
当社では、2005年から次代を担うこどもたちに地球環境の大切
さを伝え理解してもらうことを目的に、親子で一緒に環境問題に
ついて「考え・つくり・発見する」家模型づくりワークショップを実
施しています。2015年度は366名にご参加いただき、累計参加者
は5,713名（2016年3月末現在）となりました。

今後もワークショップを通じて、こどもたちに環境について学ぶ
機会を設け、地域社会と連携した環境コミュニケーション活動を
継続して実施します。

当社では、企業・行政に向けた講演会を通じて環境に対する考
え方や取り組みを紹介しています。

2015年度は、「日経BP環境経営フォーラム」「宇部コンビナート
省エネ・温室効果ガス削減研究協議会セミナー」「福岡県企業向け
省エネ・節電講座」などで講演を行い、当社の環境経営や省エネ・
節電への取り組みをご紹介するとともに、参加された企業・行政の
方向けに情報提供を行いました。

今後は、こうした取り組みをさらに積極的に行うため、当社環境
Webサイトでの受付も実施していきます。

当社グループでは、一般生活者の方を対象に冊子「SUSTAINABLE 
JOURNEY」を年2回発行しています。この冊子では、世界のスマー
トシティやサステナブルな暮らし方のご提案、当社グループの環境
事例などを雑誌風にご紹介。読者からいただいたご意見を次回の
誌面づくりに反映させています。また、Facebookでも環境に関す
る情報を発信し、コメントを通じて双方向コミュニケーションを
行っています。

ステークホルダーとの対話では、ステークホルダーミーティング
を2016年1月に開催。有識者ダイアログを2015年5月・2016年2
月と2回実施。いただいたご意見を当社の環境活動に活かしてい
ます。今後も、継続して情報発信の強化
とステークホルダーとの対話を推進し
ていきます。

当社グループでは、環境社内報「We Build ECO Press」の発行
（隔月）や、社内イントラネットの活用により、グループ内の環境先

導事例や従業員のエコ活動などを紹介、優秀事例や先導事例の水
平展開を図っています。

また2015年度は、6月の 環 境 月間イベントとして「Fun to 
Share2015 大喜利写真コンクール」を実施。当社グループ全体で
297件の応募がありました。こうしたイベン
トの開催を通じて、従業員の環境意識啓発
を行っています。

今後も、さらに
内容を充実させ
て従業員の環境
意識向上と環境
行動の実践を推
進していきます。

大和ハウスグループでは、環境に対する考え方や取り組みを社内外にわかりやすくお伝えするとともに、ステークホルダーとの対話
を行い、環境活動の改善につなげていくことが大切だと考えています。また、従業員が日々接するステークホルダーの方と交わすコ
ミュニケーションも重要と考え、社内報やイントラネットなどを通じて、従業員の環境意識や知識の向上、実践の推進に努めています。

■ 基本的な考え方

環境Webサイトを軸とした情報発信の強化

企業・行政に向けた講演会の実施

大和ハウス工業では、Webサイトや環境報告書、一般生活者向
け冊子、展示会などを通じて、当社の環境に関する情報を発信して
います。なかでもWebサイトは、さまざまなステークホルダーに見
ていただける媒体として重要と考え、内容の充実を図っています。

2015年度は、当社グループの環境Webサイト「環境への取り組み」
を、よりわかりやすく親しみやすいページへとリニューアルしました。

新しいWebサイトには、環境ビジョンや環境行動計画の動画に
加え、当社の環境への考えを１分にまとめたアニメーションを追
加。Facebook等で周知を図るとともに、展示会や講演会でも活用
しています。また、当社の環境先導事例を紹介する「スペシャルエ
コレポート」や、地域特性に適応した世界の住宅を紹介する「世界
の環境共生住宅」などの人気コンテンツに新しい記事を随時追加
し、さらなる充実を図りました。

加えて近年、海外のステークホルダーからの問い合わせも増えて
いるため、2015年度は環境情報のグローバル対応として、英語サ
イトの拡充も行いました。

今後も継続して、動画の作成やコンテンツの充実を図り、環境
Webサイトを軸とした情報発信の強化と双方向コミュニケーショ
ンの充実を図ります。

各種媒体を使った双方向コミュニケーション

地域社会と連携した環境コミュニケーション活動の
展開（こどもエコ・ワークショップ）

こどもエコ・ワークショップの様子 こどもたちが作った家模型

エコプロダクツ2015 SUSTAINABLE JOURNEY

環境社内報
「We Build ECO press」

大喜利写真コンクール
最優秀作品「ふーっ力発電」

福岡県企業向け省エネ・節電講座の様子

環境コミュニケーション

P11　有識者ダイアログ関連ページ

■ ステークホルダーとともにコミュニケーションを展開
  （社外コミュニケーション）

先導事例を紹介した「スペシャルエコレポート」

英語サイト

環境社内報やイントラを活用した先導事例等の
水平展開

■ 全役職員の環境意識向上と環境行動の実践
  （社内コミュニケーション）

TOPICS

当社三重工場では、工場の敷地内にある調整池（約
6,000㎡）に準絶滅危惧種であるイシガイの生息が確認さ
れたため、この保護を目的とした生物多様性保全活動に
2012年から地域一体となり取り組んでいます。これまでに

「池干し」の実施や「魚道」の設置、工場感謝祭での活動紹
介ブースの設置などを行いました。

2015年度は、前年度にNPOや有識者と協力して行った
生態調査の結果を「生物多様性調査報告書」としてまとめ、
行政や近隣の小中学校、工場見学者の方に配布。地域の
方々に当社の環境への取り組みを理解していただくコミュ
ニケーションツールとして積極的に活用しています。

こうした取り組みにより、行政や外部環境団体、個人と
のネットワークを拡充するとともに、多くの方々と一緒にこ
の活動を継続しています。これは従業員の環境意識向上に
もつながっており、今後も取り組みを推進していきます。

「生物多様性調査報告書」の発行と
情報発信ツールとしての活用（三重県）

■ 今後に向けて
2015年度は、Webサイトのリニューアルをはじめ、各種コンテ

ンツの充実を図りました。今後は、ステークホルダーとの対話を
より一層重視して対話の機会を設けるとともに、Webサイトをス
テークホルダーと交流できるプラットフォームの場としても活用
するなどWebサイトと実際の活動を連動させ、より多くの方々と
の接点を増やし、双方向コミュニケーションを進めていきます。

環境コミュニケーション

2015年度の主な実績
施策 活動内容

SUSTAINABLE JOURNEYの発行

環境関連の展示会
への出展

環境Webサイトの充実、
Facebookでの情報発信
CSRレポート、環境報告書の発行
SAKURA PROJECTの実施

地域での環境活動（葉山、六甲山）

ステークホルダーミーティング・
有識者ダイアログの実施

こどもエコワークショップの実施

情
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2015 年度実績
２回（5.4万部/回）

リニューアル
月１回以上

（Webサイト）
（Facebook）

１回（7月）
48カ所・13,737人・133本
366名（累計5,713名）
六甲：3回（32人）
１回（2016年1月）、
2回（2015年5月・
2016年2月）に実施

エコプロダクツ2015、
第6回エコハウス＆
エコビルディングEXPO

SAKURAPROJECT植樹の様子 和（なごみ）の森  活動風景
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大和ハウスグループでは、社内外への情報発信に加え、各種団体との協働も重要なECOコミュニケーションと考え、国や行政の
実施する実証事業への積極的な参画、業界団体における環境活動の推進、環境政策等への提言、各種団体とのパートナーシップ
などを通じて、より環境に配慮した持続可能な社会の実現にリーダーシップを発揮しています。

当社では、業界団体を通じた渉外活動だけでなく、行政やその
関連団体における各種委員会、研究会へ積極的に参画し、環境問
題に関する政策議論や、民間団体の取り組み内容の情報共有、意
見交換等を通じて、事業リスクの回避とビジネス機会の創出に向
けた対話と協働を進めています。

当社では、環境に関する情報や知識、先進的な実践事例を数多
く有するNPO・NGOとのパートナーシップを築き、互いの知見を
補完しあいながら協働し、環境活動の推進を図っています。

当社は、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」）の「DBJ環境格付」※において、最高ランクを取得、
その評価に基づく融資を受けました。なかでも、高く評価いただいたのは、①事業戦略と一体的な環境
行動計画を策定し、「スマート&エコ商品」の普及を促進している点、②住宅ストック事業や環境緑化事
業など環境貢献型事業の拡大を図っている点、③木材調達や化学物質管理に関する独自ガイドライン
や包括的なCSR調達ガイドラインを策定し、環境・CSRに配慮したサプライチェーン構築に努めている
点、④ステークホルダーミーティングを活用して重点課題を特定、設定したKPIにより目標および成果
を継続的に開示している点の4点です。

今後も継続して最高ランクを取得できるよう、環境経営をより一層推進します。

当社開発の自然採光システムが、平成27年度省エネ大賞（製品・ビジネスモデル部門）において、「省
エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。このシステムは、自然光を活用して照明電力を削減する
照明システムで、天井や壁面で光を拡散反射させるフィルムや、窓面で光を屈折させ天井に誘導する
フィルム、建物の外側から室内の奥に光を誘導する光ダクトを組み合わせています。自然を活かすパッ
シブなシステムで省エネを実現している点や、太陽光から紫外線や近赤外線等の害光を除き、均衡の
とれた質の良い拡散光を室内に取り入れることで快適性を実現している点が評価されました。

今後も、省エネルギーに関する技術や製品の開発を積極的に推進していきます。

当社グループの環境報告書「大和ハウスグループ環境報告書2015」が、「第19回環境コミュニケー
ション大賞」において、環境報告書部門「環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）」を受
賞しました。これは、当社グループが環境中期ビジョンを定め、それに基づく活動を全社の全事業にお
いて展開、環境ビジョンや環境中期計画を明確にして、それを検証するための独自指標の設定を行い、
活動を実施している点、環境に関するサプライチェーンマネジメントやリスクマネジメントを明確に開
示し、バリューチェーンにおけるCO2排出量の開示をしている点などが評価されました。

今後も、継続して特長のある環境活動を推進し、環境報告書をステークホルダーとの対話ツールと
して積極的に活用していきます。

※一部、直近の内容も掲載しています。

国等の実施する実証事業への積極的な参画

業界団体でのリーダーシップと政策提言

行政との対話と協働

NGO・NPOなど地域・市民団体との協働

大和ハウス工業では、国等の実施するZEHやZEB等の実証事業
やキャンペーンに積極的に参画し、国の政策立案に対するフィード
バックや環境活動の普及において協働しています。2013年度から
継続して、環境省が実施する「環境情報開示基盤整備事業」に参
加。企業の公表する環境情報を投資家等に積極的に利用されるた
めの情報開示基盤の構築について、積極的にフィードバックを重ね
ています。

当社では、住宅生産団体連合会やプレハブ建築協会等の加盟業
界団体において、環境関連の各種委員会に参画。業界団体が一丸
となって、気候変動や資源保護、自然環境の調和、化学物質による
汚染の防止など取り組むべき環境活動方針の立案や推進にリー
ダーシップを発揮するとともに、政策立案のための情報提供や、販
売・開発の立場から政策への提言を実施しています。

ＤＢＪ環境格付において「最高ランク」を取得

省エネ大賞で「省エネルギーセンター会長賞」を受賞

2年連続「環境コミュニケーション大賞」受賞 

P27　商品・サービスにおける生物多様性保全
P29　事業活動プロセスにおける生物多様性保全

関連ページ

行政・外部団体等との協働 外部からの評価（2015年度実績※）

※DBJが開発したスクリーニングシステム（格付システム）により、企業の環境経営度を評価、優れた企業を選定し、その評価に応じて融資条
件を設定する「環境格付」の専門手法を導入した世界初の融資メニュー

Ｐ23　バリューチェーンにおけるCO2削減関連ページ

2015年度の主な外部評価
表彰対象 顕彰名

ダウ・ジョーンズ・
サスティナビリティ・アジア・
パシフィック・インデックス
ジャパン・レジリエンス・
アワード（強靭化大賞）2016

「最優秀レジリエンス賞」
平成27年度「省エネ大賞

（製品・ビジネスモデル部門）」
「省エネルギーセンター会長賞」

環境経営

ECO
プロダクツ

実施団体 受賞対象
日本政策投資銀行
日本経済新聞社

ＤＢＪ環境格付　「最高ランク」
環境経営度調査　建設業1位

レジリエンスジャパン
推進協議会

省エネルギーセンター

ダウ・ジョーンズ社

環境経営度
環境対策と経営効率

SMA×ECO TOWN
（スマ・エコ タウン）晴美台

自然採光システムによる省エネ照明と
快適性向上

経済・環境・社会（トリプルボトムライン）に
関する活動全般

大和ハウス工業
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウスグループ

第19回環境コミュニケーション
大賞環境報告優秀賞
環境人づくり企業大賞2015

「優秀賞」
第４回いきものにぎわい企業活動
コンテスト「審査委員特別賞」

ECO
コミュニ
ケーション

環境省、
地球・人間環境フォーラム
環境省、環境人材育成
コンソーシアム（EcoLeaD）
いきものにぎわい企業活動
コンテスト実行委員会

大和ハウスグループ環境報告書２０１５
ECOサポーターによる事業所での環境
活動の推進
吉野山の桜保全活動

大和ハウス工業
大和ハウス工業株式会社、
吉野山保勝会

大和ハウスグループ

表彰式の様子

表彰式の様子 

DBJ環境ロゴマーク

主な参画プログラム
主催

経済産業省
国土交通省

環境省

参画プログラム

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業
住宅・建築物省CO2先導事業
・ サプライチェーン排出量の算定支援事業
・ グリーン・バリューチェーンプラットフォーム
・ 平成27年度環境情報開示基盤整備事業
・ 気候変動キャンペーン「Fun to Share」

主な協働団体
協働団体

市民団体

地域団体

協働の内容
木材調達ガイドラインの運用、
リスク地域の情報共有など

世界自然保護基金ジャパン
(WWF ジャパン)

ゼロエミッション活動の
普及・啓発

吉野山の桜保全活動
六甲山の保全活動

健康住宅に関する研究や
健やかな住まい方の普及・啓発
新たな林業システム・
産業化の実現、
地域活性化の提案など
グリーン購入の普及

ゼリジャパン

吉野山保勝会
日本森林ボランティア協会

日本健康住宅協会

日本プロジェクト
産業協議会（JAPIC）
森林再生事業化研究会
グリーン購入ネットワーク

主な加盟団体と当社の活動状況
業界団体

住宅生産団体
連合会

プレハブ建築協会

委員会等

・ 建築規制合理化委員会
・ 住宅性能向上委員会
・ 地球温暖化対策委員会
・ まちなみ環境委員会
・ 環境管理分科会

・ 住宅部会/ 環境分科会
・ 住宅部会/ 技術分科会/ 省エネWG
・ 住生活向上プラン推進委員会

日本化学工業会 ケミカルリスクフォーラム

主な活動状況
主催

経済産業省

建築環境・省エネルギー機構

日本サステナブル
建築協会

環境共生住宅推進協議会

委員会等

・ 環境評価手法研究委員会
・ CASBEE 研究開発委員会
・ スマートウェルネス住宅研究開発委員会

・ スマートコミュニティ・アライアンス
・ 長期使用住宅部材標準化推進協議会
住宅省エネ性能検討委員会

調査研究部会、推進部会　ほか
スマートウェルネス
コミュニティ協議会

ヘルス＆ICTリテラシー向上プロジェクト
ほか

P32　木材調達評価基準の改定に関するWWFとの協働関連ページ

「第9回おおさか優良緑化賞」
「奨励賞」
JHEP認証 「評価ランクAA」
SEGES（社会・環境貢献緑地評価
システム）：都市のオアシス　認定

大阪府

日本生態系協会

都市緑化機構

商業施設「ＢｉＶｉ千里山」

ブランチ神戸学園都市における環境改善
「ウェルカムガーデン新大阪：大阪花屏風」、
商業施設「フレスポ稲毛」

大和リース

大和リース

大和リース
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大和ハウスグループでは、社内外への情報発信に加え、各種団体との協働も重要なECOコミュニケーションと考え、国や行政の
実施する実証事業への積極的な参画、業界団体における環境活動の推進、環境政策等への提言、各種団体とのパートナーシップ
などを通じて、より環境に配慮した持続可能な社会の実現にリーダーシップを発揮しています。

当社では、業界団体を通じた渉外活動だけでなく、行政やその
関連団体における各種委員会、研究会へ積極的に参画し、環境問
題に関する政策議論や、民間団体の取り組み内容の情報共有、意
見交換等を通じて、事業リスクの回避とビジネス機会の創出に向
けた対話と協働を進めています。

当社では、環境に関する情報や知識、先進的な実践事例を数多
く有するNPO・NGOとのパートナーシップを築き、互いの知見を
補完しあいながら協働し、環境活動の推進を図っています。

当社は、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」）の「DBJ環境格付」※において、最高ランクを取得、
その評価に基づく融資を受けました。なかでも、高く評価いただいたのは、①事業戦略と一体的な環境
行動計画を策定し、「スマート&エコ商品」の普及を促進している点、②住宅ストック事業や環境緑化事
業など環境貢献型事業の拡大を図っている点、③木材調達や化学物質管理に関する独自ガイドライン
や包括的なCSR調達ガイドラインを策定し、環境・CSRに配慮したサプライチェーン構築に努めている
点、④ステークホルダーミーティングを活用して重点課題を特定、設定したKPIにより目標および成果
を継続的に開示している点の4点です。

今後も継続して最高ランクを取得できるよう、環境経営をより一層推進します。

当社開発の自然採光システムが、平成27年度省エネ大賞（製品・ビジネスモデル部門）において、「省
エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。このシステムは、自然光を活用して照明電力を削減する
照明システムで、天井や壁面で光を拡散反射させるフィルムや、窓面で光を屈折させ天井に誘導する
フィルム、建物の外側から室内の奥に光を誘導する光ダクトを組み合わせています。自然を活かすパッ
シブなシステムで省エネを実現している点や、太陽光から紫外線や近赤外線等の害光を除き、均衡の
とれた質の良い拡散光を室内に取り入れることで快適性を実現している点が評価されました。

今後も、省エネルギーに関する技術や製品の開発を積極的に推進していきます。

当社グループの環境報告書「大和ハウスグループ環境報告書2015」が、「第19回環境コミュニケー
ション大賞」において、環境報告書部門「環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）」を受
賞しました。これは、当社グループが環境中期ビジョンを定め、それに基づく活動を全社の全事業にお
いて展開、環境ビジョンや環境中期計画を明確にして、それを検証するための独自指標の設定を行い、
活動を実施している点、環境に関するサプライチェーンマネジメントやリスクマネジメントを明確に開
示し、バリューチェーンにおけるCO2排出量の開示をしている点などが評価されました。

今後も、継続して特長のある環境活動を推進し、環境報告書をステークホルダーとの対話ツールと
して積極的に活用していきます。

※一部、直近の内容も掲載しています。

国等の実施する実証事業への積極的な参画

業界団体でのリーダーシップと政策提言

行政との対話と協働

NGO・NPOなど地域・市民団体との協働

大和ハウス工業では、国等の実施するZEHやZEB等の実証事業
やキャンペーンに積極的に参画し、国の政策立案に対するフィード
バックや環境活動の普及において協働しています。2013年度から
継続して、環境省が実施する「環境情報開示基盤整備事業」に参
加。企業の公表する環境情報を投資家等に積極的に利用されるた
めの情報開示基盤の構築について、積極的にフィードバックを重ね
ています。

当社では、住宅生産団体連合会やプレハブ建築協会等の加盟業
界団体において、環境関連の各種委員会に参画。業界団体が一丸
となって、気候変動や資源保護、自然環境の調和、化学物質による
汚染の防止など取り組むべき環境活動方針の立案や推進にリー
ダーシップを発揮するとともに、政策立案のための情報提供や、販
売・開発の立場から政策への提言を実施しています。

ＤＢＪ環境格付において「最高ランク」を取得

省エネ大賞で「省エネルギーセンター会長賞」を受賞

2年連続「環境コミュニケーション大賞」受賞 

P27　商品・サービスにおける生物多様性保全
P29　事業活動プロセスにおける生物多様性保全

関連ページ

行政・外部団体等との協働 外部からの評価（2015年度実績※）

※DBJが開発したスクリーニングシステム（格付システム）により、企業の環境経営度を評価、優れた企業を選定し、その評価に応じて融資条
件を設定する「環境格付」の専門手法を導入した世界初の融資メニュー

Ｐ23　バリューチェーンにおけるCO2削減関連ページ

2015年度の主な外部評価
表彰対象 顕彰名

ダウ・ジョーンズ・
サスティナビリティ・アジア・
パシフィック・インデックス
ジャパン・レジリエンス・
アワード（強靭化大賞）2016

「最優秀レジリエンス賞」
平成27年度「省エネ大賞

（製品・ビジネスモデル部門）」
「省エネルギーセンター会長賞」

環境経営

ECO
プロダクツ

実施団体 受賞対象
日本政策投資銀行
日本経済新聞社

ＤＢＪ環境格付　「最高ランク」
環境経営度調査　建設業1位

レジリエンスジャパン
推進協議会

省エネルギーセンター

ダウ・ジョーンズ社

環境経営度
環境対策と経営効率

SMA×ECO TOWN
（スマ・エコ タウン）晴美台

自然採光システムによる省エネ照明と
快適性向上

経済・環境・社会（トリプルボトムライン）に
関する活動全般

大和ハウス工業
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウスグループ

第19回環境コミュニケーション
大賞環境報告優秀賞
環境人づくり企業大賞2015

「優秀賞」
第４回いきものにぎわい企業活動
コンテスト「審査委員特別賞」

ECO
コミュニ
ケーション

環境省、
地球・人間環境フォーラム
環境省、環境人材育成
コンソーシアム（EcoLeaD）
いきものにぎわい企業活動
コンテスト実行委員会

大和ハウスグループ環境報告書２０１５
ECOサポーターによる事業所での環境
活動の推進
吉野山の桜保全活動

大和ハウス工業
大和ハウス工業株式会社、
吉野山保勝会

大和ハウスグループ

表彰式の様子

表彰式の様子 

DBJ環境ロゴマーク

主な参画プログラム
主催

経済産業省
国土交通省

環境省

参画プログラム

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業
住宅・建築物省CO2先導事業
・ サプライチェーン排出量の算定支援事業
・ グリーン・バリューチェーンプラットフォーム
・ 平成27年度環境情報開示基盤整備事業
・ 気候変動キャンペーン「Fun to Share」

主な協働団体
協働団体

市民団体

地域団体

協働の内容
木材調達ガイドラインの運用、
リスク地域の情報共有など

世界自然保護基金ジャパン
(WWF ジャパン)

ゼロエミッション活動の
普及・啓発

吉野山の桜保全活動
六甲山の保全活動

健康住宅に関する研究や
健やかな住まい方の普及・啓発
新たな林業システム・
産業化の実現、
地域活性化の提案など
グリーン購入の普及

ゼリジャパン

吉野山保勝会
日本森林ボランティア協会

日本健康住宅協会

日本プロジェクト
産業協議会（JAPIC）
森林再生事業化研究会
グリーン購入ネットワーク

主な加盟団体と当社の活動状況
業界団体

住宅生産団体
連合会

プレハブ建築協会

委員会等

・ 建築規制合理化委員会
・ 住宅性能向上委員会
・ 地球温暖化対策委員会
・ まちなみ環境委員会
・ 環境管理分科会

・ 住宅部会/ 環境分科会
・ 住宅部会/ 技術分科会/ 省エネWG
・ 住生活向上プラン推進委員会

日本化学工業会 ケミカルリスクフォーラム

主な活動状況
主催

経済産業省

建築環境・省エネルギー機構

日本サステナブル
建築協会

環境共生住宅推進協議会

委員会等

・ 環境評価手法研究委員会
・ CASBEE 研究開発委員会
・ スマートウェルネス住宅研究開発委員会

・ スマートコミュニティ・アライアンス
・ 長期使用住宅部材標準化推進協議会
住宅省エネ性能検討委員会

調査研究部会、推進部会　ほか
スマートウェルネス
コミュニティ協議会

ヘルス＆ICTリテラシー向上プロジェクト
ほか

P32　木材調達評価基準の改定に関するWWFとの協働関連ページ

「第9回おおさか優良緑化賞」
「奨励賞」
JHEP認証 「評価ランクAA」
SEGES（社会・環境貢献緑地評価
システム）：都市のオアシス　認定

大阪府

日本生態系協会

都市緑化機構

商業施設「ＢｉＶｉ千里山」

ブランチ神戸学園都市における環境改善
「ウェルカムガーデン新大阪：大阪花屏風」、
商業施設「フレスポ稲毛」

大和リース

大和リース

大和リース
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