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温室効果ガス排出係数
電　　力：
L P G：
都市ガス：
A 重 油：
ガソリン：

0.555t CO2/千kWh
3.00t CO2/t
2.08t CO2/千㎥N
2.71t CO2/kℓ
2.322t CO2/kℓ

使用した指数等
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1908年（明治41年）の創業以来、当社は陶磁器に始まり、電子部品、浴槽、バスルーム、浄化

槽、小形風力発電機と、その時代時代に求められる製品をつくり続けて参りました。そして、

これら製品開発の基本方針として、常に「生活者の視点に立ったモノ作りとサービスに努め、

感動と快適さを共有する」ことを企業理念に掲げてきました。

昨年3月11日の東日本大震災は、多くの人命と甚大な被害をもたらしました。改めて、亡くなら

れた方のご冥福をお祈り申し上げます。この震災と同時に、福島原発の事故は、原子力の危う

さや怖さと人間の無力さを痛感させる事故でした。しかし一方では、当社も取り組んでいる風

力発電等の自然エネルギーの今後の可能性について、改めて考えなおす契機となりました。

これからも私達ニッコー株式会社は、企業理念に基づき、環境キーワードの風・水・土を生か

した時代に求められる製品づくりを更に強化するとともに、決して立ち止まることなく全力で

事業に取り組んで参ります。今後とも、より一層のご支援とご指導を賜りますようお願い申し

上げます。 

ご挨拶

代表取締役社長

2012年4月
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東日本大震災に於ける当社対応と復興支援について
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平成23年3月11日に突然我が国を襲った想像を絶する災害、「東日本大震災」により、被災された方々に心よりお見舞い申し
上げますと共に、皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

ニッコーは、震災直後から、現地の支援、復旧にあたってきました。破損物件の調査、復旧、物資による支援、仮設住宅、仮
設店舗の建設、そして、震災に強い、エコな新しい街を作るべく体制を整えております。

ニッコーでは、震災発生に伴い、災害対策本部を設置し、全社及び取引先様の被害状況確認、緊急支援活動及び募金活動等の
初動対応が開始されました。（義援金は本年１月25日まで2,744,326円が集まり日本赤十字社を通じて寄付致しました。）
その後、様々な活動が展開され、1年が過ぎた現在は復興支援に活動を移行しておりますが、この1年の東日本大震災に対する
ニッコーの取り組みを概説致します。

震災発生後、直ちに、役員、従業員の安否・被害状況の確認を行い、グループ会社を含む全員の無事を確認しました。
●3月１１日

震災により破損した施工物件の調査や復旧に取り組みました。
震災対策本部からの支援物資をお客様にお届けし、特に被害がひどい地域の方からは大変喜ばれました。

●3月の現地担当者の動き（自らも被災した中お客様の支援に当たりました。）

●仙台営業所は4月6日、若林区から宮城野区に移転し営業を再開しました。

●11月21日

●岩手地区の皆様にニッコー製品をお届けする為、本年2月2日　大船渡営業所を開設しました。

仮設住宅用浄化槽の供給体制構築に早くから取り組み、４月はじめには陸前高田市の陸前高田第一中学校に第一号浄化槽が
設置されました。その後仮設住宅の建設はピークを迎え、全国の拠点から技術者を延べ２３名派遣し施工にあたりました。

●

仮設住宅建設とは違い仮設店舗、仮設工場の建設では物件毎の違った仕様に迅速に対応する必要がありました。
これに対し、盛岡営業所に設計担当者を置き、現場との連携を密接に行いながら施工にあたりました。

●

被災された方々に一日でも早く元の生活に戻って頂く為、本年4月1日　仙台営業所内に復興対策本部を立ち上げました。●

二俣専務（現社長）を本部長とした災害対策本部を埼玉工場に設置し、直ちに取引先様の安否確認を行い、収集された被災
情報を元に緊急支援活動を開始すると同時に募金活動も開始しました。
※ニッコーグループに於ける人的被害はありませんでした。旧仙台営業所建屋が損壊し、立ち入り出来ない危険な状態となりました。

●3月１２日

損壊した旧仙台営業所 仮設住宅用浄化槽 非常用電源として利用できる
風力・太陽光ハイブリッド発電設備

震災で職を失った方のために、被災者のみを雇用する会社「彩」（埼玉県）を立ち上げました。



◆ 会社名 ニッコー株式会社
（英名 NIKKO COMPANY）

◆ 創業／設立  創業　明治41年（1908年）5月11日
 設立　昭和25年（1950年）8月18日

◆ 資本金 32億円

◆ 上場 平成元年10月
 名古屋証券取引所 市場第2部

◆ 本社所在地 石川県白山市相木町383番地

◆ 事業所
◇ 工場  本社工場、鶴来工場、埼玉工場
◇ ショールーム 本社、東京、大阪、福岡、名古屋
◇ 営業所 東京、大阪、名古屋他 全26営業所

（ニッ販直営店含む、宮永配送センター除く）

◆ グループ会社
◇ 国内
　 ニッコー販売 ㈱
　 ニッコーエムイー ㈱
　 ニッコーケア ㈱
　 ㈱ 山前製陶所

◇ 海外
　 NIKKO CERAMICS, INC.（U.S.A）
　 PATRA PORCELAIN CO., LTD.（タイ）
　 N&I ASIA PTE., LTD.（シンガポール）

◆ 従業員数 914名（連結）
   769名（個別）

会社概要（平成24年3月31日現在）

平成24年3月期
連結売上高
18,239百万円

電子セラミック事業部
2,096百万円(11.5%)

5,245百万円(28.8%)

その他
62百万円(0.3%)

10,835百万円(59.4%)
住設環境機器事業部

陶磁器事業部

住設環境機器事業部
（主な製造販売品目）
合併処理浄化槽、戸建住宅用システムバスルーム
小形風力発電システム

陶磁器事業部
（主な製造販売品目）
家庭用およびホテル・レストラン用
硬質陶器、ボーンチャイナ等陶磁器食器

電子セラミック事業部
（主な製造販売品目）
アルミナ基板、グレーズド基板、低温焼結多層基板

●事業概要

H23／3
※H23／3は5ヶ月決算

H24／3

H20／10

H21／10

連結売上高 

7,754

18,239

21,267

17,063

△377

48

△1,031

△2,223

13,288

13,173

18,046

13,828

3,381

3,623

7,586

5,258

25.4

27.5

42.0

38.0

H22／10 17,961 △960 13,939 4,143 29.7

連結経常利益
（百万円）（百万円）

総資産 自己資本 自己資本比率
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1－基本理念 

●環境方針

●環境推進組織

2－基本方針

3－重点テーマ

環境マネジメントシステム

「風」を生かす

「水」を生かす

「土」を生かす

自然の風を利用して、地球環境にやさしいエネルギーを提供します

家庭から排出される水は、私共の製品が浄化し、自然に返します

毎日の食生活をささえる食器は土から作られています

（各部門から選出） （部門責任者）

（敷地）

社長
経営層

（事業）

（支援）

環境管理
責任者

内部監査
責任者

内部
監査員 ISO推進室

ISO
委員会

本社工場

鶴来工場

埼玉工場

営業所

陶磁器事業部

電子セラミック事業部

住設環境機器事業部　住設部門

住設環境機器事業部　環境エネルギー機器部

資材部

生産技術部

研究開発部

管理部門　統括

＜年度区切りの変更＞

＜ISO14001認証状況＞ 2008年３月に、ニッコー全社（３工場、２３営業所、４その他施設）にて初回認証を取得、
2011年３月に更新、2012年２月に継続審査を受審し、その適切性を確認しています。

第85期（2010年10月）まで活動集計期間区切りはニッコーの会計年度に合わせて
11月～翌年10月としていましたが、2011年からの会計年度の変更に伴い、
第87期から4月～翌年3月に変更しました。（第86期は５ヶ月間）

●環境マネジメントシステムの状況

我々は「風と水と土」を基本とした製品開発を行い、より暮しを快適にしていた
だくよう心がけます。
又、物つくりの中で、エネルギーや資源の無駄を省き、廃棄物の削減を行い、
環境にやさしい企業としてさらに努めてまいります。

当社はすべての活動において、環境理念を基本とし、法規制や
地域社会・お客様などとの合意事項を順守する。洋食器、住設
環境機器、電子セラミック製品、小型風力発電機などの開発、
製造、販売を通して、環境によりやさしい企業を目指す。

□　環境負荷を低減する新技術の開発と応用の推進を       
　　行い配慮製品の提供に努める。
□　エネルギーの無駄のない使い方を工夫する事業活　  
　　動を行う。
□　資源のリサイクル及び廃棄物の削減を図る。
□　環境関連物質の削減に努める。

ISO 14001  EMS522411
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今年度より、CO2の排出、廃棄物の発生については製品群別の取扱い重量と寄与率を元に
原単位を算出する方法に変更しました。

●目標と実績

・エネルギーの使用によるCO2排出
（85期基準重量原単位）

・エネルギーの無駄のない使い方を工夫する

87期目標 自己評価

-1.0%

87期実績

-4.5%

絶対量で減少しました。原単位でも4.5％減少し、目標のー1.0％を達成しました。

87期の活動と次期目標

自己評価

5件 4件

+53% +28% ×

目標とした開発件数には届きませんでしたが、今後の飛躍の基礎となる、要素技術、開発が出来た年となりました。
販売についても＋２８％と健闘しましたが、目標となる５３％には届きませんでした。

・環境負荷を低減する技術の開発と応用の推進と環境配慮で製品の提供に努める

・環境配慮製品の開発

・環境配慮製品の販売 風力発電機
高度処理浄化槽（85期対象製品比率）

×
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CO2排出量（千ton）CO
2重
量
原
単
位
（
to
n-
CO
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材
料
）

ガソリン

電力

都市ガス

LPG

重量原単位

0

5

10

15

20

25

304.90

4.50

4.55

4.60

4.65

4.70

4.75

4.80

4.85

2010年度85期 87期

・資源のリサイクルを図る

リサイクル：プロジェクト活動の成果により57.3％と目標の55％を達成しました。
　　OA紙：社内のOA化、ペーパレス化が浸透し-14.1％と目標の-1％を達成しました。

発生：絶対量で減少しました。また原単位でも2.2％減少し目標の-0.3％を達成しました。

埋立

焼却

リサイクル

リサイクル率

0

500

1000

1600

2000

2500

3000

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

2010年度85期 87期
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%
）

発生量（ton）

○

・廃棄物の発生

・廃棄物の削減を図る

87期目標 自己評価

-0.3%

87期実績

-2.2% ○

2005年度 2006年度 2007年度2008年度

40

60

20

80

100

120

160

140

0

・電子ｾﾗﾐｯｸ部品洗浄用 
　HCFC環境排出量削減
（2007年度基準）

トリクロロエチレンの使用が増えましたがそれ以上にトルエンの使用が減少し
結果として環境排出量は前年より減となっています。
装置に回収効率を上げる改良工事を施した結果HCFC225の大気放出量が
-69％と目標の-50%を達成しました。

・環境負荷物質の削減に努める

2009年度2010年度2011年度

（ton）

PRTR物質の環境への排出量

トルエン

スチレン

その他

発生量（ton）

重
量
原
単
位
（
t/
t）

廃酸
一般ゴミ
紙
金属くず
木くず
廃油・廃溶剤
スラッジ
廃プラスチック
陶磁器くず

重量原単位

0

500

1000

1500

2000

2500

30000.575

0.55

0.555

0.56

0.565

0.57

2010年度85期 87期

・廃棄物のリサイクル比率

87期目標 自己評価

55%

87期実績

57.3% ○

87期目標 自己評価

-50%

87期実績

87期目標 87期実績

-69% ○

・紙（事務系OA紙）の消費 -1% -14% ○

（%）

（85期基準）



●マテリアルバランス
事業活動におけるマテリアルバランスの状況を示します。

第88期目標
件6発開の品製慮配境環・

・環境配慮製品の販売（※85期基準）

（※85期基準）

（※85期基準）

+90%

・環境負荷を低減する技術の開発と応用の推進と環境配慮製品の提供に努める

第88期目標
・エネルギーの使用によるCO2排出 -5%

・エネルギーの無駄のない使い方を工夫する

第88期目標
%3.2-生発の物棄廃・

%61率比ルクイサリの物棄廃・

・紙（事務系OA紙） -15%費消の

・資源のリサイクル及び廃棄物の削減を図る

第88期目標
・電子部品洗浄用HCFC環境排出量 -69%

・環境関連物質の削減に努める

使用エネルギーによる
CO2

生産活動 　    20,410t
営業活動 　        　917t

廃棄物

リサイクル   1,126t
焼却・埋立   1,480t

環境関連物質
（PRTR対象物質）

トルエン
スチレン
その他

93t
417t
16t

水
（営業所除く）
上水
地下水

12,744t
486,052t

紙
（OA紙）エネルギー

A重油 9.3ｋℓ OA紙 380万枚
3,283t

529,579m
20,052千kwh

343ｋℓ

LPG
都市ガス 3

電力
ガソリン
（原油換算計 18,021ｋℓ）

環境関連物質
（PRTR対象物質）

大気排出
水域排出             

93t
0.02t

廃棄物 25t

INPUT

OUTPUT

●第88期目標
87期は重量原単位で目標を設定し、工場の活動量変化が結果に加味される事となり、評価の精度が上がりました。
88期についても、引き続き重量原単位を指標とした活動を継続します。

3工場　23営業所

※85期基準の
　重量原単位

（※85期基準の重量原単位）

（ ）
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当社は環境に配慮した製品の開発・製造に努めています。

■いしかわエコデザイン賞　特別賞 自然エネルギー賞受賞

■

家庭用小形風力発電機　「NWG-1K」～風流鯨Kids～
第1回いしかわエコデザイン賞において「NWG-1K」~風流鯨Kids~は、　販売実績とデザインが高く評価され、
自然エネルギー賞を受賞しました。

活動事例Ⅰ-1
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非常用電源 風力・太陽光ハイブリッド発電設備

東日本大震災における被災地での活動を通して聞こえた被災地の皆様の声を受け、非常用電源として設置・運用する事が出来る風力発電機の
セットを開発しました。

●風力とソーラーエネルギーの自然エネルギーを使用し、燃料の供給がなくても発電が出来ます。
●仮設が容易で、人の手だけで設置することができます。
●停電した際の避難誘導灯として活用できます。
●災害時には、非常用電源として電力の供給が可能です。

●通常時にもお使いいただけます。

防災公園向け街路灯 移動式非常用電源 人の手だけで設置ができます

【使用例】
携帯電話の充電、PCの充電、テレビ電話の電源、誘導灯の電源 …等

【発電の具体例】
100Ahのバッテリーなので満充電状態から400Wh使用できます。
・20WのLED照明灯x4個　5時間
・80台分の携帯電話の充電（5Wh/1回で計算）
・50Wのパソコンを8時間
・その他無線・通信機器などへ電力供給可能



■再生可能エネルギー全量買取制度
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固定価格買取制度とは？
7月から開始された再生可能エネルギー（電力）の固定価格買取制度とは、再生可能エネルギー普及のために、再生可能エネルギーで発電した
電力を高く買取り、その金額を電力使用者が負担する制度です。

ニッコーは、固定価格買取の制度化に小形風力発電協会を通じて貢献しています。

太陽光 ￥42/KWh

小形風力（20KW未満） ￥57.75/KWh

小規模水力（200KW未満） ￥35.7/KWh

地熱（1.5万KW未満） ￥42/KWh

バイオマス（リサイクル木材） ￥13.65/KWh

発電した電気を送電線か
ら電力会社に送ります。

太陽光発電や小型風力発電等の
再生可能エネルギー

送電された発電量に応
じ決められた代金を支
払います。

この買取価格が再生可能エネルギーの種類によって決まるのが
固定価格買取制度です。

再生可能エネルギーの買取り価格
を電力使用者が負担します。

小形風力発電は再生可能エネルギーの中で
最も買取価格が高く設定されました。

電力会社

電力使用者



350人槽で1,630mmコンパクトになります。槽が
小さくなることにより設置面積をカットできるため
建設にかかわる部分や輸送にかかわる部分のCO２
排出量の削減にも貢献します。

◆仕様比較（例：100戸用／350人槽　自然流入・自然放流の場合）

活動事例Ⅰ-2

◆ディスポーザ排水処理槽（350人槽）の使用部材に関する
CO２排出量

◆ディスポーザ排水処理槽（350人槽）の運転時のCO２排出量

◆ブロワのエネルギー消費量とCO２排出量比較
（例：100戸用／350人槽）

使用するブロワの空気量もＮＤＣⅡ型に比べ平均約３０％少なくなり
ました。
設置ブロワの台数が少なくて済むため、消費電力も少なくなり、運転
時のCO２の排出量が最大５０％削減されます。

※CO２排出量原単位は「平成21年度 浄化槽の低
炭素化に向けた調査検討業務報告書／平成22年3
月 社団法人浄化槽システム協会」より引用しました。

NDS型 NDCⅡ型 NDD型（新型）

CO
2
排
出
量［
kg
 - 
CO

2／
基
］

金属類（内部補強材）

塩ビ部品（内部配管）

プラスチック類（ろ材など）

FRP（本体•仕切）

0

1,978

1,442

136

363

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

ＮＤＳ型
（平成20年時の主力商品）

槽の大きさ[mm]

消費電力量
[kWh/日]

原単位
[kg-CO2/kWh]

CO2排出量
[kg-CO2/日]

機　種 使用ブロワ

φ2,500×6,720 1.4[㎥/min] ×1.5[kW]×2台

ＮＤＣⅡ型
（平成22年時の主力商品） φ2,500×5,440 1.4[㎥/min] ×1.5[kW]×2台

ＮＤＤ型

ＮＤＳ型 72
72
36

0.555
0.555
0.555

40
40
20

ＮＤＣⅡ型
NDD型（新型）

（平成24年度販売開始の新型） φ2,500×3,810 1.4[㎥/min] ×1.5[kW]×1台

◆100戸　350人槽の処理槽平面配置比較例
（自然流入・自然放流の場合）

■
2010年5月に販売開始されたNDCⅡ型は従来のNDS型から20%小さくなりましたが
2012年5月には、さらに30%小型化されたNDD型が販売を開始しました。
これにより、NDS型からみると大きさで約半分、重量で約30%、CO２排出量も半分となりました。

ニッコーではディスポーザ（生ゴミ粉砕装置）及びキッチンから出る排水を処理し、
水質を適正にして下水道へ流すための排水処理槽を製造しています。

進化するディスポーザ排水処理槽

〈集合住宅からディスポーザ処理槽へ〉
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NDCⅡ型 NDS型NDD型

φ
2,
50
0

5540

3810
6720

1,630mmコンパクト

3,500

4,000

315

182
82
144

1,062

109

453

1,740

NDS型 NDCⅡ型 NDD型（新型）

CO
2
排
出
量［
kg
 - 
CO

2／
日
］

0

50

40

30

20
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多機能内装建材(Multifunction board)「ムッシュ」

～健康で快適な生活のための～　～脱臭と調湿機能を併せ持つ～　～焼成しないセラミックス～

脱臭効果

吸湿特性

　近頃の住宅は、とても性能がよくなり、省エネ、防音、高断熱、又耐震性能が飛躍的に上がっています。
その様なトレンドは一様に住宅を”高気密化”（音や空気の出入りを無くする）する方向に向かっていま
す。その弊害として、こもった部屋の空気がなかなか入れ替わらなくなり、結露やカビ、シックハウス症
候群、ペットや介護に伴う臭気に悩む方も増えているのではないでしょうか。高気密住宅では、常時換
気扇を回す様に設計されていますし、エアコン、加湿器、除湿機、脱臭機あるいは、芳香剤や消臭剤を使
われている方も多い様です。
　ニッコーの多機能建材”ムッシュ”は気になる臭いを吸着、分解するため、脱臭性能と持続性に優れて
います。更に、自ら吸湿、放湿する”呼吸”によって部屋の湿度を一定に保つ機能も備えています。耐熱性、
耐炎性を持ったセラミック製品でありながら、窯で焼いて固める、いわゆる”焼き物”ではないため、工場
でつくる時にも焼き物にはつきものの、CO2の発生がない、エコな製品になっています。

臭気種類

初期濃度（ppm）
時間（分）

硫化水素 アンモニア ホルムアルデヒド トリメチルチミン アセトアルデヒド イソ吉草酸エチルメルカプタン

90 90 90

13

120 120

25001000

240

460160200 40

180

◆臭気を90%以上を除去するために要する時間（分）

吸
放
湿
量
（
g
／
㎡
）

吸湿時間（hr）

放湿時間（hr）

硫化水素

アンモニア

ホルムアルデヒド

トリメチルチミン

アセトアルデヒド

イソ吉草酸

エチルメルカプタン

アロフェン材
100
80
60
40

0
20

硫化水素

アンモニア

ホルムアルデヒド

トリメチルチミン

アセトアルデヒド

イソ吉草酸

エチルメルカプタン

漆喰系
100
80
60
40

0
20

硫化水素

アンモニア

ホルムアルデヒド

トリメチルチミン

アセトアルデヒド

イソ吉草酸

エチルメルカプタン

多機能材 ムッシュ
100
80
60
40

0
20

20

0
0 2 4 6 8 10 12

40

60

80

100

120 ムッシュ
アフロン
漆喰

活動事例Ⅰ-3

放湿特性

吸
放
湿
量
（
g
／
㎡
）

0
2 4 6 8 10 12

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

ムッシュ
アフロン
漆喰

ムッシュ、シーンごとの脱臭性能

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

脱
臭
性
能
（
面
積
比
／
時
間
）

クロー
ゼット

ペット、下駄箱、トイレ臭の除去に優れています。

脱衣場 寝室 下駄箱 トイレ タバコ 体臭 料理臭 ペット臭

リビング
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■



活動事例Ⅰ-4
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切込の入ったマグ 一般的なマグ

ユニバーサルマグ
～あごを上げずに飲めるマグカップ～

■
ニッコーは創業以来102年間暮らしの器をつくり続けてまいりました。
現在も日本人が受け継いできた暮らしを楽しむ知恵と、上質な器を永く大切に使って行く心をいかし、
世界に向けて日本人の感性で心地よいライフスタイルの提案を続けています。
白山市の陶磁器工場では、原料の調合から加工出荷に至るまで一貫した省資源化をめざし、エネルギーの有効活用に貢献しています。

首を傾けたりあごを上げたりすることが難しい方が無理な姿
勢で飲食すると誤嚥性肺炎の原因なるといわれています。
一部に切り込みをいれ、あごを上げずに飲めるマグカップを
開発しました。（右利き用左利き用があります）

MADE IN NiPPON

メリーベア
～世界でひとつの自分だけのマグカップ～

かわいいクマの絵柄に洋服、帽子を選び自分のイニシャル
を入れられるカスタムオーダーのマグカップです。ニッコー
が長年取り組んでいるカスタムメイドの新しいアイテム。

蒸し皿
～フライパンで使える蒸し皿～

健康志向の中、蒸し料理が注目されています。どの家庭にも
ある“フライパン”にあわせて使える「蒸し皿」です。表面は食
材がこびりつきにくいようにエンボスが施されています。また
食器洗浄機で洗うことができ、お手入れも簡単です。キッチ
ンからテーブルへ―食器と調理器具がひとつになった製品
です。

「澄器・澄玉」
～環境配慮製品～

暮らしの中で発生する悪臭を「吸着」「分解」の2つの方法で
効率よく除去することを特長とした球状の新しい脱臭材で
す。消臭剤のように芳香を付加したり、活性炭のように吸着
のみで悪臭を除去したりするものに比べ、より高い除臭効
果が期待できます。一般家庭での使用を考えたデザイン性
の高いかたち。天然素材を使用したセラミックス製のため環
境負荷の低減にもつながります。
※「澄器・澄玉」は住設環境機器事業部と陶磁器事業部の
ハイブリッド型の開発品です。

右利き用

左利き用



2011年8月8日小松市三日市商店街に北陸初の直営店をオープンしました。小松市三日市商店
街はかつての賑わいをなくして久しく、2010年6月には北陸の大手百貨店も撤退。
小松市では駅前地域振興、中心商店街の活性化が大きな課題となっており、当社では地域振興と
地元顧客へのサービス充実のため、地元初となる直営店を出店しました。ニッコーの食器を長年
愛用していただいている地元のお客様にいつでも安心して食器を買い足して頂ける場としてまた、
新たにニッコーの食器を使っていただく場として、商店街とともに発展していきたいと思います。

■ 直営ショップ「ら・たーぶる」小松市駅前活性化に事業に貢献

■

■

Table With 高槻店 

■大船渡営業所

2011年大阪・西武高槻店4Ｆにオープンいたしました。毎日のテーブルに
楽しさと上質感を提案する「白の器」や「親子の器」、和感覚の器など数多
くのコレクションをとりそろえております。

2012年2月2日岩手県大船渡市に営業所を開設しました。

和歌山出張所を開設しました。

Table With 八尾店
2011年大阪・西武八尾店6Ｆにオープンいたしました。ニッコーならではの
「白の器」や和感覚の器、上質な贈り物、いつものテーブルが楽しくなる毎日
の器など数多くのコレクションを取りそろえております。
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◆連絡先　石川県小松市三日市町39-4（三日市商店街）TEL：0761-24-2525

◆連絡先　大阪府高槻市白梅町4-1 西武高槻店 4F  TEL:072-682-2552 

◆連絡先　岩手県大船渡市猪川町字久名畑98-7  TEL:0192-47-3660

◆連絡先　和歌山県和歌山市黒田1-2-4  TEL:073-499-5204

◆連絡先　大阪府八尾市光町2-60 近鉄八尾駅前 西武八尾店 6F  TEL:072-999-2554

■和歌山出張所
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■計画停電と夏場の節電対策

計画停電
計画停電が発令され、休業や生産ラインの停止といったニュースが報じられる中、東京電力管内にあるニッコー埼玉工場では、被災地（仮設住宅）
向け浄化槽の増産計画に追われていました。
　連日発令される計画停電の予定表を何度も確認しながら、操業時間を調整することとなりました。シフトは日々変更となり朝６：３０から開始し
た日、午後13:00～15:00に停電ストップ、その分終業時間を2時間延長した日もありました。特に計画停電中は工場内待機となりましたが、3月と
は言え、底冷えする寒さに加え、消灯されたフロアーは普段以上に暗く感じ、また余震の心配は解消されることもなく、皆不安な気持ちがいっぱい
でしたが団結して作業を行いました。
　また、管理部門においても計画停電は大きな障害になっていました。デリバリー、営業所とのやりとり、問い合わせ対応など業務を中断するわけ
にはいきませんでした。これらに関しては社内で備えていた小型発電機（2台）を利用することにしました。限定されたかたちにはなりましたが、主要
パソコンなど、必要最低限のオフィス機器の電源を賄い対応することができました。 

節電対応
夏場の電力需給が逼迫する情報が流れる中、吉田社長（当時）の指導の下、全社を挙げて節電活動に取り組み、目標として掲げた2010年８月度
からの１０％削減を達成しました。

2011年は、東日本大震災に端を発し、電力の供給が不安な年となりました。
計画停電の実施から、夏場の節電要請に続くニッコーの節電に対する取り組みを報告します。

①ピークシフト

石川地区

：最も電力使用量の多い時間帯をずらして最大消費電力を抑える活動です。

バッチ式電気炉をam10:00～pm3:00まで非稼働としました。
埼玉地区
大型プレス機の稼働をシフトし、同時運転を避ける形としました。

②ピークカット
石川地区

：最も電力使用量の多い時間帯にできる限り設備の稼働を押さえ最大消費電力を抑える活動です。

電力使用量の多い時間帯に120ＫＷ相当のエンジンコンプセッ
サーを稼働し電気式コンプレッサーを止めました。
又、常に電力使用量を監視し、目標値を超えそうな時はデマンド放
送によって節電を呼び掛けました。

中容量発電機をレンタルし、ボイラー運転機器の電源を賄いま
した。
又、２２KWスクリューコンプレッサー、水中ポンプの運転にも利
用しました。

埼玉地区

③ベースカット

石川地区

：電力消費設備の台数を減らしたり、省エネ設備の導入や、節電意識向上等で全体の使用電力量を抑える活動です。

全体の１１％にあたる照明の間引きを実施しました。 小型浄化槽5人槽の成形を3000トンプレスから2250トンプレス
に移行しました。

埼玉地区

本社工場
電子棟
鶴来工場
埼玉工場
埼玉事務棟

目標

4935

851
538
468

100% 91% 84% 84% 84%86%
16%約10% 16% 16%14%

78 78 65 58 57
440 406 437 415 410
250 190 178 176192
825 744 756 608 614

4493 4160 4232 4163 4123

3000 2900 2755 2803 2870 2868
8月 8月 9月7月6月目標

本社工場

鶴来工場
埼玉工場
埼玉事務棟

電子棟

節電率

合計
比率

2011年

78

◆2011年各拠点の最大使用電力量
2010年

単位:kw

当社はエネルギーと資源の有効活用に努めています。活動事例Ⅱ-1
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活動事例Ⅱ-2

15

廃棄物処理、リサイクル業者を視察

■ニッコーは廃棄物のリサイクルに努めています。　
2011年度のリサイクルプロジェクト活動
資源のリサイクルを維持、推進する為、敷地管理部門、資材部門、環境ISO事務局でテーマを決め
新規のリサイクルルートを検討する活動を展開しました。

NIKKO COMPANY   ENVIRONMENTAL REPORT 

新規、段ボール収集業者の計量付きパッカー車での収集

廃棄物の適正処理の確認とリサイクルルートの新設を目的として廃棄物処理業者を視察しました。

○
成果

無塵紙
リサイクルを検討した廃棄物

○段ボール
×塩化ビニルプラスチック
○プラスチック
○サーマルリサイクル
○梱包材
×陶磁器工程内リサイクル（素焼き）
×汚泥
×変性アルコール

本社工場および周辺清掃 埼玉工場及び周辺清掃

社内の環境活動はもちろん重要ですが、地域社会の環境保全に貢献することは、地域に根ざした企業としての責務といえるでしょう。
当社では工場周辺の美化清掃を毎年２回実施しています。

周辺環境の美化清掃活動

■地域の一員としての活動



活動事例Ⅲ-１

■ワークバランス企業「優良企業賞」受賞

■ニッコーフェア
今年のニッコーフェアーは秋と春に行いました。
通例の、ショールーム、工場見学、下取りコーナーの他、話題の小型風力発電による非常用電源が展示され、
超コンパクト浄化槽のブロワ―を動かしたり、携帯充電コーナーも開設されました。
更に、春には宮永配送センターも会場に加え、シャトルバスにより行き来できる様にしました。
フェアーは例年、白山市の本社工場と埼玉工場で開催していますが、両工場間の商品の行き来はＪＲのコンテナを使う（モーダルシフ
ト）ことによりCO2削減に努めています。

小型風力による非常用電源 絵付けコーナー モーダルシフトによる商品輸送 ショールーム見学
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2.働く人の心の健康づくりにも努めています。

1.子育てを支援する制度を設けました。
　配偶者の出産時には２日間の有給休日を取得できる様にしました。

メンタルヘルス講習の実施　
心の健康、やストレス発散について、又元気のない人の見分け方や対処方法につい
て労使が協力し合って推進しています。
挨拶運動の推進
明るい、活力のある職場を築く為、挨拶運動で職場の円滑なコミニケーションを推
進しています。

①

②

これらのニッコーの取り組みが認められ、石川県よりワークバランス企業「優良企業
賞」を頂きました。
表彰式当日は、先ごろ育児休暇が明けた女性社員の方と1歳4か月のお子様も参加され、
当初の緊張した雰囲気が和やかなムードとなりました。
今後もワークバランス優良企業に名に恥じない様、生活者の視点に立つ取り組みを社
内の職場環境でも実現させていきます。

■ビオト－プ　埼玉工場
ホタルが生息する生態系を目指し平成22年からビオトープ活動を行っております。これまでは水生植物の水質浄化作用を利用してビ
オトープを育成していましたが、今年は防火用水内の水質をさらに浄化させるため自社製品の浄化槽を設置し水質を安定的にＢＯＤ
10㎎/ｌ以下にすることができホタルの孵化にも成功しました。

設置した浄化槽 今年のホタルビオトープ　全景

当社は企業市民として社会と共に歩みます。 



17NIKKO COMPANY   ENVIRONMENTAL REPORT 

■ニッコーは仮設住宅用浄化槽の生産体制を早期に整えました。
協力工場支援
東日本大震災発生直後から、ニッコーは協力工場の支援に動き出しました。宮城、北茨城、栃木など、被災地に協力工場が多かったこともあ
り、震災の翌々日には復旧支援の為、支援物資をトラックに積み込み、被災工場を訪ねました。

仮設住宅用浄化槽生産体制の構築
仮設住宅建築については、震災直後から、早期着工が示唆されていて、一時的には、6万戸もの建設が計画されるなど、生産体制の構築を急
ぐ必要がありました。しかし、震災による石油コンビナートや化学プラントの被災で、石油関連製品が品薄になるなど、市場は混乱してい
ました。そうした中、被災地に一日でも早く住宅をお届けする為のニッコーの取り組みについて、報告致します。

ニッコーでは、社内、社外を問わず、様々な施策を講ずることにより、震災後の混乱した状況の中、全社団結して生産を途切れさせる事なく、
仮設住宅用浄化槽の要求に応える事が出来ました。

1.協力工場の生産体制
協力工場の生産体制については、当初は御家族の被災や、原発事故の不安から従業員の方々が出勤できず工場が稼働出来ない状況で
したが、ニッコーからの要請に快く答えて頂き、早期に復旧することができました。又、目標とする台数を生産するために、新たに生産
型を増やすことによって生産能力を倍増しました。

2.原料及び部品の調達
当初は塩ビ管の不足などが噂されましたが、深刻だったのは、浄化槽のボディーを形成する樹脂とガラス繊維、及び、排水処理を行う
坦体の不足でした。樹脂とガラス繊維については、吉田社長（当時）自らメーカー様にお願いに上がり、早期調達の目途がつきました。
坦体については、メーカー様がフル稼働しても、要求数量に届かない数量でしたので、急遽、新たな供給者様を選定し、量産のお願い
をしました。メーカー様では、金型の準備等、要求数量に応えるべく、量産体制を整えてくださり、ニッコー社内の評価を経て生産数
量が確保できました。 

3.水中ポンプの調達
仮設住宅用浄化槽は通常の浄化槽の様に埋設しない仕様（地上設置型）になる為、
汚水をポンプで汲み上げて、浄化槽に流し込みます。この様な仕様は稀なため、今
回の様な、仮設住宅用の需要には全く供給が追い付かない状態でした。ニッコーで
は、標準仕様以外の水中ポンプの調達も検討しましたが他メーカーの同等品では、
配管の取り付け位置などに互換性がなく複数のメーカー様からの水中ポンプの調
達が困難な状況がありました。ニッコーでは、槽内の配管長さをポンプメーカー毎
に調整する事によって複数メーカー様からの水中ポンプ調達を可能にしました。

4.社内応援人員の確保
社内他部署、別事業部から人員を調達し、仮設住宅用浄化槽の早期の供給に全社を挙げて取り組みました。

水やコンロ、携帯カイロ、電池や燃料が主な支援物資でした。幸い、何れの協力工場
も直接の被害は殆どありませんでしたが、反面従業員の方の多くは被災されてお
り、工場の再稼働には時間がかかりそうでしたが、支援物資はお役立て頂けました。

◆震災の翌々日、北茨城の協力工場に支援物資をお届けしたレポート

製造課　須永 貴司

道を進む毎に、地割れによる道路の段差や、バケツを手に水汲

みの行列に並ぶ方々、テレビで見る様な風景を目の当たりにし

震災の被害の大きさを実感しました。道路状況は悪く、信号が

消えた町で地割れの段差を乗り越え、橋げたがずれた橋を渡

り、夜になると非常に危険な状況の中を進みました。当日、大き

な余震もあり、不安と恐怖を感じる訪問でした。埼玉に帰着した

ときには、ガソリンスタンド前に長蛇の列ができていました。

管理課　臼杵 隆幸

北茨城の協力工場には、電話が通じず、現地に出向いて安否確

認と支援が必要な状況でした。高速道路が不通の状態だった

ので一般国道を通り、普段であれば2時間半で着くところを5

時間をかけて訪問しました。コンビニエンスストアーは閉

まっていましたし、信号は停電や破損で機能せず、かろうじて

発電機が付けられて赤の点滅状態でした。日立を過ぎたあた

りでは、生々しい津波の痕も目の当たりにしました。

活動事例Ⅲ-2



■白山市の地産地消の取り組みに協力しています。
昨年白山市の地産地消の取り組みキッズ・キッチンに食器を提供することで協力させて頂きましたが、本年度更なる取組にも参加してい
ます。”仕事で夜遅めの食事をとる方へ低カロリー！地産地消＆一品料理”のレシピづくりにもニッコーの食器を提供しています。
食べ物は地のものが一番おいしく頂けます。白山市のおいしい食材をヘルシーなレシピで頂く際には是非ニッコーの器をお使い下さい。

■復興食イベントにニッコーも協力しています。
３月１９日・２１日・２２日、農林水産省主催の「復興食イベント」に陶磁器メーカーとして参加いたしました。「復興食イベント」とは、農
林水産省が主催し、農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」受賞シェフの方々が宮城県や福島県の小学校を訪問し、被災地産の地元
食材を使用した料理を子供達に振る舞うイベントです。
被災地に元気になってもらう為、新しい東北の主役になる子供たちに、地元の食材の素晴らしさを味わってもらい、郷土に誇りを持って
もらうために、一流のシェフの方々が、腕を振るいました。

３月１９日（月）  
福島県川俣町立川俣南小学校  
奥田 政行 シェフ  
パスタ＋お寿司

３月２１日（水）  
宮城県気仙沼市立面瀬小学校
音羽 和紀 シェフ
豚肉とキャベツの煮込み

３月２２日（木）
福島県相馬市立磯部小学校
今別府 靖子 先生
米粉シチュー

■ふるさとは負けない、心はひとつ　復興支援ステッカー販売
ケセンきらめき大学（気仙地方を中心に活動し、地元のローカルな資源をグローバルに発信
することを目的とした、生涯学習まちづくりの団体）が展開する、復興支援ステッカーの販売
に協力しています。ステッカーの販売代金は、ケセンきらめき大学を通じて気仙地方の復興
資金となっています。

活動事例Ⅲ-3
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2011年11月21日、東日本大震災被災者の就業支援として、被災者のみで構成する浄化
槽販売の子会社「株式会社 彩(さい)」を埼玉県熊谷市に設立しました。新会社設立は、被
災者雇用による復興支援と埼玉県での合併処理浄化槽の販路拡大を目的とし、東北3県
(岩手、宮城、福島)の被災者を対象に社長を含め11人を雇用しました。主な事業として、
一般家庭のトイレ排水のみを処理する単独処理浄化槽から、生活排水の全てを処理する
合併処理浄化槽へ転換(リフォーム)する事業の営業や施工を行います。
単独処理浄化槽は2001年度から新設が禁止されましたが、埼玉県内には約36万基が設
置されたままになっており、河川汚濁の主な原因となっています。河川面積の割合が県
土の3.9%(全国一)を占める埼玉県は、この財産を生かすため河川の再生に県をあげて取
り組んでおり「川の国埼玉」の実現に向け転換事業を積極的に推進しています。

ニッコーは埼玉県行田市に浄化槽の主力工場を構え、埼玉県内で40年以上浄化槽製造販売の事業を展開し、県内でトップシェアを誇
ります。新会社設立は、復興支援と「川の国埼玉」の実現に貢献したいという当社の強い思いです。

「株式会社 彩」のロゴマークには、埼玉県の県の魚、ムサシトミヨにちなんでトミヨの文字が隠されていま
す。ムサシトミヨは天然記念物に指定された淡水魚です。元荒川源流域にのみ生息する絶滅危惧種（埼玉県
のレッドデーターブック）でかつては埼玉県内のいたる所で見ることができたそうです。

埼玉県は下の説明にある、単独転換事業で県内の川をきれいにしてムサシトミヨが生息していた頃の様な川の国埼玉を甦らせようと
しています。「株式会社 彩」は埼玉県の単独転換事業を推進するために、設立されました。

浄化槽には、既に新規設置が禁止されている、トイレの排水（し尿）のみを処理する単独処理浄化槽と生活排水全てを処理する合併槽
があります。単独槽設置の場合、台所や洗濯排水がそのまま川に流れるため、川の水が汚れる原因となってしまいます。
単独処理浄化槽の新規設置は禁止されていますが、既に設置されている単独処理浄化槽を合併処理浄化槽と交換しなければ、川はき
れいになりません。
埼玉県は、このむずかしい問題への取り組みとして単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に交換する先進的事業を推進しています。

■震災支援で新会社設立「株式会社 彩」

埼玉県の単独転換事業

活動事例Ⅲ-4



活動事例Ⅲ-5

合併浄化槽95人槽 仮設店舗のオープン風景

２月２日に岩手県大船渡市に営業所を開設いたしました。
大船渡市は岩手県の沿岸南部に位置し、東日本大震災で津波により大きな被害を受けた
ところです。ニッコーはこれまで仮設住宅や店舗などへの浄化槽設置で復旧対策に協力
させていただきました。大震災から１年をむかえ今後は本格的な復興に向けての対応が
必要との観点から、地域に密着しての営業が不可欠であること、現在の東北での営業拠点
である盛岡や仙台から大船渡までいずれも３時間かかる位置であること、さらに今回得
意先様の、多大なご協力のもと、事務所をお借りすることができたことで営業所開設の運
びとなりました。
事務所は独立したドーム状の建物でユニークな形をしております。外壁はＦＲＰ製でア
メリカ製です。主要道路沿いに位置することもあり非常に目立ち、地元では喫茶店と間違

えている方もおられるとか、おかげさまでニッコーを認知していたく上でとても効果的です。
昨年末までには各自治体の復興計画が出揃い、その計画が順次実施される段階に入りました。
通常、下水処理施設は川下の海岸沿いに建設され、大変広範囲の汚水が集まってくる為、昨年の津波で受けた甚大なダメージは、非常
に多数の被災者の方々の生活に影響を与えました。それに対して浄化槽は、津波が到達した地域以外では、水と電気が復旧した時点で
ほぼ、そのまま使うことが出来ました。又、地震によって電力の供給が止まり被災者の方々は余震が続く中、不安な夜を過ごさなけれ
ばなりませんでした。もし、地震が夜起こっていたら、もっと多くの方々が亡くなられたかも知れません。たくさんのニッコー製風力
発電機が、震災後も元気に発電し続けていました。　
大船渡営業所を拠点として、震災に強い、エコな街づくりを応援したく、思っています。

仮設住宅用浄化槽は、工期短縮と3年後の撤去を見据え、地上設置型（埋めない）としています。このため、汚水を汲み上げるポンプと断熱
保温工事が必要な特殊仕様になっています。この短納期の工事が3月から９月までに集中したため、全国の拠点から技術者を派遣し、工
事業者と協力しながら設置にあたりました。陸前高田市では、1号浄化槽を設置した後、津波で使えなくなった下水処理施設の代替とし
ての大型浄化槽の設置や仮設診療所用浄化槽設置も短納期で行いました。
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■大船渡営業所

■ニッコーは東日本大震災復旧を支援しています。

大船渡営業所所長
廣瀬  幸久
2012年2月

　被災地の現状をお知らせしますと、現在、瓦礫の撤去搬出や残った建物の解体作業が行われています。震災前に

は多くの町並みがあったであろう場所が更地に近い状態になりつつあります。道路はほぼ復旧が終わりましたが

生活基盤の整備はこれからです。それでも地元の方々とふれあう数少ない機会の中では、心の奥に深い悲しみを

閉じ込めながらも前向きに進もうと明るくふるまっておられ、さらには感謝の心にあふれていて、悲劇を乗り越

えてこられた人の強さに感服しています。

　私自身は、１年在籍した鹿児島営業所より異動となりましたが気候の違いもさることながら住環境の大きな変

化にとまどっています。被災地は新たに住む場所もほとんどなく、ようやく見つけた所も数メートル先まで津波

が来たところで周囲にはまだその爪痕が多く残っています。夜、静まりかえった中では被災地に住むことの覚悟

が試されているように感じます。

　それでも復興が進む過程に身を置くことで何か大切なものを得ることができるような気がしております。

仮設住宅用浄化槽

津波や地震で店舗や工場を失った中小の経営者の方々に事業を再開して頂くために、「中小企業基盤整備機構」が仮設の建屋を貸与す
る事業です。現場は、店舗、工場、事務所、作業所と様々、それに伴い浄化槽の仕様も、設置方法、設置位置、大きさ等が様々で、物件毎の
専用設計に近いものになっています。被災した事業者の方々に一日も早く、事業活動を再開して頂き、被災地を元気にするために、
ニッコーは盛岡に設計人員を配置し現場の様々な状況に迅速に対応できる体制を構築し、各建築会社様との密接な連絡体制の元復旧
に努めました。

復興に向けた動きは始まったばかりですが、これからも、
ニッコーは被災地の方々に寄り添い、
復興のお手伝いをさせて頂きたく思っています。

仮設店舗用浄化槽 
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東日本大震災により、多くの方々が被災され、被災者用の仮設住宅の建設が検討され始めた直後から、当社の顧客であるハウスメー
カー、プレハブメーカーからの問い合わせが殺到する状況となりました。当社の仙台営業所および社員が被災したこともあり、現地の
正確な情報を得ることが困難な状況でもありました。現地の状況を正確に把握し、納期対応を確実におこなうため、対策本部を設置
し、現地に営業と施工管理をおこなう技術者の派遣を実施しました。全国の営業拠点より人員を集め、１か月から２か月、アパート住
まいをしながら、交替で、総勢２４名が現地で、復旧のために、精力的に作業しました。その活動の状況を報告します。

ニッコーは東北地方で活動する営業担当者の被放射線量をモニターしています。東北地方で活動する5名の営業担当者が被放射線量
計を携帯し、個々人の積算値をモニターしています。年間1mSvを目安に監視しています。

■応援体験レポート

■被放射線量をモニターしています。

　私はあの３月11日の大震災からちょうど百日目にあたる６月後半から被災地に入り、約５０日間

福島、宮城の両県で仮設住宅の現場、被災地域の惨状を見て歩き、大変貴重な体験をさせていただき

ました。

　仮設住宅の現場は浄化槽の地上設置や半地下埋設などこれまでに見聞きしたことのない施工方

法でさらに限られた短い工期の中で行われ、ハウスメーカーの要請で同じように全国から応援に出

向いておられる業者様との協力の日々でした。（宮城県石巻市の某仮設住宅現場では、ハウスメー

カーの現場監督が沖縄、設備業者が札幌、電気業者が大津、そして私が福岡から・・・こんな組み合わ

せで全国規模での応援、仮設ならではの体験でした。）

　そして建築地が本当に津波被害のほんの少しだけ高台であるという実情に驚きました。

　石巻市は特に街の13％が浸水したとのことで、被災したそのまま、まだ瓦礫と化した街が片付けられることなく百日を過ぎても

全く手付かずの場所が多すぎる現状、そんな津波での浸水被災地を毎回通り、通らなくては仮設現場に通えない日々でした。

　マスコミに何度も取り上げられる被災地名＝気仙沼、南三陸、女川、石巻…私はすべての現状を見ました。被災地と言う同じ言葉

で表現できないそれぞれの違った実状、テレビや新聞で報道される情報がいかに、ごく一部でしかない事を知りました。浸水被害を

受け、地盤沈下により水の掃けない地盤には７月を過ぎ、気温上昇とともに不衛生な環境が広がっていること（衛生害虫の大量発

生）、空高く積み上げられた瓦礫の仮置き場の間を通らなければこれからの住まい（仮

設）に行けない危険さ（交通弱者、女性や子供は一人歩きができないこと）、役場ともども

被災し全てを失い更地と化した街、復興への道筋が全くと言っていいほど見えない街

…でもそこには全国の電力会社の協力で道路には新しく電柱だけは着実に立ち始めて

いると言った現実。これまで遠く離れた九州に住み、家族共々、地震や余震、計画停電等

をまったく経験せず今日まで平穏にこれらたことを今更ながら感謝せねばならない、

普通の暮らしができることがどれほど有難いかをつくづく感じる体験の日々でした。

　私が見て歩いた被災地の実態、良いも悪いも目にした仮設住宅の実態・・・・・

できる限り忘れずにいたい、そんな想いで多くの記録写真を撮りました。今後なるべく

多くの方に語り継ぎ、伝えたいと思います。

　そして、いつの日か復興を遂げた東北の町を見に行きたいと思っています。

福岡営業所／宮崎大志
2011年8月
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TOPICS

■大阪営業所の取り組み

日頃より、環境について、常に所員が意識しているようにしています。省エネ活動、紙
削減活動は習慣化することにより、環境に取り組む姿勢が養われ、会社でも、各家庭
でも環境活動に取り組んでいます。
また、浄化槽、システムバスの施工協力会社に対しても、環境活動に取り組むように、
協力をお願いしています。

■環境配慮型製品

ニッコーでは環境に配慮した”環境にやさしい製品”の販売を増やし少しでも地球環境の保全に貢献できるよう努力しています。
そのため環境活動テーマに環境配慮製品の販売を取り上げ対象製品の販売に積極的に取り組んでいます。

１．

２．

３．

・蛍光灯の間引きをおこなっています。
・ショールームの照明は不要なときは消灯しています。
・空調機が古かったため、契約先と交渉し、省エネタイプに交換していただきました。
・パソコンをこまめにシャットダウンしています。
・家庭では不要な照明をこまめに消灯しています。
・裏紙の使用を積極的におこなっています。
・会議はプロジェクターを使用し、コピーすることを減らしています。
・エコ運転を心掛け、安全のためにも、急発進、急ブレーキをしないようにしています。

電気使用量の削減

 紙の使用量削減

 ガソリン使用料の削減

風力発電機

当社風力発電機の特徴としまして、１～1.5
ｍの微風でも回転し、低回転でも発電する
点が挙げられます。
「風流鯨kids(かぜながすくじらきっず)」は
その特徴を受け継ぎ、一般のご家庭でお使
いいただくために軽量、ｺﾝﾊﾟｸﾄな商品とし
て開発した１KW型の風力発電機です。
この特徴をさらに進化させるべく、低回転
での出力を得るため、発電機、ブレード形
状、材質を見直し、隣家が接近する住宅地
でもご使用頂ける低騒音タイプを開発し
ました。

高度処理浄化槽

業界で初めて処理性能BOD 10mℓ/ℓ(生
物化学的酸素要求量)を標準化した家庭用
コンパクト型浄化槽「浄化王」および「浄化
王X」を2008年秋より販売いたしました。
「浄化王」「浄化王X」は富栄養化の原因物質
となる窒素酸化物を除去(浄化王：T-N　20
ｍℓ/ℓ（全窒素量),浄化王X：T-N 10m
ℓ/ℓ (全窒素量) )するとともにSS　
10mg/ℓ(浮遊物質量)を実現しており、水
環境をより一層改善する製品として積極的
に販売気圧同を展開しています。

多機能建材

優れた脱臭性能を誇る多機能建材「ムッ
シュ」は家庭で発生する、タバコ、ペット臭、
シューズボックスや、介護に伴うにおい、ま
たシックハウス症候群の原因と言われてい
るアセトアルデヒドなどの揮発性有機化合
物を、吸着、分解することで除去します。又、
自らが呼吸する事により、部屋の湿気をコ
ントロールし、気になる結露やカビの発生
を防止します。   
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主要事業所の環境負荷状況

ニッコー㈱　本社工場
所在地
石川県白山市相木町383番地
生産品目
陶磁器、アルミナ基板、
電子セラミック部品、風力発電機

■エネルギー使用量
消費電力 16,816,260KWh/年
LPG使用量 2,781t/年
原油換算 7,984Kl

消費電力 1,094,004KWh/年
LPG使用量 502t/年
原油換算 935Kl

消費電力 1,706,743KWh/年
都市ガス使用量 529,579㎥/年
原油換算 1,025Kl

用水の使用量：451,500㎥／年
（推定）

■廃棄物の埋立、焼却量
673t／年

■規格外品等のリサイクル量
839t／年

■年平均リサイクル率
55.5%

■温室効果ガス排出量（CO2換算）
17,714t／年

■水質（水質汚濁防止法）
項目 基準値 平均値
pH 5.8～8.6 7.1
SS 120 9.4
Pb 0.1 0.02

ニッコー㈱　鶴来工場
所在地　
石川県白山市小柳町ロ100番地
生産品目
アルミナ基板

■エネルギー使用量

用水の使用量：21,050㎥／年
（推定）

■廃棄物の埋立、焼却量
194t／年

■規格外品等のリサイクル量
10t／年

■年平均リサイクル率
4.7%

■温室効果ガス排出量（CO2換算）
2,118t／年

■水質（水質汚濁防止法）
項目 基準値 平均値
pH 5.8～8.6

0.0004
6.95

TCE 0.3

ニッコー㈱　埼玉工場
所在地  
埼玉県行田市藤原町1-21-1
生産品目
小型合併処理浄化槽、
システムバスルーム

■エネルギー使用量

用水の使用量：26,246㎥／年

■廃棄物の埋立、焼却量
45t／年

■規格外品等のリサイクル量
269t／年

■年平均リサイクル率
85.6%

■温室効果ガス排出量（CO2換算）
2,080t／年

■大気（大気汚染防止法）
項目 基準値 実測値
ばいじん 0.3
SOx 3.61
NOx 180

※pH：水素イオン濃度 ※ばいじん：g/㎥N 
※SS：水中の懸濁物質濃度（㎎/ℓ） ※SOx：㎥N/h
※Pb：鉛（㎎/ℓ） 
※TCE:ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（㎎/ℓ）

※NOx：ppm

資料
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