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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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ＣＯ-ＳＩ（1966年） ＣＯ-ＳＰ（1974年） 

世界初の自動うがい器 
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１９７１年 

ヤシノミ洗剤の発売 

テレビCM初代モデル ジュリー・マーシャルさん 
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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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＜ＩＳＯの取得状況＞＜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) 

ISOISO認証の審査認証の審査  

外部審査機関によって、毎年維持審査と外部審査機関によって、毎年維持審査と33年目に更新審査が行われる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？・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？・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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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  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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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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持続可能な原料調達・環境負荷低
減商品の普及、循環型社会構築

の為の活動状況 

●持続可能な原料調達の為、日本で最初にＲＳＰＯへ加入●持続可能な原料調達の為、日本で最初にＲＳＰＯへ加入  

●●COP11COP11（生物多様性条約第（生物多様性条約第1111回締約国会議）への参加回締約国会議）への参加  

●各事業所の環境へプラスとなる活動例●各事業所の環境へプラスとなる活動例  

●近年の主な受賞●近年の主な受賞  

●ハッピーエレファントとは（石鹸でない新しい洗浄剤）●ハッピーエレファントとは（石鹸でない新しい洗浄剤）  

●販売状況と今後の取り組み●販売状況と今後の取り組み  

●出前授業風景●出前授業風景  
12 
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１．農園ごとに分けてパーム油を流通させる「完全分離」方式 

  「認証パーム油やパーム油関連製品について、最終生産物から搾油工場、原料生産 

 地まで流通経路を確実にたどることができ、非認証のパーム油の供給や流通から完全 

 に切り離されている。」（アイデンティティ・プリザーブド（IP）） 

RSPO認証４つの方式 

RSPOの認証油トレードマークが表示できます。 
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２．認証農園が環境価値を販売し、パーム油利用企業がそれを購入して最終製
品に認証マークをつける。「ブック・アンド・クレーム」（グリーンパーム）方式 

  生産者が認証パーム油の生産量に基づいて証書を発行し、それを取引する方法。 

  生産者とパーム油・パーム油関連製品利用者はインターネット上でこの取引を行い、そ
の証書に応じた分量の製品に認証を適用できます。 

 

グリーンパームマークを表示することができます。 
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３．認証農園同士のパーム油は混ぜるが、非認証パーム油と分ける「分離」方式 

  認証パーム油やパーム油関連製品について、その原料が認証パーム油のみを使用 

 している場合に与えられます。認証原料であれば複数の供給元から原料が混合されて 

 いてもかまいません。（セグリゲーション（SG））RSPOの認証トレードマークを表示できま 

 す。 

４．認証パーム油と非認証パーム油を混合し、比率に応じて最終製品に表示する
「マス・バランス」方式 

  流通の過程全体を通して認証油の取引量を監視する方法で、一般の流通と分ける必要 

 はない。 

 認証油の量を管理できていれば、流通過程で非認証原料が混合しても良い。 

 RSPO認証油トレードマークは“MIXED”とつければ使える。 
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1952年 創業 

1971年 

2001年 

2004年 

2005年 

ヤシノミ洗剤発売開始 

全社全部門で
ISO14001認証取得 

洗剤の原料調達地である
ボルネオ島の現状を知る 

日本企業として初めてRSPOに参画 

RSPO参画までの道のり 
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グローバルＳＡＲＡＹＡのCSR 

 ボルネオ環境保全活動 

・緑の回廊計画 

・命の吊橋プロジェクト 

・レスキューセンター建設 

・RSPOへ参画 

ウガンダ100万人の手洗いプロジェクト 

・手洗い設備の建設 

・子どもたちへ手洗い教育 

・母親への啓発活動 

・サラヤイーストアフリカ設立 
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2012年10月 COP11 （インド ハイデラバードで開催） 

2012年6月 リオ+20 （ブラジル リオデジャネイロで開催） 

日本パビリオンでの配布資料にサラヤの紹介も掲載された 

サイドイベントで緑の回廊計画やRSPO認証について社長が講演 
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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


いのちをつなぐ 

25 

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  
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ブース説明 

サヤ社員 

～未来型洗浄剤～ 

「ハッピーエレファント」 
※石鹸や合成洗剤でない、新しい洗浄剤です。
天然酵母が天然洗浄成分を排出したものを利
用して生産する。未来型洗浄剤「ソホロリピッド」

から生れる。 

http://webblog/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/CIMG49741.jpg


いのちをつなぐ 

いきもの（天然酵母）の力で洗う洗剤 
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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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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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皮ふ科医による皮ふ刺激テスト済                                                 

皮膚科医のもとに行った皮ふ刺激テストにて、"肌にやさしい"ことが証明
されました。 

 

【試験方法】希釈濃度とpHの異なる4種※のハッピーエレファント洗たくパ
ウダー水溶液と生理食塩水をろ紙に浸透させ肌へ貼付。 

15分後、24時間後に判定。※ A：濃度0.1％、pH10.86、B：濃度1%、
pH10.86、C：濃度0.1%、pH7.32、D：濃度1%、pH7.11 
結果 

 

25名中全員に炎症が現れず、"肌にやさしい"ことが

証明！※すべての方に刺激が起きないというわけではありません。 
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通販売上状況 

ハッピーエレファント 

平成２６年8月度 

売上総合１位達成 

その他情報 

弊社通信販売ランキング
⇒http://shop.saraya.

com/smile/ 
※新企画     

※新 どんぐりﾎﾟイントを 
    利用する仕組み作
り（みずほ情報総研提案） 
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  販売促進、環境情報公開 
 

１・ハッピーエレファントをネットで公開  

⇒http://www.happyelephant.jp/ 

２・サラヤ通販  

⇒http://shop.saraya.com/smile/happy-elephant/ 

３・amazon他大手通販会社へ委託販売中 

４・環境情報の配信  

⇒http://www.saraya.com/csr/report/ 

５・サラヤグリープ環境マネジメントの取り組み状況配信 

⇒http://www.saraya.com/csr/quality/iso.html 

６・サラヤグループホームページ 

⇒http://www.saraya.com/ 

７・商品に環境への取り組み、持続可能な原料調達表示、 

生物多様性の取り組み、カーボンオフセット 
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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（メインとして）受賞 
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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・グリーン購入啓発活動 

いのちをつなぐ 

40 

平成２６年９月４日の
グリーン環境学習 

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
http://webblog/wordpress/csr/?p=195
http://webblog/wordpress/csr/?p=195
http://webblog/wordpress/csr/?p=29712
http://webblog/wordpress/csr/?p=29712
http://webblog/wordpress/csr/?p=29712
http://webblog/wordpress/csr/?p=28927
http://webblog/wordpress/csr/?p=28927
http://webblog/wordpress/csr/?p=28927
http://webblog/wordpress/csr/?p=26765
http://webblog/wordpress/csr/?p=15980
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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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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