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生物多様性保全の活動事例

花王は、生物多様性の保全を進めていくために、技術開発等を自ら積極的に行なうことは

もちろん、お客さまやビジネスパートナーの皆さま、そして社会といっしょに、その保全に

取り組んでいきます。「生物多様性保全の基本方針」に沿って、主な活動事例をご紹介します。

■　　1. 事業と生物多様性との関わりを把握する。

活動事例

花王の生物多様性に関わるリスク分析

　2010年、生物多様性との関わりが深いと考えられる社内11部門を対象に、ヒアリング調

査やワークショップ等を踏まえた「花王の生物多様性に関わるリスク分析」を外部専門家

の指導の下に実施し、花王の事業活動に関わる生物多様性のリスクや課題を抽出しました。

　これらを踏まえて、課題の解決をめざす内容を盛り込んだ「生物多様性保全の基本方針」

（全7項目）を2011年4月に策定、公表しました。

エコロジカル・フットプリントによる評価
＜米国 GFNと共同研究＞

　2013年に評価を完了したエコロジカル・フットプリントでは、花王の事業活動が及ぼす

環境負荷は、二酸化炭素吸収地、油糧植物生育のための耕作地や牧草地、パルプや紙の生育

のための森林が大半を占めていることを確認しました。

花王 サステナビリティレポート2011
www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/
sustainability/pdf/sustainability2011_fj_all.pdf#page=18

「企業活動のエコロジカル・フットプリント」（藤井他、第7回LCA学会研究発表会、
2012）
www.jstage.jst.go.jp/article/ilcaj/2011/0/2011_0_164/_pdf

https://www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/sustainability/pdf/sustainability2011_fj_all.pdf#page=18
https://www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/sustainability/pdf/sustainability2011_fj_all.pdf#page=18
http://www.jstage.jst.go.jp/article/ilcaj/2011/0/2011_0_164/_pdf
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活動事例

LIME2（第2版日本版被害算定型影響評価手法）による評価
＜東京都市大学伊坪徳宏教授と共同研究＞

　環境影響を統合して数値化できるLIME2を活用して、花王の製品がさまざまな環境側面

に及ぼす影響を包括的に評価しています。主要な35製品分類について環境影響評価を実施

し、環境側面のバランスについて把握し、製品開発に役立てています。

事例論文「コンパクト粉末衣料用洗剤のLIME２による環境影響の変遷」（大田和他、
Journal of Life Cycle Assessment, Japan Vo.11 No.3、2015）
www.jstage.jst.go.jp/article/lca/11/3/11_300/_pdf/-char/ja

http://www.jstage.jst.go.jp/article/lca/11/3/11_300/_pdf/-char/ja


Topic 　花王とココヤシの深い関わり

　1980年、花王はフィリピンのミンダナオ島にケミカル製造・販売の事業場を設立

しました。当時、花王の主要原料はココヤシであり、ココヤシの農園を現地に保有

していました。ここで、フィリピン政府の協力の下、ココヤシ品種の改良により、

収穫量が多いハイブリッド種の育成に取り組みまし

た。通常のココヤシより樹高が低いことから、実の採

取時の落下事故を軽減する効果も期待されました。

　残念ながらハイブリッド種は一代限りでしか育たず、

次世代につなげる成果を得られることなく研究を中

止しました。しかし、将来的な研究再開も視野に、こ

の時に集めたココヤシの優良種を事業場内に植樹し、

現在も大切に育てています。
ココヤシ優良種の育成（事業場内）

植樹当時(2010年) 現在
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ココヤシ農園　※現在は未所有

■　　2. 事業が生物多様性へ与える影響を低減する。

活動事例

原材料調達ガイドライン

　事業と生物多様性との関わりの把握により、持続可能な原

材料の調達が花王の最重要課題であることを改めて認識した

ことを踏まえて、「持続可能なパーム油の調達ガイドライン」「持

続可能な紙・パルプの調達ガイドライン」を策定しました。

　調達において生物多様性の保全に配慮し、森林破壊ゼロを

支持することを宣言するとともに、具体的な活動目標を設定し、

その達成に向けて活動を推進。活動の進捗状況は、花王サス

テナビリティ データブックやRSPOのウェブサイトに毎年公

表しています。

原材料調達ガイドライン
www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/
sustainability/pdf/procurement-raw-materials-guidelines.pdf
花王サステナビリティ データブック
www.kao.com/jp/corporate/sustainability/pdf/

http://www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/sustainability/pdf/procurement-raw-materials-guidelines.pdf
http://www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/sustainability/pdf/procurement-raw-materials-guidelines.pdf
http://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/pdf/
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■　　3.  生物多様性のもたらす恵みを大切に活用するため、 
独自の技術開発を進める。

活動事例

天然系／非可食系の油脂源を利用する
技術の開発

　将来需要が高まることが予測されるパーム核油の

代替として、天然系でかつ非可食系の油脂源を利用

する技術開発を継続しています。

　活性剤として未利用のバイオマスを活用すること

が可能となったバイオ IOS や、高収率で獲得できる

微細藻類を活用した油脂生産技術開発などを行なっ

ています。

■　　4. 国際的な取り決めを遵守する。

活動事例

「愛知目標」への花王の活動貢献の整理（次頁に掲載）

　生物多様性の損失を食い止める「生物多様性を保全するための戦略計画2011-2020」の

中核をなす、20の個別目標から成る世界目標「愛知目標」の達成に貢献します。

「森林破壊ゼロ」の支持を表明

　花王は2014年、「原材料調達ガイドライン」の調達目標で「森林破壊ゼロ」の支持を表明

しました。また、同年9月にニューヨークで開催された国連気候変動サミットで発表された

「森林に関するニューヨーク宣言」に署名しました。

新規界面活性剤バイオIOSの開発
www.kao.com/jp/corporate/news/2019/20190123-001/
花王の顔 バイオIOS
www.kao.com/jp/kaonokao/kaonokao/001_bioios/
微細藻類を活用した油脂生産技術開発
www.kao.com/jp/environment/lca/02/

http://www.kao.com/jp/corporate/news/2019/20190123-001/
http://www.kao.com/jp/kaonokao/kaonokao/001_bioios/
https://www.kao.com/jp/environment/lca/02/
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＜参考資料＞愛知目標達成に貢献する花王の活動の整理

関連する愛知目標 関連する花王の主な活動

1 生物多様性価値の

認識向上

●生物多様性eラーニング等による社員の啓発

●社内外の生物多様性保全活動への社員の参画推進

●認証材料の積極的な導入および普及活動の推進

●環境対応商品の開発および環境アピールの推進

●生物多様性を含む環境の取り組みの社外発信

4 持続可能な生産と消費 ●事業活動と生物多様性との関わりの把握

●主要原材料のパーム油、紙・パルプに関する「持続

可能な原材料調達ガイドライン」の策定、2020年

目標の設定とその達成に向けた活動推進

●環境適合設計による環境負荷を削減した製品開発

●容器包装設計における4Rの推進

5 自然生息地の損失速度

の半減・削減

●森林破壊ゼロ支持の宣言とサプライヤーへの発信

●需要増が予測されるパーム核油の代替として、天

然系／非可食系の油脂源を利用する技術開発を

推進

8 汚染の抑制 ● SAICM に基づく人や環境への影響等についての

リスク評価の実施および適正な化学物質管理の

推進

9 侵略的外来種の

制御と防除

●地域生態系に影響を与える外来種の排除

12 絶滅危惧種の絶滅防止 ●敷地内における地域希少種の生育環境の確保

13 作物、家畜の遺伝子の

多様性の維持

●工場敷地内でのココヤシ優良種の育成、保護

15 気候変動の緩和と

適応への貢献

●グローバル各拠点が保有する緑地や地域生態系に

おける生物多様性保全活動の推進

19 生物多様性関連知識の

改善

●「花王・教員フェローシップ」等の活動を通じた生

物多様性に関する研究活動への貢献

※複数の目標に貢献すると考えられる花王の活動については、最も貢献すると考えられる目標に配置
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■　　5. 地域の生態系に配慮した事業活動に努める。

活動事例

生物多様性モデル工場プロジェクト（和歌山工場）

　「生物多様性保全の基本方針」策定後の2011年に、和歌山工場で「生物多様性モデル工場

プロジェクト」を発足し、以下の取り組みを推進しています。

　これらの取り組みを含む社会・環境貢献活動が評価され、和歌山工場は2017年、SEGES

（社会・環境貢献緑地評価システム）の最高位｢Superlative Stage｣を取得しました。

クロマツ防潮林の保全活動
　和歌山工場では、以前から敷地内を縦断する

和歌山県史跡：水軒堤防／クロマツ防潮林の歴

史に配慮した保全管理を推進してきましたが、

新たに生物多様性視点から保全活動の見直しを

行ないました。

　地域にとって貴重なクロマツ林を守ることは

地域の生物多様性を守る活動であることを学び、

他地域の取り組み等を参考に、クロマツを守る

ゾーンと自然遷移に任せるゾーンに保全エリア

を分けて活動を推進しました。

　間伐や下草刈り等の保全活動に加えて、植生・

生物調査、遊歩道・看板の設置、説明会・イベン

ト開催等のさまざまな活動を展開しています。

企業の森活動
　和歌山工場で使用する工業用水の水

源地である山林において、毎年多くの

社員とその家族が、植樹や下草刈り等

の保全活動を行なっています。2018

年には、山林で採取した地元種の苗木

を社員が家で育てて植樹する活動も新

たに開始しました。

花王和歌山工場が、社会・環境貢献緑地評価システムの最高位を取得
www.kao.com/jp/corporate/news/2017/20170519-003/

http://www.kao.com/jp/corporate/news/2017/20170519-003/
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活動事例

認証の取得推進

　和歌山工場以外で一定の緑地を有する日本工場については、いきもの共生事業所 ®認証

（ABINC 認証）の取得をめざすことで生物多様性に配慮した活動の充足を図ることができ

ると考えています。2015年に鹿島工場、2018年に川崎工場、2020年には小田原事業場が

ABINC認証を取得しました。

社員の森（鹿島工場）

　操業時に県や地元の市と締結した公害防止協

定に基づき、地域に根ざした植生主体の緑地づ

くりを推進しています。工場在籍経験のあるす

べての社員が自分の名前入りの木を植樹する活

動を操業以来40年以上続けています。近年は生

物多様性視点の維持管理を導入し、生物調査、

希少生物種の保全等に取り組んでいます。

臨海工業地帯の緑地（川崎工場）

　第2工場建設時に掘削した残土を盛上げ、場

内の緑を集約してまとまりある緑地を造成しま

した。15年以上を経て自然の森に成長後、生物

多様性視点の維持管理を導入。生物調査、生物

の棲家の提供、外来種の間伐・再利用等を実施

しました。ジャコウアゲハとその幼虫の食草で

あるウマノスズクサの植生の判明後は、それら

の繁殖地の保護にも力を入れています。

花王川崎工場が生物多様性に配慮した取り組みで第三者認証（ABINC「いきもの共
生事業所®」）を取得
www.kao.com/jp/corporate/news/2018/20180315-002/

ゴマダラチョウ（食草：エノキ）

ジャコウアゲハ（食草：ウマノスズクサ）

ABINC 認証サイト
abinc.or.jp/doc/ABINC1.pdf

http://www.kao.com/jp/corporate/news/2018/20180315-002/
http://abinc.or.jp/doc/ABINC1.pdf
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活動事例

酒匂川流域の緑地（小田原事業場）

　小田原事業場は、酒匂川に近く、良質な水資源に

恵まれた、多くの野鳥が飛び交う自然豊かな地域に

位置しています。植栽樹木の90% 以上が在来種で

す。

　2018年度より、花や実のなる草木の植樹、鳥類用

の巣箱や生物の隠れ家となる石積み等の設置、間伐

材の再利用（テーブル・イス等の作成、残材の肥料化）

等を実施しています。また、酒匂川水系メダカ（小

田原メダカ）を養育し、人工孵化に成功しました。

今後は自然に産卵できるようメダカの池の設置も

予定しています。また、ジャコウアゲハの保護活動

や定期的な生物モニタリングも実施予定です。

花王 小田原事業場が生物多様性に配慮した取り組みで第三者認証（ABINC「いき
もの共生事業所」）を取得
www.kao.com/jp/corporate/news/sustainability/2020/20200327-003/

グローバル共通の生物多様性評価基準を導入

　日本国内には生物多様性に配慮した活動を評価する認証制度がいくつかある一方、海外

では関連する認証制度がほとんどなく、グローバルで共通の評価ができていませんでした。

　そこで、ABINC認証の評価基準にも採用されているJBIB（企業と生物多様性イニシアティ

ブ）の「いきもの共生事業場 ®推進ガイドライン」で示されている考え方を参考に、花王独

自の生物多様性評価基準を2017年に導入しました。2018～2019年には、グループ全生産

拠点の評価を実施し、各拠点の現状の活動レベルの把握や改善ポイントを明確化しました。

本評価結果を踏まえて、各拠点で生物多様性保全活動を展開しています。

森の中の工場（花王スペシャルティーズアメリカズ）

　針葉樹と広葉樹の多様な樹木で構成される場内

の広大な針広混交林には、絶滅の恐れのある野鳥種

を含むさまざまな生物が生息しています。

　2019年、生物多様性アセスメントとして、自社敷

地を含む地域特性（地質／地形／水文循環／生態系

等）、敷地内の植生（樹種／草本）、侵入外来種、生物

の生息地の現状および今後の可能性、生物モニタ

リング等についての検証を実施しました。本結果を

受け、保全活動や社員啓発等を推進中です。

https://www.kao.com/jp/corporate/news/sustainability/2020/20200327-003/
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活動事例

生物多様性エリアを設定（花王ベトナム）

　花王ベトナムは2017年、社員自らが工場内に地域の生態系に配慮した樹木の植樹を行

ない、生物多様性エリアとして保全活動を開始しました。

　社員の休憩、コミュニケーションなどの場として広く活用され、社員の生物多様性に対

する意識の向上に大きく寄与することが期待されています。

マングローブ再生プロジェクト
（ピリピナス花王）

　フィリピンの環境天然資源省と協働で、工場

周辺の沿岸域にマングローブの苗木を植樹し、

その生態系の復元に向けた取り組みを推進して

います。

花王食物森林（花王（台湾））

　工場が立地する新竹縣の政府所有の裸地で、

専門家の指導により台湾に自生する樹木の植樹

を継続的に実施しています。

　そのほか、地元の廃棄物を活用したコンポス

ト作り等、生物多様性に配慮した活動を推進し

ています。

www.youtube.com/watch?v=Hnj7YAvWY2M
www.youtube.com/watch?v=ZdgHVRBSrBQ&feature=youtube

http://www.youtube.com/watch?v=Hnj7YAvWY2M
http://www.youtube.com/watch?v=ZdgHVRBSrBQ&feature=youtube


Topic 　学習教材「水軒堤防ものがたり」の作成

　和歌山事業場は敷地面積が約50万㎡

ある、花王の国内最大の研究・生産拠点

です。敷地内には、県の史跡に指定され

ている「水軒堤防」の一部が残っていま

す。

　「水軒堤防」は、江戸時代初期に、海か

らの強風や高波、塩害から人々の暮ら

しや農地を守る目的から、初代紀州藩

主の徳川頼宣公の命により築かれたの

が始まりとされる、全長2,000m 以上の

防潮・防風・防波堤防です。当時植林さ

れたクロマツ林が、現在も和歌山事業

場内に残っています。和歌山事業場で

は、このクロマツ林を長い間大切に守

り続けてきました。

　この水軒堤防／クロマツ林の存在と価値を地域の子どもたちに知ってもらう目

的から、和歌山市内の元小学校の先生や花王の和歌山事業場の従業員と編集委員

会を設立し、和歌山市教育委員会などの協力を得て、およそ2年がかりで学習教材「水

軒堤防ものがたり」を完成させました。この教材は、郷土の環境や社会について学ぶ、

和歌山市内のすべての小学4年生に配布されました。

Copyright © Kao Corporation. 

江戸時代からつづく
クロマツ防潮林

学習教材
「水軒堤防ものがたり」

花王が和歌山市内の小学4年生に和歌山の歴史と環境を学ぶ教材を制作
www.kao.com/jp/corporate/sustainability/
topics/sustainability-20170519-002/

https://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/topics/sustainability-20170519-002/
https://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/topics/sustainability-20170519-002/
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■　　6.  生物多様性に関して、全ての社員の意識向上や部門間の情報共有
を進める。

活動事例

教育、啓発
生物多様性 eラーニング
　「生物多様性保全の基本方針」の内容について全社員で共有することを目的に、日本花王

グループの全社員を対象にネット学習（基礎編／応用編）を実施しました（2011年～2012

年）。

　学習後は簡単なテストおよびアンケートも実施。生物多様性が花王グループ全体で取り

組むべき問題であることを全社で認識しました。

生物多様性を学ぶ資材の制作 
（花王コーポレーションスペイン）

　海外の各拠点に対しては、環境・安全推進担

当者を毎年日本に招待し開催しているRCグロー

バルミーティング等で、生物多様性の情報発信

を行なっています。　　

　2018年にグローバル各拠点の生物多様性評

価を実施した結果を受け、スペインでは、国内

３拠点の生物多様性の状況についてテーマごと

に解説した小冊子、生物多様性視点での見どこ

ろを紹介したパンフレット、敷地内で観測可能

な生き物を写真入りで紹介するポスターを作成

し、工場見学者への説明や社員啓発などに活用

しています。
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活動事例

社員参画型の保全活動

地域生態系の保全（和歌山工場）
　和歌山工場では、生態系保全につながるさま

ざまな活動に社員が積極的に参画しています。 

●場内クロマツ林での苗木の植樹

●企業の森での地拵え、自生種の苗木の育成お

よび植樹、下草刈り

●近隣の水軒川、和歌山城、紀ノ川の清掃

●道普請（熊野古道の道路修復）　等

東日本グリーン復興 
モニタリングプロジェクト
　東日本大震災で被災した東北の干潟や田んぼ

の生物多様性調査プロジェクトです（主催：アー

スウォッチ・ジャパン）。花王からも2013年以降、

毎年十名の社員がボランティアとして現地に赴

き、調査のサポートを行なっています。

Millcreek 保全活動（花王 USA）
　花王 USA の工場に隣接して流れる小川：

Millcreek に沿って点在する緑地や、ここに生

息する野生生物をモニターし、メンテナンスや

改 善 の 支 援 を 行 な う 組 織「Mill Creek 

Watershed」の賛助会員になっています。

　雑草の苅込や樹木の根覆い等の緑地改善、小

川沿いの歩道の清掃、樹木や草木の植樹等の活

動に多くの社員が参加しています。

Mill Creek Watershed
www.millcreekwatershed.org/blog/2017/12/8/admiral-kao-usa-inc

花王グループ社員が「東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト」に参加
www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/topics/
society-20190820-001/

http://www.millcreekwatershed.org/blog/2017/12/8/admiral-kao-usa-inc
http://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/topics/society-20190820-001/
http://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/topics/society-20190820-001/
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■　　7. 生物多様性の保全に関して、社外の関係者と連携を図る。

活動事例

JBIBでのワーキンググループ活動 
～異業種他企業との協同～

　生物多様性の保全について真剣に考え、具体

的な活動を実践する企業の集まり：企業と生物

多 様 性 イ ニ シ ア テ ィ ブ（Japan Business 

Initiative for Biodiversity：JBIB）に、花 王 は

2008年の発足当初から参加しています。テー

マごとに複数のワーキンググループに分かれ、

業種を超えたさまざまな企業の担当者と、企業

としてどのようなかたちで生物多様性保全へ貢

献ができるのか議論を行なっています。

　また、JBIB が生物多様性の主流化を目的に

2017年に開始した生物モニタリング企画 JBIB

「いきものDays」に花王も参加しています（川崎

工場、鹿島工場）。

JBIB「いきものDays」
jbib.org/news/1970/
※生物多様性アクション大賞2019つたえよう部門入賞

http://jbib.org/news/1970/ 
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活動事例

花王・教員フェローシップ 
～認定 NPO 法人 アースウォッチ・ジャパンとの協動～

　夏休みの一定期間、環境教育の実践者であり、

次世代育成のキーパーソンである小中学校の先

生方に、海外の生物多様性に関する野外調査プ

ロジェクトへボランティアとして参加する機会

を提供するプログラムです。これまでに、のべ

85プロジェクトに168名の先生方が参加されま

した（2019年12月現在）。

※当プログラムは2019年で新規募集を終了しています。

タイ北部 “FURUSATO” 環境保全プロジェクト
～オイスカとの協動～

　タイ北部の生態系の回復と自然災害に強い環

境づくりをめざす植林活動です。花王、花王タ

イランドの社員も参加して、2012年からの5年

間で35ha に42,500本の植樹を行ないました。

2019年からは、地域住民の雇用創出や技術習

得につながる森づくりのフォローアップを実施

しています。

「花王・教員フェローシップ」参加報告会を実施
www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/topics/
society-20191217-001/

タイ北部“FURUSATO”環境保全プロジェクト
www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/environment/furusato-
thailand/

写真提供：オイスカタイランド

https://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/topics/society-20191217-001/
https://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/topics/society-20191217-001/
http://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/environment/furusato-thailand/
http://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/environment/furusato-thailand/
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活動事例

花王・みんなの森づくり活動
～都市緑化機構との協動～

　SEGES の運営などで知られる都市緑化機構

と協働で、2000年より継続して取り組んでい

るオリジナルの緑化プログラムです。

　複数年にわたる継続支援を基本として、地域

の緑を適正に管理する持続可能な森づくりや、

子どもたちが身近な緑と触れあえる機会を創出

する環境教育など、市民の手で地域の緑を守り

育てる活動に取り組む日本国内のさまざまな団

体を広く支援しています。これまでにのべ499

団体の支援を行ない、これらの団体の活動に参

加した市民は45万人以上となっています（2020

年4月現在）。

※当プログラムは2022年3月までの活動をもって終了いたします。 

花王・みんなの森づくり活動
www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/environment/forests/

http://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/environment/forests/
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＜参考資料＞生物多様性関連の主な外部表彰等

受賞年 表彰名・内容

2005
和歌山工場、SEGES（社会・環境貢献緑地評価システム）の「Excellent 

Stage 1」に認定。

2012
鹿島工場、認証油を使った製品の生産・出荷が可能となるRSPO SCCS認

証の審査に花王で初めて合格。

2014 和歌山工場、「第2回みどりの社会貢献賞」受賞。

2015

花王、「原材料調達ガイドライン」と年限を定めた野心的な調達目標が評

価され、WWF「ビジネスと生物多様性勝手にアワード」オリーブの葉賞

を受賞。
www.wwf.or.jp/activities/upfiles/WWF_PR_attachment20150219.pdf

鹿島工場、いきもの共生事業所®認証(ABINC認証)を取得。

ピリピナス花王、マングローブ植樹や海岸清掃活動等の環境保護プロジェ

クトを含む一連の環境改善活動が評価され、フィリピン政府が顕彰する

「環境賞」を受賞。

鹿島工場、「第4回いきものにぎわい企業活動コンテスト」にて環境大臣

賞を受賞 。

花王・みんなの森づくり活動が「第65回都市緑化功労者 国土交通大臣表

彰」を受賞。
www.kao.com/jp/corporate/news/2015/20151102_001/

2017

和 歌 山 工 場、SEGES（社 会・環 境 貢 献 緑 地 評 価 シ ス テ ム）の 最 高 位

｢Superlative Stage｣に認定。

花王タイランド、長年の環境負荷削減活動とタイ北部での生物多様性保

全活動が高く評価され、エコファクトリーアワードを受賞（タイ工業省

大臣より表彰）。

2018

川崎工場、いきもの共生事業所®認証（ABINC認証）を取得。

国内外のグループ工場およびオフィスのRSPO SCCS認証取得事業場が

全35サイトに。

2020 小田原事業場、いきもの共生事業所®認証(ABINC認証)を取得。

初版（2015.09）
２版（2020.03）

http://www.wwf.or.jp/activities/upfiles/WWF_PR_attachment20150219.pdf
http://www.kao.com/jp/corporate/news/2015/20151102_001/

