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ユニー株式会社は

※純粋持株会社体制移行にあたり、準備会社としてユニーグループ・ホールディングス（株）を設立した日です。
　なお、2013年2月21日付けで（旧）ユニー（株）を事業会社と持株会社（存続会社）に会社分割し、準備会社が事業会社を吸収する
　とともに両社の商号を入れ替えました。

「未来の子ども達に美しい自然を残したい」ユニーは
環境に優しい生活をお客様と一緒に進めていきます。

環境にイイこと、プラス。

会社概要

地球規模での環境破壊が深刻化している今日、
低炭素社会・循環型社会・自然共生社会を実現させた持続可能な社会を構築するために、

ユニーは企業活動を通して貢献します。

店舗紹介
社会・地域にイイこと、プラス。

従業員にイイこと、プラス。

事業所 ※2018年8月20日時点

関東エリア 24店舗

北陸エリア 14店舗

中京エリア 132店舗

山静エリア 22店舗

　ユニー株式会社は、衣・食・住・余暇
にわたる総合小売業として、関東から
北陸・東海エリアに192店舗（2018年
8月20日時点）を展開するチェーンス
トアです。その代表であるモール型
ショッピングセンターをはじめ、豊かで
楽しい生活提案を取り入れた「日常生
活向上店」を目指すアピタ、立地や
マーケット特性にあわせたミニモール
型ショッピングセンターのラスパ、毎日
楽しく買い物ができる「日常生活便利
店」を目指すピアゴなど、地域の中で
ライフスタイルを多面的にカバーでき
るよう、さまざまなタイプの店づくりに
取り組んでいます。

1 衣・食・住・余暇にわたる総合小売業として、環境負荷の少ない安全安心な商品及び
サービスの提供と店舗開発の推進に努めます。

2 全従業員が環境問題に関心を持ち、環境マネジメントシステムを機能させ、運用することにより、
汚染の予防及び環境保護に向けて持続的な改善に努めます。

3 法律、条例やエコ・ファーストの約束、地方自治体と締結した協定など、当社の遵守義務を満たし、お客様ならびに
一般市民・行政機関とパートナーシップをとり、人と環境にやさしい持続可能な社会の実現に努めます。

5 この環境方針を実行･維持し、また広く一般に開示して、お客様と一緒に、
地域環境保全活動及び社会貢献活動を推進します。

4 持続可能な社会を目指した環境目標を設定し、営業活動を通じて環境パフォーマンスの向上に努めます。
　● 低炭素社会の実現のために、省エネ型店舗・サプライチェーン全体でのCO2排出量の削減を目指します。
　● 循環型社会実現のために、廃棄物削減やリサイクル推進に努めます。
　　また、容器包装の削減とリサイクル及び環境負荷の少ない容器包装の使用を推進します。
　● 自然共生社会実現のために、食品リサイクルループの構築、生態系保全に配慮した商品を販売します。
　● 次世代を担う子どもたちに、持続可能な社会について学ぶ環境学習を実施します。

2016年9月1日
ユニー株式会社
代表取締役社長

現 在 のことだけではなく未 来に向
かって地球環境を壊さずに、人間や地
球の生き物が共存していく社会を構
築していくこと、この未来に続く仕組
みが持続可能な社会です。

エコ野菜

●自然の恵みを大切にした農業
●自然や生物に配慮した商品

アピタテラス
横浜綱島

●化石燃料の使用削減
●エネルギーの節約
●カーボンフットプリント
　の少ない商品
●バイオマスの利活用
●エコストアの建設

リサイクル
ステーション

●リデュース…コピー用紙使用削減
●リユース…マイバッグキャンペーン
●リサイクル…リサイクルボックス

対象範囲　ユニー株式会社192店舗及び本社事務所（各エリア事務所含む）
対象読者　ユニーの各店舗をご利用いただくお客様のほか、店舗の近隣住民の方 ・々お取引先様・従業員など、当社にかかわる全

ての皆様を対象とします。
対象期間　2017年度（2017年2月21日～2018年2月20日）
　　　　　※一部上記対象期間以外の活動等を記載しています。

地域の中でライフスタイルを
多面的にカバーする、
ユニーの各業態

数多くの専門店とエンターテイメント
を兼ね備えた広域型複合ショッピング
センター

モール型ショッピングセンター

「日常生活向上店」として、お客様によ
り豊 かな 生 活を提 案 する総 合 スー
パーマーケット

アピタ

「日常生活便利店」として、ファッション
から食料品まで地域密着型の品揃え
を提供する総合スーパーマーケット

ピアゴ

日常から特別な日までお客様の生活
を豊かにする、地域に根ざしたミニ
モール型ショッピングセンター

ラスパ

こだわりの高品質食材を取り揃える
都市型小型スーパーマーケット

ピアゴ ラ フーズコア

環境理念

環境方針

お買い物をする際の、ほんのちいさなエコゴコロが地球の未来を救います。10年後、20年後の地球の
未来を快適なものにするために、ユニーと一緒に地球環境にやさしい生活をはじめてみませんか？

エコストア、ステキな未来へはじめの一歩

持続可能な社会を目指して
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ユニーは100年後の子ども達のために
SDGｓに取り組んでいます。
　地球の気温は上がり続け、各地で異常気象による災害が頻発しています。貧困や紛争で学校に行けない子ども達、古来の豊
かさを失いつつある自然環境、生き物たちの絶滅スピードの加速、世界には様々な問題があります。
　2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）」は、2016年
1月1日に正式に発効しました。17の目標と169のターゲットがあり、先進国・開発途上国を問わず、この地球に暮らすすべて
の人が2030年までに取り組むことが求められています。

ユニーの
重点テーマ

ユニーの
取り組み

関連する
SDGｓ

関連する
取り組み

広く社会に貢献できる
人材育成を目指します

●被災地支援
●エシカルなお買い物
●認知症お買い物サポーター

持続可能な社会に貢献します

低炭素社会 環 境 教 育自然共生社会循環型社会

●地球温暖化防止
●環境配慮商品開発
●省エネルギー
●スマートシティ

●子ども環境学習
●出前授業
●地域との環境教育
●関連事業者連絡会

●働きやすい職場環境
●キャリアアップ制度
●福利厚生
●ダイバーシティ

●食品販売を通じた
生物保全活動

●陸の豊かさを守る
●海の豊かさを守る

●廃棄物削減
●容器包装店頭回収
●食品リサイクル

ユニーのSDGｓの取り組み

　目標には気候変動やエネルギー、生物多様性、海洋、森林など環境保護に関するものから、教育、労働、貧困、平和、公正など
社会的ニーズに対応するものなど多岐にわたっています。
　ユニーは小売業として「SDGｓ 持続可能な開発目標」達成のため、環境活動・社会貢献活動において、お客様、地域の方々、
地域行政、お取引先様、従業員などが一緒になって持続可能な社会をつくることを目指し、そして、お店に皆が集う地域のコ
ミュニケーションスペースとしての機能づくりにも取り組んでいます。

▶P15～ ▶P21～ ▶P31～ ▶P33～ ▶P41～ ▶P50～

地域の皆様、企業、自治体、
NPO等と一緒に社会貢献・
地域貢献活動を推進します

環　　境 社会貢献 従 業 員

子ども環境教育

地域との環境教育

モンキーセンター小動物観察

名古屋港水族館 ウミガメとの触れ合い

「エコやさい」収穫体験

認知症カフェ

「あそぼうさい」で防災を学ぶ

ドネーションで絵本を贈る

技能研修

食品リサイクルループを学ぶ

小学校への出前授業

従業員同士のレクリエーション

ライフデザインセミナー

廃棄物計量システムCOOL CHOICEキャンペーン

電気自動車充電スタンド設置

リサイクルボックスで容器包装回収

2017年6月にドイツ・ベルリンで開催されたG7協調行動ワークショッ
プで、日本からはユニーの百瀬上席執行役員CSR部長[当時]が、事例
発表とパネラーを務めました。
SDGsの中で世界の最重要課題
が12.3「食料廃棄の削減」です。
飢餓で死んでゆく多くの子ども達
がいる一方で、毎日たくさんの食
料が捨てられています。
ユニーの「食べられなかった食料
を再び食料に循環させる」食品の
リサイクルについて発表し、多くの
共感を得ました。

第1回2030アジェンダ達成に向けた
Ｇ７協調行動ワークショップで講演

食品廃棄物の発生抑制の成果や食品リサイクルループによる地域循
環型農業の実績。更に容器包装の削減によるCO2削減など、持続可
能な社会に向けて、「お買い物」を通して消費者と一緒に取り組んだ
ことが認められたものです。

第5回「食品産業もったいない大賞」
農林水産大臣賞を受賞

農林水産省より表彰される
百瀬上席執行役員CSR部長[当時]（左）

ベルリンで講演をする
百瀬上席執行役員CSR部長[当時]

〈パートナーシップで繋ぐ地域循環の環〉
地域未利用繊維素材 × 若者 × 福祉 × エシカル = リ デザイン プロジェクト
エシカルなものづくり「リ デザイン プロジェクト」が未利用の繊維素
材を活用し、学生によるデザインと福祉施設でのものづくりを融合し
た地域社会に根ざした循環プロジェクトに取り組んだことは、環境意
識の向上と地域の環境活動の推進に大きく貢献するものと評価され
ました。

2018愛知環境賞 優秀賞を受賞

大村愛知県知事（左）から
表彰される佐古社長（中央）

バイオマスプラスチックの使用
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「信頼」を社会と結ぶ企業に
◆花井 業界唯一の「エコ・ファースト企業」としてスタートし、10年という
節目を迎えました。まず、この10年を振り返った思いをお聞かせください。
◆佐古 日本の社会が成熟したとき、利益のみを追い求める会社は、その
存在価値を認めていただけない。そこにはつまり「信頼」というつながり
が重要視されます。小売業がお客様に、そして地域に信頼される条件とし
て、第一は商品やサービスです。一方で、事業活動を通じて地域社会や地
球環境を正しく維持・継続していくことも永続的な信頼においては非常に
大切です。そうした思いが背景にありました。
◆花井 店舗営業によって、地域あるいは地球環境を汚してしまいかねな
いことにしっかりと目を向けないと、社会との「信頼」が結べないというこ
とですね。
◆佐古 そして、実は最も大事なことは、一人ひとりの従業員の意識であ
り、その意識を高めながら取り組むことに大きな意味があると、この10年
を通じて改めて実感しています。その最も端的な例が、リサイクルです。
お客様から店舗に持ち込まれた空き缶やビンなどを主体的に分別する取
り組みを発端に、「自分たちの行動が地球環境を守るのだ」という思いが
お客様にも伝わり、リサイクルの意識が非常に高まりました。
◆花井 廃棄物の計量器を導入し全ての廃棄物を排出場所ごとに分別計
量することで、ゴミに対する従業員の意識がさらに高まりましたね。もう
一つ大きな取り組みとして、「レジ袋無料配布の中止（有料化）」がありま
す。エコ・ファーストの前年（2007年）に、すでにスタートさせていました。
◆佐古 「事業主体として排出するものは、私たちが方向性を決めていか
なければいけない」ということからのスタートです。ただ、このレジ袋の有
料化は、来店客が減少、売り上げも一時低迷するという非常に厳しいス
タートでした。しかし、思い切って踏み出したことに加え、国全体も動き始
め、現在の「レジ袋有料化は当たり前」という状況になっています。
◆花井 今、世界的にもプラスチックゴミは非常に大きな課題の一つで
す。ユニーでは、レジ袋だけではなく、商品そのものにも目を向けて活動
しています。
◆佐古 商品の包材原料はもちろん、包材素材の肉薄化など、素材その
ものをいかに環境に対して悪影響の出ないものにしていけるかが、今後
の大きなポイントでしょう。

パートナーシップで築くエシカルなお買い物
◆花井　2018年は、2つの大きな賞をいただきました。一つは第5回

「食品産業もったいない大賞」の農林水産大臣賞です。これはユニーの強
みの一つ、「食品リサイクルループ」が各方面から評価されての受賞で
す。全店に拡大する予定で、あと1店舗というところまできています。
◆佐古　「食品リサイクルループ」は、店舗からの食品残さを単に廃棄物
として処理するのではなく、地域で賛同いただいている企業とともに資
源として有効に使おうというもの。その資源を使って育てられた畜産物や
農産物を再び店頭販売するという仕組みで、現在は非常に満足のいく品
質になっています。またこの活動は、「環境にやさしいお買い物を目指し
て実施すること」に大きな価値があり、より良いパートナーシップに賛同
いただく企業様だけでなく、お客様にも理解していただくことが大切で
す。そのために、もっとお客様にアピールして購買につなげ、リサイクル
ループを維持していきたいと考えています。
◆花井　もう一つが「2018愛知環境賞」の優秀賞。これは「リ　デザイン プ
ロジェクト」の取り組みです。これもユニーだけで実現させるものではな

く、生地提供の企業、デザインを担当する学生、それを製品化する障がい
者施設の方たちの協力のもと、ユニーが販売するという流れであり、もっ
と広く知っていただきたい取り組みですね。
◆佐古　まさにパートナーシップによる地域循環の一つの形です。何よ
り関わっている方々の一生懸命さが本当に商品によく表れていて、回を
重ねるごとにお客様のニーズに近いものが出来上がっています。こちら
も「エシカル※なお買い物」を提案できる素晴らしい商品です。
※エシカル：環境や社会に配慮していること。ユニーでは環境・社会・人にやさしい選択
　　　　　をすることがエシカルな暮らしに繋がると考えています。

「スマートシティ」の一員として
◆花井 「エコストア」も、ユニーの重要な取り組みの一つです。今年、
スマートシティの一員として「アピタテラス横浜綱島」がオープンしました。
◆佐古 湘南でパナソニックと自治体を主体に、「スマートタウン構
想」（環境負荷の少ないエネルギー利用の先進モデル）が進められてお
り、我々もエコ・ファースト企業として賛同しています。街としては小さな
単位ですが、多彩な異業種が住民や学生とともにエネルギー問題や環境
活動に取り組むという点で、非常に有意義な事業です。
◆花井 「ユニバーサルデザイン」の考え方も反映されていますね。身
障者の方やお年寄りだけでなく、誰もが快適に過ごしていただけるお店
として。よりよい形になるよう、表示のわかりやすさといったハード面に加
え、従業員の教育というソフト面にも取り組んでいます。
◆佐古  私たちは良かれと思っていろいろな機能を店舗に持たせていま
す。しかし、その機能が何かをわかってもらえなければ、宝の持ち腐れで
す。機能の表示にも気を配ったうえで設置を進めなければいけません。ま
たソフト面においては、我々の理念に「買う身になって」という言葉がある
ように、どのお客様にも同じように快適にお買い物していただけるよう、
お客様の立場になって真摯におもてなしをすることが大切だと思います。

「地域のコミュニティ」としての役割
◆花井 社会貢献もユニーは積極的に取り組んでいます。まず「子ども
環境学習」があります。
◆佐古 スーパーマーケットは、子ども達にとって非常に身近な存在で
すが、やはり「店内」がその全てと捉えています。つまり、バックヤードの見
学や廃棄物の分別の仕組みなどを知ることは、子ども達にとって興味
津々の学習です。子どもの時から環境への課題を認識してもらうことは
とても重要で、それには「わかりやすく伝える」ことが必要不可欠。長年の
実績をもとに、子どもにも伝わる活動ができてきており、全店的な広がり
を見せています。また、子ども環境学習は、食育にもつながる大切なアプ
ローチです。
◆花井 一方で、高齢者に向けた取り組みも積極的に行っています。特
に力を入れているのが認知症の理解です。さまざまな啓発活動や従業員
への教育を行っていますが、最近のトピックスは店舗に設置した「オレン
ジカフェ」。認知症の方はもちろん、そのご家族や将来に不安を抱えてい
る方などが集まれるカフェを設置しました。現在、3店舗ですが好評です。
もっと増やしていきたいですね。
◆佐古 ショッピングセンターは、ただモノやサービスを販売するだけ
が社会的使命ではありません。これから特に求められるのは、「地域のコ
ミュニティ」としての役割。そのポイントは、やはり分け隔てなくお客様に
お集まりいただけるかどうか。そして、笑顔になってお帰りいただけるか
どうか。商品を見たり触れたりすることや店舗にあるさまざまな機能を利
用していただくなかで、笑顔をどんどん広げていきたいと思います。

お客様の消費行動が社会を支える
◆花井 パートナーシップをもとにした募金活動「ドネーション企画」も、
今後さらに進めていきたい取り組みです。今年は各地で例年以上の大災
害が起こっており、被災地の方や困っている方への支援という面でも重
要になってきます。
◆佐古　盲導犬育成や、地元への1円玉募金、あるいはWFPという活動
をユニーとして参画しています。メーカー様とタイアップして行うドネー

ション企画は、普段のお買い物が社会貢献に繋がる「エシカルなお買い
物」になっているという点で、お客様にとっても活動意義の大きいものです。
◆花井 「お客様の消費行動を、社会を支える一因にする」ということ
では、ユニーの環境配慮型PB商品「eco!on（エコオン）」活動も、その一
つです。ポイントは、お客様が手に取りたい商品をつくることですね。
◆佐古 販売する以上、お客様にご納得いただく品質にすることです。
ただ、それとともに、環境配慮や社会貢献の背景を明確にしてお伝えする
ことも重要。お客様は、やはりそこも求めておられますから。
◆花井 「商品のストーリー」ですね。生産から廃棄に至るまで、環境負荷
の排除を考えて開発しています。今年は主にお菓子の包材に「水性グラ
ビア印刷」を採用しました。水性ですから、工場で作業をされる方の健康
にも配慮しています。
◆佐古 ストーリーという点では、包装資材や物流も含め、総合的に環境
に配慮していることを訴えかけていくことが、お客様への納得性や認知
につながっていくと思います。そのためには、視野を広くして、日本全国、
あるいは世界各地から、そういうことを考えている、まだ芽は小さいけれ
どこんないいものつくっている、というところと協力しながらやっていくこ
とが重要ではないかと思います。

「わかりやすさ」が活動を継続させる
◆花井　今年も引き続き、国連サミットで採択された「SDGs（持続可能
な開発目標）」への取り組みにも力を入れます。
◆佐古　 SDGsにはいろいろな取り組み項目がありますが、広く浅くより
も「今やっていることをまずしっかりと進行させる」ことが第一です。
◆花井　「12 つくる責任つかう責任」ですね。
◆佐古  進めるうえでのポイントは「わかりやすさ」。資料で出回っている
単語をそのまま使うのではなくて、お客様や従業員の視点に立ち、わかり
やすく伝えていく。それが良いも悪いも評価の対象になり、そこから必ず
良いものが生まれていきます。
◆花井 「ISO14001」においても同じですね。これも特別なことをして
いるわけではなくて、日頃の業務のなかでいかに無駄な経費を抑えるか、
環境にいかにして負荷を与えないか。従業員に理解が進んでおり、来期
は全店展開を予定しています。
◆佐古 活動が数値化されると、より取り組む意欲がわきます。ただ数
値として出にくいものもある。そこで、何とかわかりやすい単位で表現
できないかと考えています。例えば、「今回の皆様の活動によって木を
何本植えることができました」といったように。活動を継続していくた
めには、「わかりやすさ」はまさにポイントとなってきます。従業員一人
ひとりが地域における店舗がどうあるべきかを考え、取り組んでいけ
るよう、会社としてもバックアップしていきます。こうした活動をステー
クホルダーに向けて発信し、地域に支持される店舗でありたいと考え
ています。

代表取締役社長 佐古則男 (左) ／ 業務本部 CSR部長 花井彩由実 (右)

PRESIDENT
INTERVIEW

社長インタビュー

佐古 則男ユニー株式会社
代表取締役社長

（インタビュー：2018年7月9日）

エコ・ファースト企業として
10年培った成果を
さらに次につなげる活動へ。

ユニーが環境への取り組みのトップランナーとして、2008
年に環境大臣と「エコ・ファーストの約束」を交わしてから
ちょうど10年。エコライフスタイルの実現に向け、その前年
にスタートさせた業界初のレジ袋無料配布の中止（有料化）
をはじめ「エコ・ファーストの約束」を一つひとつ着実に達成
してきました。その大きな成果は、お客様、地域の方々、お
取引先様、そして従業員が力を合わせて推進してきたから
にほかなりません。国連サミットで採択された「SDGs（持続
可能な開発目標）」への取り組み、そして地域の皆様が集う
コミュニケーションスペースとしての機能づくりを含め、次
の10年に向けさらにチャレンジしていきます。



07　 環境レポート2018 環境レポート2018 　08

新たなパートナー福井環境事業との
食品リサイクルループ

◆廃棄物の発生抑制と資源循環の推進 ◆消費者の行動変革による持続可能な社会構築
ユニーの環境配慮型PB商品eco!onの環境負荷低減効果を消費者に伝
え、商品選択要因のひとつにしてもらうために、需要の多い４品目のカー
ボンフットプリントを計測し、環境
イベントで開示しました。特に「消
費者が店頭回収に持参した牛乳
パックを原料にしたトイレットペー
パー」は、バージンパルプで製造し
たものに比べ、63％のCO2を削減
したことで、消費者のエコライフス
タイルが地球温暖化防止に有効で
あることを知っていただきました。

循環型社会構築のために、店舗から排出する廃棄物を削減し、さらに
再生資源化を推進しました。特に、世界的な課題である食糧廃棄を
削減するために、食品リサイクル
ループを拡大し、エコ・ファースト
の約束である、再生利用等実施
率８０％を達成しました。また、
２０１６年に再生利用事業者の撤
退でリサイクルループを解消し
た福井県で、新たなパートナーと
リサイクルループを構築し、国か
ら認可されました。

◆SDGｓを重点項目にした環境教育を実施
ユニーは地域に根差した小売事業者として、生産者と消費者をつな
ぐ、また自治体や地元ＮＰＯなど市民団体と共同で、持続可能な社会
を目指した啓発活動を実施しています。２０１７年からは、「ひとりひと
つのSDGｓを目指す」を環境イベントや出前授業のテーマに、活動し
ました。

エコ・ファーストの約束と環境活動

新しい「エコ・ファーストの約束」

エコ・ファースト推進協議会総会 エコとわざコンクール

エリア内に、工業と住宅、そして店舗を建
設し、それぞれの使用電力量を曜日や時間
で分け合うことで、電力ピークを抑制する
など、エリア全体で環境負荷を低減するス
マートシティに、エコ店舗を開店しました。 アピタテラス横浜綱島

◆地球温暖化防止を目指したスマートシティの店舗を建設

◆エコ・ファースト推進協議会活動
様々な業界から選ば
れたエコ・ファースト
企業が集まり、持続
可能な社会を目指し
て活動をしています。

●食品廃棄物発生抑制を図り、2018年までに年間売上高百万円
当りの発生量32kg以下を達成します。

●消費者の行動変革による持続可能な社会実現のために、店舗で
5万人の消費者に環境イベントによる啓発活動を実施します。

エコ博 10回（50,000人参加）
エコフェスタ、その他 4回開催（8,000人参加）

●子ども環境学習を全店で、年間1万人の子ども達に環境教育を
実施します。

●食品リサイクルループを全店に拡大します。

●再生利用等実施率を2018年までに80％達成します。

食品リサイクルループ参加店舗 １９１店舗（１９２店舗中）180店舗 P.29

P.28

P.28

P.24

P.21

P.34

P.47～48

P.11～12

P.36

P.07

P.18

P.37～38

P.16

◯

○

○

○

○

△

◯

◯

○

○

○

○

×

80%

30kg

85%

1万人

5万人

2.5万人

70店舗

2017年度目標 2017年度結果 判定 参照

再生利用等実施率 ８０．６%

年間売上高百万円当り ２９．９ｋｇ

辞退率 85.6%

小型家電回収店舗 15店舗

ISO14001取得 １４７店舗 ２６,９００人に教育実施

環境関連事業者連絡会 ２回実施 ２６２人参加

環境配慮型PB商品eco!on 人気商品４品目のカーボンフット
プリントを測定し、環境イベントで消費者に啓発

神奈川県横浜市のスマートシティタウンに、エコストア「アピタテラス横浜綱島」を建設

充電スタンド設置店舗 56店舗 77台

●2018年までにレジ袋辞退率８５％達成します。

●小型家電のリサイクル回収を推進します。

●店舗開発において、スマートシティを研究・導入を図ります。

エコロお店探検隊 96回（844人参加）、出前授業 １０回（511人参加）
エコラリー 105回（2,162人参加）、小中学校見学 86回（5,635人参加）

●店舗での省エネ・地域での資源循環を目指し、年間3万人の従
業員に環境教育を実施します。

●ユニーと取引の有る環境関連事業者（廃棄物・リサイクル関連
等）に環境法令・循環型社会構築などの啓発を図ります。

●環境配慮商品を開発・販売し、消費者にお買い物を通してエコ
ライフスタイルを啓発し、地球温暖化防止を推進します。

●環境配慮型ＰＢ商品の容器包装を見直し、バイオマスプラス
チックの活用や、軽量化を図ります。

PB商品の容器包装削と水性グラビア印刷を導入
環境イベントや出前講座で消費者に啓発 
PB商品の容器包装削減実施   

●地球温暖化防止を目指したＥＶ・ＰＨＶ普及のため、充電器を
大型店舗100店舗以上に設置します。

◆エコ・ファーストの約束の進捗状況

小学校での出前授業「お買い物でSDGｓ」 環境イベントエコ博で、消費者とつくったSDGｓツリー

ユニーは２００８年に、環境への取り組みのトップランナーとして、環境大臣とエコ・ファーストの約束を交わしました。総合小売事業者とし
て、自社での環境課題解決とともに、生産者と消費者をつなぎ「お買い物」を通して持続可能な社会実現を推進することを約束としてい
ます。特に、SDGｓの目標である、食品廃棄削減とリサイクル推進や地球温暖化防止など、エコライフスタイルを提案し、推進することが
ユニーのエコ・ファーストです。

エコ・ファーストの約束

牛乳パックを再生利用したトイレットペーパー

循環型社会構築を目指
し、廃棄物の発生抑制と
資源循環を推進します。

1

持続可能な社会構築
のために、環境教育
を実施します。

2

消費者の行動変革に
よる、持続可能な社会
を構築します。

3
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 エコ・ファースト アーカイブ 
ー 未来の子ども達に美しい自然を残したい ー 

『エコ・ファーストの約束』は10年目を迎えました！

循環型社会構築を目指し、廃棄物の
発生抑制と資源循環を推進します。

持続可能な社会構築のために、
環境教育を実施します。

2008年4月に総合小売業で唯一エコ・ファーストの約束を環境大臣と交わし、トップ
ランナーとして10年環境活動を推進してきました。2014年に更新した約束も2019
年3月で完了し、来年は新たな約束を更新します。これからもユニーは小売事業者と
して、お買い物を通して消費者と生産者、そして再生利用事業者ともパートナーシッ
プを組んで持続可能な社会構築を目指します。

店舗から排出される廃棄物を、全て分別して計量することで、発生抑制とリサイクル
を推進しています。また、お客様と一緒に、容器包装の使用削減・リサイクルに努めて
います。

ユニーは地域に根差した小売事業者として、消費者や生産者、地域自治体、NPO、廃棄
物関連事業者とパートナーシップを組み、ESDを実施しています。

環境活動を推進しているエコストアに、徒歩や自転車、電気自動車でお買い物に行き、
環境配慮商品を買うエコショッピング。そして、お買い物で地球環境や社会に貢献でき
るエコショップづくりに努めています。

店舗の廃棄物の1/4である食品残さを、
堆肥や飼料にリサイクルして、野菜や米、
豚や鶏卵を作ってもらって販売し、それを
お客様に買っていただいく、食品リサイクル
ループを全店で実施し、リサイクル率８０％
を達成しました。

●全店の食品残さを
　食品リサイクルループで資源化
　することを目指しました

ユニーの環境教育は、環境・経済・社会の調和を重視した、
ひとづくり・ものづくり・コミュニティづくり

●次世代を担う子ども達への環境学習を実施

スーパーの店舗には、環境や社会貢献に関心のある方、あ
まり関心のない方、様々なお客様が来店されます。お買い
物に訪れた方たちが学べる体験型環境イベントを各地の
店舗で開催しています。

●消費者と一緒に体験型環境イベント”エコ博”

ユニーの廃棄物の適正処理やリサイクルなどに関わっている環境関連事業者に、法令順守や循
環型社会構築について学ぶための環境教育を実施しています。 

●環境関連事業者連絡会

ユニーの環境配慮型PB商品eco!onは、原料・製造・容器包装・
販売・使用時・使用後といった、生産者から販売するユニー、購
入するお客様、使用済みの商品や容器包装をリサイクルする
再生利用事業者のつながりバリューチェーンで、環境負荷を
低減させた商品です。

●環境配慮商品のお買い物で、地球温暖化防止に貢献

お客様がガソリンやディーゼル自動車で来店されると、CO2やその他の排気ガスが大
気を汚染します。環境負荷の少ない電気自動車を普及するために、充電スタンドを設置
しています。

●来店方法を電気自動車にして地球温暖化防止するために
　充電スタンドの設置

お客様と一緒に「使わなくてもよい容器包装」使用削減に努めました。
レジ袋の辞退率 85%を達成しました。

●容器包装廃棄物の発生抑制を図り、
　レジ袋辞退率85%を目標にしました

2008年4月 エコ・ファーストの約束を締結 2014年6月 エコ・ファーストの約束を更新 2017年エコ・ファーストの約束達成状況

食品関連
事業者

消費者

再生利用
事業者

農業
生産者

消費者の行動変革により、
持続可能な社会を構築します。

エコ・ファーストの約束を鴨下環境大臣と交わす

エコロお店探検隊 環境にやさしいお買い物
エコロお店探検隊は2013年には114回　
1,070名の子ども達が参加しました。

体験型環境イベント エコ博は 
各地区で16回開催

2011年から日本モンキーセンターで
生物多様性を学ぶサマースクール開催 エコロお店探検隊は全店実施844名参加 地域の小学校へ出前授業

子ども環境学習に511名参加

エコ博のテーマは
「100年後の子ども達のためにSDGｓ」

環境配慮商品を大学生と共同開発

eco!onのカーボンフットプリントを計測

電気自動車充電スタンドはCOOL CHOICE

先進環境施設見学（バイオガス発電）

有料レジ袋はバイオポリエチレン25％含有で
CO2を17％削減

廃棄物の資源循環システムなど海外から視察 
JICA

eco!onを夏休みの自由研究に提案

消費者がお気に入りのeco!onをプレゼン

環境負荷の小さい電気自動車普及に貢献

第4回 夏休み自然探検 白川郷トヨタ自然学校

2014年2月全店の食品売り場で
レジ袋無料配布を中止しました
アピタ長津田店

地球に優しい、体に優しい食卓エコライフ 環境関連事業者連絡会

第三者審査委員会

eco!on商品

エコライフフェアに出展

2007年全国初の食品リサイクルループ認定
『ＪＡグループ・ヒラテ産業リサイクルループ』

16件（店舗所在地1府18県）で認定
『不二産業・JA新潟みらいのリサイクルループ』

2017年新たに認定
「福井環境事業のリサイクルループ」

もったいない大賞 農林大臣賞受賞

第22回食品安全安心・環境貢献賞受賞
第1回環境省食品リサイクル
推進環境大臣賞 最優秀賞

2007年６月横浜市の店舗で
レジ袋有料化を開始

エコ・ファーストの約束を更新しました エコ・ファースト推進協議会 エコとわざコンクール エコ・ファースト推進協議会総会 エコ・ファースト企業（キリン・ライオン）とのコラボレーション

お 店

ヒラテ産業堆肥場

アピタ稲沢店
特設売場で販売

JAグループと進める
“食品リサイクル”

ヒラテ産業

商 品

堆肥で栽培

運搬用トラック

店舗から発生した食品残さを
熱処理機搭載のトラックで一
次処理しながら運搬します。堆
肥場で発酵させます。

生 産

2017年度　食品残さ 
排 出 量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,636ｔ
リサイクル量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,869ｔ
リサイクル率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71.3％

（発生抑制を含む ・・・ 80.6％）

2013年度　食品残さ 
排 出 量・・・・・・・・・・・・・・・・18,650ｔ
リサイクル量 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 11,099ｔ
リサイクル率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59.5％

（発生抑制を含む ・・・ 69.6％） 

2013年度　レジ袋
辞 退 率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77.5％
使用枚数 ・・・・・・・・・・・・・・109,528千枚
使用重量  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 821ｔ 2017年度　レジ袋

辞 退 率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85.6％
使用枚数・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68,852千枚
使用重量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 548ｔ

2007年度　レジ袋 
辞 退 率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20.6％
使用枚数 ・・・・・・・・・・・・・310,559千枚
使用重量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,818ｔ

2007年度　食品残さ 
排 出 量・・・・・・・・・・・・・・・・19,604ｔ
リサイクル量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,656ｔ
リサイクル率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34.0％

不二産業、
JA新潟みらい

［新潟県］

店 舗

地元JAと進める
食品リサイクル

ループ

生 産

商 品

新潟市内店舗

登録再生利用事業者

不二産業にて堆肥化

JA新潟みらい

eco!onのタグ

地球を
汚さない

3 R

低炭素
社会を
目指す

充電スタンド ５６店舗 ７７台
急速充電器 ４店舗 ４台設置

充電スタンド 26店舗 31台
急速充電器 3店舗 3台設置

ヒラテ産業、
JAあいち経済連
[愛知県]

エコ・ファーストの約束を交わして10年、2回
目の約束期間が完了します。2018年時点
で、食品リサイクルをはじめ、ほとんどの項
目が達成できています。EV・PHV充電スタ
ンドも着々と建設していますが、達成が少し
延びるかもしれません。

エコ・ファーストの約束
2019年3月完了！！

達成

達成

福井環境事業とすすめる
リサイクルループ

福井環境事業
[福井県]

登録再生利用事業者

福井環境事業

生 産

堆肥を熟成、農作物を栽培

店 舗

店舗から出る
食品残さ
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店　舗   ※p12に店舗環境ISO推進体制の詳細を記載しています。

ユニー株式会社
代表取締役社長

業務本部長

内部監査責任者

環境管理責任者

●コピー用紙削減  ●廃棄物削減
●省資源・省エネルギー

●CSR部

ISO事務局

各部門の代表的な環境目的目標

ワーキングチーム

関東営業部

▼食品リサイクル率 関東営業部目標：50％。

▼レジ袋辞退率 関東営業部目標：70％。

▼リサイクルボックス設置数の向上。　

▼エコロお店探検隊を実施（７～8月：アピタ全店）。

▼リサイクル工場見学を実施（8月：高崎店・前橋店）。

▼充電スタンドの新規導入を推進。　　

山静営業部

▼「天かす」リサイクルの維持・継続。

▼レジ袋辞退率（年間） 山静営業部目標
   ８０％以上の維持。

▼リサイクルボックス店頭回収の維持・
　継続（回収頻度・品目数の維持）。

▼充電スタンドの新規導入を推進。

北陸営業部

▼食品残渣のリサイクル率 80％。

▼福井県 福井環境でのループの実稼動。

▼レジ袋辞退率北陸営業部目標 86%。

▼リサイクルボックス回収品目の
　拡大（検討）。

▼充電スタンドの新規導入を推進。　　

●総務人事部  ●法務部  ●CSR部
●情報システム部  ●物流部

▼稲沢本部移転にあたり、本部書類５０％削減を
　目標に推進（総務人事部）。

▼健康診断の活用（総務人事部）。

▼ ITを活用した紙、使用エネルギー、労働時間
　の削減（情報システム部）。

▼物流におけるCO2の排出量を削減（物流部）。

▼エコ・ファーストの約束を達成する（ＣＳＲ部）。

食品本部
●ドライ食品部  ●鮮魚部  ●精肉部  ●青果部
●コンセ部  ●企画部  ●プロセスセンター管理部

▼店舗での食品廃棄物の発生抑制（47期対比97％目標）。

▼StyｌeONE商品・留型商品の拡販（包材削減の環境配慮商品）。

業務本部

経営企画本部
●経営企画部　●関係会社管理部 

経理財務本部
●店舗会計部　●財務部　●経理部

開発本部
●管財部  ●建設部　●店舗開発部

▼店舗の改装に伴い、環境、お客様、地域、従
　業員に配慮した環境負荷の少ない設備機
　器導入を目指す。

▼店舗改装に伴う老朽化冷ケースの入れ替え。

▼既存店舗照明ＬＥＤ化の推進し店全体の
　電力量（kwh)約15％ダウンを目指す。

▼新冷媒に関する社会動向調査。

テナント本部
●開発導入部  ●企画部
●催事部

▼ 専門店から排出される廃棄物の削減とリ
サイクの推進。

▼専門店に対し関連法令や最新技術などの
学習会をとおして、法令遵守・リサイクル
推進を促す。

営業統括本部
●管理部  ●商品･品質管理部
●営業企画部  ●改善部  ●ECビジネス部

▼ 店舗・行政と連動した環境負荷の低減に対する
　取組の推進。
　①環境啓発ポスターの掲示。
　②お客様の安全・安心に対する取組の推進（管理部）。

▼不良品販売の撲滅（毎年10％削減、指標として衣・
　住は品質点検票、食品は不良販売報告　兼調査依
　頼書）（商品･品質管理部）。

▼折込チラシの削減⇒
　①配布エリア適正化によるチラシ用紙の削減。
　②環境負荷の少ない媒体へのシフトによるチラシ
　　用紙の削減（営業企画部）。

▼理解活動を通じて改善手法の理解度を上げ、店
　舗小集団活動で改善手法を実践し、ＰＤＣＡを回せ
　る人材を育てる(改善部)。

▼ネットスーパーの利用を増やすことにより、一般消
　費者が排出する燃料由来のCO2を間接的に削減
　する（ＥＣビジネス部）。

その他営業部
●北部営業部  　●尾張営業部
●名古屋営業部  ●三河営業部
●関西営業部  　●小型営業部
ISO活動のピアゴ店舗への拡大。　

衣料・住関本部
（衣料担当）
●レディス部  ●メンズ部
●インナー部  ●子供ベビー･靴服飾部
●企画部

（住関担当）
●ヘルス＆ビューティ部
●ホームファニシング部
●ハウスウエア＆エレクトリック部
●ホビー＆ステーショナリー部

▼ FSC認証紙使用商品の販売、及び販売を通
　じての森林保全をアピール。

▼再生紙使用商品販売による森林木伐採の抑制。

▼オーガニックコットン商品の企画・製造・販売。

▼冷房・暖房への依存度を軽減する
　「カイテキープ」商品の企画・製造・販売。

▼在庫適正化のシステムづくり、過剰在庫削
減による資源の節約。

▼店舗広報業務の削減に伴う業務担当者の作
業 時間の短縮、それに伴うエネルギーの削減
(店舗会計部）。  

　ユニーは営業活動の中で地球環境に対してさまざまな影響を及ぼしています。商品を生産
者から仕入れ、運び、販売し、お客様に消費していただくバリューチェーンのそれぞれの過程で
発生する環境に悪い影響（環境負荷）をできるだけ低減することを環境目標にしています。ま
た、環境配慮商品の販売やエコストアの建設、容器包装の削減や廃棄物のリサイクルなど、環
境をよくするための活動をさらに進めることも、環境マネジメントシステムで実践しています。
このシステムは、Plan（計画）・Do（実行）・Check(検証)・Action(見直し、改善)のスパイラル
で環境方針を実現し、持続可能な社会構築のために持続的に改善していくものです。

　2004年1月に本社事務所がＩＳＯ１４００１を認証取得し、その後関東事務所・山静事務所・北陸事務所がそれぞれ本部として認証取得しました。
2008年2月、本社が各本部を統合、同年8月にはユーストアを合併し組織変更・拡大を図りました。そして、2014年から店舗への認証取得を始
めました。2018年7月時点では147店舗へと認証拡大しております。

本社 マネジメントレビュー会議

ピアゴ久保田店 ISO審査

ピアゴラフーズコア今池店 ISO審査 ピアゴ阿倉川店 ISO審査

ピアゴ甚目寺店 ISO売場内審査 ピアゴ妙興寺店 ISO売場内審査

本社従業員集合教育内部監査員養成合宿

ユニーの環境理念に「持続可能な社会を構築するために、企業活動を通して貢献する」と明記しています。持続可能な社会とは、現在のこ
とだけでなく、未来に向かって地球環境を守り、人間が自然と共存し、誰もが平和で幸せに暮らせる社会です。この大きな目的を果たすた
めに、ユニーはISO14001環境マネジメントシステムを用い、店舗や事務所の環境影響を調べて改善することに努めています。そして、
お客様と一緒に「環境にやさしいお買い物」によって持続可能な社会実現を目指しています。

環境マネジメント

環境マネジメントシステム（EMS）の組織と活動

環境マネジメント（ＩＳＯ１４００１）の取り組み

環境側面の特定

◆147店舗にてISO14001を取得
◆店舗におけるISOの環境目標ユニーでは店舗での環境活動をより推進していくためにISO14001

の活動を全店へと拡大しています。2018年7月には、アピタ97店
舗、ピアゴ50店舗の合計147店舗での認証取得になりました。
店舗では、廃棄物削減・リサイクル推進・省エネ活動で成果をあげて
おり、それが物の販売と共に企業の存在価値に繋がっている、と審査
機関から評価されました。今後は全店舗へと認証拡大を図ってまいります。
ISOの環境目標には、従業員から提案された環境側面をテーマに取り
組んでいます。

◆ISO14001推進のための社員教育
環境方針・環境目標や環境マネジメントの理解を深め環境活動を実践していくために、適用範囲
の全従業員と関係する人々に教育を行いました。環境目標は、部門ごとに業務の環境影響調査
を行い、環境側面を抽出して設定しました。「環境実施計画」策定について教育を実施しました。
また、環境マネジメントの内部監査員養成研修を行い、認証取得者は418名になりました。

本社合同消火訓練

◆緊急事態への対応
環境影響で重大なものに災害があります。愛
知県稲沢市の本社では、2011年の東日本大
震災レベルの災害が東海地方におこることを
想定し、防災訓練を計画して実施しました。

電気使用量の削減

廃棄物の削減とリサイクルの推進

排水水質基準の遵守

環境関連法令の遵守

営業と一体となった地域貢献活動

❶

❷

❸

❹

❺

ISO14001認証取得に向けて

店舗環境ISO推進体制
店舗の環境ISO推進体制に基づ
くメンバーにより、月に１度、ISO
推進委員会が開催されます。店
舗で作成した環境実施計画書の
具体的な数値を評価して、点検・
見直しを実施し、具体的な施策を
講じていきます。

ISO委員長:店長

ISO推進委員会

ISO副委員長:業務副店長（管理事務局）

設備担当

衣料副店長 住関副店長 食品副店長 テナント担当副店長 専門店代表者

ユニー株式会社
代表取締役社長

業務本部長

内部監査責任者

環境管理責任者

ワーキングチーム ISO事務局

ISO推進委員会

ピアゴ大和店は、2018年3月からISO14001
の理解活動を開始しました。従業員の環境
への意識が向上し、これまで推進してきた環
境保全活動の精度を上げて取り組みまし
た。その効果として、活動開始の3月から5月
迄の環境目標は電気使用量の削減、廃棄物
の削減、食品廃棄商品の削減の環境目標の
全ての項目について大きく達成しました。

ピアゴ大和店
2018年7月ISO14001認証取得

ピアゴ大和店
佐野 彰彦 店長

Voice
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ユニーでは、エコ・ファーストの約束達成のためISO14001マネジメントシステムの範囲を拡大し、具体的な環境目標を設定しています。
持続可能な社会を目指し、企業活動を通して低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の実現のためお客様と一緒に「環境にやさしいお買
い物」を推進します。

環境計画の概要

2017年度目標取り組み項目環境方針

●エコ・ファーストの約束のフォローアップを環境大臣と行う
●エコ・ファーストの約束をISO１４００１実施計画に組み込み活動する

●環境マネジメントシステムの範囲を拡大する

●環境配慮型PB商品eco!onの認知及び売上拡大を図る

●リサイクル率 72％
●発生抑制 △32.5％（売上高100万円当り29.7kg）
●再生利用等実施率 81％

●レジ袋辞退率 ８５％
●廃棄物排出総量 前年比 ３％削減

●ISOのシステムの中で環境教育を実施

●子ども環境学習全店実施、出前授業の継続実施

●受動喫煙防止の対応

●エコ博１０回開催

●環境関連事業者連絡会セミナー開催

●バイオマスプラ製容器包装の品目拡大を検討

●環境配慮型PB商品eco!onをHP等で紹介し、拡販する

●新店、改築店舗に有効な環境機器を導入し、その効果を測定する

●CO2を原単位で１％削減する 

●店舗エネルギー管理者に省エネ教育を実施する

●使用エネルギーを１％削減する

●物流の合理化による環境負荷低減を図る

●包装資材 ３％削減

●段ボール ２％削減

●クリーンキャンペーン全店で年２回実施

●省エネ設備によるエネルギー削減

●省エネへの取り組み

●物流システムの見直し

●包装資材の使用削減

●廃棄物排出削減

●食品リサイクル推進

●店頭容器包装回収の推進

●バイオマスプラ製容器包装

●環境情報の開示

●環境保全活動

●環境教育、啓発活動の拡大

●環境汚染物質の排出抑制と監視

2017年度結果 評価 2018年度目標

●ＩＳＯ１４００１による全社における
　環境マネジメントシステムの構築

環境マネジメント
システムの構築

廃棄物の適正処理と
リサイクル推進

環境情報の開示と
環境保全活動

エコストアの実現

環境負荷の低減

環境汚染防止

●環境配慮商品の販売による低炭素型
　ライフスタイルを提供

●リサイクルループ全店に拡大

●全店4品目を回収する
●リサイクル回収量を増やす

●全店舗での排水水質監視を実施
●低濃度PCBの適正管理実施
●フロン排出抑制法対応を実施
●水銀汚染防止法対応を実施

●環境配慮型PB商品eco!onのバリューチェーンの環境負荷低
減効果を見える化し、お客様に訴求する

●PB商品の容器包装資材の軽減化を図る

●エコ・ファーストの約束のフォローアップを環境大臣と行う

●環境マネジメントシステムの範囲を拡大し、アピタ全店舗で導入完了、
さらにピアゴ店舗に拡大を図る

●環境配慮型PB商品eco!onの容器包装の開発コンセプトの見直しを実施し、
開発商品数及び売上げ拡大を図る

●リサイクル率 65.0％
●発生抑制 △31.9％（売上高100万円当り 30.0ｋｇ）
●再生利用等実施率 ７6．０％

●レジ袋辞退率 ８０％目標(2018年までに８５％達成を目指す）
●廃棄物排出総量 前年比 ３％削減

●一部店舗で透明プラ容器を回収リサイクルする

●店舗の省エネ教育を実施

●子ども環境学習100回、農業体験10回、出前授業10回

●エコ博を１０回開催、エコフェスタを８回実施

●環境関連事業者連絡会セミナー開催

●使用品目を増やす

●回収店頭を拡大する

●環境学習DVD作成
●売場だけでなくHPでも環境配慮商品を紹介し、拡販する
●店内表示に動画も使い、伝わりやすい情報提供を実施する

●新店、改築店舗に有効な環境機器を導入し、その効果を測定する

●CO2を原単位で１％削減する 

●店舗エネルギー管理者に省エネ教育を実施する

●使用エネルギーを１％削減する

●物流の合理化による環境負荷低減を図る

●包装資材 ３％削減

●段ボール ２％削減

●クリーンキャンペーン全店で年２回実施

●リサイクルループに周辺店舗を組み入れ、規模の拡大を図る150店舗で実施
●リサイクルループの一部見直しを行い、より有効な資源再生を行う

●リサイクルボックスの回収品目を増やす
●全店4品目を回収する
●食品トレイなどプラスチック製容器包装のリサイクル方法を見直し、

より環境負荷の少ない、アップサイクルを目指す

●全店舗での排水水質監視を実施
●低濃度PCBの適正管理実施

●フロン排出抑制法対応を実施
●水銀汚染防止法への対応を図る

●環境配慮商品のバリューチェーンの環境負荷低減効果を見える化し、お客様に訴求する

●PB商品の容器包装を見直し、包装資材の軽減化、バイオマスプラスチック製容器包装
拡大を図る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×
△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

△

○

●排水水質検査全店実施、基準値以内法令遵守
●低濃度PCBの適正管理を実施した
●フロン漏洩検査の記録の不備が若干見られる
●水銀汚染防止法への対応を図った

●営業店舗所在地１府14県でリサイクルループを構築できた
●リサイクルループ参加店舗 191店舗

●クリーンキャンペーン全店で年2回実施

●牛乳パック 523t （98.0％）　●食品トレイ　　279t （100.0％）
●アルミ缶　 671t （98.6％）　●ペットボトル 2,434t （103.5％）
●リサイクルボックス回収実績 1.6％向上

●一部商品にてCO2削減効果を算出し、お客様に訴求した

●バイオマスプラスチック製容器の店頭回収、再生製品を作製した

●環境大臣とのフォローアップは実施されなかった
●エコ・ファーストの約束をISO14001の実施計画に組み込み活動した

●輸送距離 2,173万km(93.5%)、エネルギー使用量原油換算 4,293kℓ(93.4%)

●全社概算･･･85.6％

●エコ博を10回開催　●メッセナゴヤ、ＥＰＯＣに参加
●エコフェスタ、その他4回実施

●廃棄物総排出量 4.1%削減　●廃棄物処理場、リサイクル現場を確認

●環境学習DVDは作成されなかった
●環境配慮型PB商品eco!onなどの情報をHPにアップ
●新店舗にデジタルサイネージを設置し環境情報を配信した

●環境配慮型PB商品eco!onの開発、販売を拡大した
●売上高約20億円

●照明器具にLEDを合計130店舗に設置、食品売り場の冷凍ケースに扉付き（リーチイン）を導入した
●アピタテラス横浜綱島の飲料売場に自然冷媒を用いたノンフロン冷蔵ケースを導入した

●CO2原単位で2016年比 8％削減

●透明プラスチック容器回収は未実施

●使用品目は増やせなかった

●店頭回収を一時中断

●ISO理解活動の中で実施

●講演会、リサイクル施設見学会 ２回実施

●子ども環境学習９６回、農業体験１０回、出前授業１0回

●全店で省エネ委員会を開催

●段ボール 5％削減

●新たに38店舗が認証取得し、合計123店舗に範囲拡大
●エネルギー、廃棄物排出状況、レジ袋削減、排水質管理、リサイクルなどの管理システムで

目標管理を実施

●電気使用量 828,788kwh （92.4%） △7.6%
●ガス使用量    19,772千m3 （96.7%） △3.3%
●石油使用量      5,298千ℓ （97.3%） △2.7%

●レジ袋 548t （95.6%） 　●包装紙 107t （93.0%） 
●紙袋    134t （92.4％） 　●合計で前年比 △5.3%

●リサイクル率 71.3％
●発生抑制 △32.1％(2007年度比 売上高100万円当り 29.9kg）
●再生利用等実施率 80.6％
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ユニーは2016年5月に環境省の環境大臣がチームリーダーとして
立ち上げた「COOL CHOICE推進チーム」に小売業代表として
参加しています

地球温暖化とは

　 C O 2 などの 温 室 効 果ガス（ G H G：G r e e n 
House Gases)の増加により、地球表面から出て
くる赤外線が吸収・再放出され大気中に熱が溜ま
り、地球温暖化が進んでいるといわれています。
本来自然界で発生したCO2は、森林や海洋による
吸収によりバランスが取れていたのですが、人間
が化石燃料（石油や石炭、天然ガスなど）を消費す
るようになり、吸収しきれなくなってしまいました。
　地球温暖化は、化石燃料をエネルギーとして
電気を起こしたり、自動車を走らせたり、冷暖房
に使用することにより温室効果ガスを排出し、ま
た熱を放出していることが原因といわれていま
す。このまま地球温暖化が進むと、100年後には
大気中の温室効果ガスがさらに増加し、平均気
温が上昇し、多くの生き物が生存できなくなると
いわれています。

フロン
CFCs・HCFs

メタン
CH4

二酸化炭素
CO2

亜酸化窒素
N2O

地球温暖化の一番の原因は
二酸化炭素！！

温室効果ガス（GHG）

◆家庭部門のCO2排出量

出典：温室効果ガスインベントリ（環境省・国立環境研究所）をもとに作成
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環のくらし開始

東日本大震災後の
節電開始

チャレンジ25
開始チームマイナス 6% 開始

2013年度から
約4割削減

（万 t-CO2）

◆COOL CHOICEとは
ユニーの店舗では、お客様・地域社会・お取引先様とともに、持続可能な社会構築に向けた
さまざまな環境活動を進めてきました。自社の省エネや廃棄物の発生抑制・リサイクルの
推進、環境配慮型PB商品eco!on販売など、企業として環境活動だけでは持続可能な社会
を構築することはできません。お客様の生活をエコライフスタイルに変えていただくことが、
ユニーの目指すCOOL CHOICEです。

◆「お買い物でCOOL CHOICE」を推進

◆ノンフロン製品への転換が迫られています ◆フロン対策の推移

　地球温暖化とオゾン層破壊の原因になるフロンの排出抑制を目的に、フロン排出抑制法が2015年4月1日に施行されました。業務用エアコン、
冷凍冷蔵機器の管理者に、機器およびフロン類の適切な管理が義務付けられました。

古い機器の多くに特定フロンのR22等のHCFCが使用されています
が、オゾン層保護法によって2020年の生産が廃止されます。また、
2016年10月に開催されたオゾン層保護に関する条約の締約国会議
でHFCの代替フロンも、オゾン層の破壊係数は低いものの、先進国
は2019年から段階的に削減されます。

◆エコマーク小売店舗認定第1号のアピタ千代田橋店

◆電気自動車充電スタンド設置店舗

◆ノンフロン冷蔵ケース
アピタテラス横浜綱島の飲料売
場にはフロンガスを使用しない
CO2冷媒を用いたノンフロン冷
媒ケースを導入しました。地球
温暖化の原因物質の排出を抑え
る狙いがあります。

アピタ千代田橋店は、日本環境協会が新たに認定基準を制定したエコマーク小売店舗第1号として2012年1月27日に認定さ
れました。その後2023年までエコマーク認定期間が継続されます。ユニーは持続可能な社会を目指し、店舗で具体的に実践し
ています。その活動と成果がエコマーク小売店舗の認定基準に達していると認定されたのです。

地球環境の現状

　国が2030年度までに目標を達成するには、家庭やオフィス
から排出される民生部門の温室効果ガスを2013年度と比べ
て40％削減する必要がありますが、これまで行ってきた国民運
動「環のくらし」「チームマイナス6％」「チャレンジ25」では効果
が出ず、反対に排出量は増加していました。

家庭部門のCO2排出状況

ノンフロン冷蔵ケース

◆フロン類算定漏えい量（t-CO2)

フロン類の種類

2016年度

2017年度

前 年 比

R22 R404A R410A

16,837

14,856

88.2%

1,886

3,474

184.2%

1,985

2,121

106.9%

59

46

78.0%

合計

20,881

20,453

98.0%

R407C

115

2

1.7%

R134A

　ユニーの大型店舗やモールには1,000
台以上の駐車場があります。お客様が自
動車で来店されると、CO2やその他の排
気ガスが排出されます。そこで、環境にや
さしい来店方法として電気自動車を使っ
ていただくために、充電スタンドの設置を
推進しています。お客様がお買い物中に
充電していただくことができ、遠方からも
安心して来ていただけます。ユニーでは、
2018年7月時点で、充電スタンド設置店
舗数は56店舗、普通充電スタンド77台、
急速充電スタンド4台です。また充電スタ
ンド本体に、日本政府が推進する国民運動

「COOL CHOICE」の旗印となるロゴマーク
を掲示して利用を促しています。

愛知県EV・PHVタウン事業

アピタ緑店 充電スタンド

エコマーク認定証

EV・PHVの本格的な普及に向
けて、関係事業主体が協働して
モデル事業を推進することを目
的としている「あいちEV・PHV
普及ネットワーク」にユニーは、
平成21年の設立時から構成員
として参加し、モデル事業を推進
しています。

転換転換

特定フロン

オゾン層保護の観点か
らモントリオール議定書
に基づき生産規制等

オゾン層破壊効果 有り
温室効果 有り

CFC 、HCFC
代替フロン

地球温暖化防止の観点
から今般、モントリオール
議定書の対象に追加

オゾン層破壊効果 無し
温室効果 有り

HFC
ノンフロン

オゾン層保護かつ
地球温暖化防止

オゾン層破壊効果 無し
温室効果 僅少

アンモニア、CO2等

国は地球温暖化対策を国民へ普及するため
に、「COOL CHOICE（クールチョイス）」活動を
2015年より展開しています。
COOL CHOICEは「賢い選択」という意味で、
地球温暖化への危機感を共有し、一人ひとり
の意識を変え、ライ
フスタイルを賢く選
ぶことを目指してい
ます。

国民運動 旗印はCOOL CHOICE

フロン排出抑制法への対応

低炭素社会を目指すエコストア

電気自動車の充電スタンドを設置

COOL CHOICE できるだけ1回で受け取りませんか
キャンペーン～みんなで宅配便再配達防止に取り組むプロジェクト～

環境省が推進する、宅配便の再配達が引き起こす環境負荷と、社会的
損失を解決するため、ユニーは「COOL CHOICE できるだけ1回で受
け取りませんかキャンペーン」プロジェクトに参加しています。
このプロジェクトの一環として、新規にオープンしたラ フーズコア納屋橋
店、アピタテラス横浜綱島においては、Packcity Japan株式会社と提携し、

「宅配便受け取りサービス」を導入しました。通販市場と宅配の増加に
対応し、お客様が営業時間内の受け取りたい時間に荷物を受け取るこ
とができます。

＊ 急速充電スタンド設置
★普通・急速充電スタンド設置
※1店舗2台設置もあります

岐阜県●アクアウォーク大垣
　　　●ラスパ御嵩
　　　●アピタ岐阜店
　　　●アピタ美濃加茂店
　　　●ピアゴ可児店

愛知県

神奈川県
●アピタ長津田店
●アピタ金沢文庫店
●アピタテラス横浜綱島
 

埼玉県
●ピオニウォーク東松山★
●ベニバナウォーク桶川
●アピタ本庄店＊

群馬県
●けやきウォーク前橋

静岡県
●プレ葉ウォーク浜北
●アピタ静岡店
●アピタ富士吉原店
●アピタ磐田店
●ピアゴ浜松泉町店

山梨県
●ラザウォーク甲斐双葉 

石川県●ラスパ白山
　　　●アピタ松任店＊ 
　　　●ピアゴ金沢ベイ店

富山県
●アピタ富山東店

福井県●アピタ敦賀店 
　　　●アピタ福井大和田店＊

奈良県
●アピタ西大和店 

三重県
●アピタ伊賀上野店 

茨城県
●アピタ佐原東店

長野県
●アピタ飯田店
●レイクウォーク岡谷

LED電球の導入で
COOL CHOICE

スーパーへは
電気自動車で

COOL CHOICE

環境配慮商品eco!onを
買って使えば

COOL CHOICE

使い終わった容器包装は
リサイクルボックスで

COOL CHOICE

●ポートウォークみなと
●アピタ千代田橋店
●アピタ名古屋南店
●アピタ鳴海店
●ピアゴ ラ フーズコア 

アラタマ店
●リーフウォーク稲沢
●テラスウォーク一宮
●ヴェルサウォーク西尾
●ラスパ太田川
●アピタ阿久比店

●アピタ岡崎北店
●エアポートウォーク名古屋
●アピタ稲沢店
●アピタ安城南店
●アピタ大府店
●アピタ刈谷店
●アピタ木曽川店
●アピタ江南西店
●アピタ知立店
●アピタ東海荒尾店
●ピアゴ新城店

●ピアゴ蟹江店
●ピアゴ尾西店
●アピタ岩倉店
●ラ フーズコア納屋橋店
●アピタ緑店
●アピタ瀬戸店

2015年、地球温暖化対策の枠組み「パリ協定」が採択され、日本は2030年までに2013年度比、温室効果ガスを26%削減する目標を掲
げています。ユニーでは、この目標に貢献するため低炭素型環境配慮商品や容器包装資材を採用し、消費者と共に「賢い選択」という意
味の国民運動「COOL CHOICE」に賛同し、推進しています。

低炭素社会の構築 低炭素社会
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環境配慮型PB商品eco!on

環境配慮型PB商品eco!onは購入していただいて初めて地球環境に貢献できます。ユニーでは環境配慮型PB商品eco!onを知って購入して
いただくために、さまざまなイベントや展示、環境学習を行っています。また小学生が店舗見学で使用する「環境学習ワークシート」には、環境
配慮型PB商品だけではなく、エコマークやバイオマスマークなどの環境ラベルについて紹介し、売り場でラベルを探す体験も行っています。

環境学習で学ぶ環境配慮型PB商品eco!on

◆環境に配慮したオリジナル商品
　「eco!on」（エコオン）

お客様と一緒に育てていく環境配慮型商品です

ユニーが定める環境に配慮した生産条件を満たしています

eco!on開発プロジェクトで審査し、専門家の意見をうかがっています

ユニーが定める品質基準を満たしています

環境配慮商品とは、原料・製造・容器包装・販売・使用時・使用
後といった生産者から販売者、購入者、再生利用事業者など
の「バリューチェーン」で環境負荷を低減させた商品といえま
す。ユニーの環境配慮型PB商品eco!onは、こうした環境負
荷の少ない安全・安心な商品として開発・販売しています。商
品を購入していただくことで、お客様の健康で快適なエコラ
イフを支援し持続可能な社会構築を、生産者やお客様と一緒
に推進していくことを目的にしています。

◆eco!onの考え方

私達の普段の生活を省エネ・省資源、３Ｒといったエコライフスタ
イルにすれば、持続可能な社会構築に貢献できます。お買い物
は価格やデザインだけでなく「環境にやさしい」という視点で商
品を選ぶことも、エコライフスタイルにつながります。ユニーで
は原料や製造過程、容器包装、使用時の省エネ・節水、使用後の
再資源化など「環境にやさしい」商品を開発し販売しています。
ユニーのPB（プライベートブランド）商品で、特に環境に配慮し
たeco!on（エコオン）は、商品開発担当
者の申請書と添付資料をもとに、環境配
慮商品としてお客様に提供できる商品
であることを審査して決まります。

小学校への出前講座でeco!onをＰＲ 環境イベントでeco!onを紹介 夏休み自由研究応援隊で展示 環境ワークシート表紙

5

トイレットペーパー パッケージ

普段使っているものを「環境にやさしい」商品を選んで買うことが「自
然を守る」ことにつながります。
お店ではリサイクル原料やムダを省いたもの、環境汚染防止に役立つ
ものなど、環境に配慮した商品を販売しています。

ふ だん つか

みせ はぶ かん きょう お ぼう やくせん

きょうかん

りょうげん

りょはい ひんしょう ばいはん

し だ

かん きょう えら かしょうひん し ぜん

まも エコ オン ひょう

め じるし

き

　　　　　　認証された紙を使用
しているので、
森の木が守れ
ます。

商品のパッケージ（包装・容器）の印
刷に
のインキを使用し
ています。

にんしょうしょうひん ほう そう よう　き いん

さつ

し よう

かみ

まももり き

し  ようパーセント

森を守る
もり まも

健康を守る
けん こう まも

資源
循環

げんし

じゅんかん

eco!onの表記が
目印だよ！

6

eco!on商品に認定されるプロセス

eco!on開発プロジェクトに提出

審査を受け、認定

お客様にお勧めしたい環境面でのセールスポイントがあるか。

●商品の最終製造工程の企業は、第三者認証による環境マネジメントシステム
（ISO14001、など）を取得、もしくは環境方針を掲げ、その情報を公開しているか。

●商品のトレーサビリティは確保されているか。

●過剰包装ではないか。
●再生資源やバイオマス

プラスチックなどを使用
しているか。

容器包装 商品機能

提出資料の作成

■申請者および商品情報  ■消費者へアピールしたいエコ・セールスポイント
■商品の最終製造工場の第三者認証の取得状況

ユニーでのチェック

セールスポイント

製造事業者

「環境にやさしい」機能を持っているか。

再生資源を原料にしていたり、廃棄時に環境汚染
を防止するなどの工夫があるか。

今後ますます地球温暖化などが進んでいくと考えられます。これらの問題に対して、私たちが日々のお買い
物を通して、環境に配慮した商品を選ぶという事が、これから近い未来、スタンダードになっていくことを期待
します。
ユニーでは2018年1月より環境配慮型PB商品eco!onの容器包装印刷に水性グラビア印刷を採用しまし
た。従来の油性グラビア印刷と比べて工場で使用する有機溶剤が大幅に削減でき、環境に優しい他、労働環
境の改善や、中身の香り・品質の維持にも貢献するものです。2020年までに400アイテムを順次変更してい
くことを目指しています。

食品本部青果部
チーフバイヤー
東上 敦

培養土

当社は、リサイクルの食品残さで作ったエコ堆肥があるので
何とかこの堆肥で環境にやさしい栽培セットと園芸培養土
ができないか?と想い開発しました。その結果eco!on認証
も取れ有機物たっぷりの完全なオリジナルの商品ができま
した。この商品を販売することで消費者に求めて頂いている
安全安心を形にして届けることができます。今後も園芸ファ
ン人口を増やす為に花育になるようなイベントや商品を積
極的に開発していきます。 

食品リサイクルループで出来た
堆肥を商品化しました

地球を汚さない

●容器包装が少ない
●何度も使える
　（リユース）マグボトル・マイバッグ
●リサイクル素材でできている

3R
リデュース・リユース・リサイクル

CO2削減
低炭素社会を目指す

●省エネ（LED電球、省エネ家電、
　クールビズ衣料）
●FSC（森林保全商品）
●バイオマス資源
　（植物を原料にした燃料や
　プラスチックはカーボンニュートラル）

●排水を汚さない
　（洗剤・廃油リサイクル品・無洗米）
●土壌を汚さない
　（減農薬・化学肥料農作物、
　 オーガニックコットン）

環境配慮型PB商品eco!on

低炭素社会の構築

原材料 サプライヤー 調達物流 販 売 製品の使用

バリューチェーンにおけるSDGｓマッピング

eco!on商品包装に水性印刷を採用～地球や印刷工場で働く人たちの健康に貢献します～

エコ博で消費者に
水性印刷をPRする

現在お店で売っている殆どの食品の袋の印刷
は油性インクです。油性インクには人の身体と
大気と食品にも悪い影響を与える化学物質

（VOC）が含まれています。そこでユニーの菓
子や一般食品などの商品は「水性インキ」で印
刷をすることにしました。「水性インキ」を使用
することにより、印刷工場で働く人たちの健康
によく、大気汚染を防ぐので夏の光化学スモッ
グ発生を防ぎ、袋の中の食品にもインキなど
の臭いの影響を与えません。東京都は光化学
スモッグ警報の出ないきれいな空の下で「東京オリンピック」を迎えよう
と（VOC）の抑制に努力しています。

富士特殊紙業株式会社
会長 杉山 仁朗さん

Voice

人と環境と食品にやさしい「水性インキ」

食品本部企画部
部長 布施 正

eco!onの食品商品では、節水や水を汚さな
い、洗わなくても良い無洗米や、容器包装重
量を削減したバターロールや食パンなど、
様々な角度から「エコ」をキーワードにした商
品があります。食品自体をエコ（オーガニック）
に変えていくことはなかなか難しい事なので
す。しかし、パッケージをエコに変えることなら
できる！と考えています。今回の『水性グラビ
ア印刷』がまさにエコパッケージなのです。こ
れからプライベート商品（スタイルワン、プラ
イムワン）のパッケージをこの『水性グラビア印刷』に変えていきたい
と考えています。

牛乳パックをリサイクルした
トイレットペーパーを開発

Voice

衣料・住関本部
ヘルス＆ビューティ部
チーフバイヤー
望月 浩貴

店頭で回収した容器包装（牛乳パック）をリサイクル
して商品を開発、再度お客様に提供するということ
が重要だと考え商品を販売し続けています。この商
品は、お客様、サプライヤー様とユニーがパート
ナーシップをとる事でこそ開発できる物だと考えて
います。
お店では子ども達から「パッケージが牛乳パックの
ようで面白い」と評判も上々です。

環境配慮型PB商品eco!on「牛乳パックをリサイクルしたトイレットペーパー」を原料供給、生産などのバリューチェーンにおいてＳＤＧｓマッピングを
行い影響領域を特定しました。

容器包装の廃棄

水性印刷商品
認証マーク

Voice

●オーガニックコットン
　Tシャツ・インナー

●栽培セット

●培養土

●バイオマスフルーツ容器

●割りばし ●FSCノート

●牛乳パック
　トイレット
　ペーパー

●あげ油リサイクル
　ハンドソープ　　

●シリコンおかず入れ

●エコ野菜

●マーガリン入り
　バターロール

●箱なしティッシュ●食パン

●バイオマスつめかえ容器●スリッパ



19　 環境レポート2018 環境レポート2018 　20

2017年度のCO2換算係数は下記より換算しました。
●電気…環境省ホームページ温室効果ガス排出量　算定・報告・公表制度について　電気事業者別のCO2排出係数（2016年度実績）（平成29年12月21日公表）
●水道…独立行政法人国立環境研究所「水道に関するCO2排出原単位の算定根拠」（環境省推奨）　
●ガス・石油…環境省ホームページ温室効果ガス排出量　算定・報告・公表制度について　算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧（平成27年4月改訂後）
※二酸化炭素排出量：●調整後排出係数…電気事業者の調整後排出係数（京都メカニズムクレジット・国内認証排出削減量を加味している）
●単位面積時間当りの使用量…CO2排出量／営業面積×営業時間

※データは、各年度とも2017年2月21日～2018年2月20日までのものです。※エネルギー使用量は店舗合計の数値

単位面積時間当りの使用量
（単位：W/H.㎡）

（年度）

2017年度は38店舗でLED照明に
切替えを実施し、大きな削減効果に
繋がっている。2018年度は23店
舗に切替を予定している。

単位面積時間当りの使用量
（単位：リットル/H.㎡）

（年度）

（年度）

LED照明への切替えの低発熱効果に
より店内熱量が減少し、空調使用を抑
えたことも削減の要因です。今後は節
水トイレの採用や雨水利用などによ
り、水道水の使用削減を図ります。

単位面積時間当りの使用量
（単位：リットル/H.㎡）

（年度）

LED照明への切替えの低発熱効
果により店内熱量が減少し、空調
使用を抑えたことも削減の要因で
す。今後も効率の良い設備転換に
より削減を図ります。

単位面積時間当りの使用量
（単位：cc/H.㎡）

（年度）

石油からガスへのエネルギー転換
により石油の使用量は減っていま
す。多くは、非常用発電用に使用さ
れます。

単位面積時間当りの排出量
（単位：g-CO2/H.㎡）

（年度）

（年度）（年度）
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電気（単位：千kWh） 石油（単位：千リットル） 二酸化炭素排出量（単位：t-CO2）水道（単位：千㎥） ガス（単位：千㎥）

実排出係数 調整後排出係数

実排出係数 調整後排出係数

◆5社の電気使用に伴う二酸化炭素係数
(平成29年度 : t-CO2/kWh)

実排出係数 調整後
排出係数

0.000474

0.000548

0.000480

0.000624

0.000493

0.000486

0.000545

0.000485

0.000640

0.000509

電気供給事業者

東京電力エナジー
パートナー株式会社

東北電力株式会社

中部電力株式会社

北陸電力株式会社

関西電力株式会社

896,873
896,873

828,788
828,788

978,741
978,741

941,903
941,903

932,416
932,416

75.67

69.77

84.14

80.33

78.60 0.39

0.36
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0.40
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1.89
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0.46
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0.45
0.45

0.65
0.65 0.54
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0.50
0.50

44.37

40.95
40.46

43.96

40.93
51.92

49.2
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525,916
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486,456
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480,637
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476,093
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603,977
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556,610
556,610
552,717
552,717

◆エネルギー使用量の推移

（年度）
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商品によるCO2削減

　ユニーの事業活動の中で環境負荷の大きな原因は、店舗でのエネ
ルギー使用です。店舗では、照明や空調・食品の冷蔵・冷凍の陳列
ケースなどに電気やガスなどのエネルギーを使います。また、商品の
輸送や冷蔵・冷凍保管の倉庫などでも多くのエネルギーを使用して
います。これらのエネルギーは化石燃料（石油、石炭、天然ガスなど）
から得ているため、地球温暖化の原因といわれているCO2などを排
出しています。それ以外にも、店舗から排出する廃棄物やお客様が商
品と一緒に持ち帰る容器包装も大きな環境負荷の原因になります。
ユニーでは、これらの原因を明らかにし、環境負荷の低減に努め、
エコ･ファースト企業として持続可能な社会を目指します。

インプット アウトプット 環境負荷軽減

※データは燃料を除き2017.2.21～2018.2.20のものです

一括物流

生ゴミ

リサイクル
ボックス

CO2排出
（エネルギー起源）

970t-CO2

ユニー本社・事務所

店舗

工場 リサイクルセンター

農家

廃棄物
47.6tメーカー

コピー用紙
13,515千枚

電気
2,021千kWh

エネルギー

水道
38千㎥

お客様

燃料
原油換算

4,293kℓ
年間走行距離
2,173万km

CO2排出
（エネルギー起源）
480,637t-CO2

廃棄物
75,603t

CO2排出 廃棄物
水道

4,289千㎥

その他
段ボール

36,289t

エネルギー 包装材
レジ袋 548t
紙袋類 134t
包装紙類 107t

電気 828,788千kWh
ガス 19,772千㎥
石油 5,298千ℓ

商品

商品

商品

堆肥

◆省エネ活動
店舗では、照明や空調、冷蔵・冷凍ケースに多くのエネルギーが使われています。その
ため、可能な限りの節電に取り組んでいるほか、LED照明やリーチイン冷凍ケース等
の省電力型機器を導入し、省エネルギーに努めています。空調の基本温度を管理し、
電力のピークカットに取り組んでいます。2017年度の二酸化炭素排出量（エネルギー
起源）は2006年度対比△29.9%（原単位）と削減に繋がっています。今後さらに国の
目標である2030年度までに2013年度に比べ△26%（総量）を目指していきます。ま
た物流に係るエネルギー削減は「一括物流」、「混載推進」等で輸送の合理化を図って
おり、2017年度のエネルギー使用に伴う二酸化炭素排出量は、原油換算で前年比
△6.6%でした。

店舗では、エネルギー使用量の削減を目的に月に1
度ISO推進委員会を開催しています。メンバーは店長
や各副店長の管理職と設備担当や専門店代表者など
で構成され、毎月の電気、ガス、水道などの使用量の
推移を確認し、削減の施策を検討し具体的に実施し
ています。ISO導入店舗は、これまでの省エネルギー
委員会がISO推進委員会として施策を講じています。

従来の白熱灯や蛍光灯に比べ消費電力の少ない
LED照明の導入を推進しています。2017年7月ま
でに130店舗で導入が完了しています。LED照明
の導入により1店
舗あたり消費電力
が最大で25%削
減 の 効 果 が 期 待
できます。また売
場・及び冷蔵・冷凍
ケースを一部消灯
したりするなど、明
るさ感を損なうこ
となく節電に努め
ています。

環境省主導のライトダウンキャンペーンに参加し
ました。これは、「CO2削減/ライトダウンキャン
ペーン」の一環で、6月21日（夏至）と7月7日（クー
ル・アースデー、七夕）両日には、夜8時から10時ま
での2時間程度、商業施設や家庭での一斉消灯を
呼びかけたものです。

ISO推進委員会（省エネルギー委員会） LED照明の導入 ライトダウンキャンペーンに参加

ユ ニ ー で は 環 境 配 慮 型 P B 商 品
eco!onを開発販売しています。そ
のなかでもユニー店舗の飲食店・小
売店の厨房で使用済みとなった揚
げ油を回収、精製して作った「あげ油
リサイクルハンドソープ」は、原料に
廃食油を使用することで、1個あたり
約495gのCO2を削減することに繋
がると考えられます。

事業活動における環境負荷

私達物流部は、環境負荷削減に向けて「一括配送」、「混載推進」等で輸送の合理化を図り、CO2の発生抑制に取り組んでいます。
その結果、以下のとおりになりました。
●エネルギー使用量は、原油換算で4,293kℓ、前年比93.4％
●輸送量は、4,100万tkm、前年比93.2％（輸送距離 2,173.3万km）
●エネルギーの使用に伴って発生するCO2排出量は、11,407t-CO2、前年比93.4％
●折りたたみコンテナ（オリコン）を積極的に活用しています。結果ダンボール購入金費用は、昨年比93.3％（一昨年対比 14.3%）に減少。
今期もオリコンを優先的に活用していきます。各センターにデジタコ、ドライブレコーダー等を導入し「エコ運転の啓蒙」に努めて
います。積載率UP、運行本数削減に向け、さらなる物流効率化に取り組みます。

Voice

環境負荷削減に向けての取り組み

業務本部
物流部長 浅井 盛希

ユニーは、サプライチェーン排出量において、スコープ1（直接排出）、ス
コープ2（エネルギー起源間接排出）に加えて、スコープ3（スコープ2以
外の間接排出）の算定を推進しています。スコープ3のカテゴリ1（購入し
た製品・サービス）について、食品部門に限定して算定した結果、2017年
度は1,289,303.28t-CO2eqでした。順次、衣料品部門、住居関連品部
門の算定を進めて行きます。

（環境省：サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データ
ベース（Ver.2.4）産業関連表ベースの排出原単位購入者価格ベースに基づき算定しております）

サプライチェーン排出量（スコープ３）の算定

省エネルギー・省資源活動
地球温暖化・大気汚染の問題が深刻化する中、温室効果ガスの主な部分を占めるCO2の大気中濃度は年々上昇しており、その排出量の
削減は、事業活動（事業所の維持・商品の輸送など）をしている企業にとって、責務であり急務であります。ユニーは地球環境にマイナス
の影響を及ぼす環境負荷をできるだけ出さないよう、持続的に軽減していくよう、その原因を調べ対策を考え行動していくことを、従業
員や関係者がそれぞれの役割の中で実践しています。

環境負荷 低炭素社会
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「ユニーのゴミ図鑑」
と教育用DVD

廃棄物分別教育

フラワー
ポット

ベンチ原料

バックヤードの廃棄物分別
「ゴミステーション」

物流センター

段ボール箱による納品 発泡スチロール容器による納品 通い箱（オリコン）による納品

ユニーに入ってくるゴミ

ユニー店舗

商品搬入時に商品を入れてきた段ボール箱や発泡スチロール容器を使い捨てから通い箱（オリコン）にすることによって、
廃棄物の発生を抑制しています。

リサイクル
工場にて
リサイクル

飼料・肥料

再生工場

トイレット
ペーパー

フラワーポット
ベンチ原料

アルミ缶
再生アルミ製品

段ボール

古紙業者にて
リサイクル

店の中での販売活動や商品加工・
サービスから発生する廃棄物をリサ
イクルしています。

牛乳パックや食品ト
レイ、ア ルミ缶 、
ペットボトルは、各
店舗にリサイクル
ボックスを設置し、
資源のリサイクル
にお客様と一緒に
取り組んでいます。

●家電リサイクル
●小型家電リサイクル
●衣料品回収（フォーマルウェア、
　ビジネスウェア、肌着、ボトムス）
●羽毛布団
●家庭の廃食用油

通い箱（オリコン）をリユース

販売

発泡
スチロール
容器

リサイクル処理

段ボール箱
100％回収 生ゴミ

お客様とともに回収

再生
エネルギー再生製品

リサイクル工場

リサイクルセンター

リサイクル工場

　ユニーでは廃棄物を削減し、資源として有効利用するためにバックヤードに廃棄物を分別するゴミステーションを設置し、直営従業員・専門店従
業員など関連している人たちに分別・計量の教育を定期的に行っています。

　ユニーでは2003年度から順次店舗に廃棄物計量器を設置し、店舗か
ら排出される全ての廃棄物を排出場所ごとに分別計量しています。排
出場所ごとに管理することで排出責任を明確にし、廃棄物の発生要因を
追求し発生抑制に努めています。そして、排出された廃棄物は分別を徹
底することで再生資源としての価値が上がり、リサイクルが進みます。
　2017年度の廃棄物排出量は2016年度対比95.9％で4.1％削減
しました。ユニーでは店舗でＩＳＯ14001の取り組みと連動し、廃棄物

廃棄物削減のための取り組み

◆廃棄物構成比率

◆廃棄物総排出量の推移
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種　類区分
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ミ
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ゴ
ミ

紙
類

合　計

焼
却
ゴ
ミ

食
品
ゴ
ミ

前年比［%］2017年度

一般可燃ゴミ
ビニール（食品系）
小計
生ゴミ
魚のアラ
てんかす
廃食用油
小計
発泡スチロール
プラスチック
ビニール（衣、住系）
ビン
缶
ペットボトル
陶器・ガラス
金属ゴミ
その他
小計
段ボール
紙類（再生可）
小計

97.1%
96.1%
96.9%
93.7%

103.5%
95.5%
98.6%
95.3%
91.9%
98.5%

101.8%
103.9%
101.5%

97.4%
116.5%

98.9%
98.9%

100.3%
95.0%
99.3%
95.3%
95.9%

11,536 
3,903 

15,440 
12,395 

2,141 
918 

1,182 
16,636 

734 
417 
885 

1,532 
449 
439 
122 
144 

93 
4,815 

36,289 
2,423 

38,712 
75,603 

2016年度

11,879 
4,062 

15,941 
13,226 

2,067 
961 

1,199 
17,453 

799 
423 
869 

1,474 
442 
451 
105 
146 

94 
4,802 

38,181 
2,439 

40,620 
78,817 

2015年度

12,087 
4,084 

16,171 
13,723 

2,088 
981 

1,234 
18,026 

823 
429 
867 

1,396 
447 
416 
108 
146 

96 
4,727 

39,176 
2,459 

41,635 
80,559 

◆廃棄物排出量

の削減、特に廃棄商品の削減に取り組んでいます。売場での見切りの
タイミングを見直し、できるだけ商品が廃棄にならないように販売を
しています。廃棄商品を削減することによって、廃棄物処理費用の削
減、利益の確保、また作業時間の軽減につながります。
　また、物流の商品納品方法を見直し、簡易包装とハンガー納品に取り
組むことでダンボールを削減しています。今後も、廃棄物の削減に取り
組み、排出された廃棄物は分別を徹底し、再資源化に取り組んでいきます。

廃棄物計量システム

売り場では廃棄物を種類ごとに別々
の容器に分けて入れます。

廃棄物は排出場所・種類ごとにバー
コードで管理し、計量器に載せ、重量
を計ります。

シールを発行します。同時にデータ
は事務所、本社の端末に記録、集計
されます。

ユニーで発生するゴミ お客様が持ち帰るゴミ 使い終わった製品の回収

❶ 段ボールのリサイクル
❷ 発泡スチロールのリサイクル
❸ 生ゴミのリサイクル

牛乳
パック

食品
トレイ アルミ缶 ペット

ボトル
ペット
ボトル
キャップ

焼却ゴミ段ボール・
再生紙

20.4%

22.0%

6.4%

51.2% 全 体

廃棄物分別を徹底するために

ユニーで発生するゴミ

食品ゴミ

不燃ゴミ

ユニーでは全店舗に廃棄物計量器を導入し、直営売り場だけでなく専門店や共有部分から排出される廃棄物ごとに、排出場所・19種類に分別し計量
しています。この活動により廃棄物の発生抑制やリサイクルを推進しています。廃棄物を削減するためには店舗や家庭から排出されたゴミになる容
器包装を削減したり、使用済みの容器包装を店頭回収してリサイクルしています。プラスチックごみによる海洋汚染が問題となっており簡易包装な
どゴミの少ない商品の販売や、お客様から使い終わった製品の回収に取り組み、お客様とともに廃棄物の削減とリサイクルに取り組んでいきます。

廃棄物削減の取り組み 循環型社会

※端数を四捨五入処理しているため、合計数値と一致しない場合があります。
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● リサイクルによる店頭回収
● 再生資源としてトイレットペーパーや
　 ベンチなどにリサイクル
● ペットボトルキャップを店頭回収し、
　自動車部品などへのアップサイクルを推進

お客様が商品と一緒に持ち帰った
容器包装を回収し、再生資源にする。

使った後の容器包装を
廃棄物にしない取り組み

一般廃棄物排出量の削減（リデュース・リユース）と再生利用（リサイクル）を目的に、容器包装リサイクル法が施工されました。ユニーは
特定事業者として再商品化やリサイクルに取り組み、家庭から出るごみの約6割（容積比）を占める容器包装やレジ袋の削減に取り組み
ました。ユニーは容器包装をできるだけ使わない販売、使った後の容器包装を廃棄物にしない、サスティナブル（持続可能な）原料を使っ
た容器包装を使用するなど、お客様と3Rを実施し環境負荷軽減に取り組んでいきます。

容器包装とリサイクル

● レジ袋無料配布の中止
● 贈答品などの簡易包装
● ばら売りなど、容器包装を使わない販売
● トレイを使わない販売の検討や容器包装の
　 小型化、薄肉化
● マイボトルやマグカップなどの利用促進

レジ袋のように、お客様と一緒に
「使わなくてもよい容器包装」を削減する。

容器包装をできるだけ使わない販売への取り組み

　レジ袋の歴史は古く、1970年代にスーパーで商品の持ち帰り用に使われ始めました。薄くて丈夫、水にも強く便利なことから瞬く間に社会
に浸透しました。ところが一度使えば破棄され、自然には分解しないことから、ゴミ増加や自然破壊につながると大きな問題になり、消費者団体
などによる「お買い物袋持参運動」が1980年代に始まり、ユニーでは1989年からレジ袋削減に取り組んでいます。
　2001年からはマイバッグを配布、2006年には「ノーレジ袋キャンペーン」を展開したり、啓蒙活動を進めましたが効果が出ず、2007年6月、
横浜市のピアゴ中山店（現在閉店）から「レジ袋無料配布中止（有料化）」を始めました。ユニーはこれ以降、自治体や市民との合意のうえ、地域
の同業他社とも連携し、地域全体で取り組みました。廃棄されたレジ袋を焼却することでＣＯ2が発生すること、原料である化石燃料（石油）の枯
渇なども問題にされ、持続可能な会社の妨げになることから、ユニーでは2014年2月に全店の食品売り場でレジ袋無料配布の中止に踏み切り
ました。マイクロプラスチックの海洋汚染が問題となっており、引き続きレジ袋の削減に取り組んでいきます。

　2002年より愛知県・三重県・岐阜県の東海3県と名古屋市の小売店が共催して使用済み容器包装のリサイクルや、商品そのものがリサイク
ル資源を利活用して製造されたものを紹介など、「環境にやさしいお買い物」を消費者に啓発する活動を行っています。ユニーでは環境配慮型
PB商品eco！onのＣＯ2削減効果などを掲示しグリーン購入を啓発しました。

　ユニーでは2007年からレジ袋無料配
布中止（有料化）を開始しました。当初は
ユニー全体で年間3億枚を超えるレジ
袋を使用していましたが、2014年に全
店の食品売り場でレジ袋無料配布中止
に踏み切り、2017年度68,852千枚ま
で削減しました。容器包装リサイクル協
会へ支払う委託金額もレジ袋の使用枚
数の減少とともに減っていますが、
2017年度はプラスチックの委託単価の
影響で支払い金額が増加しています。

レジ袋削減への取り組み

容器包装をできるだけ使わない
販売への取り組み

● 環境配慮型PB商品eco!onの容器に
　バイオマスプラスチックを使用
● 有料レジ袋にバイオポリエチレンを使用
● 生鮮食品の販売に生分解性バイオマスプラス
　チック、ポリ乳酸製容器包装を使用

限りある化石資源（石油）を使用せず、
繰り返し栽培可能な植物資源を原料にする。

サスティナブル（持続可能な）原料を
使った容器包装への取り組み

自治体・市民団体・事業
者の三者がそれぞれの
役割を果たすために、
協議会を設立し話し合
い、協定書を締結する
よう努める。

　有料レジ袋を購入していただく
と、ユニーは1枚に付き1円を地域
の自治体の環境活動に寄付します。

白山市から感謝状を受け取るピアゴ白山店森店長

ヒルズウォーク徳重（名古屋市）東海三県一市グリーン購入
キャンペーンポスター

リーフウォーク稲沢（愛知県）ブースにてユニーの取り組みを紹介

地域の環境保全活動に寄付

●2017年度実績
　26,217,118円

レジ袋辞退率の推移とレジ袋使用量の推移について
◆レジ袋辞退率の推移 枚数（単位：千枚）全社辞退率 有料化店舗 非有料化店舗

東海三県一市グリーン購入キャンペーン

1989年

2001年

2006年

2007年

2012年

2014年

愛知県一宮市でお買い物袋
持参運動を開始

全店でのレジ袋
無料配布中止（有料化）

マイバッグ
キャンペーンを開始

レジ袋無料配布
中止（有料化）開始

バイオマス
プラスチックレジ袋の
使用開始

ノーレジ袋
キャンペーンを
開始

◆レジ袋使用量と容器包装リサイクル法委託金額の推移
年度 枚数（単位：千枚） 重量（単位：ｔ） 委託金額（税込） 年度 枚数（単位：千枚） 重量（単位：ｔ） 委託金額（税込）

※容器包装リサイクル法に基づき、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ支払った委託金額

2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013
2014
2015
2016
2017

310,559
309,222
134,678
116,749
111,632
110,743

1,818
1,851
1,029

964
851
839

2億9,729万円
2億7,978万円
2億2,272万円
1億6,655万円
1億6,154万円
1億4,868万円

109,528
68,454
63,288
63,572
68,852

821
616
587
573
548

1億5,804万円
1億6,104万円
1億3,557万円
1億2,489万円
1億3,665万円
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自治体が、レジ袋削減は「廃棄物の削減
および地球温暖化防止」のためである
ことを広く市民に知らせ、主体的に取り
組むこと。

地域の市民団体が支援してくれること。

地域の小売業者など連携して参加すること。

循環型社会

ユニーの有料レジ袋は植
物由来のバイオポリエチ
レン25％含有品です。サト
ウキビの廃材から作られ
たバイオポリエチレンは石
油製品に比べ、17％CO2

を削減しています。

サトウキビを原料につくら
れたバイオマスプラスチッ
クを使用しています。（透明
ボトルの場合：約30％ 半透
明ボトル の場合：97％）化
石 原 料 の 使 用を抑 制し、
CO2削減に貢献します。

サスティナブル（持続可能な）原料を使った容器包装への取り組み

　容器包装はプラスチック製のものが多く、ほとんど石油製品です。石油など化石燃料は限り
ある資源であり、使い捨ての容器包装に枯渇が心配される貴重な資源を使ってよいのでしょう
か。また、石油を産出する時、焼却処分する時にはCO2を排出し、地球温暖化の一因とされてい
ます。そこで、ユニーは2006年から植物由来のバイオマスプラスチック製容器包装を使用して
います。

バイオマスマーク
動植物を原料としたプラ
スチックで、使用後は水と
二酸化炭素に分解され、
自然に還ります。

●バイオマスプラスチック
　（バイオポリエチレン）製容器包装

青果売場ではとうもろこし（ポ
リ乳酸）を原料に作られたバイ
オマスプラスチックを年間約
40t使用しています。ポリ乳酸
100％原料でCO2発生量削
減に大きく貢献しています。

●バイオマスプラスチック
　（ポリ乳酸）フルーツパック

●バイオマスプラスチックを
　配合した詰替ボトルシリーズ

バイオマスプラスチック製容器包装
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弥富物流センター内のリサイクルセンター

◆容器包装リサイクルの仕組み

◆リサイクル量の推移

◆食品トレイのリサイクル ◆食品トレイのケミカルリサイクル

容器包装とリサイクル

　ユニーでは家庭ごみの削減と再資源化を図るた
めに、使用済み容器包装を店頭で回収しています。
回収した容器包装は店舗ごとに重量を計り、その結
果をポスターで公表し、再資源として国内循環ルー
トでリサイクルしています。2017年度は総回収量
が前年比1.6％増加しました。

　リサイクル回収の輸送にかかるエネルギーやCO2の排出などが問題にされることがあります。ユニーでは
店舗から物流センター内にあるリサイクルセンターに搬送するときに商品配送便の帰り便を使うことにより、
無駄な燃料やCO2の排出削減に努めています（現在中京地区・山静地区・北陸地区の物流センターにリサイク
ルセンターを設置）。リサイクルセンターでは、各店舗から回収した使用済み容器包装を計量し効率的に搬送し
やすいように圧縮し、それぞれのリサイクル工場に搬出します。

ユニーでは店頭回収した食品トレイを新日鐡住金のコークス炉化学
原料化法を用いて熱分解し、衛生的で安全なプラスチック原料に戻
し、原料の一部を食品容器に循環利用するケミカルリサイクルに取り
組んでいます。

計量

リサイクルセンター商 品

再生油として
食品トレイの
原料にリサイクル

食品トレイ
店 舗

リサイクルボックス
で回収

食品トレイ

中間処理したトレイ

中間処理リサイクル工場

コークス炉プラスチック
リサイクル設備

さらに洗浄・脱
水して、ペレット

（チップよりも
細かく）にする 洗浄粉砕処理してチッ

プ状（フレーク）にする

計量

リサイクルセンター

リサイクル工場

店 舗

リサイクル
ボックスで回収

食品トレイ食品トレイ
商 品

フラワーポットや
ベンチ、ペン立て
などの日用品に

生鮮食品などに使われる食品トレイは工場でフラワーポットやベンチの
原料にリサイクルしています。

◆アルミ缶のリサイクル◆牛乳パックのリサイクル ◆ペットボトルのリサイクル使った後の容器包装を廃棄物にしない取り組み

リサイクルボックスによる容器の店頭回収

使用済み容器包装のリサイクルループ

回収した容器はリサイクルセンターに集約

リサイクル工場

店 舗

リサイクルボックス
で回収

ペットボトル

計量

リサイクルセンター

商 品

制服、ジャンパー、
文房具などに

ペットボトルは粉砕処理でフレークにした後、樹脂にして繊維
や制服、文房具などにリサイクルされます。

商 品店 舗

リサイクルボックス
で回収

牛乳パック

牛乳パック

計量

リサイクルセンター

他の古紙とともにユニーの包装紙・袋・トイレットペーパーに
リサイクルしています。

リサイクル工場

パルパーで液
化しスクリー
ン工程で原料
を精製

抄紙機で原紙
を作り、リワイ
ンダーで巻き
なおして裁断

トイレット
ペーパー

商 品

アルミの製造には膨大な電気を必要としますが、
アルミ缶の再利用によってエネルギーが節約できます。

リサイクル工場

薄い板にして、
アルミ缶に加
工する

高温でアルミ
缶を溶かす

ペットボトルか
らリサイクル
された繊維

粉砕処理され
たペットボトル
のフレーク

溶かしたアル
ミニウムを塊

（再生地金）
にする

フレークを溶
かして繊維に
リサイクル

計量・圧縮

リサイクルセンター

店 舗

リサイクルボックス
で回収

アルミ缶

アルミ缶

アルミ缶

0
120
240
360
480
600
720

2015 2016 2017 （年度）

648 680 671

食品トレイ

0
50

100
150
200
250
300

2015 2016 2017 （年度）

（単位：t） （単位：t）

（単位：t）（単位：t）

275 279 279

ペットボトル

0
500

1000

1500
2000

2500

2015 2016 2017（年度）

2,200 2,352 2,434

牛乳パック

0
100
200
300
400
500
600

2015 2016 2017（年度）

531 534 523

リサイクル工場リサイクルセンター

計量
空容器類

商品

計量データ

計量したデータはユニー本
社へフィードバックします。
※計量システムは、中京地区で実施

袋に貼られた店舗コードを
読みとり、店舗ごとの重さ
を量ります。

物流
センター

各店舗からリサイクル資源
が到着します。

計量システム

店　舗

ユニーでは回収したペットボトルキャップを、再生プラスチックの専門企業いその株式会社に売却
し、NPO「世界の子どもにワクチンを 日本委員会」に寄付しています。また、再生プラスチックは自
動車部品の原料としてリサイクルしています。ユニーはこうした使用済み容器包装の「アップサイ
クル」を目指しています。

エンジンルームの部品

※イメージ
下取り企画概要

ボトルキャップ運動

下取り企画

ユニーではお客様から使用済み容器包装だけでなく、使用済みの商品を下取りし、資源として自動車内装材などにリサイクルしています。

下取り品目
● フォーマルウエア
● ビジネスウエア
● 肌着　● ボトムス
● 羽毛布団

自動車の
内装材

いその株式会社
社長 磯野 正幸さん

「今こそ地球に恩返し」を経営理念とする当社に
とって、市場回収品の素材をたくさん集めて、た
くさんの自動車製品等に戻していくことが、社
会的な使命です。自動車解体品（ELV）からの素
材とともに、ユニー様のボトルキャップは、優良
な素材として、活躍しています。キャップ回収に
関わる皆さんに深く感謝申し上げます。

Voice

途上国の子ども達へ
ワクチンを贈ります

キャップをリサイクル
することで環境への
負荷を低減します

帰り
“キャップ”を運びます

行き“新聞”を
運びます

協力

※NPO法人世界の子どもに
　ワクチンを 日本委員会

アピタ・ピアゴに
設置した回収箱から
YCが回収

回収したキャップは
読売新聞清須工場へ

集約

集まったキャップを
いその株式会社に

売却

NPO法人JVC※を通じて
途上国の子ども達へ
ワクチンを贈る

キャップを
洗浄・破砕し、
加工

自転車の部品などに
生まれ変わる

ペレットにして
再商品化

環境生命

ペットボトルキャップの
リサイクル

※過去に算出した環境省「３R見える化ツール」のCO2削減効果は
　数値根拠を作成中のため、今回算出を見合わせています。
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◆食品ロス削減
食品廃棄物の中で、まだ食べられる食品ロスは全国で６46万トンにもなり
ます。このうち家庭からは昨年より増え約289万トン。食品関連事業者か
らは３57万トンでした。食品廃棄は世界的にも大きな問題で、国連「持続
可能な開発のためのアジェンダ」を踏まえ、SDGｓ12.3でも「小売、消費レ
ベルで、一人当たりの食料の廃棄を半減させる」と明記されています。

　食品リサイクル法は2000年に施行され、2007年に改正、そして2015年再度見直しが行われました。従来の食品関連事業者の役割と責任
だけではなく、国民や自治体にも発生抑制の役割が課せられました。第3回目の見直し、法改正への準備が2018年からはじまります。

●再生利用手法の優先順位は、第一に資源循環が継続する「モノからモノへ」（飼料・肥
料）の再生利用を、環境負荷の低減に配慮しつつ優先

●食品リサイクルループの形成を促進
●登録再生利用事業者登録基準に、再生利用製品の製造・販売実績を配慮
●食品廃棄物多量排出事業者（年間100トン以上）は、再生利用など
　実施状況を都道府県にも報告

各種食料品小売業の発生抑制目標は、売上高百万円当り６５．５
ｋｇ以下ですが、製品廃棄削減を全社で進め、2017年度は
29.9ｋｇと達成しています。また、廃棄物分別･計量システムに
より、食品残さも継続的に削減しています。

ユニーの取り組み
ユニーの取り組み

食品小売業の再生利用等の目標値は、平成31年度までに５５％ですが、食品リサイク
ルループによる再生利用を全社で取り組み、2017年度は80.6％と達成しています。

食品リサイクル法施行以来、環境関連事業者とパートナシップを組み、様々な方法でリサイクルに努めています。ユニーでは「地域循環農業」を
推進し、より環境負荷の少ない食品リサイクルループを目指しています。

2 食品循環資源の再生利用（リサイクル）の促進1 食品廃棄物等の発生抑制（リデュース）の推進

　ユニーでは持続可能な地域循環を目指し、安
全でより環境負荷が少なく、経済的負担が重くな
い食品リサイクルループを目指します。

食品リサイクル法における再利用率は平成２６年と比べ約５％推進されました。しかしながら、焼却・埋立等のゴミは２０％増加しています。また食品
由来の廃棄分のうち可食部分、いわゆる食品ロスは若干増える傾向にあります。日本の食品廃棄は世界的にみて多いとされているので、その原因
である家庭における食品ロスの削減について消費者と一緒に取り組みます。

　店舗から排出される食品廃棄物は、非可食残さ（店内加工時に発生するキャベツの外葉
や魚のアラ、使用済み食用油、食べ残しなど）と製品廃棄（消費期限切れ、賞味期限切れ、飲
食食材廃棄）などの可食部分があります。非可食残さは発生抑制するとともに、食品リサイ
クルループなど堆肥や飼料など再生利活用を図ります。製品廃棄などの食品ロスは、適正
仕入れ、加工に努め、期限の正しい理解など消費者と連携した取り組みを推進します。

商品の売れ残り
（生鮮食品・工場製品）

惣菜など製造・飲食の廃食用油

調理・パック詰・
青果の調理クズ・

魚のアラ・精肉クズなど

食品の食べ残し

非可食
残さ

製品
廃棄飲食店などでお客様が残した食品残さ

総菜やパンなど店内で製造する際、飲食店で
調理する時に排出される使用済み廃食用油

市場や生産地から生鮮食品が搬入され、売り
場に出すために調理加工する際に排出される
食品残さ

■資料：●「平成27年度食料需給表」（農林水産省大臣官房）　●事業系食品ロス、については、食品リサイクル法第9条第1項に基づく定期報告結果と農林水産省大臣官房統計部「食品循環資源の再生利用等実態調査結果（平成25年度）」等
を基に、農林水産省食料産業局において推計。　●家庭系食品ロスについては、「平成29年度地方自治体における食品廃棄物等の再生利用取組実態調査報告書」を基に推計（環境省環境再生・資源循環局）。　●事業系廃棄物及び家庭系廃
棄物の量は、「一般廃棄物の排出及び処理状況、産業廃棄物の排出及び処理状況」（環境省）等を基に環境省環境再生・資源循環局において推計。　■注：●事業系廃棄物の「食品リサイクル法における再生利用」のうち「エネルギー化等」とは、
食品リサイクル法で定めるメタン、エタノール、炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤、油脂及び油脂製品の製造である。　●ラウンドの関係により合計と内訳の計が一致しないことがある。

食品廃棄物等の利用状況等（平成27年度推計）概念図

焼却・埋立：776万t

再生利用：56万t（肥料化・メタン化等向け）

食品由来の廃棄物等（2,842万t）

うち可食部分と考えられる量（646万t）※いわゆる「食品ロス」

焼却・埋立等：344万t

食品リサイクル法における  熱回収：43万t

食品リサイクル法における  再生利用：1,426万t
うち飼料化向け：1,059万t
うち肥料化向け：249万t
うちエネルギー化等向け：117万t

食品リサイクル法における  減量：197万t

食
品
資
源
の
利
用
主
体

食用仕向量（8,291万t）粗食料＋加工用

廃棄物処理法における食品廃棄物

有価物
※大豆ミール、ふすま等

（1,013万t）

事業系廃棄物
（839万t）
事業系廃棄物
（800万t）

事業系廃棄物
＋

有価物（1,953万t）
うち可食部分と考えられる量

［規格外品、返品、売れ残り、食べ残し］
（339万t）

事業系廃棄物
＋

有価物（2,010万t）

うち可食部分と考えられる量
［規格外品、返品、売れ残り、食べ残し］

（357万t）

資料：農林水産省食料産業局（平成27年度推計）

日本の食品ロスの大きさ
国民1人1日当り
食品ロス量は、おお
よそ茶碗1杯分
のご飯の量
に相当。

日本の「食品ロス」（約646万t）

事業系
うち可食部分と
考えられる量
（357万t）

家庭系
うち可食部分と
考えられる量
（289万t）

①食品関連事業者
　・食品製造業
　・食品卸売業
　・食品小売業
　・外食産業

家庭系廃棄物（832万t）
うち可食部分と考えられる量

［食べ残し、過剰除去、直接廃棄］
（289万t）

②一般家庭

2000年
◆福井市で地域循環の堆肥化事業に参加
◆アピタ新守山店に熱乾燥処理機を導入
2001年
◆アピタ福井大和田店が地域循環堆肥化事業に参加
2002年
◆茨城県で堆肥化リサイクルに取り組む
◆アピタ岡崎北店、アピタ東海荒尾店に真空乾燥機導入
2003年
◆富山市内店舗が富山エコタウン（バイオガス発電）に

参加
2004年
◆アピタ伊那店、アピタ大和郡山店に真空乾燥機導入
◆愛知県内でJA愛知経済連の協力により堆肥化事業

開始
◆アピタ鈴鹿店が堆肥化リサイクルに参加
2005年
◆アピタ松阪三雲店で堆肥で育った野菜の販売を開始
◆アピタ瀬戸店、アピタ江南西店に真空乾燥機導入
2006年
◆横浜市内3店舗が、飼料化リサイクルに参加
2007年
◆愛知県で構築した「食品リサイクルループ」が、全国

で初めて食　品リサイクル法再生利用事業計画に認
定される

◆第1回食品リサイクル推進環境大臣賞最優秀賞を受賞

◆アピタ前橋店、アピタ大垣店に真空乾燥機を導入
2008年
◆愛知県尾張地域のリサイクルループが認定される
◆アピタ御嵩店に真空乾燥機を導入
2009年
◆名古屋市と周辺部の店舗が飼料化リサイクルに参加
◆千葉県、埼玉県、山梨県、石川県でリサイクルループ

の取り組み開始
2010年
◆神奈川県のリサイクルループが認定される
◆千葉県でサークルKサンクス、ファミリーマートととも

にリサイクルループを構築。「エコフィードで育てた豚
肉使用の惣菜パン」を販売
2011年
◆千葉県、愛知県、岐阜県、京都府の飼料化リサイク

ルと三重県の堆肥化リサイクルのリサイクルループ
が認定される
2012年
◆京都府のリサイクルループに奈良県、滋賀県の店舗

を加える
◆福井県、新潟県、長野県のリサイクルループが認定さ

れる
2013年
◆静岡県、山梨県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、

石川県のリサイクルループが認定され、1府18県
下で15件のリサイクルループを構築する

◆第34回食品産業優良企業等表彰「環境部門」におい
て、農林水産大臣賞を受賞
2014年
◆2014愛知環境賞において銀賞を受賞
◆愛知県三河地域のリサイクルループで生産された精

米を使用したおにぎり、弁当をサークルKサンクスが
限定販売
2015年
◆納品期限パイロットプロジェクトの功績で農林水

産省より感謝状を受ける
◆神奈川県横浜有機リサイクルが廃業、再生利用事業

者を武松商事に変更
◆岐阜県で飼料化のリサイクルループを構築
2016年
◆神奈川県、岐阜県のリサイクルループが認定される
2017年
◆福井県、富山県の再生事業者の都合によりリサイク

ルループ一時中止
◆新たに岐阜県のリサイクルループに福井県、石川県、

富山県を加入する取り組み開始
2018年
◆2001年から取り組んでいた福井環境事業との 

リサイクルループが認定される
◆関東エリアでの食品リサイクルループ取り組み開始
◆第5回「食品産業もったいない大賞」農林水産大臣賞

を受賞

食品リサイクル法における食品破棄物等

安全であり環境負荷が少ないこと
（大気汚染・水質汚染を予防し、省エネであること）

再生資源として有効であること
（有価資源になり再廃棄しない）

経費が抑えられること
（公共処理料金との比較）

継続できる方法であること
（リサイクルルートが確立していること）

◆食品リサイクルの推移
全社での削減活動により、食品
廃棄物排出量は年々減少し、売
上高百万円あたり29.9kgと国
の目標65.6kgを大きくクリア
しています。またリサイクルの
国への報告数値「再生利用等実
施 率 」は 8 0 . 6 %と昨 年より
5.7%向上しました。

食品廃棄物発生量（t）
リサイクル量（t）
リサイクル率（％）
再生利用等実施率（％）※
食品廃棄物等の発生原単位

（売上高百万円当りの発生量：kg）
発生原単位の対前年度比（％）

2013年度 2014年度 2015年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度2007年度 2016年度
19,944
10,812

54.2
64.1

34.67696

97.3

19,089
10,874

57.0
66.5

34.15311

98.5

18,650
11,099

59.5
69.6

32.80502

96.1

18,432
11,066

60.0
69.7

33.03063

100.7

18,075
11,126

61.6
72.9

31.29166

94.7

17,453
11,107

63.6
74.9

30.43225

97.3

2017年度
16,636
11,869

71.3
80.6

29.85494

98.1

21,436
7,561
35.3
47.3

35.83000

81.4

19,605
6,656
34.0
34.0

44.00000

ー

22,908
9,444
41.2
48.9

38.99000

108.8

21,210
10,378

48.9
59.0

35.64000

91.4
※当該年度の単純実施率に2007年度比の発生抑制を加味した値

◆リサイクル実績
2017年度は、豊橋市のバイ
オガス化など新たなリサイク
ルルートが追加され、リサイク
ル量が大きく増加しました。ま
た全社での排出量も減少した
ことにより、リサイクル 率は
71.3％と大きく向上していま
す。 ※端数を四捨五入しているため､合計数値と一致しない場合があります

店舗から発生する食品廃棄物（未利用食品）
生鮮食品の調理クズ（野菜・果物など）、
消費期限・賞味期限切れや飲食の食べ残し
魚のアラ（魚介類の調理クズや頭・骨や皮など）
廃食用油（使用済み揚げ油）
てんかす
合計

排出量（ｔ） リサイクル量（ｔ）
2017年度

リサイクル率（%）

12,395

2,141
1,182

918
16,636

8,185

1,971
1,182

531
11,869

66.0

92.1
100.0
57.8
71.3

2016年度

13,226

2,067
1,199

961
17,453

7,494

1,865
1,199

550
11,108

56.7

90.2
100.0
57.2
63.6

排出量（ｔ） リサイクル量（ｔ） リサイクル率（%）

日本の食品廃棄物等の利用状況

食品リサイクル実績

食品リサイクルの歩み

ユニーの店舗から排出される
未利用食品（食品残さ）

ユニーの
食品リサイクル方針

食品リサイクル法

●食品関連事業者31業種は、発生抑制目標値を5年間で達成
する努力

●国は、食品ロスの発生状況を把握し、取り組みの効果を数値化
●様々な関係者が連携して、フードチェーン全体で食品ロス削減

国民運動を展開

世界中で食品廃棄は大きな問題であり、日本では食料自給率が40％に満たないにもかかわらず、毎日たくさんの食料を廃棄しています。
ユニーでは、食品リサイクル法を遵守し、未利用食品を食品リサイクルループによる地域循環型農業で利活用し食品ロス削減に努めて
います。

食品廃棄物リサイクルシステム

　国への報告数値「再生利用等実施率」は年々向上していますが、２０１７年度は初めて８０％を超えました。

循環型社会
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◆食品ロス削減…
　店でも家庭でも食品を捨てない
２０１５年の国連サミットで採択された

「持続可能な開発のためのアジェン
ダ」において、食料の損失・廃棄の削
減を目標に設定されました。２０３０年
までの持続可能な開発目標１７の中で
も食料廃棄は大きな課題です。

◆見直される３分の1ルール
メーカー、卸売り、店舗の物流の段階では3分の1ルールを見直し、販売期間を延長するように試行しています。

◆食品廃棄と食品ロス
2015年度に全国に出回った食料は８,２９１
万トンであり、そのうち約6割輸入していま
す。2,842万トン（食品仕向量の34.2%）が
廃棄され、その中で646万トンのまだ食べら
れる食品（食品ロス）が捨てられています。

◆食品ロスはどこで発生しているのでしょうか
2015年の食品ロス全体の646万トンのうち、事業系は357万トンで
55.3%、そのうち小売業は67万トンで18.8%でした。消費者（家庭）から
は289万トンと微増、食品ロス全体の44.7％にもなります。フードチェー
ン全体で原因の項目を追究し、削減の取り組みを続けていきます。

◆食品ロス発生抑制への取り組み
食品ロス発生の原因には、食品に添付されている「消費期限」「賞味期限」の存在があります。消費者にこの期限を正しく理解していただくことと、サプライチェーン
では現実に即したルールへの見直しを図っています。

◆消費者の農業体験と生産者との交流
食品リサイクルループの堆肥を使った畑
で、収穫体験を行いました。安全安心な作
物を収穫し、生産者の思いや食べることの
大切さを学びました。

◆JAあいち海部エコ部会
2005年から継続しているJAあいち海部
エコ部会は毎年総会を開き、前年度の総
括と今年度の計画を、ユニーも交えて決
議しています。

◆消費期限・賞味期限
消費者はこの「期限」に対する理解が不充
分で、日付にこだわって購入するために店
舗での廃棄につながったり、賞味期限を「食
べられるまでの期限」と誤った解釈で、家庭
での廃棄の主な原因になっています。ま
た、店舗では期限が近づく商品の価格を下
げて「お値打ち商品」として、販売を促して
います。

安全に
食べることが
できる期限

消費期限

おいしく
食べることが
できる期限

賞味期限
まだ食べられる

劣化が比較的遅いもの
（日持ちする食品）

製造日からの日数

品
質

早く悪くなるもの
（痛みやすい食品）

過ぎたら食べない
ほうがよい期限

おいしく食べる
ことができる期限

消費期限 賞味期限

◆消費期限と賞味期限のイメージ

◆賞味期限6ヶ月の例

１２．３・・・２０３０年までに、小売･
消費レベルにおける世界全体で

一人当りの食料廃棄量を半減させ、収
穫後損失などの生産・サプライチェーン
における食料の損失を削減する。
１２.５・・・２０３０年までに、廃棄物の発生
防止、削減、リサイクル、リユースによ
り、廃棄物の発生を大幅に削減する。

ごみ・環境問題に関心の
高い人は、講座やイベン
トに参加されますが、そ
の 数は人 口に対し少な
く、問題はそれ以外の人
への情報発信です。しか
し、ごみ・環境問題に関心
の無い人も、スーパーに
買い物に来ます。買い物
ついでに情報発信がで
きる「店頭キャンペーン」は、双方向のコミュ
ニケーションが可能という点で、とても有効
な手段になっています。場所を提供してくだ
さる事業者に感謝です。

生ごみ出さない
プロジェクト
岩月 宏子さん

食用仕向量8,291万t

食品廃棄量2,842万t

食品ロス
646万t

食品廃棄量
1,653

食品ロス
140 29

128

18
67

289

832

食品製造業全　国 食品卸売業 食品小売業 一般家庭

133

200

外食産業

買う・食べる

消費者
食品残さをリサイクルするためにパートナーを探す

リサイクル農作物を販売

リサイクルループで生産し
た農作物を販売することを
目的としてパートナーを探す

再生製品（堆肥や飼料）を
利用する農業者を探す

環境担当者の役割

仕入れ担当者・販売担当者の役割

再生利用事業者の製造する堆
肥・飼料の品質確認。

地産地消を前提に生産技術の
高い農業者と組む。

農 畜 産 物 の 生 産 履
歴・品質が社内基準
を満たす。

販 売 計 画 を 基に生
産 計 画を立 て 購 入
契約を結ぶ。

売り場に、「安全・安
心な農作物」である
ことを明示。

生産された農作
物を販売するた
めに、社内で検
討する

農業生産者と食
品関連事業者が
パートナーシッ
プを図る

売場ではリサイ
クル作物の特徴
を消費者へ充分
にアピールする関係者が一堂に会し、意見交換を実施

エコ野菜マーク

ユニーは2007年1月に全国初の「再生利用事業計画」に認定を、環境大臣･農林水産大臣・経済産業大臣から受けて以来、各地で再生利用事
業者・農業生産者とのパートナーシップを基に、食品リサイクルループの継続的運営と新たな構築を進めています。

ユニーでは商品の売れ残りなど、製品廃棄について削減に努めます。また、フードバンクなどの取り組みについて社会福祉活動を検討していきます。

◆リサイクルループを回す役割
再生利用事業者、農業生産者とパートナーシップを
組むユニーの社内では、再生利用事業者を選び、堆
肥や飼料を作るところまでは、環境担当者の役割で
す。農業生産物の品質確保と販売は、仕入れ担当者
の役割です。

◆リサイクルループを構成するパートナーシップ
食品残さを排出するユニーと、堆肥や飼料を製造する再生利用事業者、それを使って農畜産物を生産する
農業生産者、そしてそれを販売して消費者に届けるユニーの、「食品リサイクルループ＝命をつなぐ環」を回
し続けることが、地域循環農業です。
ユニーはこれからもパートナーシップを大切に、安全安心で生産者の顔の見えるリサイクルループを回し続
けます。

●トレーサビリティの確立
（生産者の顔の見える農畜産物）
農業生産者の生産技術と適正な
再生製品（堆肥・飼料）によって、
安全・安心な農畜産物を提供して
もらう

リサイクル
農畜産物を
消費者に提供する

農業
生産者

●食品残さから異物を分別し、計量する
　・分別マニュアルの作成と従業員教育 
　 の徹底
●品質確保のために、適正に保管する
　・冷蔵保管施設と専用容器の整備
●リサイクルして作った農畜産物を販売

食品関連
事業者

食品循環
資源を
排出する店舗

エコ野菜売場では、生産者
の顔を付けて販売

●品質の高い再生製品（堆肥・飼料）
を製造する
●農業生産者のニーズにあった再生
製品を製造する

再生利用
事業者

青果売場の
エコ野菜
コーナー

　ユニーの食品リサイクルループは、地域循環・地産地消で生産者と消費者を結び、安全・安心な農畜産物を提供します。現在では１９１の店舗
でリサイクルループを回しています。

単位：万t

茨城県・栃木県
●むかしの堆肥、
　レインボー・フューチャー

長野県
●いいだ有機、JAみなみ信州

新潟県
●不二産業、JA新潟みらい

京都府・滋賀県・奈良県
●京都有機質資源 鶏卵

福井県
●福井環境事業

三重県
●三功、酵素の里

埼玉県・群馬県
●アイル・クリーンテック、角屋商店

千葉県
●ブライトピック、
　プリマハム、山崎製パン

神奈川県
●武松商事、アリタホックサイエンス 

石川県
●トスマク・アイ、JA松任

岐阜県
●橋本、鶏卵

愛知県
●ヒラテ産業・JAあいち経済連
●D.I.D・JAあいち経済連
●中部有機リサイクル PBブランド豚

武松商事、
アリタホックサイエンス

［神奈川県］

店 舗

恋する
豚

商 品

横浜市内店舗

店舗から出る
食品残さ

登録再生利用事業者

蒸気間接加熱方式
で飼料を製造

武松商事

生 産

生産者
在田 正則さん

武松商事、アリタホックサイエンスと
進める食品リサイクルループ

福井環境事業とすすめる
リサイクルループ

稲沢市・江南市・
豊山町・大口町・
岩倉市・小牧市
の店舗で排出し
た食品残さも再
生利用。

名古屋市内、尾張地区の
限定店舗で販売

生産物

トラックで運搬 食品残さを計量 堆肥を熟成
混合機へ投入

一宮市の生ごみ堆肥化処理場（D.I.D）
店舗から発生した食品残さを清潔な専用容器
に入れて専用のトラックで運搬します。

D.I.Dバイオマスリサイクルシステム

●ファミリーマートを環の中に組み入れ、さらに食品残さの搬入地域を拡大しました

生 産

堆肥を使って
栽培 集荷場

一宮市の店舗

D.I.Dバイオマスリサイクルシステム・JAグループ［愛知県］

福井環境事業
[福井県]

店舗から出る食品残さを分別冷蔵保存

リサイクル
堆肥

「エコパワー」
完成！

堆肥場で十分発酵
させ完熟させます。

地元のJAで生産するの
で、収穫された野菜は翌
朝には店頭に並びます。地
産地消を推進しています。

第11回通常総会不二産業の芋ほり

食品廃棄物リサイクルシステム

食品リサイクルループの構築 食品リサイクル普及に向けての取り組み

食品ロスの取り組みについて

各地で広がる食品リサイクルループ

消費期限と賞味期限

Voice 消費者と事業者の
協働の意義

弊社は2009年8月、名古屋市守山区に食品リサイクル飼料
化施設を設置し稼働を始めました。ユニー様とはリサイクル
パートナーとして法令を遵守して食品リサイクル飼料化事業
に取り組んでいます。製造する飼料は全量飼料メーカーに買
い取っていただき、配合飼料の原料として配合され愛知県内
の養豚農家、養鶏農家に利用されています。食品リサイクル
飼料化事業並びに食品リサイクルループの認定は、日本国
内における飼料自給率、食料自給率の向上に大きく貢献す
る事業であり、ユニー様のリサイクルパートナーとして今後
も貢献してまいります。

中部有機
リサイクル株式会社
取締役社長
前川 覚さん

Voice
食品リサイクルループのパートナー

3ヶ月

卸売 小売 値引き、廃棄

販売期限については、
各小売において設定

卸・小売からメーカーへの返品 年間821億円
小売から卸への返品年間432億円※

※製・配・販連携協議会
　H26年度推計

メーカー：返品、未出荷廃棄の変化
卸　　売：納品期限切れ在庫、返品、廃棄/転送の変化
小　　売：販売期限切れ在庫の変化

現 行

納品期限
緩和後

メーカー

製造日 納品期限 販売期限 賞味期限

2ヶ月 2ヶ月 2ヶ月

ロス発生

ロス削減

ロス発生

登録再生利用事業者

福井環境事業

生 産

堆肥を熟成、農作物を栽培

店 舗

店舗から出る
食品残さ
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　地球が誕生して以来、長い時間をかけて私達人間を含めさまざまな生き物が生まれ、つながり合って生
きてきました。その生物多様性がもたらす恵み「生態系サービス」によって、私たちの命や暮らしは支えられ
ています。生物多様性条約では、この生き物のつながりを３つのレベルで分類しています。

　私達が生きていくために必要な酸素は植物によって作られ、汚れた水は微
生物などによって浄化されています。そして人間は他の生き物の生命を食べ
て生きています。そして、生き物からの「恵み」をもたらす生物多様性を守って
作られた食べ物や製品を選んで購入することが、生物多様性を守ることにつ
ながります。ユニーはこうした「供給作用」をお客様と一緒に「お買い物」を通
して行っています。

◆生物多様性の危機
地球上に約3,000万種の生き物がお互いにつながり合って生きている生物多様性。このかけがえの無い存在が人間の活動が
原因で崩れ、毎年４万種の生命が絶滅していると推定されています。その原因は、①開発・乱獲により自然を破壊している。
②里地里山などに人が手を入れなくなった。③外来種の持ち込み、化学物質の排出などで生態系を撹乱した。④地球温暖化の
影響。などが挙げられています。

ユニーでは生物多様性からの恵みを商品を通してお客様にお届けしています。こうした生物多様性を大切に、自然共生社会を持続可能
にしていくために、次世代を生きる子ども達に自然や生き物との触れ合い、農業体験などを通して「いろいろな生き物と一緒に生きてい
くこと」を学ぶ環境学習を行っています。

生物多様性

命と暮らしを支える生物多様性

生物多様性を守る取り組み

　ユニーの売場に並んでいる食品は「生物多様性の恵み」です。「私達は生き物の命をいただいて
生きている」ことに感謝し、自然環境やそこで生きる生き物を保全して生産された食品を選ぶこと
で、生物多様性に貢献することが私達の務めです。

テーブルの上の生物多様性

ヒラテ産業
運搬用

トラック

ヒラテ産業堆肥場店舗から発生した
食品残さを熱処理
機搭載のトラックで
一次処理しながら
運搬します。堆肥場
で発酵させます。

●アトランティックサーモン
ノルウェーのきれいな海を守る
ために、養殖場から加工工場ま
で汚水を外に出さないシステム
を構築、加工工場の汚水は魚油
としてリサイクルしています。

◆愛知県の
　伝統発酵食品　
　（八丁味噌）
八丁味噌は、愛知県の
伝統的な発酵食品で、
大豆と塩を原料に木製
の樽に仕込む、昔なが
らの製法で生産されて
います。

生産地・
生産者

一杯の
コーヒーから
地球環境を

考える

焙煎加工

輸入スーパー等で
販売

環境に配慮した農
園は、生物多様性の
保全に貢献し、働く
人々のくらしを支え
ています。

消費者が購入す
ることが、環境保
全・社会貢献に
つながります。

生産履歴が明確
で安心・安全な生
豆を、生産者との
持続可能な関係
で取引をします。

環境に配慮し
た製造に努め
ています。

●食品リサイクル～命をつなぐ環～
店舗から排出される食品残さ（野菜クズや魚アラなど）を原料にした堆肥
を使うと、土壌を健康に豊かにする微生物やミミズが生きている畑や田ん
ぼになります。こうした畑や田んぼで野菜や米が育てられています。

●サスティナブルコーヒー
熱帯雨林の下
でシェイドグロ
ウン農法有機
栽培で生産し
たコーヒーは、
ジャング ル の
植物や畑の生
き物の環境を
守って 生 産さ
れています。

JAグループと
進める食品リサイクル

愛知県内の一部
店舗で販売

店 舗

アイス
クリーム

サーモン

ご飯
コーヒー

みそ汁
野菜

愛知県ヒラテ産業・
JAグループ［愛知県］

種の多様性
いろいろな生き物がいること

生態系の多様性
海や川、森、里、さまざまな自然があること

遺伝子の多様性
同じ種でも個体差があること

サポート
●生息地
●栄養
●水
●土壌の
　形成

緩和作用 ●気候変動を緩和　
●害虫・病気・汚染を制御

供給作用 食料・繊維・燃料・淡水・遺伝子・
資源の供給

文化的
効用

精神・宗教的価値・知識・教育・
インスピレーション・
レクリエーションや美しいものの提供

エコ野菜

サスティナブル
コーヒー

バイオマス
プラスチック
リサイクル
トイレットペーパー

森林は地球上の陸地面積の約31％を占めており、植物は人間だけでなく、すべての生き物に生きるために必要な空気や飲み水、食料などを提供し
ています。また多様な生き物の生息地や、生活に身近な紙の原料の提供、気候変動への対処においても不可欠な役割を担っています。

●フェアトレードアイスクリーム
ユニーは2017年より、日本初の国際フェアトレード
認証アイスクリームである「ベン＆ジェリーズ」の取り
扱いを開始しました。「国際フェアトレード認証」を受
けた原材料（砂糖・バニラ・ココア・コーヒー・バナナ）
を使用し、オーガニック栽培であるため、生き物にも
やさしく、お子様にも安心して食べていただけます。

◆テーブルの上の生物多様性

とりすぎないエコストア

できるだけ
プラスチック
容器を使わない、
小さくする

レジ袋を
使わない、
プラスチックを
海に流さない紙や牛乳パックをリサイクルした

商品やＦＳＣ商品を購入する

生 産

JAあいち中央でお米やチンゲン菜を栽培

海の豊かさを守ろう
私達は海から魚やエビカニ、海草などの恵みを食料としていただいています。そして、海草などの水生植物によるCO2の吸収は、気候変動の緩
和につながります。さらに、海には微生物から地球上で最大の哺乳類であるシロナガスクジラまで多様な生物が生息しています。

陸の豊かさも守ろう

魚類をはじめ海洋生物は、産卵などで命をつないでいます。人がそれらをとりつ
くしてしまったら、いつか海の生き物はいなくなります。海洋資源を持続可能にし
ていくために、適正な漁を捕獲することと、魚や貝を養殖することが必要です。世
界管理機関ＷＣＰＦＣでは、クロマグロなどの漁獲枠を国ごとに決め、海洋資源の
保全に取り組んでい
ます。
また、ユニーでは海
を汚さない養殖方法
で育てたサーモンを
販売しています。

◆「海からの恵み」は限りある資源◆「海からの恵み」は限りある資源
家庭から出るゴミの約６０％が容器包装です。そしてそのほとんどが
プラスチック製です。原因不明で死んでしまったカメやクジラの胃袋
にはたくさんのレジ袋が詰まっていました。太陽の光と波で砕けて
粉々になったプラスチックをプランクトンと間違えて食べた魚が死
んでしまうこともあります。歯磨きや洗顔剤に入っている細かなプラ
スチック粒が、海に流れ込んで、プランクトンが食べてしまうことも起
きています。

◆「海洋汚染」はプラスチックが原因◆「海洋汚染」はプラスチックが原因

世界全体で使われるレジ袋を含めたビニール袋は年間5兆枚にもなります。何気なく
使用しているビニールのうち50%は再利用されることなく廃棄されています。
ユニーでは1989年よりレジ袋削減に取り組み、2007年からレジ袋無料配布中止(有
料化)を開始しました。一度使えば廃棄され、自然には分解しないレジ袋は使わず、
マイバッグでのお買い物をユニーは進めています。

◆プラスチックゴミで海を汚さない◆プラスチックゴミで海を汚さない
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枯渇（とられ過ぎて、もとの数まで戻ることが困難…
　　　　このままではいなくなってしまう）

限界まで利用
（これ以上とると、枯渇してしまう、
　　　　　　　　とっても良い量を約束する）

豊富（開発に余地）

世界の水産資源ストックのグローバルトレンド 
1974-2011年（FAO, 2014, Fig.13. をもとに作成）

「海を守りましょう！」という言葉を時々目
にしますが、海が身近でない人たちに
とってはピンと来ないかも知れません
ね。水族館の大きな役割の一つに、生き
物を見たり触れたりすることで生き物た
ちの住む環境を考え、身近に感じてもら
うということがあります。ポイ捨てしたゴ
ミが海に流れると、細かくなって生き物た
ちが食べてしまいます。水族館で見た生
き物たちの故郷である「海」をみんなで考
え、できる方法で守ってあげられたらと思
います。

食品本部鮮魚部
バイヤー
天野 雅之

ユニーのアトランティックサーモンは、ノルウェーの
きれいな海を守るため、養殖場から加工工場まで汚
水を外に出さないシステムを構築、加工工場の汚水
は魚 油としてリサイクルしています。また、ノル
ウェー最北端より一度も凍結せず、店舗まで配送し
ています。鮮度抜群で脂ものっており、一押しアイテ
ムです。是非ご賞味ください！ 名古屋港水族館

柿添 太さん

移動水族館でアカウミガメと触れ
合いました。また名古屋港水族館に
訪れる子ども達の観察ノートを作
成し、海の生き物について学ぶため
の支援をしています。

Voice ノルウェーで養殖したユニーの
アトランティックサーモン 海を守るためにできること

水族館からウミガメの赤ちゃんがやって来ました

自然共生社会

土 命森
陸の豊かさとお買い物の関係

オーガニック栽培作物は、3年以上農
薬や化学肥料を使用していない農地
で栽培したものだけが認められてい

ます。オーガニック商品は、土壌の環境やその
土地に棲む生き物
を守り、農地で働く
人にも配慮している
環境・社会・生き物に
やさしい商品です。
また、従来の方法か
らオーガニック農法
に変えると、使用す
るエネルギーを削
減できるので、ＣＯ２

の排出量を大幅に
削減できます。

森は、日々の暮らしで大量に排出している二酸化炭
素を吸収し、私達や生物に必要な酸素を供給するこ
とで、地球温暖化を緩和しています。また毎日使うト

イレットペーパー、ノートなどの紙製品も森の恵みです。

スーパーの売り場に並んでいる食品
はすべて「生物多様性の恵み」です。

「私達は生き物の命をいただいてい
る」ことに感謝し、自然環境やそこで生きる生き
物を保全して生産された食品を選ぶことことが
私達の務めです。

◆森の町内会
森を守るために間伐し、その費
用を環境評価として価格に反映
させた紙を選んで使うことで、森
林保全に貢献する活動です。ユ
ニーは2017年の環境レポート
に2,543ｋｇの森の町内会「間伐に寄与する紙」を使用し、長野県
の森0.24haの間伐に貢献しました。

◆森を守るドネーション企画
　…エコとくお買い物券（P41参照）
家庭で不要になった衣料品を回
収し、引き換えに配布したお買
い物券で、森林再生のために

「 公 益 財 団 法 人 S a v e E a r t h 
Foundation」に寄付しました。
店舗で募集した親子で森林活
動に参加しました。

森の町内会

◆農業体験
食品リサイクルループで循環型農業を行っている
畑や田んぼは、化学肥料や農薬を削減し、食品残
さの堆肥を使った健康な土壌です。
カエルの住む田んぼで農業体験を実施しました。

田んぼで田植えを体験しました

◆日本モンキーセンター小動物観察
店舗で実施したエ
コ博で、子ども達
に生き物の命に触
れ合うイベントを
開催しました。
地球に生きるいろ
んな生き物と一緒
に生きていること
を学びました。

◆サスティナブルコーヒー
コーヒーは日本では栽培していない作物です。世
界でコーヒーを栽培している地域は生物多様性が
豊かで、特に熱帯雨林の木の陰で栽培したコー
ヒーは上質です。
私たちがそうし
たコーヒーを選
ぶことで、生物多
様性保全に貢献
することになり
ます。

◆ＦＳＣ学習帳
ユニー の 環 境 配 慮 型 P B 商 品

「eco!on」のFSC学習帳です。
ＦＳＣ認証は「森が適切に管理さ
れているか」を審査・認証し、違
法伐採や、保護すべき森林の伐
採を防ぎます。

eco!onの
オーガニックコットンTシャツ

SEF山武の森再生活動 間伐

地球の仲間に直接触れ合う事で
笑顔がこぼれました

Voice
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　ユニーでは、環境・経済・社会の調和を重視した、ひとづくり・ものづくり・コミュニティ作り
を進めています。環境活動・社会貢献活動において、お客様、地域の方々、お取引様、従業員
などが一緒になって持続可能な社会をつくることを目指し、そして、お店に皆が集う地域のコ
ミュニケーションスペースとしての機能づくりにも取り組んでいます。

　ユニーは、持続可能な社会を担う子ども達がお店探検や農業体験・自然探検などを通じて、環境、社会貢献、食糧問題、命の大切さなどを学び、
美しい自然の中で生きていくための「力」を育むことを願い活動しています。

ユニーは、持続可能な社会をつくっていくために環境学習を実施しています。

ユニーが実践しているESDの中で、まず思い浮かぶのは「お
店探検隊」です。2002年にスタートし、全店舗で実践されて
いるプログラムです。例えば、子ども達が自宅から持参した
使用済みのトレイやペットボトルをお店のリサイクルボック
スに入れる。それらを原料にした「eco！on」商品をお店で探
す。子ども達が、地球の資源を何度も使うことの大切さに気
づき、家族に伝え、行動に変化をもたらす。店員や社員は、子
ども達の気づきや様子から、自分の仕事により誇りをもつ。
お店につながる子ども、大人、店
員、社員が一緒になって、有限な
資源の循環を可能にしている
ESDプログラムです。そして、誰
もが取り組むことができる学び
と行動です。この日々の暮らしに
結びつくプログラムは、SDGsに
つながっています。今後もお店の
リソースを斬新に活かしたSDGs
達成に向けてのオリジナルESD
プログラムの積極的実践を期待
しています。

特定非営利活動法人
ボランタリーネイバーズ
主任研究員
新海 洋子さん

　2001年にたった1店舗からスタートした「エコロお店探検隊」も2017年には96回実施し、844名が参加しました。普段お買い物に行くスー
パーマーケットでの環境の取り組みの工夫を知り、共感し、これからの持続可能な社会を生きる子ども達がグリーンコンシューマーとなること
を望みます。

子ども達が分かりやすく学び、楽しく体験し、環境問題を身近な問題としてとらえる事ができるように出前授業を開催しています。

EPOCは中部地区を活動拠点とする環境パートナーシップクラブ
（EPOC）で業種や規模の垣根を越えた企業が集まり、地域社会で活動し
ています。ユニーが所属する「次世代交流分科会」では子ども達が分かり
やすく学び、体験する講座を開きました。ユニーは「環境にやさしいお買

い物」をテーマにユネスコスクー
ルをはじめとする小学校、地域の
児童館へ出前・見学講座を開催。
リサイクルの取り組みや、環境配
慮商品、再生資源を使ったリサ
イクル工作を通じ、身近なスー
パーマーケットでのお買い物が
地球に優しいお買い物になるこ
とを伝えました。

リサイクルボックス
飲み終わったり食べ終
わったあとの容器をリ
サイクルボックスに持っ
てきてくれると新しいも
のに生まれ変わります。

1 2リサイクルの秘密を知ろう 環境にやさしいお買い物をしよう

ゴミの計量体験！
従業員が働く、いつもは
入れないお店の裏側で
は、ゴミを分別して計量
しています。

日常のお買い物に便利な食料品の
品揃えを中心とした「ピアゴ」のお
店では、子ども達自身がお店を回り
ラリー形式でクイズに答えていくこ
とでユニーの環境の取り組みや環
境に優しい商品を知ることができる

「ピアゴエコクイズラリー」を実施し
ました 。2 0 1 7 年 に は 1 0 5 回 、
2,162名が参加しました。

「お買い物からCOOL CHOICE」を
テーマに夏休みの自由研究のヒント
になる展示や実験、環境配慮型PB商
品eco!onの紹介を行いました。

ピアゴエコクイズラリー

自由研究応援隊

◆インタープリター養成講座

紙芝居を制作した名古屋学芸大学生

　地域に密着したスーパーマーケットのユニーは、地域の方々と一緒に活動を行っています。地域のNPOやボランティアなどと協同で地域の子どもたちの環境学習を行っています。

ユニーはＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の考え方を取り入れた環境学習に取り組み、現在のことだけではなく未来のことを考え、
子ども達が美しい自然の中で生きていくための「力」を育むこどを願い、活動しています。そして、2015年「持続可能な開発目標
（SDGs）」が国連サミットで採択され、今後はESDが、持続可能な開発目標であるSDGsに盛り込まれることで、「持続可能な開発」への更
なる貢献を目指していきます。

子ども環境学習

ユニーの環境教育

地域の力で伝える

持続可能な社会

循環型社会
限りある資源を大切に、
3Ｒを実践する社会

自然共生社会
生物多様性を
実現する社会

低炭素社会
CO2など温室効果ガス
発生抑制を目指す社会

　　    夏休み自然探検隊
●白川郷の自然の中で体験学習

　  リデザインプロジェクト
●「地球」「若者」「障がい者」とつながる

　　       インタープリター養成
●お店探検隊やエコ博で案内役（インタープリター）

を行ってくれる人材を育成

　  モンキーサマースクール
●サルの生態について体験学習

　　        エコロお店探検隊
●地球に優しいお買い物
●廃棄物をリサイクルする仕組みの見学
●ゴミを減らす取り組みの見学 ●廃棄物を使ったエコ工作

　　    循環型農業体験
●食品廃棄物が再生資源になる過程の見学
●循環型農業で収穫体験
●いろいろな生き物と一緒に生きていることを学ぶ
●畑の恵みをいただく

　　　　　地元NPOや地元企業とのコラボレーション
●地域のいろいろな方から学ぶ

　　    リサイクル工場見学
●廃棄物がリサイクルされる現場を見学

エコロお店探検隊

地域社会へ出前授業

◆ＥＰＯＣ講座 ◆地域への出前講座

お店の裏側を探検しよう3 エコ工作にチャレンジしよう4
Voice

日々の暮らしからSDGs達成を目指す

バイオマス
プラスチック
バイオマスプラスチッ
クは植物由来のプラス
チック。野菜や果物、卵
の容器として使用して
います。

環境ラベル
文房具にも実は環境に
やさしい商品が沢山あ
ります。

リサイクル工作
普通ならゴミになる物を
材料にしてリサイクル工
作で生まれ変わります。

オリコン
組み立て体験
段ボールを減らす取り
組みとして、折りたため
て何度でも使える「オリ
コン」を使っています。

名古屋大学学童保育所ポピンズスクール 春日井市立石尾台小学校

楽田児童センター

名古屋土曜学習プログラム

任務
完了！

2007年からなごや環境大学で「お買い物で地球を守るインタープリター養成講座」を
開催しています。地球に優しいお買い物をテーマに、大人から子ども達までが、講座の中
でお買い物を通じて環境について知ってもらい、それを家族や友人などに伝えることを
目的にしています。講座
を卒業した受講生はユ
ニーのエコ博やイベント
で活躍するインタープリ
ターとなっています。

◆環境紙芝居
2004年より名古屋学芸大学の学生さんと一緒に環境
紙芝居を制作しています。肉声でお話を読むことで大
人も子どもも家族で楽しみ、共感いただけるよう取り
組んでいます。２０１８年
は名古屋学芸大学に加
え愛知教育大学と名古
屋芸術大学3校により制
作を行い、4作品を作品
化予定です。スーパーの環境への取り組みやエコ商品を学ぶ エコ博で活躍するインタープリター

再生紙100%のトイレットペーパーを見つける子ども達

自分が出来るエコな行動を「エコ宣言」

夏休み自由研究応援隊で展示

eco!on商品
環 境 配 慮 型 P B 商 品
eco!onの環境にやさし
い秘密を知りましょう。
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自然とのつながり ～資源やエネルギー生き物たちからの恵みを学ぶ～

子ども環境学習

　地域に密着したスーパーマーケットのユニーは、地域の方々と一緒に活動を行っています。地域のNPOやボランティアなどと協同で地域の
子ども達の環境学習を行っています。

地球と仲良くなる

　店舗から出るキャベツの外葉や魚のアラなどの未利用食品を原料にして作った堆肥でお米や野菜を育て、店舗で販売しています。良い土から
美味しい野菜が作られることを自分達で見て触って収穫の喜びを感じました。

循環型農業体験

　関連する事業者とコラボレーションし環境学習を行っています。地元の大学で富士山の水について知ったり、容器包装リサイクルの工場では
様々なリサイクル体験学習を行いました。

コラボレーションで伝える

◆中央化学株式会社
店頭回収した食品トレイを、ベンチにリサ
イクルしています。食品トレイがどのよう
にリサイクルされているか見学し、プラス
チックの化学実験を行いました。食品トレ
イをリサイクルすることで石油資源の削
減につながります。

◆公益財団法人Save Earth Foundation
公益財団法人Save Earth Foundation 
の協力で森林散策・植樹・収穫体験を行
いました。サンブスギの間伐や千葉県の
木である「イヌマキ」の植樹や「ベビー
リーフ」と「かぶ」の収穫体験し、自然の
恵みと大切さを学びました。

【JAあいち中央】エコ堆肥を使った田んぼで田植え 【JAあいち海部】エコ野菜「落花生」の収穫 【三功】エコ堆肥を使用した畑でさつまいもを収穫

◆丸富製紙（株）工場見学
常葉大学の山田教授や大学生達による
ワークショップを行い、水の循環や、水に
ついての実験などにより富士山につい
て学びました。

◆常葉大学 ワークショップ

アピタ・ピアゴ夏休み自然探検隊を開催し、「持続可能な社会」を生きる子ども達に、自然環境の大切さを感じてもらい、地球環境の中
で強く生きていくための力を身につけてもらいたいと考え、2005年から継続して夏休み自然探検隊を開催しています。2017年は小学
4年生～6年生24名が「つながろう自然と仲間と」をテーマに世界遺産白川郷で自然体験をしました。

2011年より公益財団法人日本モンキーセンターでサマースクールを開催しています。「ぼくの私の好きな生き物」をテーマに応募した
23名と愛知県犬山市の日本モンキーセンターで生き物を思いやる心、自然や未来について考え、人間に一番近い生き物であるサルを
通じて命の大切さを学びました。

モンキーサマースクール

白川郷

環境とエネルギーの実験
水力発電に挑戦！ 班のみんなで協力し、

小川の水流を利用して、電球を点灯させました。
（自然エネルギーの実験）

想い出ナイト
火を囲んで、

2日間の思い出や
自分の想いを

語り合いました。

森のお別れ
パーティー

火おこしに挑戦！
ピザやサンドイッチを作り、

自然探検隊で出会った
仲間と、森の中で手作り

パーティーを楽しみました。

白川郷合掌集落
フォトウォーク

撮影テーマは「心のふる里 
私のベストショット1,2,3」。

白川郷の魅力を散策しながら
見つけました。

クギを一本も使わず、
自然の材料で建てられた

合掌家屋。
地元の人とふれ合い、

先人の知恵を学びました。

いろいろな
サルの生態を学び、

知ることで、
霊長類の多様性を

学びました。

鉄板に人工ダイヤの
細かい粒をのせて、

磨製石器づくりに挑戦！
道具を作る大変さを

体感しました。
完成した石器で、

夕飯の肉を切りました。

森では、
動物たちが

かじった木の実も
見つけました。

  エンリッチメントの目的
●野生の暮らしに近づける
●やってほしいこと／
　やってほしくないこと
●いろんな動物を自分で選べる

※エンリッチメントとは、飼育されている動物達が楽しく、
　豊かに暮らせるためのいろいろな工夫のこと。

サル達の好きな
葉っぱ集め体験や、

おやつ作りを通して、
サルによって食べ物の

種類や大きさが
違うことを

学びました。

ユニーが環境大臣と交わしたエコ･ファーストの約束に「持続可能な社会構築のために、環境教育を実施します」と明記してあります。持続可能な社会
を実現するために、従業員だけではなく、お客様や自治体、取引先、同業社にも、必要な知識や技術を習得するための講習や見学を行っています。

環境教育

◆新入社員教育
新入社員オリエンテーションでは、社員として
必要な環境方針の理解や店舗・事業所での環
境保全活動、地
域社会貢献活動
などの教育を実
施しています。

◆ISO14001集合教育（本社・各地区営業部）

環境マネジメントの適正な運用と、部署や店舗
の業務から環境側面を抽出し、環境実施計画を
策定、目的目標
を達成するため
に必要な力量を
得るための教育
を行っています。

◆テナント・その他の従業員教育
店舗に出店しているテナントやそこで働く人達に、ユ
ニーの行っている環境保全活動を理解し協力しても
らうための教育を実施
しています。特に廃棄
物の分別計量システム
や排水水質管理に関す
る教育は、店舗ごとに
マニュアルやDVDを
使って行っています。

◆管理職教育
管理職に登用された社員には、それぞれの役割を果
たすために必要な環境保全・社会貢献に関する法律
や 知 識 、技 術 教 育 を
行っています。特に店
舗の廃棄物・排水管理・
エネルギー管理に関わ
る管理職には、法令遵
守について講習を実施
しています。

◆店舗見学の受け入れ
消費者団体や環境市民講座などの店舗の環
境施設や環境活動の見学を受け入れていま
す。特に廃 棄 物
分別計量や食品
リサイクルルー
プに関心が高い
ようです。

◆愛知県議会環境委員会視察
本社所在地愛知
県の県会議員が
ユニーの食品ロ
ス対策について、
店舗施設及び環
境 活 動 の 視 察
と、意見交換会を
行いました。

◆環境関連事業者連絡会
ユニーと取引のある一般廃棄物や産業廃棄物、リサ
イクルなどに関係する事業者を集めて、毎年2回情報
交換と環境関連法令、
先進技術施設見学など
の勉強会を開催してい
ます。ユニーの目指す
環境保全活動を同じ価
値観で実施してもらう
ために行っています。

店頭回収した食品トレイ 子ども達で協力して植樹しました

大きな原反ロールに驚く子ども達 水の循環を学びました

◆海外からの見学
食品廃棄については世
界中の大きな問題であ
り、ユニーの廃棄物分
別計量システムによる
削減・リサイクルに関し
ては、海外からも注目
されています。

ユニーと一緒に環境教育

従業員教育

社内コミュニケーション
●従業員環境マニュアル
社内規定をまとめたポケットガイ
ドに環境のページを設け、廃棄物
分別などのマニュアルを記載して
います。

●新入社員テキスト
新入社員に対して基礎教育を行う
ためのテキストに、環境に関する
基本的な事項や遵守すべき法令
について記載しています。

●社内報での情報の共有化
毎月発行する社内報に、環境・社会
貢献のスペースを設け、会社や店
舗での取り組み、成果などの情報
を全従業員が共有し、従業員の環
境意識を高めています。

社外コミュニケーション
●ホームページ
環境・社会貢献のページ
には、社内外の最新情報
や、環 境 配 慮 商 品 の 紹
介、環境イベント情報な
どを掲載し、広く情報を
開示しています。

●環境壁新聞
店舗の環境掲示板には、ユ
ニーの環境活動やイベント
などの情報や、エコライフ
スタイルに関する記事を掲
載し た「 や さし い くらし
Press」を掲示し、消費者への生活提案を行っています。

●環境教育用DVD
環境活動を紹介するDVD

「食品リサイクル」「容器包
装リサイクル」「生物多様
性」を作成し、環境学習や
イベントで上映し、消費者
や関係者に理解と協力を
促しています。

丸富製紙では店頭のリサイクルボック
スで回収した牛乳パックをトイレット
ペーパーにリサイクルしています。牛乳
パックをリサイクルすることで森林を守
ることにつながります。

テーブルマナー
講習



37　 環境レポート2018 環境レポート2018 　38

　2018年3月にオープンしたアピタテラス横浜綱島は、Ｔｓｕｎａｓｈｉｍａ サスティ
ナブル・スマートタウンの中心を担う環境配慮型次世代ショッピングセンター
です。街を活用した先進的な実証を継続的に実施すると共に、地域の人たちが
集う新たな情報発信・コミュニティ交流の場を創出し、地域の方々が集うコミュ
ニティスペースを目指します。

アピタテラス横浜綱島アピタテラス横浜綱島次世代都市型スマートシティ次世代都市型スマートシティ
「Ｔｓｕｎａｓｈｉｍａ サスティナブル・スマートタウン」（神奈川県横浜市）はパナソニック事業所跡地を開発した、住む、暮らす、働く、訪れる空間を複合的
に構築し、「この街が、未来をつくっていく。Innovating the Future Together.」をコンセプトに、街に関わる企業や自治体、地域の方々が先進的
な知恵・技術・サービスを掛け合わせイノベーションを育む、都市型スマートシティです。地域の持続的発展に貢献し、持続可能な開発目標ＳＤＧｓ
の推進や政府が進める超スマート社会Society 5.0の実現に寄与するスマートタウンを目指しています。「まちづくり構想書」では持続可能な街の
実現に向けて、ＣＯ２排出量の2005年度比40％削減、新エネルギー等利用率30％以上など先駆的な数値目標を設定しています。また、景観や
デザイン、持続可能で快適なくらしを実現するための規定、スマートサービスなどを定め、街全体が統一感を持ち運営されることが特徴です。

タウンエネルギーセンター
（東京ガスグループ）

スマートエネルギーネットワークを実現する都
市型エネルギーセンター。
街の中心に位置し、街全体に低炭素で災害に
強いエネルギーを提供。住宅含む複合街区で
の、コンパクトなエネルギー面的融通の合理
的モデルを実現。

街受ロッカーB

ネットスーパーでの注文商品を店舗設置の
ロッカーに配達。利便性向上に加え、配達効
率の向上により、ＣＯ２と人件費の削減に繋
げる。

多言語翻訳システムC

さまざまな国の方とのコミュニティツール
として活用。

多機能防犯カメラD

D

人検知機能を搭載した多機能防犯カメラを
設置。安心安全に加え、店舗の改善にも活用。

天窓照明E

空を見上げる感覚を得られる空間演出照
明。空間へ明るさだけでなく、「開放感」と

「活性感」を提供。店舗空間の価値向上や来
店顧客の心理的効果の検証を実施。

ノンフロン冷蔵ケースF

フロンガスを使用しない次世代型冷媒（ＣＯ２）
を用いた冷蔵ケースを導入。

スマート技術開発施設（Apple）1

「イノベーション」と「様々な交流」を生み出す
拠点（国政学生寮1Ｆ）。街の様々なサ ービ
スや取り組みの中核を担うべく各タウンサー
ビスのマネジメント拠点や災害支援拠点の
ほか、「イノベーションスタジオ」「エクスチェ
ンジスタジオ」を設置。

タウンマネジメントセンター
（パナソニック）4

日本の伝統文化と先進技術が融合し、共に暮
らし・学ぶ価値を最大化する国際学生寮。
タウン内でのイベントや住民とのコミュニ
ケーションを通じて、これからの社会を担う心
豊かな国際人を育成。

慶応義塾大学綱島SST国際学生寮
（慶応義塾大学）5

これからの 水 素 社 会
をリードする情 報 発
信 型 水 素 提供フィー
ルド。
燃料電池自動車への
水素供給を行うととも
に、ショール ームでは
水素の特性や活用の
取り組 みにつ い てわ
かりやすく紹介。

水素ステーション（JXTGエネルギー）6

2 プラウド綱島SST（野村不動産他）

スマートタウンでの新たな暮らしを提案する
次世代型レジデンス。次世代都市型スマート
シティにふさわしい先進的な環境配慮や、情
報活用による各種スマートサービスが享受で
きる集合住宅。

3

1
2

5
6

3

4

7

カーシェアリング

カーシェアリングを敷地内駐車場に設置し、
エコで快適なタウンモビリティを提案。

電気自動車充電スタンド

電気充電スタンドを設置し環境に優しい来
店方法を提案。

サイクルシェア

電動アシスト付き自転車が、専用サイクル
ポートで自由に借りたり返したり乗り捨て
も出来るサイクルシェアサービス。

G

G

H

H

A

B C F

I

I E

スマートシティの中心を担う店づくり

　アピタテラス横浜綱島はパナソニック事
業所跡地に開発された次世代都市型スマー
トシティ「Tsunashima サスティナブル・ス
マートタウン」の商業エリアに出店しました。
　当店は環境に配慮した次世代ショッピン
グセンターとして、スマートタウンおよび地
域の「食・健康・コミュニティ」醸成の中心を
担う施設として、便利で快適な日常生活を提供するだけでなく、新し
い価値を提供できる商業施設を目指します。
　スマートシティならではの取り組みとしては、タウン全体でのエネル
ギーの見える化や屋外環境データを店舗のマルチメディアサイネー
ジで発信。安心安全が広がるまちを目指して多機能防犯カメラ、外国
人とのコミュニケーションツールとして多言語翻訳機、ネットスーパー
の受け取りもできるマルチユースロッカーなどを導入しています。
　また、地域住民のコミュニティを図ることを目的とした地域貢献
施設として、放課後学童クラブ、生きがい就労支援スポット、貸会議
室を設置しています。
　今後もスマートシティの中心を担う施設として、新しい価値を提供し
てまいります。

アピタテラス横浜綱島

店長 佐藤 欣博

7

A

株式会社大林組が構築したスマートシティを発展していくためのさまざまなサービスを提供
するプラットフォームで、3次元情報を駆使し、街全体をコンピューター上で詳細に再現す
ることで、街のあらゆる面を「見える化」する。エネルギー、セ
キュリティ、花粉、紫外線などさまざまな情報を集約しサイネージに
反映、屋内外3箇所のデジタルサイネージで配信。

Smart City Information Modeling（SCIM）

アピタテラス横浜綱島
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大規模災害への備え

ユニーの店舗では赤ちゃんから年配の方まで、年齢や性別、障がいの有無に関わらず、すべてのお客様が快適にお買い物を楽しんでい
ただけるように、店内のさまざまな工夫をしています。また、地域の方々の協力の下、「地球にやさしいお買い物」を進め廃棄物の削減・
分別の実施、環境にやさしいプライベートブランド商品の販売などに努めています。その他、大規模災害時には避難拠点としてご利用い
ただけるよう一部店舗には防災設備を導入し、地域の方々が集うコミュニケーションスペースを目指します。
（※掲載設備は一部店舗で設置の場合がございます）

店舗での取り組み

外壁に壁面緑化を導入。ヒートアイ
ランド対策と断熱効果があり建物の
温度上昇を抑え、空調使用量の削減
にもつながります。

敷地外に放出される雨水量を25%削
減しています。地下水の保全、平常時
の河川流量の確保、洪水の防止を
図っています。

地中熱を利用して行う空調。店内に
冷えた新鮮な空気を送ることがで
き 、空 調 に よ る 電 力 使 用 量 を 約
1.8％、施設全体の年間CO2排出量
を約0.6％削減します。

バリアフリー新法
ユニーはすべてのお客様に
快適にご利用いただける店
づくりに取り組んでおりま
す。バリアフリー新法とは、

「高齢者、障がい者等の移
動等の円滑化の促進に関
する法律」で、平成18年12
月20日に施行されました。

　“環境に配慮した店づくり”を目指しているユニーの店内では、ゴミの
減量、リサイクルや省エネを推進するため、さまざまな設備を用意すると
ともに、販売方法にも工夫をしています。特にお客様とともに進めるゴミ
の減量に関しては、お客様が利用しやすいように、リサイクルステーショ
ンのほか、各所に分別ゴミ箱を設置しています。

アースチューブにより冷却

■ 夏期のアースチューブ

外気
34℃程度

大規模地震や災害が発生した時に地域の避難拠点として利用いただける設備を設置しています。

●かまどベンチ
非 常 時 の 炊き出し
に利用できるベンチ
です。

●災害用トイレ
災害時 スツールの中に便

器が収納されてい
るので組み立てて
使用します。

環境に配慮した設備や工夫
ユニバーサルデザイン　

屋根の上や外壁に太陽光パネルを導
入。太陽光で電気をつくり、得られた
エネルギーを館内でも使用していま
す。現在の発電量をモニターで確認
することができます。

太陽光発電7 壁面緑化8 雨水浸透施設（レイクウォーク岡谷）9 クール・ヒートトレンチ（ピアゴ蟹江）10

危険防止のために、店内の階段には手
すりを付け、足元に誘導ブロックを設
置しました。

地球温暖化防止の取り組みとして、
電気自動車用充電スタンドを設置し
ました。お買い物をしながら充電がで
きます。

ファミリーマートのPOSレジやマルチ
コピー機、マルチメディア端末「Fami
ポート」を設置し、宅配便の取次や公
共料金などの各種支払、チケットなど
のサービスを提供いたします。

飲料やお料理に使用していただける
水を提供する浄水機を設置しました。

アピタのおいしい水 危険防止の工夫 電気自動車充電スタンドの設置 ファミリーマートサービススポット

ユニーの取り組みをポスターなどで
紹介・報告しています。

各売場やテナントから排出される廃
棄物を分別し、計量することにより、
減量やリサイクルの促進を図ります。

屋外、屋内の照明にLEDを採用。消費
電力を大幅に削減し、CO2の排出を
抑制します。

原料・製造工程・使用時・容器包装廃棄
時などの環境負荷を低減した環境に配
慮した商品を開発・販売しています。

環境配慮型PB商品eco!on3 情報の開示4

牛乳パックをはじめ、アルミ缶・トレイ・
ペットボトル・バイオマスプラスチック
製卵パックなどお客様のお買い上げ後
にゴミになるものを回収し、リサイクル
しています。

リサイクルステーション1

店内各所に「燃やせるゴミ」や「燃やせ
ないゴミ」など分別するためのゴミ箱
を置き、ゴミを分別回収しています。

分別ゴミ箱2

廃棄物計量システム5 LED照明6

子ども専用トイレ

お子様連れの方への配慮

よりよく利用していただくためのサービス・工夫

19 20 21 22

混雑時などに車椅子の方が優先的にご
利用いただけます。音声案内・点字表示を
し、低い位置に操作ボタンを付けました。

駐車場と店内の段差にはスロープ
をつけ、公道入り口から各玄関まで
誘導ブロックを設置しました。

入り口の近くに、おもいやり駐車場を設
置しました。体の不自由な方、高齢者の
方、妊産婦の方など優先の駐車場です。

優先エレベーター 段差のない入り口 おもいやり駐車場13 14 15

車椅子でご利用いただけるトイレです。また、妊婦
の方やお年を召した方もご利用いただけます。

店内でご利用いただける車椅子をご用意してい
ます。

多目的トイレ 車椅子の無料貸し出し11 12

お子様の授乳やおむつ替えにご利用いただけるベビー休憩室（赤ちゃんルー
ム）を設けました。

男性用トイレにもベビーシートを設
置したり、子ども専用トイレを設置し
ました。

小さなお子様に安全に遊んでいただ
けるように、床や遊具にソフトな素材
を使用した遊びのスペースを設けて
います。

小さなお子様の遊び場 ベビー休憩室（赤ちゃんルーム） 子ども用トイレ設備の設置16 1817

1

2

8

4

5

6 7

3

11

12
13

14

15

16
17

18

19

20

21
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お買い物を通じた環境・社会貢献

エシカルなお買い物

地域貢献活動

ユニーは地域の皆様や企業、自治体、NPOなどと一緒に社会貢献、地域貢献活動を推進しています。
今後も地域のコミュニティとしての役割を果たしながら、誰もが安心してお買い物をしていただける店舗環境を整備していきます。

社会貢献・地域貢献

◆盲導犬育成キャンペーン
ユニーでは日清ペットフード商品の売り上
げの一部をお客様に代わり「認定NPO法
人全国盲導犬施設連合会」に112万円を
寄付させていただきました。また店舗でも
パトラッシュ募金箱を設置し、お客様から
280万円の寄付が集まりました。店舗での
パトラッシュ募金額が累計1,000万円を超
え今後も盲導犬育成に協力していきます。

◆日本ハム自然体験ツアー
日本ハム商品をキャン
ペーン期間中にお買い
上げいただいたお客様
を招待し、大自然の中で
親子で火おこしや森の
渓流探検を体験してい
ただく自然体験ツアー
を開催しました。

◆未来に心がつながる！絵本プロジェクト
2012年から花王と協働で、東日本大震災復興応援企画「未来に心がつながる絵
本プロジェクト」を実施し子ども達に絵本を贈っています。2017年3月28日～5
月1日までの期間に、花王対象商品をお買い上げ1点につき1円を積み立て、総額
約106万円で、保育園、幼稚園、小学校などに約750冊の絵本を贈りました。

◆ハーゲンダッツアイスクリームで玩具をプレゼント
2015年からハーゲンダッツと協働で復興応援企画を実施し
ています。2017年12月の1ヶ月間にアイスクリームお買い
上げ1点につき1円を積み立て、359,086円で熊本県の高木
保育園と、宮城県のNPO法人へ玩具を贈りました。

◆クリーンキャンペーン
ユニーでは毎日店舗周辺の清掃
活動を行っていますが、６月と１０
月の環境月間には、通学路や、公
園、遊歩道など範囲を広げて一斉
清掃を行なっています。本社では
グループ会社も参加して地域の清
掃活動を行っています。

◆環境デーなごや（愛知県名古屋市）
名古屋市と企業・市民団体が共同
で、楽しく環境について学んだり
体験を通して、生活をエコにする
啓発イベントです。名古屋市は環
境に関 心 の ある市 民 が 多く、ユ
ニーの環境紙芝居には、小さなお
子さんから高齢者まで、たくさん
の方が集まりました。

◆メッセナゴヤ２０１７環境展示会
名古屋市商工会議所主催の日本最
大級 異業種交流展示会 メッセナゴ
ヤ２０１７にユニーは環境をテーマ
に出展しました。国が進める「持続
可能な開発目標（SDGs）」は、お買
い物での商品選びや、３R行動で実
践することなどに関係することを多
くの市民に知っていただきました。

　ユニーとメーカーが協働でお買い上げに応じた寄付をする「ドネーション企画」は、お客様の思いを社会貢献や自然保護に役立て、メーカーと消費者を結びます。

　アピタ・ピアゴの店舗でフェアトレード商品を取り扱い、
販売することで生産者の生活改善や自立、生産地の環境保
全などを支援したいと考えています。
　2013年から毎年、名古屋市内の店舗でフェアトレード名
古屋ネットワークや名古屋市、学生ボランティアとの協働で
フェアトレード推進に取り組んでいます。2018年は東海三
県一市グリーン購入キャンペーンでNPO法人フェアトレー
ド名古屋ネットワーク代表の原田さとみさんのトークショー
やパネル展示などを行いました。ユニーはフェアトレード商
品を品揃え・販売することで、お客様はその商品を選んで
購入することで、生産地の子ども達を助けるフェアトレード
を支援できることを伝えました。

羽毛布団リサイクルで熊野古道保全活動
　ユニーの寝具取り扱い全店にて、家庭で不要になった羽毛布団の
下取り回収を行い、羽毛をリサイクルする取り組みを実施しました。こ
の下取り収益金と、回収枚数に応じて配布した円引き券利用1枚に付
き割引金額の1％を積み立て、熊野古道をはじめとする世界遺産『紀
伊山地の霊場と参詣道』の環境保全に役立てる取り組みを行いまし
た。多くのお客様のご協力により和歌山県世界遺産協議会へ40万
円、東紀州地域振興公社へ35万円を寄付し、熊野古道伊勢路保全活
動体験ツアーや参詣道保全活動（道普請 みちぶしん）等に活用します。
　また、羽毛布団はエコランド（有）へ回収され、河田フェザー（株）が
洗浄し、再生した羽毛を｢グリーンダウン｣としてリサイクルします。
　これにより羽毛の安定供給、環境保全（資源の有効活用、焼却処分
にともなうCO2の排出抑制）などに貢献します。

エコとくお買い物券プレゼント企画
　家庭で不要になった衣料品や羽毛布団を回収し、リサ
イクルしています。衣料品や羽毛布団をお持ちいただい
たお客様に割引券として使用できるエコとくお買い物券
を差し上げています。1枚の使用で割引金額の1％を緑
化活動や熊野古道の保全活動に寄付しています。

◆エコとくお買い物券使用実績と寄付金額

1,560,000 

寄付金（円） 寄付先
公益財団法人
Save Earth Foundation

2017年度

店舗での羽毛布団下取り回収

感謝状を受け取る佐古社長

熊野古道の清掃活動

道普請を行ったアピタ桑名店の皆さん 「タコ」（専用の道具）で道をならす

エコとくお買い物券

みんなで協力して川を上りました

熊本県御船町高木保育園学校法人愛泉学園認定こども園 千厩小羊幼稚園 絵本贈呈式 絵本をもらって喜ぶ子ども達

フェアトレードについて講演する原田さとみさん

SDGsの展示をみる大村愛知県知事（中央）市民に紙芝居を読む大学生

ごみゼロ運動いなざわを本社で実施 本社周辺の清掃 アピタ岡崎北店 クリーンキャンペーン

◆ＡＪＵ自立の家・車いすセンター、小牧ワイナリーの支援
1982年より支援を続けている

「AJU自立の家・車いすセンター」
に2017年度は60万円を寄付し
ました。また、障がい者就労支援
施設で栽培したブドウを醸造した
ワインを店舗やエコ博で販売して
います。ユニーはこれからもワイ
ンの販売を継続し、消費者に購入
いただくことで支援を続けます。

◆健康フェアを開催
稲沢市とユニーグループ健康保険
組合共催で、「いきいきいなざわ健
康フェスタ」をリーフウォーク稲沢で
開催しました。お買い物に来店され
た参加者の皆さんは自分の体の状
態を知り、生活習慣病予防や食事に
ついてアドバイスをうけました。塩
分測定コーナーではユニーオリジ
ナル減塩商品を紹介しました。

玩具で遊ぶ子ども達

フェアトレード商品

フェアトレードとは、「公平・公正な貿易」のことで、開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱
い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す貿易のしくみです。フェアトレードチョコレートはオーガニック認定農家
より厳選したカカオ豆のみを使用したチョコレートで、ミルク・ダークなど中心に様々な香り・風味を楽しめる商品も多くあります。ユ
ニーでは、生乳を使った製法で作った濃厚な味のミルクチョコ「キャドバリー デイリーミルクバー」などを取り扱っており、これらの活動
を継続的に取り組んでいます。 食品本部 ドライ食品部

部長 勝野 真二

Voice

お買い物からフェアトレードを考える

　ユニーの店舗は「地域のコミュニティセンター」として、公職選挙の投票所や地域イベント開催、ボランティア活動の拠点など「地域活動の
場」の提供や、活動を推進しています。また、店舗の外に出て、公共施設や講演などで環境啓発活動や地域支援活動を行っています。

自分の体の状態をチェック AJU自立の家の皆さんと佐古社長
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社会貢献・地域貢献

デンソーハートフルクラブの皆さん

花植えをするボランティアの親子

エコ博でブース展示

アピタ刈谷店での海外支援衣料回収活動 アピタ千代田橋店 名古屋を明るくする会

レジの高さを調査 駐車場の幅の調査

認知症に関するアンケートを実施店舗で認知症サポーター教育を実施

地域のNPO・企業とのコラボレーション

地域の緑化活動を支援

誰もが楽しく安心してお買い物をしていただける店舗づくり

高齢者や認知症のお客様のために

募金活動

　ユニーはNPOや地元企業の
ボランティアと、お客様の家庭で
不要になった衣料品を回収して
います。回収した衣料品はＮＰＯ
法人日本救援衣料センターを通
じて、アジア・アフリカに送りました。

◆衣料回収実績

2018年5月30日

2018年6月  2日

2018年6月  9日

実施日 衣料回収店舗 協力機関 衣料回収量（ｔ）

アピタ千代田橋店

アピタ安城南店

アピタ刈谷店

名古屋を明るくする会 ＮＰＯ法人日本救援衣料センター

デンソーグループハートフルクラブ

デンソーグループハートフルクラブ

10

7

10

200

301

316

衣料提供者人数（名）

店頭で取り組みを説明

店舗で活動の様子愛の１円玉募金箱

グリーンサポーターの皆さん

　地球温暖化を防ぎ、ますます気温が高くなる夏の暑さを緩和するためには、地域に緑を増やすことが有効です。植樹や花壇整備など地域の
緑化活動を支援し、地球温暖化防止と緑地の生物多様性に貢献しています。

◆名古屋市名城公園 花の山プロジェクト
名古屋市の名城公園・花の山
エリアにある「ユニーの花壇」
を市民ボランティアと一緒に
花植えをしたり雑草を駆除した
りする活動を行っています。小
さな子どもも家族と一緒に参
加していただいております。花
の苗などの費用は名古屋市店
舗のレジ袋有料化による収益
金の一部を利用しています。

◆ユニバーサルデザイン店舗調査
障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律）が2016年4月に施行され、障がいの
ある相手の立場や気持ちに配慮して、可能な範囲で柔
軟に対応する必要があります。ユニーでは高齢者の方、
障がいのある方、妊婦の方、小さい子ども連れの方、外
国人の方などを含む、誰もが楽しく安心してお買い物を
していただける店舗づくりを推進します。
ユニバーサルデザインのコンサルティング会社ミライ
ロ協力の下店舗設備の調査を行い、今後の店づくりに
活かしていきます。

◆認知症買い物セーフティーネット
ユニーでは認知症の方にも安心してお買い物を楽しん
でいただけるようにサポートしています。従業員に認知
症への理解と見守りの役割を担ってもらうための教育
を行い、店内での困りごとや対応で支援しています。現
在59店舗で認知症サポーター教育を実施し、サポー
ター人数は約4,200人になりました。今後も自治体や
NPOと連携し、啓発イベントや認知症サポーター教育
を行い認知症の方を支援する体制を整えていきます。

認知症カフェ（オレンジカフェ）は認知症の方や
ご家族、地域住民、認知症に関心のある誰もが
気軽に集まって仲間づくりや情報交換を行う拠
点です。
認知症と診断された方やその家族はどこで相
談できるかわからない初期ケアの解決にもつな
がるため、ユニーの店舗を利用して今後も認知
症カフェ（オレンジカフェ）を開催していきます。

◆大垣市「レジ袋市民の森」活動
アクアウォーク大垣には大垣
市環境市民会議との協働で作
り上げた「レジ袋市民の森」が
あります。大垣市環境市民会
議、岐阜県園芸福祉協会西濃
支部協会の市民が「グリーン
サポーター」として木や花の管
理に活躍しています。

店頭に「愛の1円玉募金箱」を設置し、
お客様・取引先様から善意のお金を
募っています。2017年度は全店合計
約100万円になりました。集まった募
金は地域の社会福祉協議会などに寄
付し、地域のために活用されています。

ユニーは食品を扱う企業として
国連WFP協会に加盟し、従業員
を対象にワンコイン募金活動を
実施しています。本社や店舗では
毎月第一日・月曜日にポケットの
ワンコインを募金してもらい、開
発途上国の子ども達の給食プロ
グラムに贈っています。2017年
度は約130万円寄付しました。

◆WFP（世界食糧計画）支援活動
先天性の病気やけが、戦争など
で顔に傷を負った発展途上国
の子ども達に医療支援をするこ
と で 笑 顔 を 贈 る 活 動 で す 。
2017年度には21店舗で開催
し、320名が参加して、子ども達
にメッセージを贈り、260万円

（年間）の寄付金振り込みの手
続きをしていただきました。

◆世界の医療団～スマイル作戦キャンペーン～

◆UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）支援活動◆愛の1円玉募金
宗教や人種、政治的な立場が異
なるという理由で迫害を受け、内
戦や生命さえ脅かされて故郷か
ら逃げ、他国に避難した難民の
方々が安心できる暮らしに戻れ
るように支援活動を行っていま
す。2017年度は24店、428名が
988万円（年間）の寄付振り込み
の手続きをしてくださいました。 アピタ千代田橋店でオレンジカフェを開催

●店長が規定の教育を受けた認知症サポーターである。
●店舗の従業員の中に認知症サポーターがおり、今後

も積極的に認知症サポーターを増やすための教育を
行っている。

●店舗がバリアフリー法認定施設である。 
●地域のお客様に認知症ついて理解してもらうための

啓発イベントに積極的に取り組んでいる。
●自治体、地域包括支援センター、社会福祉協議会と

連携し認知症のお客様への対応ができる。 

◆認知症買い物セーフティーネット店舗（ユニー独自の規定基準）

◆認知症カフェ（オレンジカフェ）の開催

本庄市の65歳以上人
口は27％を超え、高齢
化に伴い認知症の方も
増えています。
アピタ本庄店では本
庄市介護福祉課、本庄
南地域支援センター
の協力の下「認知症サ
ポーター養成講座2018」
を実施しました。また、2018年1月よりフー
ドコートの一画を開放し、「オレンジカフェ」
の定例開催をスタートいたしました。オープ
ンなスペースで「毎月定例開催することで安
心してお買物も楽しんでいただける取り組
みを行っています。今後も本庄市、地域包括
支援センターと連携し地域貢献に取り組ん
で参ります。

2018年３月から、フー
ドコートの一角をお借
りして、月１回の認知
症カフェ「オレンジカ
フェ日向家」の取り組
みが、アピタ東海荒尾
店・アピタ千代田橋店
にて始まりました。認
知症カフェは、国の施
策にも掲げられていますが、お店の中での
設置はとても画期的で、新聞やテレビなどで
も取り上げていただきました。買い物がてら
気楽に行けて相談もできると、お客様からも
とても好評です。

Voice 店舗でオレンジカフェを
開催

認知症買い物
サポートを支援

アピタ本庄店
店長 森山 修

NPO法人
HEART TO HEART 代表
尾之内 直美さん

Voice

●店長（キャラバン・メイト）
●自治体担当者
　（キャラバン・メイト）
●協力NPO（HEART TO HEART）

●店舗従業員
●グループ会社
　従業員

連携教育

●市役所
●包括支援センター
●社会福祉協議会

店    舗 自 治 体店舗での教育担当者
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社会貢献・地域貢献

被災地支援活動・防災活動
Re DESIGN PROJECT（リ デザイン プロジェクト）

◆あそぼうさい
自治体や市民ボランティア、
NPOの協力で地震や台風、
大雨などの自然災害時、い
ざという時、子どもや大人
が災害時に役立つ「ワザ」を
遊びながら楽しく学べる防
災イベントを店舗で開催し
ました。

◆みちのく未来基金
東日本大震災で親をなくした子ども達の進学
を支援する為、2012年から10年間みちのく
未来基金に参加しています。2017年には87
名の高校生が希望の道を歩み始めました。

◆ベルマーク運動
2012年の開始より7回目となるベルマーク運動を
行い、東日本大震災被災地の子ども達に文具を贈り
ました。2018年2月1日から2月28日の期間で約
71万点が集まり、寄贈しました。サービスカウン
ターに回収箱を置いてお客様に呼びかかけるほか、
事務所や休憩室
にも箱を置くな
ど、従 業 員も一
緒に取り組みを
行っています。

◆災害義援金募金活動
ユニー・ファミリーマートホールディング
スの従業員とお客様から、台湾東部地
震の義援金を花蓮県政府社会局へ、西
日本豪雨災害義援金を日本赤十字社へ
寄託しました。今後も大規模災害の際に
は義援金募金
活動を推進し
てまいります。

　日本列島は地震や津波、異常気象による大雨や突風などで、各地に甚大な被害をもたらされています。ユニーは被災地の方々への支援活動
として、お買い物を通したお客様からの善意をお届けしました。

　エシカルなものづくり「リ デザイン プロジェクト」は「地球」「若者」「障がい者」そして買ってくださる「お客様」がつ
ながります。
　規格外製品や端材などの循環資源を繊維商社や企業などからご提供いただき、それらを使ってデザイン学校の生
徒達がデザインします。商品は地域の障がい者施設の方々に生産していただき、ユニーの店舗で販売します。お買い
物を通じてつながりあい、地域貢献・社会貢献をすることができます。リ デザイン プロジェクトは、作り手と使い手の

「商品と思い」をみんなでつなぐ環です。
　ユニーはリ デザイン プロジェクトで持続可能な社会の構築を行い、SDGsの目標達成に貢献します。

未利用繊維素材が再びものづくりに活かされることを知る廃棄予定の約 1万ｍ、
約 3ｔの素材を使用
若者の才能の発掘と発表の場の提供、素材や技術制約のある中でのものづくりを知る
障がい者就労機会提供。エコな素材で自分たちの技術が活用され、働きがいを知る
品質基準を満たすエシカルな商品づくりの責任を果たす
普段のお買い物がエシカルなお買い物になることを知る

リ  デ ザイン  プ ロジェクト

●25社5組合協力
　（今まで協力していただいた企業・団体）
㈱板倉産業、㈱イノアックコーポレーション、㈱
イノアックリビング、㈱ウエイストボックス、オ
パレックス㈱、音部㈱、CANTON、かきもと㈱、
蔭山㈱、清原㈱、興和㈱、タキヒヨー㈱、㈱高正
商店、田宮服飾㈱、㈲テクスワン、㈱テクノ
フォームジャパン、㈲東新化工、豊島㈱、パール
金属㈱、丸安ニット㈱、三ケ日工業㈱、プランニ
ングオフィス・ラグーン㈲、和吾毛織㈱、日本毛
織物等工業組合連合会：岐阜県毛織工業組合・
津島毛織工業組合・尾西毛織工業組合・尾北毛
織工業組合、名古屋毛織工業組合、一般財団
法人カケンテストセンター、㈲パンサー 企業・団体からの生地提供

審査会の様子

●障がい者就労継続支援B型事業所chord　●障がい者就労継続センターあいさんハウス
●社会福祉法人すぎな作業所えがお　　　　●愛知自立支援センターともにー
●社会福祉法人あさひ会 守山作業所
●社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 名身連第一ワークス・第一デイサービス 等

コンテスト説明会にて
施設や縫製技術について説明

表彰式での交流 生産者風景

■ 愛知県尾張地方の地域未利用繊維素材を使用し製品化
■ 繊維業者の開発担当者が学校を訪れ若者達に教育を実施
■ 使われない素材を再びものづくりの舞台に上げ、魅力ある製品を生み出す

■ ユニーの品質基準を満たすため検査機関で確認
■ 若者のデザインと障がい者の技術を踏まえ、バイヤーが商品化指導
■ ユニーは商品を販売し消費者は購入することでエシカルなお買い物につながる

表彰式ユニー大賞を受賞した学生と
佐古社長

地域未利用繊維素材の「ものづくり」素材素材 若者の「才能の発掘と発表の場」デザインデザイン

品質基準を満たすエシカルな商品販売販売
■ 障がい者が技術を学びながら働く福祉施設にものづくりを託す

■ 若者は障がい者の限られた技術を理解し制約のある中でデザイン
■ 近い未来である就職後のものづくりを体感する

福祉と若者のコラボレーション生産生産

●アピタ稲沢東         
●アピタ東海荒尾
●アピタ千代田橋
●アピタ長久手
●アピタ安城南
●アピタ名古屋南  
●アピタ静岡

●アピタ長津田
●アピタ知立  
●アピタ江南西
●アピタ木曽川
●アピタ北方
●ピアゴ豊明

13店舗　

●愛知文化服装専門学校
●岡学園トータルデザインアカデミー
●成安造形大学
●中部ファッション専門学校

●名古屋学芸大学
●名古屋コミュニケーションアート専門学校
●名古屋ファッション専門学校
●名古屋モード学園　　8校344名参加

愛知環境賞は、愛知県が主催となり2005年より実施
し、循環型社会の形成を促進することをねらいに､環境
負荷低減に先駆的で効果的な技術や事業などを表彰
する制度のことです。未利用の繊維素材を活用し、学生
によるデザインと福祉施設でのものづくりを融合した
地域社会に根ざした循環プロジェクトに取り組んだこ
とは、環境意識の向上と地域の環境活動の推進に大き
く貢献するもの、と評価され、受賞しました。

愛知県主催「2018愛知環境賞」優秀賞受賞 環境省主催 第1回
グッドライフアワード特別賞受賞

表彰式にはタキヒヨー㈱滝社長、興和㈱五藤
様、津島毛織工業協同組合(日本毛織物等工業
組合連合会 )安達様にもご出席いただきました

グッドライフアワードは、環境への負荷をより少
なくし、「よい暮らし」実現のためのアイデアや
仕組みを表彰するアワードで
す。リ デザイン プロジェクト
が評価され、第1回「グッドラ
イフ特別賞」を受賞しました。

表彰状

※企業、団体、学校は順不同

● 繊維業者やメーカー 28社

● 若者8校 2,694名
● 障がい者支援施設 239名
● アピタインターネットショッピング・ユニー13店舗
● 消費者 4,974名

これまで
約1万名が

社会貢献に参加

ユニーでは各店舗に「お客様の声のポス
ト」を設置しています。ポストには店舗施
設や商品・サービスなどさまざまなご意
見ご要望、お問い合わせ、またご指摘や
お叱りの言葉が寄せられています。これ
らの「お客様の声」には店長が必ず回答
し、店舗施設や商品、サービスなどに反
映させております。ポストに寄せていた
だいた「お客様の声」は、地域のお客様
のより良い生活を築いていくためのメッ
セージであり、ユニーの羅針盤でもあり
ます。これからも、お客様からのメッセージを真摯に受け止め、お客様に支持され期
待される店づくりに努めてまいります。
環境、社会貢献に対してのご提案、ご要望など貴重なご意見もいただいており、今
後の取り組みの参考とさせていただいております。また、お客様よりいただく心温
まるお褒めの言葉は、従業員一同の更なる励みとしてありがたく思っております。

お客様からお寄せいただきましたご意見、ご要望、ご質問などのうち、全体的な内
容につきましては店舗から本部へ報告され、毎週とりまとめたうえで本部内、各地
区本部、関係部署へフィードバックされ商品開発や品揃え、売場づくりやサービス
改善に活かされています。こうしてお客様の声が全社の改善につながるのです。
お客様サービス担当は、年中無休でお客様の声をお聞かせいただけるよう対応
しております。よりたくさんのお客様の声をお聞きし、なおいっそう従業員の意識
を高め、お客様に気持ち良くお買物をしていただけますように努めてまいります。

◆お客様の声がユニーを変えます。

◆お客様の立場でさまざまな改善に努めています

お客様サービス メンバー

あそぼうさい 災害持ち出し用リュックをつくってみよう
（リーフウォーク稲沢）

「門出の会、旅立ちの会」

防災イベント ママポーチを作ってみよう
（アピタ大府店）

あそぼうさい イベント
（ヒルズウォーク徳重）

お客様の声

インターネット
電話・手紙

ご意見
ご要望

ご意見
ご要望

お客様

回答

回答

お客様の声
（従業員用）

●必要に応じ、商品調査依頼
●「お客様の声」に対応、結果を記入・保管・掲示など
●ご指摘事例の周知徹底・従業員教育

店 舗

本 部

報告・連絡・相談 確認・指導・改善

販売員

店長

副店長
（売場責任者）

お客様の
声のポスト

●本部へのご意見の記録・
　集計・分析
●ご指摘事例の周知徹底・
　店長会報告など

報告・連絡
確認・相談

お客様
サービス 関連部署

◆お客様の声の流れ

※データは２０１７年２月２１日～２０１８年２月２０日（ユニー本部受付分）のものです。

ご意見･ご指摘

お問い合わせ･ご要望

お褒め

2,240件

1,381件

69件

61％

37％

2％

内　　　容 件　 数 構成比

ベルマークを寄贈するキリンビバレッジの皆さんとユニー 店頭での募金活動

“お客様の声”人にやさしく、環境にやさしい店づくりのために
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アピタ長津田店
(神奈川県横浜市緑区)
アピタ長津田店
(神奈川県横浜市緑区)

社会貢献・地域貢献

お店でエコライフを体験できるエコ博

ユニーの展示ブースでＳＤＧｓを説明

キリン 容器包装削減の取り組み

リバーサイド千秋
(新潟県長岡市)
リバーサイド千秋
(新潟県長岡市)

アピタ静岡店（静岡県静岡市)アピタ静岡店（静岡県静岡市)

アピタ松任店
(石川県白山市)
アピタ松任店
(石川県白山市)

ラスパ御嵩(岐阜県可児郡)ラスパ御嵩(岐阜県可児郡)

アピタ松阪三雲店
(三重県松阪市)
アピタ松阪三雲店
(三重県松阪市)

アピタ福井大和田店
(福井県福井市)
アピタ福井大和田店
(福井県福井市)

ラザウォーク甲斐双葉
(山梨県甲斐市)
ラザウォーク甲斐双葉
(山梨県甲斐市)

山崎製パン エコプロダクツの紹介

静岡県くらし環境部環境局／静岡市環境局環境創造部環境総務課／
静岡市環境局ごみ減量推進課／山梨県 森林環境部／山梨県 エネルギー
局／甲斐市 環境課／山梨県地球温暖化防止活動推進センター（公益財
団法人 キープ協会）／長岡市／新潟県地球温暖化防止活動推進センター／
白山市役所／神奈川県／横浜市／岐阜県環境生活部環境管理課／岐
阜県環境生活部廃棄物対策課／御嵩町役場／名古屋市環境局環境活
動推進課／名古屋市環境局環境企画課／名古屋市環境局2Ｒ推進実行
委員会／三重県環境生活部地球温暖化対策課／三重県環境学習情報
センター／富山県／愛知県環境部環境活動推進課

ライオン（株）／花王グループカスタマーマーケティング（株）／丸富製紙（株）／（株）富士川クリーン／朝日酒造（株）／福井テレビジョン放送（株）／協
栄産業（株）／(株)テレビ神奈川／日本環境設計（株）／井村屋（株）／味の素ＡＧＦ(株)／キリン(株)／(株)昭和／(株)パックタケヤマ／富士特殊紙業
(株)／(株)明治／大日本印刷(株)／中央紙器工業(株)／山崎製パン(株)／いその(株)／珈琲工房ひぐち／富山テレビ放送（株）／北陸電力(株)

リーフエコ博(2018年6月2・3日)リーフエコ博(2018年6月2・3日)

一般のお客様にＳＤＧｓを知っていただき、ひとりひ
とつのゴールを決めて宣言をしていただきました。
ＳＤＧｓを自分事ととらえ、行動するきっかけになる
よう呼びかけました。

明治 リターブナル瓶を使った宅配の紹介

ライオン 節水・つめかえ商品の紹介 大垣市環境市民会議 紙漉き体験

劇団シンデレラ ＳＤＧｓミュージカル 花王 いっしょにecoの紹介

アクアエコ博(2018年6月30日・7月1日)アクアエコ博(2018年6月30日・7月1日)

普段の暮らしの中で行っている選択に【CO2を抑えるモノ・コトであるか？】という視点を加え、未来のた
めに【賢い選択＝COOL CHOICE】をすることで、普段の生活をエコライフにするお手伝いをします。

リーフウォーク稲沢(愛知県稲沢市)リーフウォーク稲沢(愛知県稲沢市)

アクアウォーク大垣
(岐阜県大垣市)
アクアウォーク大垣
(岐阜県大垣市)

　ユニーでは、全国のモールや大型ショッピングセンターで地球にやさしいライフスタイル
の体験ができる【エコ博】【エコフェスタ】を開催しています。普段お買い物に訪れるいつもの
店で【エコ博】を開催することにより、環境に興味のある方も、そうでない方も、大人も子ども
も楽しみながらエコライフを知り、体験していただけます。
　【エコ博】では一般のお客様がお買い物をきっかけに、環境に興味を持っていただけるよう
楽しく学べる展示やエコ工作、ステージイベントを行っています。未来の地球をまるごととっ
ておくために、今一人ひとりができることを考え、行動につなげるきっかけになるよう活動し
ています。
　また、環境活動を積極的に推進している地域に根差した団体様、企業様とパートナーシップ
を大切に進めることにより【未来に地球をまるごととっておく】というメッセージをより強く発
信できることになると考えています。

◆行 政 ●団 体

●企 業

◆2017年～2018年エコ博、エコフェスタ一覧
年 期　間 名　称 開　催　店

8月5・6日

9月9・10日

9月30・10月1日
10月14・15日

10月14・15日

11月3・4日

11月18・19日

1月20・21日

1月27日・28日

2月3・4日

2月10・11日

5月5・6日

6月2・3日

6月30・７月1日

ラスパ御嵩
エコフェスタ

リバーサイド千秋
エコ博

アピタ松任エコ博

アピタ長津田エコ博

アピタ静岡エコ博

ラザウォークエコ博

アピタ福井大和田
エコ博
東海三県一市
グリーン購入
キャンペーン

東海三県一市
グリーン購入
キャンペーン

東海三県一市
グリーン購入
キャンペーン

東海三県一市
グリーン購入
キャンペーン

アピタ富山東エコ博

リーフエコ博

アクアエコ博

2017年

2018年

ラスパ御嵩(岐阜県)

リバーサイド千秋
(新潟県)

アピタ松任店(石川県)

アピタ長津田店(神奈川県）

アピタ静岡店(静岡県)
ラザウォーク甲斐双葉
(山梨県)
アピタ福井大和田店
(福井県)

ヒルズウォーク徳重
(愛知県）

アピタ松阪三雲店
(三重県)

リーフウォーク稲沢
(愛知県)

ラスパ御嵩(岐阜県)

アピタ富山東店(富山県)
リーフウォーク稲沢
(愛知県)
アクアウォーク大垣
(岐阜県)

アピタ富山東店(富山県富山市)アピタ富山東店(富山県富山市)

ラスパ御嵩エコフェスタ(2017年８月5・6日) リバーサイド千秋エコ博(2017年9月9・10日)

アピタ松任エコ博(2017年9月30日・10月1日) アピタ長津田エコ博(2017年10月14・15日)

アピタ静岡エコ博(2017年10月14・15日) ラザウォークエコ博(2017年11月3・4日)

アピタ福井大和田エコ博(2017年11月18・19日) アピタ富山東エコ博(2018年5月5・6日)

岐阜県環境生活部環境管理課 省エネ比較 全国盲導犬施設連合会 盲導犬の訓練方法の紹介 長岡市環境部・新潟県地球温暖化防止活動推進センター/自転車発電 朝日酒造 長岡の自然であそぼう ススキでバッタをつくってみよう

トヨタ白川郷自然學校 エコでおしゃれなコースターづくり 白山市 エコたわしを作ろう 協栄産業 ペットボトルリサイクルぬりえ教室 横浜市 『楽描きマイバッグ』をつくろう！

静岡リサイクル事業協同組合 プルタブ ブレスレットつくり 静岡一般廃棄物処理業協同組合 サンドブラスト 山梨県地球温暖化防止活動推進センター 地球のストラップ作り 富士サファリパーク ふれあい動物園

福井テレビ 牛乳パックでオリジナルハガキを作ろう！ 名古屋港水族館 出張水族館・ウミガメとのふれあい 北陸電力 オリジナルエコバッグづくり 富山市カーボンオフセット運営協議会 とやまの森づくり応援

エコ博 テーマ：ＳＤＧｓ

エコ博 テーマ：COOL CHOICE

91社の行政・企業・
団体・NPOと協働で
実施しました
※行政・企業・団体・NPOは順不同

ストップ温暖化しずおか／全国盲導犬施設連合会／静岡市一般廃棄物組合連合会／静岡一般廃棄物処理業協同組合／静岡リサイクル事業協同組合／公
益財団法人 静岡県産業廃棄物協会中部支部／一般社団法人 清水資源リサイクル協会／一般財団法人 静岡市環境公社／しずおか市消費者協会／公益財
団法人 やまなし環境財団／エコ環境練楽甲斐／認定ＮＰＯ法人 スペースふう／富士山こどもの国／富士サファリパーク／サガノユウキ／かがみもち／新
潟地方気象台／金沢エコライフくらぶ／アースサポーター福井会／福井市環境推進会議／福井小水力利用推進協議会／特定非営利活動法人国際連合世
界食糧計画WFP協会／愛知県立南陽高等学校 Ｎａｎｙｏ Ｃｏｍｐａｎｙ部／公益財団法人 日本環境協会エコマーク事務局／生ごみ出さないプロジェクト／
劇団シンデレラ／ミニ天丼／名古屋市立工芸高等学校／東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行委員会／東海子どもの本ネットワーク／NPO法人
もりの学舎自然学校／いまいせ心療センター／ＡＪＵ自立の家／グリーンダウンプロジェクト／名古屋商工会議所 エコ女ワーキング／人と動物の共生セン
ター／富山市カーボンオフセット運営協議会／公益財団法人 環日本海環境協力センター／公益財団法人 とやま環境財団／国立立山青少年自然の家／岐
阜県園芸福祉協会西濃支部／竹竹バンブー隊／公益財団法人 日本モンキーセンター／リサイクル楽団／トヨタ白川郷自然学校／名古屋港水族館
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　心身ともに健全な社会のた
め、子どもから大人まで食に関
心を持ち、正しい知識を身につ
け、おいしく楽しい食生活を送っ
ていただけるよう食育活動に取
り組みます。

ユニーの食育
◆食育理念

私たちは、
食と食に関わる情報の

提供を通して、
食の大切さや楽しさを

地域のお客様と共有化します。

食材本来の味や特性を活かした調理や料理ができる技を培います。
食材のルーツをたどることにより食べ物を大切にする心を養います。
食材の持つ栄養素とその働きを理解することにより体を養います。
新鮮かつおいしい食材を提供することにより味覚を養います。
合理的な手法を用いた商品選択により安全・安心な食材提供に努めます。

◆食育方針

「 1日5 皿 分（ 3 5 0 g ）以 上 の 野 菜と
200g以上の果物を食べましょう」を
スローガンとした活動を推進してい
ます。

◆5ADAY（ファイブ・ア・デイ）
　食育体験ツアー

　正社員採用においては、新卒採用のみに拘らず、中途採用（非正社員からの雇用転換含む）も実施し、お客様ニーズに対応するための多様な
人財が確保できるように努めています。また、入社後少しでも長期間勤務していただけるように、ＯＪＴを基本とした研修制度や福利厚生・休日
休暇制度を充実させており、平均勤続年数は20年を超えます。

採用について

●半日年休制度
付与された年次有給休暇のうち6日間を半日に分割して年間12回取得可能。年次有給休暇
をより取得しやすくするため、2006年より導入しました。
●育児休暇

本人、または配偶者の出産日から2年以内に有給の休暇を5日取得可能。2016年より導入
しました。
●65歳までの再雇用制度

定年を迎えた従業員がその後の生活の安定を図るため、再雇用されることを希望した場
合、65歳までをキャリア社員として再雇用し、長年培った知識・経験・専門能力・技能を活用
できるようにしています。
●自社商品割引購買制度

自社商品を割引で購入可能。同居家族も同条件で利用できる「家族証」を発行しています。
●アニバーサリー休暇

本人および家族の誕生日を対象の記念日として、記念日を含む月度にアニバーサリー休暇
として、1年間に2日の年次有給休暇を取得することができる制度です。ここでいう家族と
は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、孫を対象とします。

次世代法に基づく基準適合一般事業主認定企業

仕事と子育ての両立を図るために必要
な、雇用環境の整備などを進めるための

「一般事業主行動計画」を策定し、基準に
適合した一般事業主として2008年に認
定されました。

愛知県ファミリー・フレンドリー企業に登録

労働者が男女ともに仕事と家庭を両立さ
せながら働くことができる職場環境づくり
に取り組んでいる企業として認められ、
2003年に愛知県ファミリー・フレンドリー
企業に登録しました。

ワークライフバランスへの取り組み

　キャリアに応じて必要な教育研修を実施。自己啓発を勧め、従業員
の成長をサポートしています。

充実の教育体系

●研修
新入社員から管理職まで各職層別に
研修を実施。

●サービス介助士資格
高齢者の方や障がいを持つ方にも安
心して買い物に来ていただけるよう、店
舗の店長や副店長などの管理職を中
心にサービス介助士資格の取得を勧
めています。現在までに、約1,900名

（2017年まで）以上が取得しています。

●技能研修
特別勤務者（パートタイム）の方に
は、生鮮部門担当者を中心に商品加
工技術のある方に技能給を、福祉用
具専門相談員やグリーンアドバイ
ザー、自転車安全整備士、ホームヘ
ルパーなどの資
格を取 得し、仕
事に活かしてい
る方にライセン
ス給を支給して
います。

●従業員キャリアアップ
従業員のキャリアアップを手伝うた
め、150講座におよぶ通信教育講座
を案内。受講修了
者には、会社が半
額 相当を支 給す
るので、とてもお
得に学ぶことがで
きます。

　ユニーを支えているのは「人」。その能力を最大限に発揮させてい
くことが、会社の成長につながっています。そこでユニーでは、配属
においても本人の希望を考慮しています。毎年、全社員を対象に自
己申告を実施し、今後のキャリアについて本人の希望を確認してい
ます。配属希望の部署やそのために取り組んでいる自己啓発などを
調査することで、その後の配属に活かしています。
　営業店舗で店長を目指して仕事している方、商品部でバイヤーと
して世界中に商品の買いつけに行く方、スタッフ部署で営業の企画
を立案している方など、各人の能力・適性により活躍できるフィール
ドはたくさん用意されています。

キャリアアップ制度

●人事制度のフレーム

J1
J2

L1

L2

S1M1

A1

A2

S2

（在層上限期間５年）

● A職層 … アドミニストレーション
 　　  職層
● M職層 … マネジメント職層
● L 職 層  … リーダー職層
● J 職 層  … ジュニア職層

J職層

L職層

M職層

A職層

▲
18才

▲
23才

▲
25才

▲
27才

▲
55才

▲
60才

「S層：シニア
マネジメント職層」

A3

ユニーでは従業員一人ひとりが、自ら学び、考え、動く「考動」する人材になることを目指しています。
流通小売業に従事するビジネス人としてのスキルアップのみならず、広く社会に貢献できる人間力を育成するのが、ユニーの人材に対する
考え方です。安定した雇用環境や実力重視の人材登用、充実した福利厚生など、従業員一人ひとりを強力にバックアップしています。

働きやすい職場環境づくり

お客様が農産物の栽培から収穫まで
を生産者と触れ合いながら体験する
ことにより、売り場の野菜・果物を身近
に感じていただくことも大切な食育と
考えています。

◆収穫体験（生産者との取り組み）

お客様の「食」に関する悩みを解消す
るために、おいしくて、手軽で、健康に
良いメニューを、毎日提案していま
す。素材について、調理について、栄
養について、食のことなら何でもス
タッフにご相談ください。

◆３６５キッチン

アピタ、ピアゴのオリジナルポーク「悠
健豚」を使って食育イベントを実施し
ています。イベントにはバイヤーも参
加し、イベントを通してユニーのプラ
イベートブランド、オリジナル商品へ
のこだわり、安全安心への取り組みな
どをご紹介しています。

◆プライムワン
　フレッシュ「悠健豚」食育イベント

私たち愛知発祥の食品関連企業１４社は、食を通じて、みなさまの「健康なから
だ」と「豊かなこころ」づくりを応援します。「おいしく」「たのしく」をモットーに、
様々な食育支援活動に取り組んで参ります。

2007年

2008年

2011年

2013年

2017年

「あいち食育サポート企業団」
の結成

「親子で減塩料理教室」を開催

「野菜を食べよう！レシピコン
テスト」を開催

愛 知 県 図 書 館 に 食 育 絵 本
110冊を寄贈

「 地 域 に 根 ざした 食 育 コン
クール」で最優秀賞

◆あいち食育サポート企業団の活動

2014年に「スタイルワンヘルシー」シリーズを発売して以来、減塩タイプの
商品開発に取り組んでいます。2018年には4年連続して「JSH減塩食品ア
ワード金賞」を受賞、「減塩キムチ」が選ばれました。
また、日本高血圧学会減塩委員会の減塩商品リスト（食品含有量の少ない食

品紹介）には当社の商品55アイテムが掲載
されています。
今後も更なる商品開発に取り組み、同委
員会が制定した「減塩の日（毎月17日）」
を盛り上げ、お客様の健康に貢献できる商
品を提案してまいります。

日本高血圧学会減塩委員会主催
「JSH減塩食品アワード金賞」を4年連続受賞

2018年
受賞

白菜キムチ

心身ともに健全な社会に向けて、国を挙げて取り組まれている食育。ユニーでは、皆様の「健康なからだ」と「豊かなこころ」づくりを応援します。
子ども達の「食」への興味・関心を育て、親子や親しい人同士で食の楽しさを発見・実感するきっかけになるよう、「おいしく」「たのしく」をモッ
トーに、さまざまな食育活動に取り組んでいます。

食育活動
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　ダイバーシティとは、性別や年齢、国籍や人種、障がいの有無、宗教や価値観など、個々の違いを受け入れ、認め合い、活かしていくことです。
個性を活かし、一人ひとりが最大の能力を発揮できる風土をつくることで、充実した働き方ができます。

ダイバーシティの取り組み

◆従業員一人ひとりが活躍できる職場を目指して
現在日本では、全国民が活躍できる社会を目指して「働き方改革」を打ち出し、政府や各企業が取り組みを進めています。しかしながら子育てや
介護への支援がまだまだ整っていない状態は続いており、仕事と生活を両立することが難しく、ライフスタイルの選択がしづらい状況にあります。
小売業では女性従業員比率が高く、お買い物にいらっしゃるお客様にも女性が多いことから、女性の能力発揮への期待も大きく、今後、仕事と
家庭の両立支援がより強く求められる職業であると言えます。

◆働き方改革を推進
育児・介護など家庭生活と仕事を両立するためには、長時間
労働の是正や休日取得促進など働き方改革が必要です。
ユニーでは、人的生産性を向上させるレイバースケジューリ
ングプログラム（ＬＳＰ※）により作業の無駄を省く改善活動
や、計画的年休制度による年休取得促進など、運営面と制度
面の両面から働き方の改善に努めています。
また、子育てや介護をしている従業員の支援となるよう、制度
改正にも取り組んでおり、結婚、出産、育児、介護、配偶者の転
勤などの理由でやむを得ず退職をした正社員について、退職
後5年以内に正社員として受け入れる「再雇用制度」や、様々
な事情により転居を伴う転勤が困難な場合、自宅から通勤で
きる範囲に勤務先を限定できる「勤務地限定制度」などを導
入しています。制度を整えることによって、パートから正社員
への転換も促進し、より一層従業員が活躍できる場を広げら
れるよう、取り組みを続けていきます。
※ＬＳＰ ： 達成したい目標を決め、それを実現するために必要な作業・手順、時間等を設定し、
　　　　誰がいつどんな作業をどのくらいの時間で行うか計画し管理すること。

〈育児休業〉
社員、パートが申し出ることにより、子どもが１歳
に達するまでの間、男性でも女性でも育児休業を
することができます。さらに子どもの1歳誕生日
前日時点で保育所に入所できない場合は1歳6ヶ
月経過直後の4月末日まで、1歳6ヶ月時点で入所
できない場合は2歳経過直後の4月末日まで育児
休業を延長することができます。
また、父母がともに育児休業を取得する場合、1歳
2ヶ月までの間に、1年間の育児休業を取得でき
ます。

〈育児短時間勤務〉
子どもが小学校3年生の終期に達するまでの期
間、正社員は最大2時間半、パートは最大2時間、
1日の所定労働時間を短縮した勤務をすることが
できます。2017年度では、正社員132名、パート
52名が利用しました。

〈子育て関連休暇〉
子どもが生まれた日から小学校入学するまでの
間に5日間、有給の「育児休暇」を男性、女性とも
に取得できます。
また、子どもが小学校入学の始期に達するまでの
期間は「看護休暇」を1年間に5日取得できます。
看護休暇は半日単位(パートは1時間単位)での取
得が可能です。

〈介護短時間勤務〉
介護休業と同様、要介護状態の対象家族を介護す
る従業員は、介護休業と合わせて通算365日まで
介護短時間勤務をすることができます。
介護短時間勤務では、1日の労働時間を、社員は2
時間半、長時間パートは2時間短縮することができ
ます。

〈介護休暇〉
要介護状態の対象家族を介護する従業員は、1年間
に5日（対象家族が2人以上の場合10日）介護休暇を
取得できます。
介護休暇は半日単位（パートは1時間単位）での取得が
可能となっていますので、病院への送り迎えなど家族
のサポートをしたあとで仕事をすることもできます。

　現在ユニーでは192店舗で2万3067名が働いています
（アルバイト・出向者を除く）。そのうち、女性は1万7903名で
全体の77.6％と、多くを占めています。社員だけで見ると、女
性は全体の19.8％にあたる903名。そのうち女性の管理職
の割合は管理職全体の6.4％で、店長2名、部長職4名、副店
長30名、チーフバイヤー、チーフマネジャー12名、その他管
理職115名を合わせて163名が女性管理職として働いてい
ます。（2018年6月時点）
 ユニーでは男女ともに管理職として活躍できる労働環境の
整備に向け、2019年までに女性管理職の割合を10％以上に
する目標を立て、行動計画を推進しています。

ユニーで働く従業員の現状

　「毎日は、もっと、ときめいていいはず」そんな想いを胸に、楽しくてシアワセな毎日のお手伝いができるようアイテム・企画をバラエティ豊かに提
案するもので、ユニーで働く女性従業員が部門の垣根を越えて結成した研究所です。ＳＮＳやリーフレットを活用したくらしに役立つ情報のお届け
をはじめ、お客様参加型イベントの開催やライフスタイルのご提案、こだわりを詰め込んだ商品開発をおこなっています。2014年9月に発足した

「デイジーラボ」は、寝具・インテリア・キッチン用品、バレンタイン向けチョコレートなど住居関連品を中心に開発し、ご好評をいただきました。今後
は食品・衣料品に領域を広げて進めてまいります。今後も女性のお客様に満足していただける商品・サービスの開発に取り組んでまいります。

輝く女性の気持ち研究所「デイジーラボ」

ダイバーシティ

Voice

ダイバーシティ推進に向けて
生産性人口が減少する中、ダイバーシティを推進するということ
は、企業にとっても働く従業員にとっても重要なことであると考
えています。従業員一人ひとりの事情が異なる中、仕事と生活の
両方を充実したものにするため、そして働きたい人が働ける職
場にするために、制度の整備、職場環境の改善に努めていきたい
と考えています。

Voice

介護と仕事の両立に向けて
介護はいつまで続くかわからず、いつどのような変化があるかわからないことか
ら、先が見通せない不安が生まれるものと考えています。また、定型どおりの働き
方が困難になる方もいらっしゃいます。介護をしながらでも仕事をしっかりと続け
るためには、柔軟性のある制度が必要になると思います。自分にあった働き方を
するために制度を利用してもらえるよう、制度の周知や利用しやすい風土作りに
努めてまいります。

業務本部 総務人事部
マネジャー 近藤 真由美

◆ユニーの介護関連制度
2016年には介護休業日数を拡大、取得回数の制限も撤廃し、より利用しやすい制度を目指して制度を改定しました。

〈介護休業〉
要介護状態（負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の
障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必
要とする状態）にある対象家族を介護する従業員は、
1人につき通算365日まで介護休業を取得できます。
通算365日以内であれば、複数回に分けて取得が可
能ですので、必要なときに、必要な日数を取得するこ
とができます。

◆介護休業を取得するには・・・
介護休業を取得する日から２週間前までに、
申請に関するチェックリストと申請書を人事
へ提出します。介護休業期間中、賃金は支給
されませんが、雇用保険に加入し加入年数
などの条件を満たした方は、介護休業を開始
した日から93日まで介護休業給付金が支給
されます。給付対象の方へは、人事より申請
のご案内をお送りし、手続きをしています。

正社員
出産休暇

育児休業

介護休業

パートナー社員・キャリア社員・パートタイマー

パートナー社員・キャリア社員・パートタイマー

パートナー社員・キャリア社員・パートタイマー

正社員

正社員

男 女男 女 男 女 男 女
2016年度

0

0

0

0

3

1

18

27

39

47

2

25

2017年度

0

0

0

0

4

0

24

39

37

60

1

22

2014年度 2015年度

0

0

0

0

0

1

28

44

20

28

1

22

0

0

0

0

0

0

35

57

39

38

3

23

◆出産休暇・育児休業・介護休業取得者

◆従業員概要

全従業員の男女比
（アルバイトを除く）

管理職の男女比

女性17,903名
（77.6%）

男性2,400名
（93.6%）

男性5,164名
（22.4%）

女性163名
（6.4%）

働きやすい職場環境づくり

　ノーマライゼーションの理念に基づき、障がいのある方も
活き活きと働ける職場環境をつくるため、障がい者雇用に取り
組んでいます。毎年、特別支援学校や施設から職場体験の受
け入れも実施しています。ユニーは2016年に施行された「障
害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる

「障害者差別解消法」）を鑑み、さらに対応を進めていきます。
※2018年度の障がい者雇用率については
　厚生労働省へ提出した値（平成30年6月1日現在）

◆ユニー×ウーマン 女性のキャリアの取り組み
ユニーでは子育て中の従業員のために「育児短時間勤務」という制度があります。この制度を利用しているワーキングマザーに、仕事や子育て
についてお話を聞きました。

女性のキャリア

障がい者雇用
　外国人の雇用や、ＬＧＢＴへの対応について、「～らし
い」という固定概念から解放し、一人ひとりが違うこと
を当たり前のこととして受け入れることが大切だと考
えています。自分では気がつかないうちに人を傷つけ
てしまった、ということにならないよう、それぞれの従
業員が尊重し合える職場作りに取り組みます。

多様な人々

働きながらいろいろな場面において選択をする機会があります。中でも結婚や出産
は、女性にとって大きな決断を必要とします。私は結婚して子育てをしながら働くこ
とを選択しました。3人出産し、いずれも1年の育児休業を取り、その後保育園に通わ
せながら育児短時間勤務制度を利用して働くことができています。家族の協力と職
場の理解があるからこそ、このような選択ができたと思います。どうしても「仕事と家
庭の両立」と言われますが、仕事と家庭の軸が２つあるからこそ、気持ちを切り替え
ながら取り組むことができていると感じています。これからも仕事をしながらの子育
てになりますが、今の自分にできること、限られた時間の中で優先すべきことを常に
考えながら効率よく仕事をして、プライベートも充実させて過ごしたいと思います。

アピタ鳴海店
ハウスウェア＆
エレクトリック担当
山田 麻里

Voice

仕事とプライベートの両立について

子どもを預けて働く事に当初は迷いもありました。復職した今は、家庭の外にも自分
の居場所がある事が嬉しいです。仕事と育児の両立は、夫や一緒に働く上司、メン
バーの理解・協力があってこそだと痛感しています。子どもが１歳になる復職予定の
時期、保育園が満員で育児休業を３ヶ月延長しました。また、入園できても最初の半
年は子どもが体調を崩すことが多く、急に仕事の休みをもらう等、迷惑をかける事が
多々ありました。しかし、その度に「仕事の事は大丈夫。子どもを優先して」と皆が声
をかけてくれ、安心して働くことができています。職場に先輩ママがたくさんいる事
も心強いです。今では、子どもが理由での急な休みも減り、毎日『ママ今日おしごと？
いってらっしゃい！』と元気な笑顔で送りだしてくれます。忙しい日々ですが、家庭も仕
事も新たな視点で見る事ができるようになりました。自分自身、成長を実感しています。

山静営業部
採用担当 マネジャー
吉野 陽菜

Voice

メンバーの理解がある職場環境

業務本部 総務人事部長
松下 絵美

◆障がい者雇用率
2015年  2.29％

2016年  2.27％

2018年  2.48％

2017年  2.52％

ライフ&ファミリー介護
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　ユニーとグループ会社各社の従業員とその家族の生涯福祉の実現のために、会社と労働組合の共同事業として設立されました。主な福利厚
生事業として、お祝い金やお見舞金の慶弔活動、社内セーフティネットとしての共済保険制度の提供、各種セミナーや健康支援となるイベント
の開催、レクリエーション活動などへの補助金の給付、そして、宿泊・レジャー関連施設の斡旋など幅広い活動を行っています。

ユニーグループ総合福祉センター「ユーアイクラブ」

行楽・レクリエーションへの補助
店舗・事業所ごとに、日帰りのバス旅行の
行楽を行うなど、従業員の心と体のリフ
レッシュや健康増進、従業員同士のコミュ
ニケーションや親睦を深めることを目的と
したレクリエーション活動を行っています。

サークル活動への補助
共通の趣味を持つ仲間で同好会をつくり活動することで、活発な職
場づくりに活かしています。現在も、スポーツ系ではボウリング・ゴ
ルフ・ハイキングなど、文科系では書道・手芸・将棋など、約40の
サークルが多岐にわたって活動しています。

宿泊施設・レジャー施設の斡旋
従業員が充実した余暇を過ごせるよう、リゾート
ホテルやアミューズメントパーク、冠婚葬祭の式
場などと契約し、従業員とその家族が割安な法
人料金で利用できるようになっています。
利用については専用ガイドブックを発行し、従業
員全員に配布しています。毎年、宿泊施設、日帰り
のアミューズメント施設合わせてのべ6,000名を
超える従業員とその家族の利用があります。

ライフデザインセミナーの開催
正社員を対象に、在職中はもちろん、
定年退職後も充実した生き方・暮らし
方ができるよう、先を見据えた人生設
計を支援するためのセミナーを、年10
回程度開催しています。社外から専門
講師を招いて、専門性の高い内容を提
供しています。

保険制度・貯蓄制度の斡旋
従 業 員 だ け で なく家 族 ま で を 対 象 にし 、
5,000名を超える加入者のスケールメリット
を活かした団体保険を提供しています。それ
ぞれの雇用形態のニーズや家庭の状況に合わ
せた複数のコースを設定し、選択できるよう
になっています。
また、財形貯蓄や拠出型企業年金保険など、
有利な貯蓄制度も提供しています。

情報誌やホームページでの情報提供
イベントやセミナーの募集や制度の情
報提供のため、ユニーグループ健康保
険組合、ユニーグループ企業年金基金
と合同で、従業員向け情報誌を隔月発
行し 、全 員に配 布しています 。また 、
ホームページや掲示板でも随時情報発
信しています。

ライフデザインセミナー40
教育・住宅など大きな資金が必要となる30代から40
代半ばが対象。「経済（お金）」に関する内容を中心に、
心身の「健康」にも触れた講義を行っています。
 
ライフデザインセミナー50
定年退職まであと10年という節目に、充実した人生
を送るため、「経済（お金）」だけでなく「健康」や「時間

（余暇・趣味）づくり」への関心を持ってもらえるよう
行っています。（ユニーグループ企業年金基金と共同開催）

 
ライフデザインセミナー60　
社会保険や税金、退職金、在職中に加入していた保険
や貯蓄制度など、退職に伴う各種手続きについての説
明会を行っています。

（会社・ユニーグループ健康保険組合・ユニーグループ企業年金基金と共同開催）

入社

30歳

40歳

50歳

60歳
退職後

定年退職
間近の

正社員向け

健康ウォーキングの開催
家族やＯＢ・OGも参加できるウォーキング
大会を4つの地域で開催しています。仕事を
はなれ、自然の中やテーマパークを歩くこと
で、運動の楽しさを実感するとともに、従業
員同士の交流を図る場にもなっています。

人間ドックへの補助
会社の定期健康診断だけでは発見しづらい、がんなど重篤な病気
の早期発見・早期治療を目的とした人間ドックが手軽に受診できる
よう、40歳・45歳・50歳・55歳の正社員を対象に、2017年度から
補助を行っています。初年度は、約230名が補助を利用し、人間ドッ
クを受診しています。

健康セミナーの開催
年2回、夫婦でも参加できる1泊2日の体験型セミナーを開催し、毎回30名
前後の参加があります。
食習慣や運動習慣を見直すきっかけづくり
を目的とし、管理衛生士などの資格を持った
社外講師による食の講義をはじめ、ストレッ
チやウォーキングも取り入れた講義を行って
います。（ユニーグループ健康保険組合と共同開催）

また、従業員と家族も一緒に参加できる
行事として、会社と共同開催の中日ドラ
ゴンズ応援会や、労働組合と共同開催の
ディズニーなどテーマパークへのご招待
イベントを開催しています。2017年度は
1,400名を超える参加があり、大いに盛
り上がりました。

2017年は大河ドラマゆかりの地「龍譚寺」
で行うなど、開催場所にも話題性を持た
せ、楽しみながら歩けるよう、イベント要
素も兼ねたコースになっており、毎年500
名を超える参加があります。

（ユニーグループ健康保険組合と共同開催）

30代40代の
正社員向け

50歳前後の
正社員向け

従業員の健康な身体づくりのために

従業員が安心して働ける環境づくりのために

　環境レポート2018の表紙の写真からは、多くの子ども達の「ここに私がいる！」「これ僕だよ！」の元気な声
が聞こえてくるようです。表紙ページが、取り組み報告ページとして無駄なく使われていて、環境学習を受
けた全ての子ども達の顔を登場させるスタイルはユニーさんの温かさを感じさせてくれます。
　レポート3ページの見出し「ユニーは100年後の子ども達のためにSDGｓに取り組んでいます。」は、横軸
に「ユニーの重点テーマ」、「ユニーの取り組み」、「関連するSDGｓ」のアイコンがあり、縦軸を「環境」、「社会
貢献」、「従業員」として、目次に戻らなくても、順番に読まなくても、縦軸に関連するいいことプラスの取り組
みを知りたければ簡単にアクセスできるように作られ分かりやすく親切な構成です。
　同ページに掲載されているG7での食品リサイクルの取り組みに対する講演は、国際的にも高い評価が
あったことと思います。繊維のリサイクルの取り組みも非常に関心をもって拝見しました。繊維関連事業者
が多い愛知県の地域特性を生かした、環境、福祉、若者を結んだ地域循環の環の取り組みは、持続可能な社
会への貢献として、食品リサイクルループと同様に今後とも継続してほしい取り組みです。
　そのあとに続くページは、社長インタビューのページですが、「地域に信頼される条件として、商品やサー
ビス」を第一に挙げられ次に「事業活動を通じて地域社会や地球環境を正しく維持・継続していくことも永続
的な信頼においては非常に大切です」と話しをされていて、ページの流れと相まってユニーさんへの信頼度
があがる構成となっています。
　バイオマスプラスチック容器、次世代型冷媒（CO2）の冷蔵ケースの導入など様々な次世代へ向けた取り
組みは働く人にとって誇りにできる事業展開だと思います。
　ユニーさんの財産である環境方針とこれまでの取り組みを後退させることなく、未来の子ども達のため
にエコ・ファースト企業としての今後の取り組みに期待しています。

未来の子ども達のためにエコ・ファースト企業としての
今後の取り組みに期待する

　社員の働く姿は最高の商品で、すばらしい会社があるわけではなく、すばらしい社員が働く会社があるだ
け、と言われます。働く人の思いを伝えられるのが商品とサービスであり、働く人の活動を環境面で伝えら
れるのが環境レポートです。
　環境レポート2018では、ユニーが取り組んでいる充実した環境活動を、環境、社会、働く人の３つの「イイ
こと」の項目毎にバランス良く説明しており、写真やイラスト、グラフを用いて分かり易く表現されています。
特に、「ユニーのSDGsの取り組み」で、取り組み項目と関連するSDGs項目との対応が一覧表に上手にまと
められており、また、バリューチェーンにおけるSDGsマッピングも分かり易く説明されています。さらに、「エ
コ・ファーストの約束」も10年目を迎え、これまでの活動と進捗状況の総括を「エコ・ファースト アーカイブ」
で分かり易く伝えようとしています。
　消費者や社員などのステークホルダーを本気にさせるには、何よりも「社会に一緒になって貢献している」
という共感が必要で、そのためにも、お客様や社会に活動内容をどのように分かり易く伝えるか、が重要で
す。多くのお客様に活動を知ってもらうためにも、店舗で配布されるダイジェスト版の更なる活用をのぞみ
ます。顔写真入りの「Voice」は、売り場やバックヤードの社員の「思い」を有効に伝えており、さらに充実され
ることを期待します。レポートの表紙には、「エコロお店探検隊」の楽しさいっぱいの写真が掲載されており、
ユニーの思い「未来の子ども達に美しい自然を残したい」を上手に表現していますが、表紙裏に簡単な説明
を付けると共に、「エコロお店探検隊」を店舗で詳しく知ってもらう活動もさらに進めて欲しいと感じまし
た。一方、パート、アルバイトも含めたスタッフの方々に対してもユニーの充実した環境活動を伝える一層
の努力を期待します。

「社会に一緒になって貢献している」という共感を
ステークホルダーに分かり易く伝えて欲しい

佐野 充

環境レポート2018への

第三者意見第三者意見

1980年代から複数の非
営利組織で環境保全、食
の安全などの推進に関
わる。食育分野では食品
リサイクルを中心に情報
発信を行っている。３R、
食育、食品安全などの審
議会等に参加。

「働く」からこそ経験でき
る充実感を得て幸福な
人生を築くには、遺伝的
に自己肯定感が低い日
本人の特性を踏まえて、
組織はどのような仕組み
を持つべきか、について
研究を進めている。
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この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と間伐
材の有効活用に役立ちます。

この報告書の印刷・製本工程で
使用した電力量（400kWh）はグリーン
電力でまかなわれています。
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