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環境管理

「プラスグループ環境理念・環境方針」のもと、事業活動による環境影響を把握するとともに、さまざまな
環境保全活動に取り組んでいます。

プラスグループ 環境理念・環境方針

プラス株式会社　環境理念
プラス株式会社は、社内外すべての領域において、顧客満足
を実現するため、多段階重複行為の排除による「社会最適シ
ステム」構築を経営理念として掲げ、社会最適が、21 世紀
の求める循環型経済社会の持続的発展、即ち「環境最適シス
テム」であると考え、総力をあげてこのシステムの発見・創
造に努めます。

商品開発
我々は、顧客満足を実現するため、一製造者として消費者に

環境方針

対し、環境対応に優れ、利便性を備えた「新たな価値を創造
するユニークな商品」開発に努めます。

流通開発
我々は、顧客満足を実現するため、一私企業の枠を超越した
社会的視点に立って、「流通社会における機能分担による効
率化」を経営の根幹に据え、創造的破壊の精神をもって在来
ビジネス構造の再構築に努めます。

「環境理念」に基づき、以下の方針に従い行動いたします。
・事業活動・商品・サービスにおいて、地球環境への影響に

配慮し、汚染の予防に努めます。
・新たな価値を創造するユニークな環境配慮商品・サービス

の企画開発
・事業活動の全領域において、環境保全活動を推進
・重複行為の排除による環境負荷の低減

・関連する環境法規制及び、各部門が同意する要求事項を順
守します。

・環境目的・目標を定め、計画を運用し、見直しを行い、環
境マネジメントシステムの継続的改善に努めます。

・事業活動における省エネルギー、省資源、廃棄物の削減・
リサイクルに努めます。

［着眼点］
・グリーン商品の積極的販売
・環境対応サービスの提供
・環境関連情報の発信など

Restructure
各領域毎に重複行為の排除による
事業構造の見直し

資源の使用を最小に抑制

可能な限り再使用の方法を

回収して再資源化を推進

Reduce

Reuse

Recycle

［着眼点］
・配送システムの効率化
・環境対応容器包装材の使用
・アイドリングストップ運動の啓

蒙など

［着眼点］
・排出物、廃棄物の適正処理
・工場緑化の推進維持向上
・省エネ、省資源の推進など

［着眼点］
・再生資源の活用推進
・関係先とのコミュニケーション
　強化など

［着眼点］
・環境対応商品の開発、
　設計など

［着眼点］
・古いオフィス家具の
　引き取り推進など

［着眼点］
・コンシューマーとしての 
　環境対応商品の積極的使用
　など

［着眼点］
・廃棄条件の情報開示
・有害物質使用の廃止又は抑制
・廃棄物減量化の推進など

資源
採取 企画・

開発

仕入れ
・調達

製造

流通販売

使用・
消費

廃棄

回収・
リサイクル

1R

3R
+
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ISO14001 認証

2000 年 2 月、プラス株式会社は ISO14001 認証を取得しま
したが、分社化に伴い各カンパニーがそれぞれの事業の特性・
独自性を環境保全活動にも生かせるよう、カンパニーごとに
環境マネジメントシステムを構築し、ISＯ14001 個別認証
を進めていました。
2009 年からの事業統合により、環境マネジメン卜システム
を統合し、2010 年 9 月、ISＯ14001 認証の統合審査を受審
して、認証を更新しました。
各カンパ二ーが培ってきた環境に関する情報や知恵、多様な
技術を融合・共有することで、プラスグループ全体の環境保
全活動の底上げを図り、新たな環境配慮商品・サービスを生
み出すことで企業価値の向上を目指しています。
現在プラスグループでは、プラス株式会社、ビズネット株式
会社、一夢堂株式会社が認証を取得しています。

登録事業者 プラス株式会社

初回登録年月日 2000 年 2 月 29 日

登録番号 NQE-0008A

審査登録機関 日本海事検定キューエイ株式会社

登録範囲 オフィス家具・商業施設用家具・文具・
事務用品・PC 用品・教育関連機器・ミー
ティング機器・電子黒板等の商品企画・
設計・開発・製造／生産管理・購買・販売・
配送管理、メンテナンス及びサービスパー
ツの供給︔室内装備品の販売︔内装工事
の設計・開発及び施工管理
虎ノ門本社、市ヶ谷オフィス、ファニ
チャーカンパニー東京オフィス、赤坂オ
フィス、前橋工場、所沢工場

登録事業者 ビズネット株式会社

初回登録年月日 2002 年 6 月 28 日

登録番号 NQE-0100A

審査登録機関 日本海事検定キューエイ株式会社

登録範囲 文具・事務用品・オフィス生活用品の調達・
商品管理（倉庫業含む）・販売・配送管理
ビズネット本社、東京センター、西日本
営業部、大阪物流センター

社内環境教育の実施

プラスグループでは、環境に関する基礎知識の習得や環境問
題への理解を深めることを目的に環境教育を行っています。
全従業員を対象にした e- ラーニングによる「ECO セミナー」
や集合形式で行う新入社員研修では、環境に関する社会動向、
商品・サービスや事業活動を通した環境活動などをテーマと
しています。
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太陽光発電システム売電事業

オフィス家具の生産拠点である前橋工場（群馬県前橋市）で
太陽光発電システムを採用し、「プラス前橋工場発電所」を
開設。2013 年 11 月より発電した電力は東京電力へ全量売
電しています。太陽光発電パネルの発電出力は 500kW。前
橋工場センターファクトリーの屋根に設置し、年間発電量は
一般家庭のおよそ 150 世帯分にあたる約 554,000kWh※1、
CO₂ 排出削減量は年間約 174t となります。
この事業は 2012 年 7 月から開始された「再生可能エネルギー
固定価格買取制度※2」を活用したもので、「CO₂ を減らす」
取り組みの一つです。
前橋工場は 1991 年の設立当初から「自然と人との共生」を
コンセプトに、緑化の推進はもとより、毎年地元住民のみな
さまとともに敷地内を流れる神沢川の清掃活動を行うなど、
地域の環境美化にも積極的に取り組み、「緑化推進運動功労
者内閣総理大臣表彰」（2007 年）など数々の賞を受賞してい
ます。
またプラスグループの環境理念である「社会最適システム」

＝「環境最適システム」の構築を目指して、環境に配慮した
取り組みを近年強化しており、2011 年 7 月に高効率照明を
採用、2013 年 8 月に粉体塗装ラインを設置するなど、環境
対応型ファクトリー実現に向けての試みを継続しています。
こうした取り組み全体による CO₂ 排出削減量は年間 365t 以
上となりました。

※1 計算根拠は電気事業連合会出典 :3,600kWh/ 年 / 世帯を参照
※2 経済産業省のもとで 2012 年 7 月に開始され、再生可能エネルギー（太
　　陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気を一
　　定価格で電気事業者が買い取ることを義務付けた制度。電気事業者へ
　　の電力供給開始から 20 年間の固定買取価格︓42 円 /kW（含消費税）

低炭素社会の実現のため、オフィス・工場等の省エネルギー活動の推進をはじめとした地球温暖化に対する
取り組みを行っています。

地球温暖化対策

大型集塵機の排熱利用

プラスランド※1 内（群馬県
前橋市）にある、アトリエファ
クトリー※2 では、工場内の
大型集塵機からの排熱を有効
利用しています。
加工の段階で排出される大量
の木屑を工場内のダクトで集塵機に集め、「空気」と「木屑」
に分別、この「空気」を浄化し、工場内の空調（暖房）に循
環利用しています。

※1 プラスランド

群馬県前橋市郊外に建設された産業複合施設。自然環境の中にオフィ
ス家具工場、木製家具工場、物流センターやオフィス、研修施設など
を配しています。1991 年の竣工以来、オフィス家具の主力製品の製
造を行っています。

※2 アトリエファクトリー
試作品を研究したり、お客様からのカスタムオーダーに応えるための
工房を備えた木製家具工場です。

トップライト方式の採用

アトリエファクトリーでは、省エネルギー化の一環として、
工場天井の要所に大きな採光窓を設置（トップライト方式）
しています。トップライト方式は、屋根面の開口部を設ける
ことで、壁面に設置された窓と比較して、約 3 倍の採光が期

待できます。特に工場のよう
な奥行きの深い建物では、壁
面の開口部の明かりは中央部
まで届かないため、さらに効
果的です。
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断熱屋根の採用

アトリエファクトリーの屋根には、空調設備の省エネルギー
推進のため、断熱材を敷き詰めています。断熱材を利用する
ことによって、外からの暑さ・寒さの影響を受けにくくなり、

カーボンフットプリント検証制度認定

2013 年 8 月に商品・サービスごとのカーボンフットプリン
ト（以下、CFP）※1 の算定・宣言に関するルールとなる

「CFP 製 品 種 別 基 準（CFP-PCR︓Carbon Footprint of a 
Product-Product Category Rule）が変更となったことを機
に、新 CFP-PCR に 基 づ き、
当社が製品のライフサイクル

（原材料調達から生産、流通、
使用、廃棄・リサイクル）に
おいてどれくらい CO₂ を排出
しているのか、「背幅伸縮ファ
イル セノバス」および「片面無移行デスクマット W 型」の
2 製品で算定、「背幅伸縮ファイル セノバス」は、1 冊あた
り 1.3kg、「片面無移行デスクマット W 型」は 1 枚あたり
12kg でした。
この算定結果について、2014 年 1 月、カーボンフットプリ
ントコミュニケーションプログラム事務局である一般社団法
人産業環境管理協会により検証を受け、上記 2 製品は「CFP

宣言認定製品」と認定されま
した。
この認定結果を今後の製品開
発やサービス提供に役立てる
とともに、低炭素社会の実現
に向けて二酸化炭素排出量削
減に取り組んでいきます。

※1 カーボンフットプリント（CFP）
カ ー ボ ン フ ッ ト プ リ ン ト（CFP）と は、Carbon Footprint of 
Products の略称で、商品やサービスの原材料調達から廃棄・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温室効果ガ
スの排出量を CO₂ 換算して、商品やサービスに分かりやすく表示す
る仕組みです。LCA（ライフサイクルアセスメント）手法を活用し、
環境負荷を定量的に算定します。

暖・冷房機器に使用する電気、
ガス、石油などのエネルギー
消費の抑制につながっていま
す。

蛍光灯の交換

プラスランド内にある、センターファクトリー※1 の事務所
の蛍光灯安定器 40 灯を既存の 2 灯型蛍光灯から反射板付き
の 1 灯型省エネタイプに変更しました。
消費電力は 1 灯あたり 85W から 47W に削減され、CO₂ 排
出量を年間 1.713t 削減しま
した。
さ ら に、2011 年 度 よ り
ESCO 事業※2 を導入し、順
次、デスク・チェア工場、管
理棟、倉庫棟などに設置して
いた蛍光灯・水銀灯 2,624 台を撤去、高効率照明ランプ、反
射板付き 1 灯型省エネタイプ 2,232 台に変更しました。
こ れ に よ り、年 間 消 費 電 力 量 は 624,551kWh か ら
303,800.6kWh となり、320,750.4kWh 削減、CO₂ 排出量
を年間 123t 削減しました。また、事務棟のカフェテリア（食
堂）、および玄関ホールの照明器具を白熱灯から蛍光灯タイ
プへ 199 個切り替えています。1 灯あたりの寿命が 600 時

間から 6,000 時間となっただけでなく、消費電力が 100W
から 12W に削減され、CO₂ 排出量を年間 4,766kg 削減す
ることができました。

※1 センターファクトリー
オフィス家具生産の中心を担う
ファクトリー。スチール家具を
中心とした量産に加え、変種・
変量にも柔軟に対応する「短納
期受注生産」ファクトリーです。

※2 ESCO 事業（ESCO︓Energy Service Company の略）
民間の企業活動として省エネルギーの提案、施設の提供、維持・管理
など包括的なサービスを行う事業のこと。省エネルギーに関する包括
的なサービスを提供し、顧客の利益と地球環境の保全に貢献するビジ
ネスで、省エネルギー効果の保証等により顧客の省エネルギー効果（メ
リット）の一部を報酬として受取る。

蛍光灯交換後蛍光灯交換後 蛍光灯交換前蛍光灯交換前
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省資源・リサイクル対策

MRS（マテリアル・リバース・システム）

2016年 9月９日～ 1６日の 9日間、「廃棄物」という素材（マ
テリアル）のさまざまな使い方を創造する日本で唯一のイベ
ント「第６産廃サミット」が、当社ショールーム「＋PLUS（プ
ラス・プラス）」にて開催されました。
「産廃サミット」は「廃棄物を言い訳にしないデザイン」をテー
マに、当社とともに中古オフィス家具リユース市場「MRS」
を運用している廃棄物中間処理業者の株式会社ナカダイ（本
社︓東京都品川区）が主催し、プロ・アマを問わず、全国の
廃棄物を対象に制作された作品を募集。デザイナー、建築家、
アーティスト、学生、子どもたちなど 38 名のクリエイター
によるプロダクト・アート作品・アクセサリー等約 50 作品
が展示されました。
作品素材（マテリアル）は自動車のシートベルトから、LAN
ケーブル、端材、強化ガラス、MD の中身などで、身近な素
材と自由な発想力でマテリアルの可能性を表現しています。
開催にあたり、ナカダイからは使用された廃棄物の持つ魅力
を引き出し、変化率が高いと認められた作品および活動に対
し「廃棄物を言い訳にしないデザイン賞」が贈られました。
当社は昨年に引き続き本イベントに協賛し、イベントで展示
される作品の中から特に優れた作品に「プラスアワード」を
授与しました。
また、会期中は 4 回にわたり、廃棄物から生まれた多彩なマ

テリアルに触れながら、日本
のモノの流れについて考え、
環境教育について学び合う場
として、幼稚園・保育園から
高校までの教育者・学校関係
者を対象に「ワークショップ」
を開催しました。

循環型社会の実現に貢献するため、プラスグループが提供する商品・サービスを通じて 3R を積極的に推進
しています。

「産廃サミット」への協賛

中古オフィス家具の循環型トータル・リサイクル・システム
「MRS（マテリアル・リバース・システム）」では、お客様の
引越しや什器の買い替え等に伴って発生する、デスク・チェ
ア・キャビネットなどの古いオフィス家具を預かり、リユー
ス可能な商品は、週一回のペースで開催するオークションで
リサイクルショップ向けに販売し、不用家具の効率的な市場
への還元を図ります。
また、オークションで落札されなかった場合や損傷が激しく
リユースできない商品は、業務提携先に委託し、マテリアル
リサイクルを中心とした適正処理を行っています。

株式会社ナカダイとは
創業1956年、再生資源、中間処理、廃棄物コンサルティング、「モノ︓
ファクトリー」の運営など、モノの流れを最適化する「リマーケティ
ングビジネス」を展開しています。
2015 年、「発想はモノから生まれる」をコンセプトとした「モノ︓
ファクトリー」を前橋支店内にリニューアルオープン。工場見学
やリサイクル体験など、廃棄物処分場の一般公開を行っています。
廃棄物＝素材と捉えて、販売やワークショップなどを行うナカダ
イ独自の取り組み「モノ︓ファクトリー」は、「2013 年度グッド
デザイン賞」を受賞しました。企業や個人で価値がないと判断さ
れた「モノ」について、「使い方を創造」し、「捨て方をデザイン」
する会社として注目されています。

お客様

マテリアル
リサイクル

リユース落札された商品

落札されなかった商品

オークション

リサイクルショップ等

前橋工場・協力工場等

循環

循環

新たな商品に生まれ変わります。

オークションでリサイクルショップ
向けに販売し、中古市場へ還元します。
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大型集塵機の木屑利用

プラスランド内にあるアトリエ
ファクトリーでは、加工の段階で
排出される大量の木屑を工場内の
ダクトで集塵機に集め、「空気」と
「木屑」に分別、この「空気」を浄
化し、工場内の空調（暖房）に循
環利用しています。「木屑」は、集塵機にて直径 10cm 程度
に固めた後、県内の酪農家に引渡し、牛舎内に敷く藁の代わ
りとして再利用されます。牛の排泄物が混ざった「木屑」は、
堆肥の原料として牧草栽培に再び利用されます。

機密文書リサイクルサービス

個人情報保護法の施行などを
受けて、情報の厳格管理や漏
えい防止策が求められる中、
お客様のオフィスで発生する
各種機密文書を適切に処理し
たうえで、100％リサイクル
を実現する「機密文書リサイ
クルサービス」を提供してい
ます。「機密抹消処理専用工
場」から「再生工場」に運搬
された機密文書は、溶解処理
を施し、再生商品にリサイク
ルします。
機密文書から紙繊維を取り出して紙製品にするほか、不純物
はサーマルリサイクルを行い、電力・セメント原料・製鉄原
料などに生まれ変わり、リサイクル率 100％を実現していま
す。

カフェテラスの生ごみ処理機

プラスランド内のカフェテリアでは、2001 年 7 月より、生
ごみ処理機を導入し、調理段階で出た生ごみや食べ残しなど、
年間 950kg 前後の生ごみのリサイクルに取り組んでいます。
カフェテリアから出た生ごみは生ごみ処理機で肥料に加工
し、近隣の農家で有効に活用されています。

お客様

一般古紙

機密書類 紙繊維

不燃物
金属類
焼却灰

電力

サーマルリサイクル セメント
原料

製鉄
原料

紙製品

機密保持の状態にて
溶解処理

高濃度溶解処理
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ベトナム工場の原材料再資源化・省資源化

プラスベトナム工業（PLUS Vietnam Industrial Co., Ltd.
／ベトナム社会主義共和国ドンナイ省）は、プラス株式会社
ステーショナリー製品の主要製造拠点です。
1996 年にベトナムのビエンホア工業団地に第一工場を建設、
ホッチキス等の文具・事務用品の生産を開始しました。

2009 年にヌンチャク工業団地に第二工場を竣工し、2010
年 5 月より、本格稼働しています。
ハサミ、PP ホルダー、PP ファイルなどの生産を行うヌンチャ
ク工場では、PP ホルダーの材料であるポリプロピレンシー

「PLA-PLUS プロジェクト」は、環境省の「製品プラスチッ
クの店頭回収・リサイクルの実証事業」（事務局日本環境設
計株式会社）に基づいて、消費者・販売店・メーカーが一体
となって取り組む、プラスチック製品リサイクルの仕組みを
構築する試みです。
第 5 回目となった 2016 年度は、ショッピングモールや総合
スーパー、専門店、コーヒーストア、ファストフード店、家
電量販店など全国 1,000 箇所以上の回収拠点（回収参加 54
企業・団体）で実施しました。前年度は 619 拠点で 982.3
㎏のプラスチック回収という実績を上げています。
当社は、回収参加 54 企業・団体のうち唯一の文具メーカー
として、2014 年度、2015 年度に引き続き参画し、ショールー

ム「＋PLUS（プラス・プラス）」（東京都千代田区）にて、
2016 年 2 月 16 日（火）～ 2016 年 3 月 14 日（月）まで、
使わなくなった文具やおもちゃなどのプラスチック製品をお
客様から回収しました。

現在、生活用品などの多くのプラスチック製品は「容器包装
リサイクル法」の対象外となっているため、多くの自治体で
分別収集されないまま焼却・埋立処分されています。しかし、
将来に向けてより高度な循環型社会を形成するには、それら
のプラスチック製品についても可能な限りリサイクルを進め
ていく必要があります。
当社は修正テープやファイル等プラスチックを原材料に使う
文具を数多く手掛けるメーカーの立場からこの理念に賛同、
当事業へ参画しています。
今後はこれまでの活動実績を生かして、循環型社会における
文具製品開発を実現すべく、リサイクルされたプラスチック
の商品化にも研究・取り組む予定です。

トのロール交換時に発生する無駄なプラスチック樹脂の削減
に取り組みました。ロールの全長を 800m から 1300m に変
更することで、ロール交換の回数は 1 日 11 回削減され、無
駄なプラスチック樹脂の発生量は 1 日に 11kg の減量となっ
ています。
ビエンホア工場では、製品成形時に発生するプラスチック樹
脂の端材をロボットアームで粉砕機に投入し、再度、原材料
として使用、資源を最大限に有効利用しています。

PLA-PLUS プロジェクトへの参加
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お客様と接する機会が一番多い商品の環境対応化を積極的に進めています。

環境配慮商品

環境配慮商品の企画開発

「XF（エクセフ）」は、オフィ
スの模様替えや移転時に天板
や表面材の追加・交換により、
空間の表情を変化させ、オ
フィスの用途や人員の変化に
よりパーツの追加や交換をす
ることで空間の機能を進化させることができます。
長期にわたってビジネスを支えるロングライフ設計（長寿命
設計）となっており、省資源や廃棄物削減に貢献します。

変形天板にバリエーションをもつ「XF デスク」の場合、単
一素材を積極的に採用し、パーツ同士のジョイントもシンプ
ルにすることで、分別しやすい設計となっています。

環境配慮商品紹介
■XF（エクセフ）シリーズ

環境に配慮した紙製ファイル
「間伐材 背幅伸縮フラット セ
ノ バ ス」「間 伐 材 フ ラ ッ ト
ファイル」「間伐材 個別フォ
ルダー」は、国産の間伐材パ
ルプを原紙に使用（20％）し
ています。
割安な輸入木材の攻勢に加えて、人手不足などから国内の林
業産出額は減少の一途にあり、特に未利用のままの間伐材は、
年間約 2,000 万立方メートル発生し、放置されています。
紙製ファイルの原紙に間伐材パルプを使用し、間伐材の利用
を促進することで、国内林業を守り、日本の森林を健全に維
持することに貢献しています。
この商品は「間伐材マーク※2 認定」、「エコマーク※3 認定」、

「グリーン購入法適合商品※4」です。

※1 間伐材
　　樹木および土壌の健全化のため、密集化した木を間引

く過程で発生する木材のことです。
※2 間伐材マーク
　　間伐や間伐材利用の重要性等を PR し、間伐材製品の

利用・促進を図ることを目的とし、林野庁推進のもと
に制定されたマークです。

※3 エコマーク
　　さまざまな商品およびサービスの中で､「生産」から「廃棄」にわたる

ライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立
つと、公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局より認められた商
品につけられる、環境ラベルのことです。

※4 グリーン購入法適合商品
　　平成 13 年 4 月 1 日から施行された「国等による環境物品等の調達の

推進等に関する法律（グリーン購入法）」の第 6 条に定められた、特
定調達品目及びその判断基準を満たす商品です。

■間伐材※1ファイル「間伐材 背幅伸縮フラット セノバス」「間伐材 フラットファイル」「間伐材 個別フォルダー」

コピーボードは、ボードマーカーで書
き込んだ内容を、シートをスクロール
させながら光学システムで読み取り、
印刷やデータ保存ができる会議ツール
として広く活用されています。ネット
ワーク機能を標準搭載し、オフィス内
の複合機や共有プリンタから印刷可能な「N-21 シリーズ」は、
従来機種に比べ、省資源・省エネに貢献しています。設計の
大幅な見直しにより、本体の厚みを 4 割削減、重量も従来よ
り軽量化を実現しています。※5

※5 従来機種 
M - 1 2 S I ︓ 4 1 k g  →  N - 2 1 S ︓
33.5kg（プリンタ除く）

さらに光源には低消費電力で定評あ
る RGB3 色の LED を採用することで、
蛍光灯を使用した従来機種に比べ、
動 作 時 ／ 待 機 時 の 消 費 電 力 が
40W/5W から 12W/3W となり、年
間消費電力を大幅に抑えることがで
きます。※6

※6 測定条件︓1 日 1 時間 3 回の会議を開催。1 回あたり 2 面分のコピー
をする。機種は S サイズとした場合

■コピーボード（電子黒板）「N21シリーズ」
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自然共生社会の実現に向けて、残された自然や多様な生物をその生態環境とともに保全することを考え、取
組んでいます。

自然との共生

産業複合施設「プラスランド」

1990 年 （平成２年）３月より、群馬県前橋市の郊外、赤城
山の南側に建設を開始したプラスランドは、森林、緑地、水
辺に囲まれた約 46 万 m² の自然環境の中に、オフィス家具
工場を核に、木製家具工場、物流センターやオフィス、研修
施設などを配した、自然と人間がバランスよく共生する産業
複合施設です。
当初桑畑だった敷地に総計 58 種類、3 万本を超える植樹を
進め、約 27 年が経過した現在では高さ 10m 以上に成長し
たものも多く、「プラスランドの森」として恵まれた自然環
境を形成しています。
また、敷地周辺には塀やフェンスを設けず、周辺の豊富な自
然に溶け込むよう配慮し、約 17.5ha の緑地は維持管理を徹

底しています。また、開放スペースを設け、地域住民の憩い
の場として提供しています。
プラスランドでは、今後も自然との共生と地域社会への貢献
を推進していきます。

神沢川クリーン計画

プラス前橋工場を核とする産業複合施設「プラスランド」（敷
地面積︓約 14 万坪）を流れる神沢川（一級河川）周辺の素
晴らしい環境を守るため毎年、前橋工場スタッフを中心に地
元自治体・自治会の皆さまにもご協力をいただき清掃活動を
実施しています。

「プラスランド」のコンセプトである「自然と人との共生」
と地域社会への貢献を推進するとともに、清掃作業を通じて

緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰

2007 年（平成 19 年）、プラス株式会社前橋工場は、工場緑
化として最高の栄誉である「緑化推進運動功労者内閣総理大
臣表彰」を受賞しました。

「緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」は、1983 年（昭和
58 年）に設置された「緑化推進連絡会議」により、緑化推
進運動の実施について顕著な功績のあった個人や団体に対
し、内閣総理大臣の表彰を行うものです。

社員が地域の一員として豊か
な自然と触れ合える活動とし
て 20 年以上継続しています。

プラスランド概要
所在地 ︓群馬県前橋市神沢の森 1
敷地面積 ︓463,595m² ／約 14 万坪

プラスランド内施設
① 物流センター︓3,000 坪
② センターファクトリー︓5,800 坪　金属製家具の生産
③ サービスファクトリー︓2,800 坪　チェアの組立
④ 工場事務棟︓600 坪　オフィス・カフェテリア
⑤ ア ト リ エ フ ァ ク ト リ ー︓

3,800 坪　木製家具、パネ
ル、ホワイトボードの生産

⑥ 音羽倶楽部︓1,400 坪　レ
ストラン・宿泊・研修

⑦ ヘリポート

1
2

3 4

5
6

7
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環境関連法規および当社が同意したその他要求事項を順守し、必要に応じて自主基準を設け、環境汚染の予
防に努めています。

法規制の順守と汚染予防

プラスファニチャーカンパニー前橋工場では、年一回、敷地内
を流れる神沢川（一級河川）への基準外工場排水の流出を想定
した緊急時模擬訓練を実施しています。
工場の生産工程より排出される常時排水および更新時廃液を法

律で定められた基準に則り、適正に処理するため、定期的な監
視・測定実施はもちろんのこと、管理手順と実施責任を明確に
し、生産排水処理において発生した異常事態・緊急事態に対し、
迅速かつ的確な対応を行えるように訓練しています。

工場排水緊急時模擬訓練

左︓訓練事前説明
中央︓ビオトープのポンプ位置・水
位・放流ポンプ停止操作の確認
右︓凝集沈殿工程放流水・原水ポン
プ停止操作の確認

「ぐんま花と緑の活用事例コンテスト」団体部門 優秀賞受賞

2015 年 11 月、群馬県花き振興地
域協議会主催の「ぐんま花と緑の
活用事例コンテスト」にて、産業
複合施設「プラスランド」が団体
部門優秀賞を受賞しました。

「ぐんま花と緑の活用事例コンテスト」とは、花と緑を活用
した生活環境の実現に努めている群馬県内の個人や団体を対
象にしたコンテストです。

「プラスランド」のコンセプトである「自然と人との共生」
と地域社会への貢献に向けて、ありのままの地形や自然の景
観を損なうことなく、積極的に工場緑化に取り組んだこと、

フェンスを設けず、周辺の豊富な自
然に溶け込むよう配慮しています。

駐車区画では樹木保護のため、前方
駐車、アイドリングストップを実施
しています。

当社では、コンデンサー 9 台、蛍光灯の安定器 49 個の PCB（ポ
リ塩化ビフェニル）使用電気機器を保有、施錠された専用の
収納庫に保管し、厳重に管理していましたが、2015 年 3 月、

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特
別措置法」に基づき、適正な処理を行いました。

PCB の保管管理と適正な処理

森林、緑地、水辺に囲まれた約 14 万坪の自然環境の中にオ
フィス家具工場を核として木製家具工場、物流センターやオ
フィス、研修施設などを配した、自然と人間がバランスよく
共生する産業複合施設であることが、「プラスランド」全体
の継続的な緑化活動として評価され、同賞を受賞しました。

「プラスランド」は今後も、地域住民の方々や音羽倶楽部の
お客様の憩いの場として、豊かな自然と触れ合っていただけ
るよう、継続的に工場緑化に取り組んでいきます。

2015 年 11 月 26 日、群馬県庁県民ホールにて授賞式が開催されました。


