒製品倉庫⇒資材倉庫⇒工場
新：工場⇔製品倉庫（資材倉庫）⇒工場
2007年度は外部の部品倉庫（2ケ所）の社

内集約によりさらなる輸送距離短縮を計画し
ています。

ドロップシップの適用機種拡大に
よるCO2削減を推進しています。

「もったいない」を合言葉に
梱包資材リユースを実現。

倉庫集約による
トラック輸送距離の短縮。

梱包はオールダンボール化を推進。

従来からのものづくり革新活動と連動した取り組みとコ
ストダウンの追求を継続するとともに、物流経路の見直
し、倉庫集約、輸出面では航空輸送を減らし船便を定着
化するなど今後も輸送CO2排出量削減に努力していきま
す。

事業推進本部
業務統括部
物流企画部
部長

原田　圭司

◎積載効率の向上（品質の確保と同時に輸送CO2削減の実践） 

改善前（1段積み） 改善後（2段積み） 

ＢＲＵ※2は品質確保のため、従来、トラック輸送の場合に１段積みとし
ていた。空スペースが多く輸送効率が低い。 

梱包仕様を見直し、品質対策を行ったことによりトラック輸送におい
ても2段積みが可能になりました。 

用語解説

●※1：強化ダンボール
2層・3層構造になっていて通常のダンボールよ
り強度や耐水性に優れています。重量物や工業
用の輸出梱包に適しています。また、輸出の際、
熱処理証明書が必要なく輸入国側での検疫がな
くなります。梱包がしやすく、重量は木箱の1/3
～1/4と軽いため、輸送コストが低減されます。
包装状態の体積も木箱に比べ10%～40%減少
し、積載効率改善に効果的です。従来の輸出梱
包で主流であった木箱に替わる新しい梱包資材
として近年需要が高まっています。

●※2：BRU
Bill Recycling Unit。紙幣還流型入出金ユニット
の略で、現金自動預払機（ＡＴＭ）の現金（紙
幣）の入金／リサイクルを担っている大型のメ
カユニット。
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14環境コミュニケーションブック

製品のライフサイクルの中で、環境負荷が大きいとされる使用ステージ。
その低減方法も製品の特徴となります。

製品使用時の環境負荷低減の
方法には何がありますか？

製品使用  STAGE5

下記に示す各ステージは、ライフサイクルアセスメント技術の導入により、製品やサービスなどの原材料採取から製造・
使用・リサイクル、そして最終的な廃棄処分までのライフサイクル全体にわたって使用するエネルギーや排出する環境負
荷を定量的に推定・評価し、潜在的な環境影響を評価しています。

●スーパーグリーン製品の開発 ●LCAの実施 
●VPS/EcoDesignの推進 ●省エネルギー設計 
●再生プラスチックの採用 
●植物性プラスチックの採用 
●クロムフリー鋼板の採用 
●ハロゲンフリー樹脂の採用 
●リサイクル対応塗料の採用 
●解体マニュアルの作成 
●ユニバーサルデザインの推進 

製品環境グリーンアセスメントの実施（全機種） 

●省エネルギー対策 
●廃棄物ゼロエミッションの継続活動 
●化学物質使用量の削減（VOCの削減含む） 
●副資材の素材管理 

グリーンファクトリの推進 

●簡易梱包の推進 
●古紙配合ダンボールの採用 
●梱包材の減量化 
●リサイクル素材の採用 

梱包材の環境負荷低減 

●解体マニュアルの活用 
●特殊工具不要の解体・分別 
●電池取り外しの容易化 
●部品リユースの推進 

製品リサイクルシステムの活用 

●省エネルギー設計による下記局面での消費電力の低減  
　・稼働時 
　・待機時 
　・省エネ時  
　・OFF時 

省エネ化推進 

●グリーン調達適合率の拡大 

グリーン調達の推進 

開
発
・
設
計 

調 

達 

製 

造 

物
流
・
販
売 

使 

用 

回
収
／
再
利
用 

素
　
材 

加
工
・
組
立
・
検
査 

梱
包
・
流
通 

使 

用 

回
収
・
廃
棄 

●営業店端末の例
【製品名：3G-OHR】
イメージ処理機能により、
伝票などをイメージで読
み取り、文字を認識し、
事務センターへデータを
転送する機器。

【省電力の特徴】
USBバスパワーを採用し消費電力を70%削減。
（自社従来製品比較）
■製品に関連する情報提供先：
http://jp.fujitsu.com/solutions/
financial/services/customer/branch/

●携帯情報端末の例
【製品名：FLEPia】
カラーの電子ペーパーを採用した携帯情報端末。
（（株）富士通研究所と共同開発）
（2007年4月20日よりサンプル販売開始）
標準搭載の高速無線LAN
によりコンテンツをSDメ
モリカードに保存し、「い
つでも」、「どこでも」コ
ンテンツを簡単に見るこ
とができる。

【省電力の特徴】
静止画像は電源を使わずに半永久的に表示可
能なカラー電子ペーパーを採用することで、携
帯に適した薄型化・軽量化・低電力化を実現。
■製品に関連する情報提供先：
http://www.frontech.fujitsu.com/
services/products/paper/flepia/
また、お客さまが客観的に環境負荷を比較で
きるようにするため、エコリーフ・タイプⅢ
環境ラベルを取得した製品も提供しています。
■エコリーフ取得製品に関する情報提供先：
http://retail.fujitsu.com/jp/products/
teampos3000/

製品外観

製品外観
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目標 実績 

［トン（t）］ 

［年度］ 

140

120

100

80

60

40

20

0

■ 環境パフォーマンスデータ〈2006年度〉 

第

テーマ 取り組み項目 

1

2

4

3

7

5

6

環境経営の強化 

グリーン調達の推進 

環境貢献 
ソリューションの提供 

製品環境対策の推進 

地球温暖化防止対策の推進 

グリーンファクトリーの推進 

地域社会貢献、 
環境コミュニケーション 

の推進 

■ 2006年度の目標と実績 

廃棄処理量の推移 1

廃棄処理（埋立、単純焼却）量を削減し、3Rによる有
効利用化を促進 
・2005年3月で廃棄物ゼロエミッション化達成 

電力使用量の推移 2

消費エネルギーの98％を占める電力使用量の削減 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

［MWh］ 

［年度］ 

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

インプット 

購入電力［Mwh］ A重油［k  ］ 灯油［k  ］ 軽油［k  ］ LPG［t］ 都市ガス［千ｍ3］ 水道水 地下水  

購入電力 A重油 灯油 軽油 LPG 都市ガス 

エネルギー使用量 水使用量［t］ 

アウトプット 

エネルギー消費に伴うCO2排出量［t-CO2］ 
排水量［t］ 

化学物質 
取扱量［kg］ 

工場 

 
本社・東京 

新潟 

大宮SC 

FJFS(前橋) 

合計 

工場 

 
本社・東京 

新潟 

大宮SC 

FJFS(前橋) 

合計 

3,972 

6,983 

673 

1,537 

13,165

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

0.00 

4.80 

0.00 

0.00 

4.80

0.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.07

17.63 

13.02 

0.00 

0.00 

30.64

0.00 

3.83 

0.00 

0.00 

3.83

14,979 

24,449 

－　 

5,789 

45,217

0 

6,310 

0 

0 

6,310

－ 

1553.7 

－ 

－ 

1553.7

1,616.6 

2,842.2 

273.8 

625.5 

5,358.1

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

12.1 

0.0 

0.0 

12.1

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2

108.9 

38.3 

0.0 

0.0 

147.2

0.0 

9.1 

0.0 

0.0 

9.1

14,979.0 

15,746.0 

－　  

5,789.0 

36,514.0

廃棄物発生量［t］ 

マテリアルリサイクル サーマルリサイクル 埋立処分量  

70.1 

494.7 

6.4 

21.2 

592.4

32.2 

237.1 

－    

5.0 

274.3

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0

環境マネジメントシステム 
（EMS）の全社統合 

グリーン調達の推進 
※グリーン調達比率 

輸送CO2排出量の削減 
※2000年度実績（1,390ｔ-CO2）比率 

生産性効率の向上 
※2004年度実績比率 

廃棄物発生量の削減 
※2005年度実績（ｔ）比率 

ペーパーレスの推進 
※2000年度実績（5,023千枚）比率 

VOC排出量の削減 
※2000年度実績（2,803kg）比率 

エネルギー消費CO2の 
排出量の削減ーⅠ 

※1990年度実績（4,689ｔ-CO2）比率 

エネルギー消費CO2の 
排出量の削減ーⅡ 

※2000年度実績（5,197ｔ-CO2）比率 

スーパーグリーン製品の提供 

環境貢献ソリューションの提供 

地域社会貢献の推進 

環境コミュニケーションの推進 

含有規制化学物質の全廃 
（但し、除外申請機種は除く） 
※RoHS指令部材適合率 

124

63

33 31

10 6
00 00

39

86

12,755

11,230
11,984 11,625 11,331

10,282
10,856 10,766 10,573 10,721 10,939 10,609

目標と実績
2006年度は富士通フロンテック第四期環境行動計画の最終年度に
あたり、目標達成に向け全社一丸となって活動を推進しました。

過去6年間における各項目削減へ向けての
当社の取り組みを開示します。

当社の第四期環境行動計画（2004～2006年度）は2006年度が最終年度にあたるため、目標
達成に向け具体的な数値や諸施策を設定し環境活動を推進しました。
とくに製品環境対策(スーパーグリーン製品開発、含有規制化学物質対策）の積極的な活動と2005

年度から取り組んでいる環境貢献ソリューション認定商品についても提供する事が出来ました。
その他の活動も個々に具体的な諸施策を掲げ取り組んだ結果、概ね目標を達成する事が出来ました。

●第四期行動計画の総括
富士通フロンテック第四期環境行動計画では、7つのテーマを設定し活動を推進してきました。
さらに7つのテーマから13項目の取り組みを展開し、10項目の目標を達成しました。なかでも

次の項目は大きな成果をあげる事が出来ました。
（1）環境経営の強化

・環境マネジメントシステムの全社統合によるガバナンス強化

（2）製品環境対策の推進
①スーパーグリーン製品の提供→3件提供（2005年度：2件、2006年度：1件）

②含有規制化学物質の全廃→データベースシステム、管理、検査体制の構築、サプライヤ監査実施

（3）環境貢献ソリューションの提供
・環境貢献ソリューションの提供→3件提供（2005年度から活動開始し、2006年度末に提供）

●今後の課題と第五期環境行動計画に向けて
未達成の項目については、要因を分析し効果的な施策を立案して、全社レベルで課題解決に取り

組んでいきます。第四期環境行動計画の成果や反省点、社会の動向をふまえ、環境保全活動のさら
なる強化に向けて、第五期環境行動計画を立案しています。重点テーマは下記の5つを設定し、目
標達成に向け本業業務と連携させ全員参加型の活動を推進します。
（1）製品･サービスの環境価値向上
（2）地球温暖化防止対策
（3）グループガバナンスの強化
（4）リスクマネジメントの強化
（5）環境社会貢献
いづれも従来の活動を継続しながら、より高いレベルの活動を積極的に取り組んでいきます。

概　　要

総括と今後の課題

パフォーマンスの推移

15 環境コミュニケーションブック
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■ 環境パフォーマンスデータ（法規制順守状況）〈2006年度〉 
新潟工場－水質 単位：［mg/  ］ 

第四期環境行動（2004～2006年度） 

目　標 

2006年度 
重点テーマ 目　標 

実　績 総合評価 

第五期環境行動計画 

化学物質排出量（VOC）の推移 3

指定化学物質排出量の削減 
・各工程（主に製造工程）で使用する清掃剤、接着剤などの生
産用材を、順次無害の代替品に変更 

化学物質使用量（鉛）の推移 4

PT版ユニットの接合はんだの鉛使用量削減 
・鉛フリーはんだに順次切り替え 

用紙購入量の推移（数値は新潟工場のみ） 5

用紙購入量の削減 
・Webシステム導入や電子媒体化推進により、用紙使用量を
削減 

［kg］ 

［年度］ 

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2004 2005 20012006 2002 2003 2004 2005 2006

［kg］ 

［年度］ 

125

100

75

50

25

0

［万枚］ 

［年度］ 

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

1,077 1,056

2,024 1,989

1,214 1,158

932 921

382 325 353 344

総合評価　◎：目標を十分に達成　○：一部未達はあったもののほぼ達成　△：達成率が50％以下 

項目 

水素イオン濃度（pH）  

生物化学的酸素要求量（BOD）  

浮遊物質（SS） 

ほう素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 

測定値 

5.5 ※1 

280 ※2 

13 

＜1.0 

＜0.8

法又は条例規制値 

5.8～8.6 

60 

90 

10 

8

自主管理基準値 

5.9～8.5 

54 

45 

10 

8

測定値 

＜0.001 

＜0.010 

0.038 ※3 

＜0.002 

＜0.004 

＜0.003

法又は条例規制値 

0.010 

0.050 

0.010 

0.020 

0.040 

0.030

自主管理基準値 

0.005 

0.025 

法規制値と同じ 

法規制値と同じ 

法規制値と同じ 

0.015

新潟工場－土壌・地下水 
項目 

鉛及びその化合物（地下水） 

六価クロム化合物（地下水） 

砒素及びその化合物（地下水）  

1,1-ジクロロエチレン 

シス-1,2-ジクロロエチレン 

トリクロロエチレン 

※1　【原因】当該排水口は雨水が直接流れ込む場所で酸性雨の影響が表れやすい事が判明→【対策】排水経路を塞ぎ、他の経路へ雨水を流し、pＨの中和を図りました。（現状は法規制値以内） 
※2　【原因】バクテリア分解処理技術の新バイオを投入したが、BOD上昇→【対策】現状は新バイオを中止し改善。新バイオはさらに改善中です。（現状は法規制値以内） 
※3　【原因】河川および植物連鎖等の影響による自然的原因→【対策】自然要因である事から、行政及び上位組織へ報告、並びに当社公開HPにて情報公開しております。 

率 

率 

率 

製品･サービスの環境価値向上 

スーパーグリーン製品の開発 

環境効率ファクター向上 

環境貢献ソリューションの開発 

VOC排出量の削減 

廃棄物発生量の削減 

本業パフォーマンスの向上 

グローバル統合EMSの推進 

グリーン調達の推進 

環境コンプライアンスの徹底 

地球温暖化防止対策 

ガバナンスの強化 

リスクマネジメントの強化 

環境社会貢献、他 

国内全事業所でEMSを統合 

100%

100%

1件 

3件 

5%削減 

14%削減 

6%削減 

生産性2倍 

1%削減 

30%削減 

24%削減 

1回／年 

統合完了 ◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

△ 

○ 

△ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

100%

100%

1件 

3件 

8%削減 

17%削減 

18%増加 

生産性1.8倍 
（現金自動預払機ＡＴＭ） 

25%増加 

32%削減 

44%削減 

1回／年 

環境経営報告書の発行 環境経営報告書の発行 グリーンファクトリー／グリーンオフィスの推進 

環境社会貢献活動の推進 
環境経営報告書の発行 

物流・輸送CO2排出量の削減 

エネルギー消費CO2排出量の削減 

2,215 2,130

1,548

2,803 120

66

7 4 2 2 2 2 0 0 0 0

単位：［mg/  ］ 

本社・東京工場－水質（下水） 単位：［mg/  ］ 

項目 

水素イオン濃度（pH） 

生物化学的酸素要求量（BOD） 

浮遊物質（SS） 

鉛及びその化合物 

六価クロム化合物 

測定値 

8.6 

160 

110 

＜0.01 

＜0.05

法規制値 

5.7～8.7 

300 

300 

0.1 

0.5

自主管理基準値 

6.0～8.4 

202 

202 

0.0064 

0.28

測定値 

＜0.001 

＜0.01 

＜0.001 

＜0.002 

＜0.004 

＜0.003

法規制値 

0.01 

0.05 

0.01 

0.02 

0.04 

0.03

自主管理基準値 

0.007 

0.03 

0.006 

0.011 

0.022 

0.017

本社・東京工場－土壌 
項目 

鉛及びその化合物 

六価クロム化合物 

砒素及びその化合物 

1,1-ジクロロエチレン 

シス-1,2-ジクロロエチレン 

トリクロロエチレン 

単位：［mg/  ］ 

環境コミュニケーションブック 16
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17 環境コミュニケーションブック

製品リサイクル
当社では、富士通リサイクルシステムを活用することにより、開発段階でのライフサイクルを考慮した再資源
化と産業廃棄物の適正処理に貢献し、安全・迅速な製品リサイクルを実現しています。

当社の製品は、主に「富士通リサ
イクルシステム（FRS）」を活用して
回収・再資源化しています。これは全
国７ヶ所のリサイクルセンターと全国
をカバーする物流ネットワークを利用
して行われています。
これら回収・再資源化業務のプロ

セスにおいて、開発段階から省資源化
やプラスチック部品、二次電池のリサ
イクル化を容易にする分離・分解の容易性を追求し、製品の解体マニュ
アルの作成を行っています。解体マニュアルは電子化され各リサイクル
センターの管理システムによって表示する事で安全・迅速なリサイクル
処理に貢献しています。

法人のお客さまから排出される使用済当社オリジナル製品は、｢富士通
フロンテックリサイクルシステム」(有料）にて回収、リサイクルするこ
とで、資源の有効利用に役立てています。製品所有者が当社にリサイク
ルを依頼される場合は、本社および全国4ヶ所の支店を通じてリサイク
ルセンター（富士通首都圏綾瀬リサイクルセンター）へ回収します。

お問い合わせについては、以下のWebサイトをご覧下さい。
● http://www.frontech.fujitsu.com/eco/

使用済み小型二次電池で、下記対象品については全国のJBRCリサイ
クル協力店を通じて回収しています。具体的には「充電式電池リサイク
ル協力店くらぶ」に加入の販売店などに設置してあるリサイクルBOXに
入れてください。
● 対象の小型二次電池
① ニッケル・カドミウム電池（NiCd） ② ニッケル・水素電池（Ni-HM）
③ リチウム・イオン電池（Li-ion） ④ 小型シール鉛蓄電池（Pb）

富士通東日本 
リサイクルセンター 

富士通東日本福島 
リサイクルセンター 

富士通首都圏相模原 
リサイクルセンター 

富士通中部 
リサイクルセンター 

富士通西日本 
リサイクルセンター 

富士通首都圏綾瀬 
リサイクルセンター 

富士通九州 
リサイクルセンター 

中部支店（愛知県名古屋市） 

東北支店（宮城県仙台市） 

関西支店（大阪府大阪市） 

九州支店 
（福岡県福岡市） 

リサイクルセンター：全国7カ所 
本社・支店：全国5カ所 

本社・営業本部 

電子化した解体マニュアルの表示例

発生費用は、5億9,604万円、効果合計は2億7,901万円で、費用対
効果は、46.8％となりました。概要は以下の通りです。
（1）環境コスト
2006年度は環境配慮型製品の研究開発費は、前年度に比べ0.6％の

増加で、ほぼ横ばいとなりました。半期別の内訳は、RoHS指令の施行
などの影響で、その対策として前年下期をピークとして少し減少しまし
たが、ほぼ同額の1億9,047万円／半期となりました。しかし、下期は、
大きく減少し、1億2,816万円／半期となり32.7％減少しました。これ
は、含有規制化学物質の全廃対策として2004年度に導入し運用してき
た、環境情報システム「Earth」の情報取扱量が増加し、その運用効果
が現れてきたものです。上・下流の費用増加は、主に含有規制化学物質
対策とし工場に於ける、部材受入と出荷検査において使用する蛍光Ｘ線
検査装置の追加導入とそれのオペレーション費用となっています。
（2）効果
グリーン製品の研究開発費を前年度に比べさらに増加したことにより、環境

配慮型製品の売上全体に占める割合（グリーン化率）は、84.9%となりました。
（3）今後
2007年度より「もったいない」を活動のキーワードにエコ2コスト

活動を全社運動として推進しています。
今後は、環境対策を経済的指標で捉え、ECOLOGY（省エネ）と

ECONOMY（経済）のバランスを両立させた施策を積極的に展開し、環
境にやさしい企業活動を推進します。

■ 費用と効果の推移 

■ 2006年度 環境会計実績 

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 

90,985 

129,555

144,948 

153,385

257,330 

189,867

519,910 

201,841

596,040 

279,008

費用 

効果 

公害防止 

地球環境保全 

資源循環 

大気汚染防止、水質汚濁防止など 

省エネルギー、地球温暖化防止など 

廃棄物処理、資源の効率的利用など 

廃棄製品リサイクル、グリーン購入など 

ISO14001、環境教育、環境広報活動など 

製品への環境配慮技術の研究など 

環境保全団体への寄付、支援など 

土壌、地下水汚染の修復など 

上・下流 

管理活動 

研究開発 

社会活動 

環境損傷 

主な範囲 項目（費用・効果） 費用 前年比増減率 

事
業
エ
リ
ア
内 

36,070 

12,153 

86,576 

134,800 

47,697 

94,919 

318,625 

0 

0 

596,040

112.1％ 

98.2％ 

112.8％ 

111.1％ 

461.5％ 

132.9％ 

100.6％ 

 

 

114.6％ 

－ 

－ 

小　計 

合　計 

［単位：千円］ 

［単位：千円］ 

製品回収・リサイクルの仕組み 小型二次電池回収の取り組み

富士通リサイクルセンターの所在地

お問い合わせ先

環境会計
当社では、富士通グループ「環境会計ガイドライン」に基づいて環境保全に関わる費用を定量的に把握し、環
境投資と効果を評価しています。

環境会計の費用対効果
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18環境コミュニケーションブック

本社・東京工場　集合写真 参加49名
工場周辺の清掃活動を行いました。

新潟工場　集合写真 参加59名
工場周辺の駐車場および道路上のゴミ拾いを行いました。

FJFS 集合写真 参加42名
オフィス周辺の清掃活動を行いました。

海外グループ会社のうち、フィリピンのFujitsu
Die-Tech Corp．Of The Philippines（FDTP）で
は、グローバル統合EMSの枠組みの中でスタッ
フ一丸となって環境活動を展開しています。
2007年度中のISO14001認証取得を目指し

ています。

■地球環境問題
「不都合な真実」（ゴア前米国
副大統領著）を従業員をはじめ
サイト内で働く皆さん全員に回
覧し､地球環境問題の深刻な状況
を改めて認識していただきまし
た。

■工場見学会
従業員の家族を対象

に工場見学会を実施し、
工場の環境管理活動を
学習して頂きました。

■9リーンディ
街をクリーンにそし

てグリーンにするため、
9のつく日（9,19,29
日)をクリーンデイと呼
び、就業後工場から京
王よみうりランド駅前
までの清掃活動を行っ
ています。

FDTPとEMSスタッフ 環境方針

マレーシアエコフォレストパーク植林事業
2006年12月
品証本) 品質企画部 西 百樹さんが参加

「富士通グループ・マ
レーシア・エコ・フォ
レストパーク」（マレー
シア サバ州 キナルー
ト地区）において、
2002年から6度目と
なる原生種の植林活動
へ参加しました。

中国河北省察北管理区 砂漠緑化事業の支援
2006年9月
労働組合 二瓶 徹郎さんが参加

全富士通労働
組合連合会主催
の海外植林活動
に当社も参加し
ました。

植林活動を行っているNGO「（財）緑の地
球防衛基金殿」に使用済みプリペイドカー
ドなどの寄付を実施しました。

プリペイドカード：2,263枚
切手：1,812g（2006年度）

ボランティア活動の紹介①

環境マネジメントシステム（EMS）

EMSを構築中のFDTPでは、環境
社会貢献活動も積極的に推進してい
ます。
今後も継続して実施し、植林活動

や美化活動を通じて社員一人ひとり
が地球温暖化対策とともに地域社会
に貢献していきます。

FDTP社員による植樹の様子 本社・東京工場敷地内 京王よみうりランド駅前

植林活動

ボランティア活動の紹介② ボランティア活動の紹介③

社会貢献活動の紹介［美化活動］

海外工場紹介
海外子会社FDTP（フィリピン）の環境活動

環境教育・環境コミュニケーション
環境教育を通じて地域とのコミュニケーション
に力を入れています。

社会貢献
毎年、地域の美化活動を実施し昨年10周年を迎え定着することができました。これを機にさらに一歩進めたクリーン
デイ(通称：9リーンデイ）を設け、9のつく日を周辺の美化活動日とし、ボランティアを募って活動を開始しました。

右手前が、西さん
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富士通フロンテック株式会社
〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776番地

http://www.frontech.fujitsu.com/

サステナブルな社会を支える、ヒューマンインターフェースのNEXTへ
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