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外部表彰

受賞年月 表彰対象 表彰名・内容 実施団体

2017/02 花王（株）
化学品管理の自主活動「GPS/JIPS」で顕著な取り組みを行
なった企業を表彰する制度「JIPS賞」で、最多の「安全性要
約書（GSS）」を公開した点が評価され大賞を受賞

一般社団法人
日本化学工業協会

2017/03
花王（株）
和歌山工場

SEGES（社会・環境貢献緑地評価システム）「そだてる緑」
において、認定レベルとして5段階評価における最高位で
ある「Superlative�Stage」を取得

公益財団法人
都市緑化機構

2017/05 花王（株）
高機能特殊増粘剤「ビスコトップ」が、社会全体の発展や
環境の改善に大きく寄与した革新的な科学技術や製品と
して「第49回技術賞�技術特別賞」を受賞

一般社団法人
日本化学工業協会

2017/06 花王（株）

「水性インクジェット用顔料インクLUNAJET（ルナジェ
ット）」の特許が、水性インクでは難しかったフィルム印
刷での高画質化と、サステナブル社会に向けた新市場創出
の可能性を評価され、平成29年度全国発明表彰において
「発明賞」を受賞

公益社団法人
発明協会

2017/07 花王（株）

「人と環境にやさしく、持続可能な社会の発展を支える化
学」への貢献が評価され、「紙ベース鋳造用湯道管の開発」
が第16回グリーン・サステイナブル�ケミストリー賞にお
いて「経済産業大臣賞」を受賞

公益社団法人
新化学技術推進協会

2017/08 花王（株）

花王、味の素、イースクエアの3者で活動している「食と
くらしのサステナブル・ライフスタイル研究会」と川崎市
が共同で開発し、小学生とその保護者を対象に実施した
体験型環境教育プログラムが「第11回キッズデザイン賞」
を受賞

特定非営利活動法人
キッズデザイン協議会

2017/08
花王インダス
トリアル�
（タイランド）

14項目あるEco�Factory基準で、80%以上のスコアを獲
得したことにより、「Eco�Factory�Award」を受賞

Ministry�of�Industry�
of�Thailand

2017/09
花王インダス
トリアル�
（タイランド）

IEAT基準に基づく廃棄物管理で、最高ランクである
プラチナを取得したことにより、「Amata�Best�Waste�
Management�Awards�2017」を受賞

Industrial�Estate�
Authority�of�
Thailand�（IEAT)

2017/09
花王（株）
鹿島工場

「社員の森づくり活動」において、埋立地に生物多様性に
富んだ「地域の森」を復活させたこと、森の育成と植樹活
動の継続、環境コミュニケーション活動への取り組みが評
価され、クールアースいばらき2017大会で「最優秀賞」を
受賞�

一般社団法人�
茨城県環境管理協会

2017/11
花王（株）川崎
工場

「カーボン・チャレンジ川崎エコ戦略（低炭素社会の構築）」
に基づき、CO2削減への取り組みを表彰する「第6回スマ
ートライフスタイル大賞」において「優秀賞」を受賞

川崎市

社会のサステナビリティへの貢献をめざす花王グループのさまざまな取り組みは、高い評価を受けています。

エコロジー

受賞年月 表彰対象 表彰名・内容 実施団体

2017/01 花王（株）

つめかえ用ラクラクecoパックが「誰にでもわかりやすく
つめかえやすい」「環境への配慮」を両立した革新的な容器
と高く評価され「2016年日優秀製品・サービス賞�優秀賞
（日経MJ賞）」を受賞

日本経済新聞社

2017/03 花王（株）
近代化粧品工業の発祥を示す資料として花王石鹸の調合
帳と分析証明書が、「第8回化学遺産認定」において、「化学
遺産」第042号に認定

公益社団法人
日本化学会

2017/05 花王（株）

環境に配慮し、誰でも簡単につめかえできる点が評価され
「ラクラクecoパック」が、品質・使い勝手・つめかえやすさ
に優れている点で柔軟剤の「フレア�フレグランス」が、「ワ
ールドスター賞」�を受賞

世界包装機構

2017/08 花王（株）

包装におけるデザイン性、環境適合性、保護・安全性など
が評価され、2017日本パッケージングコンテスト「化粧
品包装部門賞」「トイレタリー包装部門賞」「日用品・雑貨包
装部門賞」を受賞

公益社団法人
日本包装技術協会

2017/09 花王（株）

eコマース「ロハコ」限定の衣類・布・空間用�消臭剤「リセッ
シュ」リラックスリネンデザインボトルが、商品ストーリー
を感じさせ、暮らしに寄り添うデザイン提案として
「Pentaward�2017」で、「Bronze�Pentaward�2017」を受賞

Pentaward
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外部表彰

受賞年月 表彰対象 表彰名・内容 実施団体

2017/02 花王（株）
従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取
り組んでいる企業として「健康経営銘柄」に選定

経済産業省および
東京証券取引所

2017/02 花王（株）
保険者と連携して優良な健康経営を実践している法人と
して「健康経営優良法人（ホワイト500）」に選定

経済産業省および
日本健康会議

2017/03 花王（株）
企業倫理、ガバナンス、社会的責任、市民活動、企業風土の
観点から、倫理的に優れた企業を顕彰する「世界で最も倫
理的な企業2017」に11年連続選定

Ethisphere�Institute�

2017/03 花王（株）

PDCAサイクルで社員の健康度を上げていく取り組みや、
健康課題の改善に向けて社内外の協力体制を構築してい
ることが評価され「DBJ健康経営（ヘルスマネジメント）格
付」で二度目の最高ランクを取得�

日本政策投資銀行
(DBJ)

2017/05 花王（株）
女性をはじめとした多くの社員が働きやすい環境が評価
され、「女性が活躍する会社BEST100」総合4位、ダイバー
シティ浸透度1位に�

『日経WOMAN』
および日本経済新聞社
グループ

2017/08
ピリピナス�
花王�
（フィリピン）

工場周辺地域での火災の際に自衛消防隊が出動し消火の
援助を実施したことにより、「Volunteer�Fire�Brigade�
Company」賞を受賞

Bureau�of�Fire�
Protection,�Regional�
Headquarters-10,�
Cagayan�de�Oro�City

2017/08 花王（合肥）

2012年に合肥工場が稼働して以来、日本同様の品質管理
技術を伝承するとともに、積極的な人材の育成を実施する
ことにより経済開発区の発展に大きく貢献したことが評
価され「第一回経済技術開発区友好賞」を受賞

安徽省合肥市
経済技術開発区労働局

2017/10
花王（株）
和歌山工場

グローバル人材育成のための教育システムの整備や、その
システムをグローバルの教育拠点として機能させている
点が高く評価され、「GOOD�FACTORY賞」の「ものづく
り人材育成貢献賞」を受賞

一般社団法人
日本能率協会

2017/10
花王ロジス
ティクス（株）

生産性向上、物流コストの低減の実現の結果、社員の作業
環境改善と継続した運営の実現が評価され、「2017年度ロ
ジスティクス大賞」において「奨励賞」を受賞

公益社団法人
日本ロジスティクスシ
ステム協会

コーポレート・カルチャー

受賞年月 表彰対象 表彰名・内容 実施団体

2017/01 花王（株）

投資者の視点を深く組み込んで企業価値の向上をめざす
など、東証市場の魅力向上に資すると認められる経営を
実践しているとして、第5回「企業価値向上表彰」で大賞
を受賞

東京証券取引所

2017/02 花王（株）

コーポレートガバナンスというしくみを上手に使い、自社
をイノベーティブに改革し、健全な成長を実現しているこ
とが評価され「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー®�

2016」を受賞

日本取締役協会

2017/05
花王（株）
和歌山工場

化学プラント設備の保安力強化として危険源管理のしく
みに焦点をあてた安全・安定操業への貢献活動が高く評価
され、「第11回レスポンシブル・ケア賞�優秀賞」を受賞

一般社団法人
日本化学工業協会

2017/09
花王製紙富士
（株）

火災発生時に迅速かつ確実な初期対応ができるように、初
期消火技術の向上と防火意識を高め、自主防災体制の確立
を図ることを目的とする消火技術競技大会において、屋内
消火栓操法�男子の部で３位受賞

静岡県富士市

2017/10
花王（株）
栃木工場

死亡災害および休業1日以上の無災害記録のべ1,520万時
間（2002年9月1日～2017年6月28日）を達成し、厚生労働
省から無災害記録証第5種を授与

厚生労働省

2017/12
花王インダス
トリアル
（タイランド）

すべての項目を包含したRC自己点検で高得点を取得す
るとともに、継続したKPIの報告により「Responsible�
Care�Silver�Award」を受賞

Responsible�Care�
Management�
Committee�of�
Thailand�(RCMCT)

ガバナンス

SRIインデックスへの組み入れおよび評価

最新の組み入れ状況はウェブサイトでご確認いただけます。

➡ SRIインデックスへの組み入れおよび評価（随時更新します）
http://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/recognition/

社会への宣言

社会への宣言はウェブサイトでご確認いただけます。

➡ 社会への宣言
http://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/declaration/
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