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会社概要

■商号 株式会社オンザウェイ

■本社 〒194-0021 

東京都町田市中町3-10-6

TEL:042-722-3611

■経営理念 共に育つ

■設立 1991年1月

■資本金 4000万円

■売上高 9億5000万円

■代表者 代表取締役 野中元樹

■従業員 30名

■事業内容 無線機の販売・リース・レンタル

無線機のサービス・サポート

オフィス用品の通信販売

レンタル販 売 リース

サービス＆サポー ト

ア ス ク ル



経営理念

人がしあわせに生きるには何が必要だろう？

愛だろうか。健康、それとも感謝。仕事。お金。

友だち、家族。あるいは意欲、よろこび、希望か。

夢、ビジョン。それとも足るを知ることなのか？

「 しあわせの素 」を得るために、僕らの心に

何が育てばいいのだろう？

仲間ひとりひとりが日々の仕事をチャンスとして、

これに取り組むことで、皆んなと共に、しあわせに

生きるための力を育んでゆこう。

共 に 育 つ



エコアクションの目的

お客様に尽くし、
お客様と共に
成長する

地球環境保全を推進する生活を実践し
世の中の一隅を照らす

みんなで力を合わせて
仲良く元気に

はたらく職場をつくる



環境方針

①無線機のレンタル､リース､修理､回収サービスを
通じて､地球環境保全を推進します。

②各エネルギー使用量を削減しＣＯ２排出の削減に
取り組みます。

③Reduce・Reuse・Recycleを推進し資源を大切にします。

④アスクル事業を通じてグリーン販売を促進します。

⑤地域でのボランティア活動を通じて、環境保全に
貢献します。

⑥環境関連法規、当社が同意した各種協定を
遵守します。

⑦グリーン購入に全社的に取り組みます。

⑧全社員で継続的な環境改善に取り組んでいきます。

⑨お客様やお引先と共に環境保全を推進します。

2010年6月4日 代表取締役 野中元樹



エコアクションの目標

ＣＯ２の削減

電気使用量

2009年
目標値

１％削減

ガソリン使用量

2009年
目標値 １％削減

５％削減

５％削減

水道使用量の削減

2009年
目標値

１％削減 ５％削減

グリーン購入比率の拡大

2009年
目標 購入比率拡大の体制つくり

一般廃/産業廃棄物の削減

一般廃棄物

産業廃棄物

産業廃棄物は現状維持を目指す
（お客様からの依頼により大きく変動するため）

2009年
目標値

１．環境負荷削減の数値目標

１％削減 ５％削減

２．その他取り組みの目標

エネルギーミーティング開催

（１回／２ヶ月）

顧客管理システム en完成
（2010年1月1日から活用）

お客様の声に真摯に対応し、
問題や課題を解決する

お客様やお取引先と一緒に
エコアクションを推進する

環境保全の活動を通して
地域社会に貢献する

2014年までに

2014年までに

2014年までに

2014年までに



環境負荷の実績

【2006年～2008年の実績】

項　　目 単位

購入電力 kwh

ガ ソ リ ン L

水道 ｍ3

購入電力 kg-CO２

ガ ソ リ ン kg-CO２

単位

ℓ

【2009年の目標と実績】

C

O

2

排

出

量

使
 
用
 
量

項　　目

項目

一般廃棄物

181

7,856

5,768

8,148

4,454

2009年使用量実績

22,413

3,364

8,245

2006年 2007年

7,769

20,783

20,553

2,484

2009年使用量目標

184

2008年

176

2009年使用二酸化炭素排出量

（kg-CO２）

171

21,556

1,918

21,811

1,340

3,111

175

903廃　棄　物(ℓ）

水　道（ｍ3）

ガ ソ リ ン（Ｌ）

電　気（kWh）

2006年 2007年 2008年

860

1,449

570

1,378

■粗利益を原単位として目標を設定しています。

2009年
使用量目標

2009年粗利益×2008年エネルギー使用量

2008年粗利益
×９９％＝



粗利益を原単位とした
エネルギー使用量の目標と実績

粗利益

目標

実際の使用量

粗利益を原単位とし、
前年のエネルギー使用量の
▲１％を目標とします。

2006年 2007年 2008年 2009年

■電気使用量（単位：kwh）

21,080

23,174
23,392

22,413

20,783

21,556
21,811

20,553

2006年 2007年 2008年 2009年 2006年 2007年 2008年 2009年

■水道使用量（単位：㎥）■ガソリン使用量（単位：ℓ）

2,864 2,770 2,082

1,3782,484 1,918 1,340

1,449

216 205

190

175

184

176

171

181



環境への取組み集計表

ﾁｪｯｸ

結果

満
点
ﾁｪｯｸ
結果 満点

１） 省エネルギー、新エネルギー使用の拡大 23 ／ 34
２） 省資源、グリーン購入 51 ／ 66
３） 節水、水の効率的利用 15 ／ 22

89 ／ 122

１） 二酸化炭素の排出抑制、大気汚染等の防止 22 ／ 22
２） 化学物質対策 0 ／ 0
３） 製品の開発・設計等における環境配慮 71 ／ 100
４） 廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理 129 ／ 148
５） 排水処理 0 ／ 0
６） 輸送に伴う環境負荷の低減 40 ／ 40
７） 建築物の建築・解体、開発事業に当たっての環境配慮 15 ／ 22

277 ／ 332

１） 環境保全のための仕組み・体制の整備 55 ／ 78
２） 環境教育、環境保全活動の推奨等 19 ／ 42
３） 情報提供、社会貢献、地域の環境保全 24 ／ 32
４） エコビジネス、技術開発 6 ／ 10
５） 国際協力及び海外事業における配慮 0 ／ 0
６） 投資・融資における環境配慮 0 ／ 0

104 ／ 162

２．事業活動からのアウトプットに関する項目

３．環境経営システムに関わる項目

１．事業活動動へのインプットに関する項目



環境関連法規の違反・訴訟等の有無

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

適用内容 順守内容 当社対応法規名

一般廃棄物
の運搬処分
を他人に
委託する
場合

産業廃棄物
の運搬又は
処分を他人に
委託する場合
（廃掃法１２
条例６の２）

運搬委託基準（廃掃法６の２）その区域を管轄する
市町村長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者で
委託しようとする一般廃棄物の運搬がその事業の範囲
に含まれるもの管理票（区条例）：１００Ｋｇ／日以上排出
する事業者が区指定処理施設へ出す場合
有料シール方式、有料ごみ処理券

委託基準（廃掃法１２）
運搬：その区域を管轄する都道府県知事の許可を
受けた産業廃棄物収集運搬業者で委託しようとする
産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるもの
処分：その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けた
産業廃棄物処分運搬業者で委託しようとする
産業廃棄物の処分がその事業の範囲に含まれるもの
委託契約書の基準（条例６の２）
委託契約書には以下の事項が含まれるかつ環境省令
である書面が添付されている事
イ．委託する産業廃棄物の書類及び数量
ロ．産業廃棄物の運搬を委託する時は運搬の

委託契約
をする

委託契約
をする

委託契約書

管理票の
発行・管理
処分状況
管理

※社内でチェックの結果、過去３年間、環境関連法規の違法は、ありませんでした。

当事業所における、大気汚染物質・水質汚濁物質騒音・振動等の関連する法規について

関係機関等からの指摘は特にありませんでした。

同様に訴訟等もありませんでした。

※尚、適時消防訓練などの緊急時の訓練も実施しています。



目標達成への具体的な取り組み

お客様に尽くし、
お客様と共に
成長する。

地球環境保全を推進する生活を実践し
世の中の一隅を照らす

みんなで力を合わせて
仲良く元気にはたらく
職場をつくる

①

② ③



毎日１７：３０、「節電タイムです！」のかけ声で

身の周りの無駄な電気やパソコンなどはOFFに。

電気の無駄遣いを削減しています。

■節電の徹底

節電タイム

①環境保全を推進する



本社の屋上に36枚の太陽光パネルを設置しました。

発電量は5.58ｋＷｈ。およそ500坪の森に匹敵します。

■節電の徹底

太陽光発電

①環境保全を推進する



バケツを屋外にセットし、雨水を貯めて環境整備に

使用します。また、環境整備で排出した汚れた水は

草木に与えて水を無駄なく利用します。

■節水の徹底

雨水の利用、汚水の再利用

①環境保全を推進する



いただいたお菓子の箱も小さくカットし、メモ用紙

として活用。あらゆる紙の再利用を心がけています。

■廃棄物の削減と管理

紙類は徹底的に再利用

①環境保全を推進する



オリジナルのグリーンラベルを作りました。

使用済みの封筒に貼って、再利用します。

■廃棄物の削減と管理

グリーンラベル封筒

①環境保全を推進する



使用済みの紙類は分別し、すべてリサイクル。

机の脇に、紙のリサイクル専用ボックスを設置して

日頃から分別を徹底します。

■廃棄物の削減と管理

紙のリサイクル

①環境保全を推進する



シュレッダーで細かくしビニール袋に詰めています。

機材を発送する際にクッション材として活用します。

■廃棄物の削減と管理

リサイクルできない紙をクッション材に

①環境保全を推進する



削
減
削
減

段ボールをプラスチックでコーティングしたケースは

何度も使用できるので、廃棄物を削減。

従来のように箱を組み立てる手間も削減できました。

■廃棄物の削減と管理

プラスチック段ボールケースの導入

①環境保全を推進する



使用済みの段ボールは、整理整頓し、束ねて保管。

週１回の子供会の古紙回収活動に寄付しています。

■廃棄物の削減と管理

段ボールは地域の子供会へ寄付

①環境保全を推進する



お茶がらなど、オフィスで排出される生ゴミは、

すべてコンポストへ。

拾い集めた落ち葉と一緒にして土をつくります。

■廃棄物の削減と管理

生ゴミはコンポストへ

①環境保全を推進する



毎月、廃棄物排出量の目標値を掲げています。

廃棄物量を記録して、増加しないよう、チェックしています。

また産業廃棄物は、マニフェスト管理を徹底しています。

■廃棄物の削減と管理

管理体制の徹底

①環境保全を推進する



無線機収納専用のシーバーケースなら、

エアーマットを使わなくても、機材を安全に

保管できます。出し入れも簡単で、作業効率もアップ！

エアーマット

■エコアイテムの開発

シーバーケース

①環境保全を推進する

削

減



紙で作った、軽量コンパクトな宅配専用ボックス。

マジックテープを採用して、固定用のガムテープを

大幅に減量できました。

■エコアイテムの開発

グリーンボックス

①環境保全を推進する

削

減



無線機と一緒に、ペンや携帯電話などを収容できる

専用ポーチを開発しました。

生地には、植物由来の

ポリ乳酸を原料とした

東レ「エコディア」を採用。

■エコアイテムの開発

シーバーポーチ

①環境保全を推進する



■回収実績
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2008年 5,600個
2009年 6,920個

2008年 2009年

NPOエコキャップ推進委員会の活動に協力。

ペットボトルのキャップで、世界中の子供たちへ

ワクチンを届ける運動に参加しています。

■廃棄物から社会貢献

エコキャップ回収運動

①環境保全を推進する



アジアの子供たちの教育支援をするボランティア活動。

社団法人シャンティ国際ボランティア協会を通じて

不要な本やCDの売却代金を寄付しています。

■廃棄物から社会貢献

リサイクルブックエイド

①環境保全を推進する



■廃棄物から社会貢献

使用済み切手の回収

届いた郵便物から、切手だけを切り取って回収ボックスへ。

集まった切手は、社会福祉協議会へ寄付します。

①環境保全を推進する



箱根駅伝の後に行われるゴミ拾い活動

「もうひとつの箱根駅伝」や、地震や洪水などの災害時の

救済活動用に無線機を利用していただきました。

■無線機の無償提供

②お客様と共に成長する



現在全国5,000事業所のお客様に届けています。

11年前から毎月発行し、130号を超えました。

商品の紹介とともに、エコアクションの呼びかけを

行っています。

■月刊オンザウェイ

②お客様と共に成長する



チームリーダー全員集合
●内容の共有
●対応策を考える

共有

クレーム発生

■クレーム対応

クレームが起きた場合、次の通り対応しています。

●具体的な改善策を立てる

●お客様への対応

●レポートを全社員に回覧

②お客様と共に成長する



～無線機の再利用で環境保全活動を推進します～～無線機の再利用で環境保全活動を推進します～

壊れた無線機

使用済み
バッテリ

お客様の元で眠っている壊れた無線機を回収しています。

機材を整備し、リサイクルまたはリユースする

環境保全プロジェクトです。

■ ２WAY ECO クラブ

回収し、修理部品に

②お客様と共に成長する



無線機や印刷、事務用品、消耗品など、

仕入先や外注先へ簡易包装をお願いしています。

無線機を購入すると、たちまち段ボール箱やビニール袋の山に。

■お取引先とのエコアクション

②お客様と共に成長する



エコアクションを推進するには、全社員のチームワークが

必要です。情報の共有、とりわけ目的・目標・成果の

共有に力を入れています。

目 的 目 標

成 果

■情報を共有する

③元気にはたらく職場をつくる



全員が交替でリーダーを担当し、情報を共有します。

１．経営理念１分間スピーチ

２．昨日の成果

３．お客様からのコール

４．今日の目標

５．報告・連絡・相談

■朝礼 毎日１２分間

③元気にはたらく職場をつくる



１．週間の行動予定や目標、ポイントなど

２．ダイレクトメールの計画

３．来訪するお客様の確認

４．お客様、お取引先からの連絡や注文、クレームなど

５．総務分担からのお知らせ

６．仕事の改善や工夫、コストダウンの提案

７．エコアクションの提案や成果、呼びかけ

８．その他、報告・連絡・相談

全員が交替でリーダーを担当します。

PDCAシートを使って、情報を共有します。

■ PDCAミーティング 毎週月曜日

③元気にはたらく職場をつくる



■ PDCAシート

③元気にはたらく職場をつくる



１．利益目標とチーム目標に対する実績

２．成功と失敗の要因

３．電気、水道、ガソリンの使用量と廃棄物排出量の確認

４．クレーム対応と対策

全員が交替でリーダーを担当します。

目標進捗シートを使って成果の共有をします。

■成果発表会 毎月1日

③元気にはたらく職場をつくる



■目標進捗シート

全員が利益目標やチーム目標、エネルギーの使用量の

進捗を確認します。

③元気にはたらく職場をつくる



その日の担当リーダーを中心に全員のチームワークで

美化を行います。紙のリサイクルやリユース、

草木の手入れ、周辺のゴミ拾いなども

毎日コツコツと継続しています。

■環境整備 毎朝１５分間

③元気にはたらく職場をつくる



１．毎日の仕事の中で小さなエコアクションを、皆んなで

たくさん積み重ねることができました。また東レ「エコディア」

を素材にしてデザインした「シーバーポーチ」を発売し、

好評をいただいています。より多くのお客様にご利用いただ

けるよう、拡販に注力します。

２．昨年11月の水害復旧支援活動や、「もうひとつの箱根

駅伝」などの環境活動に、無線機を無償で協力しました。

これからも積極的に社会貢献に取り組んでいこうと思います。

３．２０才～７０才まで社員の年齢層がさらに広がりました。

皆んなが力を寄せ合って、元気にはたらく職場をつくることが

できました。将来「モデルカンパニー」になれるよう、

こつこつと改善を重ねていきたいと存じます。

社長による総括


