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株式会社アイカは企業活動と地球環境の調和を目指して
「環境方針」
基づき営業活動を行っており、
私たちは常に環境に優しく実用性のある製品を提供したいと考えます。
環境に配慮した素材・技術・製品の提供を柱として全社員が意識して活動をしています。

基本理念

株式会社アイカは、企業活動と地球環境の調和を目指して全社員
が環境問題に積極的に取り組み、この取り組みを継続的に改善し
ていき、省資源・省エネルギーを実現することで、社会の安全と
発展に貢献する印刷企業として社会的責任を果たします。

今日では地球に対し完全に無害な生活を送る事は困難ですが、
少しの心配りで環境配慮への取り
組みが出来ると私たちは考えます。
「製品の素材そのものが環境に優しい事」
「その製品を長く愛
用頂くこと
（Use&Re-Use）
」
そして
「ゴミとして廃棄する際の環境への影響を減らす事」
この三つ
の事柄を達成して環境に優しい製品と言えます。

会社概要

Basic philosophy
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資

本

金
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行動指針

Corporate Proﬁle

Action agenda

渡邉

照雄
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1. 環境関連法規の遵守
事業活動にあたって、法規制、条例およびその他の要求事項
を遵守します。

2. 資源・エネルギーの効率的活用
当社では、日印産連「オフセット印刷サービス」グリーン基準改定版に基づき、
「水なし印刷」
「SOYインキ」
「再生紙」
「デジタル化」
をお客様のご要望を取り入れながら積極的に
「FSC®認証紙」
提案、
推進します。
また環境に対しての社会的責任を自覚するとともに活動し、
「グリーンプリン
ティング認定」
を取得・維持して環境活動を行っております。

事業活動にあたって、資源およびエネルギーの有限性を深く
認識し、それらを効率的に利用し、リデュース
（廃棄物の発生
抑制）
・リユース（材料等の再使用）・リサイクル（材料等の
再生利用）の徹底に取り組み、環境負荷の低減と環境汚染の
予防に努めます。

3. 環境目的及び目標の設定と継続的改善
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スマートエコな印刷企業を目指して。
環境に配慮した印刷物を通して社会に貢献できる印刷企業を目標に
アイカが取り組んでいるさまざまな活動をご紹介します。

第12 回印刷産業環境優良工場表彰 経済産業省商務情報政策局長賞 受賞
小牧工場は「若い社員が自分の子供から『将来は印刷会社に就

カーボンフットプリントの導入と促進
CFP（カ ー ボ ン フ ッ ト プ リ ン ト）は、Carbon Footprint of

ラム参加マーク」
を表示する事ができます。

Products の略称で、商品やサービスの原材料調達から廃棄・

アイカでは、1984 年に「水なし印刷」を導入、FSC 認証紙の

んな思いから「Dream」と命名。世界初、世界最大の A ヨコ倍判

リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される

利用、
カーボンオフセットの推進や工場内の省エネ化も加速させ

水なし輪転機「AY0」をはじめ、最新の CTP・製本・加工ライ

温室効果ガスの排出量を CO2 に換算して、
商品やサービスに分

今後も積極的にカーボンフットプリントの促進を図って行き

ン（A 輪 4 台・B 輪 3 台・無線綴ライン 2 台・中綴ライン 3 台

かりやすく表示する仕組みです。
LCA
（ライフサイクルアセスメ

たいと考えています。

等 ※2014 年 5 月現在）の工場として 2003 年に建設いたし

ント）
手法を活用し、
環境負荷を定量的に算定します。

ました。入稿から出荷までの全行程を一つの工場に集約・強化

事業者と消費者の間で CO2 排出量削減行動に関する「気づき」

し、機密情報保持の為の万全のセキュリティが実現しました。

を共有し、
「見える化」された情報を用いて、事業者がサプライ

また、当工場の敷地は、西側に民家があるため近隣住民に配慮

チェーンを構成する企業間で協力して更なるCO2 排出量削減を

職したい』と言われるような、夢のある会社を目指したい」そ

2013年発電実績 494,236kwh

®

000g

1部あたり

推進すること。
「見える化」された情報を用いて、消費者がより
太陽光パネル

低炭素な消費生活へ自ら変革していくことを目指している制度

した設計、対策（無窓化、騒音対策等）をしております。このよ

です。
このカーボンオフセットプリントのライフサイクルに

うな環境対策に加え、地域貢献活動、リサイクル化推進、VOC

よって生産された商品にはCO2 の量が表示された
「CFPプログ

CO2 の「見える化」
カーボンフットプリント
http://www.cfp-japan.jp
CR-DD01-12002

排出抑制、5S 活動に取り組んでおります。
そして Dream 小牧工場の取り組みを客観的に評価していた
だき、一昨年の「第 11 回印刷産業環境優良工場表彰 日本印刷
産業連合会会長賞」受賞に続き、昨年は「第12 回印刷産業環境
優良工場表彰 経済産業省商務情報政策局長賞」に選出してい
ただいた事は誠に光栄であり、常日頃の環境活動を評価して
いただいたものと考えます。
これからも受賞に恥じぬよう、
より
一層の環境改善・社会貢献活動に努めてまいります。

チベットの学校建設を支援
チベット人歌手であるバイマー・ヤンジンさんは、
故郷である
チベットの音楽、
文化、
習慣などを紹介するため、
全国的にコン
サート活動を行ない、
「故郷の子供たちに教育を！」
とはじめた
チベットの学校建設活動も積極的に行なっています。
アイカでは
2008年の新年会にヤンジンさんを招待し、
講演会をお願いする

東日本大震災義援金を寄付

とともに、
社員や参加者のみなさんにチベット学校建設活動に

2011 年 3 月 11 日に見舞われた東日本大震災。

建設推進協会に寄付することができました。
今後もこのような

地震発生後、アイカでは被災地の復興支援のために社員、社員

支援活動を積極的に継続して行きたいと思います。

支援する為の募金を行い、総額 500,000 円をチベット学校
講演するバイマーヤンジン氏

バイマーヤンジン氏（中央）と渡邉社長（右側）

の家族のみなさんに義援金の呼びかけをし、総額 597,500 円
に端数金額分を足した 600,000 円をイオングループが取次
を行う義援金窓口を通じて寄付を致しました。1 日も早い被災
地の復興を心よりお祈り申し上げます。

地元小学生の工場見学会
アイカでは地域貢献活動の一貫として、
地元小学生の工場見学
を実施しています。印刷物が出来上がるまでの行程や色を印刷で
表現する仕組みなどを学んでもらう他、環境や安全対策など
地域との環境活動などを通して印刷をもっと身近に感じて頂
けるよう努めています。
地元小学生の工場見学会
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グリーンプリンティング認定工場

環境に配慮した製品の提供

2006 年に本社工場及び Dream 小牧工場が、環境に配慮した

■環境に配慮した工場としてグリーンプリンティング認定を受けています。

印刷工場・事業所であると認定されました。
この認定を受けるこ

環境負担を少しでも軽減させる為の技術など
エコプリンティングを目指した取り組みをしています。

とにより、弊社工場（GP 認定工場）
が製造したグリーン基準適合
の「印刷商品」
に
「グリーンプリンティング
（GP マーク）」の表示が
できます。環境経営に積極的な印刷関連企業として推奨すると
ともに、同基準に適合した印刷製品にグリーンプリンティング
マーク
（ＧＰマーク）
を表示することにより、環境に配慮した印刷

水なし印刷

製品が広く普及することを目的として今後も継続して環境に配慮

アイカでは印刷に大量の水を使わず有害な有機溶剤を排出し

アイカでは 1984 年よりこの「水なし印刷」に取り組んできま

ない「水なし印刷」を推奨しています。通常の印刷法では印刷

した。印刷に置ける環境負担を少しでも軽減できるように日々

工程で IPA などの有害物質を含む
「湿し水」
を使うため、
これが

研究を重ねています。

大量の廃液となって排出されます。
湿し水廃液は、
水質汚濁防止
法で定められた BOD、COD などの基準値をはるかに超えて

湿し水

インキ

シリコン層

インキ

います。それに対し、
「湿し水」を使わないのが「水なし印刷」

本社工場

小牧工場

・営業・CTP・枚葉・B 輪
・製本加工・物流

・CTP・A 輪・B 輪
・製本加工・物流

した製品をお届けします。

グリーンプリンティング認定制度とは

オフセット印刷グリーン基準とは

この認定制度は日印産連が認定機関となり、日印産連「印刷サービス」グリーン基準に

日印産連「オフセット印刷サービス」グリーン基準は 2001 年 8 月に制定（2006 年 3

基づき、客観的証明により認定を行う制度です。第一ステップとして、日印産連「オフ

月改定）された印刷業界が環境保全活動に自主的に取り組む基準です。

セット印刷サービス」グリーン基準に基づくグリーンプリンティング認定制度を実施

本基準は営業・企画、デザインから製版、印刷、製本、光沢加工等に至るまで印刷関連

します。本制度により「印刷工場」
「印刷製品」が認定され、認定マーク " グリーンプリン

事業者が取り組むべき内容を具体的に設定したもので、印刷製品に使用される「購入

ティングマーク " が表示できるようになります。

資材」、印刷関連工場の「工程」
「事業者の取り組み」を基準化し、さらに他の機関の基準
とも整合性を持つように配慮しました。

は印刷工程における廃液はありません。また刷版工程と洗浄

社団法人 日本印刷産業連合会
［JFPI］
「グリーンプリンティング認定制度」
パンフレットより

工程における比較でも、
廃液量・薬液使用量に大きな差があり、
「水なし印刷」のほうが環境への負荷が格段に少ないことが明

版

らかにされています。

版
水あり印刷（平凸版）

水なし印刷（平凹版）

カーボンオフセットの推進
FSC 認証紙の利用
®

現在、世界中で森林の減少が問題となっている中、森林を適切に

■Dream 小牧工場の FSC ® 認証紙・使用件数

管理し、限りある資源を有効に活用することが求められています。

（年）

社会の中で「紙」
はなくてはならない重要な素材であり、その紙の

2010

原料であるパルプは大切な資源でもあります。

2011

弊社では、その森林資源を有効に利用し、
「FSC 森林認証紙」
を

2012

通じて、森林保全や地球温暖化防止を支援しています。
この環境

2013

報告書やCSR 報告書をはじめ、
カタログや出版物、
自治体の印刷

2014

®

物など、
FSC® 森林認証紙の促進に努めています。

（2014 年 4 月末日現在）

印刷物に限らず、全ての製品は、原料の調達から廃棄（再生）
に

を必 要としないため、
「使 用・維 持 管 理 段 階」は CO2 排出 量を

わたるまで、様々なライフサイクルがあります。製品のライフサイ

0kg-CO 2 としています。アイカでは累 計 204トン の CO 2 を

クルを
「原材料調達」、
「生産」
「流通・販売」
、
「
、使用・維持管理」、

削減しました。

「廃棄・リサイクル」
の５段階に分け、それぞれの段階ごとに CO2

94
43
45
25

50

100（件）

■Dream 小牧工場のカーボンオフセット量
年 （3 月～2 月）

件数

（LCA）
と呼んでいます。CO2 排出量は、材料や電気等の使用量

2010 年

1

1

に CO2 係数を掛けることで算出します。各プロセスや使用原料

2011 年

4

47

等からどれぐらいの排出量があるのかを把握し、全く異なる現場

2012 年

13

80

2013 年

6

36

2014 年

8

40

32

204

で削減した排出量をCO2 排出権として購入し、相殺することに

45
0

排出量を分析・測定します。
これをライフサイクルアセスメント

※

よって削減していく。
これがカーボンオフセットです。
ただ、通常の
印刷物は、その使用（閲覧）や維持（保管）
に電気等のエネルギー

合

計

オフセット量（t）

※2014 年 4 月末日現在

私たちは、お客様にご安心していただけるように品質・環境・個人情報など 様々な取組みを行っています。
水なし印刷 「A01」はアイカの識別番号です。

バタフライカーボンオフセットマーク

義損金付きカーボン・オフセット

グリーンプリンティングマーク

ベジタブルオイルインキマーク

印刷に必要な大量の水を使わず、有害な有機溶
剤も排出しない画期的な技術です。認証マークは
「高品質の印刷を製造する会社にしか認められな
い」という厳しい基準が設けられています。ポス
ター等の印刷に最適です。（1984年印刷開始）

カーボンオフセットでは、全く異なる現場で削減
した排 出 量をC O 2 排 出 権として 購 入し、相 殺
（打ち消し）することによって印刷物のCO 2排出
量を削減します。
（2009年取得）

復興支援の付いた国内クレジットを採用しまし

社団法人日本印刷産業連合会［JFPI］より環境
に配慮した「グリーンプリンティング工場」と認
定。弊社GP認定工場が製造したグリーン基準
適合の「印刷製品」に「グリーンプリンティング
マーク（GPマーク）」の表示ができます。
（2006年取得）

印刷環境に優しい「植物油インキ」を使用し、
環境に配慮した工場で印刷されています。
（2009年取得）

FSC マーク
®

CoC認証を取得し、環境に配慮した「FSC ®ミックス
認証紙」を扱う事が可能になります。
FSC ®の森林認証は、森林が環境、社会、経済面
での厳しい基準を満たして管理されていること
を意味します。
（2007年取得）

5

森の町内会「間伐に寄与する紙」
「森の町内会」は、企業が環境貢献として「間伐に寄与する紙」を購入・
使用し、間伐費用の不足分を補完する新たな仕組みです。

た。オフセット料金の一部が、排出削減事業者
の負担により、被災各県に寄付されます。

間伐材

再生紙使用（Ｒマーク）

間伐材を用いた製品につけられる識別マーク。主に木材で構成され、

ごみ減量化推進国民会議で定められたもので、

かつ、間伐材の有効利用が図られていると認められる製品につけら

古紙配合率が容易にわかる表示。

れる。

無塩素漂白紙

COJ マーク
このロゴマークは、COJの提供するプログラム
を活用してカーボンオフセットが行われる商品・
サービス等に付与されます。

国内クレジット使用マーク

パルプの製造過程で漂白をするとき、漂白剤として塩素を使っていな
いもので、紙の製造工場でのダイオキシン類の発生を抑えることがで
きます。

6
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エコファクトリーの推進

section4

地域・社会との交流

「省エネルギー」
「リサイクル」の推進と安心と安全な職場
その他、地域の環境配慮も考えた工場づくりに日々取り組んでいます。

地域社会から一層信頼される印刷企業を目指して
事業活動を通じて広くコミニケーションを図る取り組みをしています。

省エネルギー化への移行

エコプロダクツ展に出展

2012 年 12 月に展示会参加

工場で使用するエネルギー「電気」
「ガス」
「水道」
「ガソリン」を

エネルギーや電力供給の課題など、日本の置かれている状況

優れた技術やノウハウがあり、
その多くはこの展示会で出会う

管理しています。工場内の照明の人感センサーや LED 化を

はまさに待ったなしです。ここからどう立て直すか、私たちは

ことができます。私たちの未来をよりよく変えていく、大きな

始めコピー機や空調設備等の機器を省エネルギータイプに

いま世界中から注目を浴びています。しかし、その先にある

チャンスが待っています。

切り替え使用電力の削減を図っています。電力量はデマンド

明るい未来を私たちが示せれば、
それは世界の明るい未来にも

監視装置を設置し日々電力量を管理しています。設備だけで

繋がります。

なく、社員の意識改革を進め、
「アイドリングストップ」やエア

日本の優れた環境・エネルギー技術は、地球規模での環境

コンの設定温度の管理など徹底して省エネを図っています。

負荷の低減と持続可能な経済発展にも重要な役割を果たして

「Dream」小牧工場の屋上の太陽光ソーラーパネル設置運転を

社団法人 産業環境管理協会

日本経済新聞社

いきます。スマートコミュニティ、自然エネルギー関連技術、

始め、更なる省エネルギー工場を目指しています。

エコ住宅、エコカー、省エネ家電など、これまでエコプロダク
ツ展が発信してきた技術が、
イノベーションの鍵となります。
エコプロダクツ展のテーマは「The Greener, The Smarter
― えらぼう未来を」
。
新しい未来のために必要なものを選択し、
私たちの生活や社会に取り入れる、その行動の「積み重ね」が
今こそ重要です。
日本には環境・エネルギーに関する数多くの

2012 エコプロダクツ展

リサイクル推進
アイカでは印刷行程で発生する廃棄物の削減、再利用、リサ

社員の環境意識と景観づくり

イクルの推進に努めています。設備の改善を図り、行程から
発生する損紙、残紙などを削減、処理については分別を徹底

アイカの環境活動は、設備重視の活動ではなく、社員一人一人が

して再生紙の原料としてリサイクルをしています。
その他イン

環境問題に対する自覚を持ち、日常業務の中で取り組む活動を

キ自動供給装置の採用やインキ削減ソフトの導入により最大

重視しております。例えば、工場内に新聞や雑誌などの家庭内の

3.68％の削減に成功しています。破損パレットはシルバー

古紙を収集するスペースを設け、社員のリサイクル意識の向上

人材を雇用し可能な限り修復し、再利用に努め廃棄量削減

を図っている。週 1 回行なわれる工場周辺の清掃活動、割り箸を

を目指しています。

使わないマイ箸運動など、社員一人一人が環境を意識し、行動し
ています。
廃棄物の分別とリサイクル

破損パレットの再利用
社員の家庭の古紙回収

VOC 排出抑制

エコキャップ貯金箱の取り組み

印刷工場から出るVOCを管

構内に安全を意識させる掲示

ペットボトルのキャップを回収して、その売却益を途上国の

理する事は重要な課題です。

をして社員安全意識を高めて

子どもたちへのワクチンとして贈る運動を行なっています。

アイカでは「水なし印刷」の

います。
その他、
印刷機などか

環境意識を高めるとともに専門知識が無くても取り組める活動

推奨や有機溶剤等使用の注

ら発生する騒音・振動による

を重視することで、全社員参加型の環境活動が出来、総合的によ

意事項を掲示し、
社員一同排

地域環境負担を低減させるた

い結果に繋がると考えています。

出抑制に取り組んでいます。
7

地域の安心と構内の安全

有機溶剤等使用の注意事項

め防音化を施しています。

工場周辺の美化活動

ペットボトルキャップ回収 BOX 設置
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管理マネジメント体制

最高責任者（社長）

環境マネジメント

環境管理責任者
総合管理室

環境に配慮した印刷の普及と安心で快適な職場環境を目指して、
環境方針を定め、活動をしています。

管理部

営業グループ
第一営業部

2013 環境目標と実績報告

生産管理部グループ

第二営業部

第三営業部

製造グループ

生産管理部

本社製造部

ドリーム製造部

2014 環境目標・計画

2013 年度は、下記の環境目標を掲げて、全社員環境に対する

2. 少量危険物倉庫：化学物質の削減

2014 年度は、アイカグループのスローガン「笑顔」で環境

ビズ、省エネ商品購入、太陽光など自然エネルギーの利用、

意識を高く持ち、取り組みました。

ドリームの危険物を「少量危険物倉庫」に集約し、化学物質・

に配慮した事業活動を行っていきます。

破損パレット再生及び再利用、マイ箸運動、社員の家庭の古紙

年度末は、消費税アップに伴う駆け込み需要のため生産量が増

危険物等を隔離・見える化して余分な在庫を削減。

GP マーク（グリーンプリンティングマーク）の認証の仕組み

回収運動などを積極的に行います。

大し、損紙も絶対数は増えたものの比率は下がりました。

3. クレーム情報の共有・用紙使用実績：損紙削減、売上高・生

を活用して環境負荷の低減に取り組みます。

また、環境に優しい「水無し印刷」や FSC® 認証紙をお客様

1. 太陽光パネルの設置：電力費の削減

産高の向上

そして、森林を環境・社会・経済面での厳しい基準を満たし

によりいっそうご案内しお勧めしていきます。

Dream 工場の屋根に 1,578 枚の太陽光パネルを設置し効率よ

タイムリーな全社配信により情報を共有し、速やかな対策を

管理製造された FSC 認証紙を積極的に取り扱っていきます。

く売電。また、遮光効果により室温 3℃ダウン。売電費をエア

行い無駄を無くす。再費用額の削減目標は全部署 50％以上、

また、政府の「チャレンジ２５キャンペーン」にチャレンジャー

コンの更新代にあて、省エネ空調器を５台導入しました。

用紙使用実績は 100％指示枚数以内と設定し取り組みました。

登録し、CO2 削減に向けた運動としてクールビズ、ウォーム

項目
防音対策
環境意識の
向上

電気・ガス・水道
使用量削減

リサイクル
推進

環境商品の
推進

■Dream 小牧工場

目標

実績内容
省エネエアコン更新し、通常の出
入口以外の開閉管理を実施した

環境改善案を年 6件
以上立案し実施する

安全衛生委員会で環境改善案を
立案し実施

8 件立案し 6 件実施
今後も引き続き改善活動を行う

前年比 5％削減

LED 照明増設
省エネ型エアコン 5 台設置

水道使用量は 7.8％削減できたが、受注量の増
加や内製化の推進により生産数が増加した為、
電気使用量が 6.8％、ガス使用量が 3％増加

インキ削減量10％

インキ削減ソフト使用件数を
8.6％増やした

目標には達成しなかったが、 インキ使用量
は 3.68％削減

破損パレットの再利用
年間 13,000 枚を
目標

変形パレットを積極的に
使用した

再利用数 9,320 枚

広報誌 3 点増

水なし印刷の拡大
商談時、見積時、入稿前打合せ時に
積極的に水なし印刷を提案

広報誌 4 件増
環境意識の高い顧客からの要求に対応でき、
受注拡大

CO2 排出削減量

2010

3,140

2011
2012

4,890

2013

4,650
0

2,500

5,000（kg）

開閉管理

環境意識の
向上

安全衛生委員会の
活用

電気・ガス・水道
使用量削減

各項目の削減

リサイクル
推進

環境商品の
推進

■Dream 小牧工場

環境改善案を年 6 件
以上立案し実施する

毎月の安全衛生委員会、生産性向上の改善活動でも「環境」
に関する議題を入れる

前年比 5％削減

省エネ型エアコン、
照明の更新に加え、
クールビズ、
ウォー
ムビズの推進で光熱費の削減を行う

インキ削減ソフト
使用件数増

インキ削減量5％

生産管理にて絵柄を見極め、
積極的に使用件数を増やす

再利用数増

年間 10,000 枚を
目標とする

破損パレットの修復件数の維持と変形パレットを積極的
に使用する

広報誌 3 点増

商談時、見積時、入稿前打合せ時に積極的に水なし印刷を
提案し受注増を目指す

2012

■Dream 小牧工場

8,000（t-CO2）

■Dream 小牧工場

（2014 年 4 月末日現在）

10,000,000（kw）

（2014 年 4 月末日現在）

2010

699.338

2011
2012

912.849
500,000（m ）
3

2,211

2012

886.078

2013

2,558

2011

819.849

0

水道使用量

（年）

2010

9,299,988
0

ガス使用量

（年）

8,705,988

2013

5,633
0

消費電力量

8,269,368

2012

6,057

2013

水なし印刷の
提案・拡大

7,219,200

2011

実施内容
省エネ型エアコンに更新し、工場内環境の整備を行う

（2014 年 4 月末日現在）

2010

4,735

目標
開放状態を
常時、
作らない

（年）
4,935

2011

3,740

防音対策

（2014 年 4 月末日現在）

（年）

2010

実施計画

※昼間 AM8:00～PM20：00

■Dream 小牧工場

（年）

項目

騒音目標数値 55dB：測定値 55dB※
振動目標数値 50dB：測定値 39dB※

常時、開放状態を
作らない

刷版 廃液量

®

評 価

（2014 年 4 月末日現在）

9

品質管理委員会

1,000,000（m ）
3

2,310

2013

2,128
0

1,000

2,000

3,000（m ）
2
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