社会とともに

環

境

グループCSR 憲章

私たちは、企業市民として社会を構成する一員であることを強く自覚し、事業活動等を通じた社会貢献、
芸術・スポーツなどの文化の発展支援、地球環境保護への取り組みを、積極的かつ自主的に行います。
グループ行動規範
「地球環境」
（1）資材調達から製造・流通・使用・リサイクル・廃棄まで、商品のライフサイクル全般にわたり地球環境への影響を
考慮します。

（2）地球環境の保護のために、関係法令および各種規制を遵守するだけではなく、積極的かつ自主的な取組みを検討・
実行するよう努めます。
（3）地球環境に対する意識が高く、公私ともに省資源・省エネルギーに努める人材を育成します。

令和元年度「宮崎県温室効果ガス排出抑制事業者」表彰
温室効果ガスの抑制には、電気やガスなどのエネルギーを効率的に使用する
“省エネ”が必要です。フェニックスリゾートは1993年の開業当初から省エネ
ルギーに取り組み、2019 年、他事業者の模範となる特に優れた取り組みを
行なった「宮崎県温室効果ガス排出抑制事業者」として表彰されました。
省エネは単にエネルギー効率の良い設備を取り入れるだけでなく、その設備
をどこに設置すべきかを見極め、運用後のチェック・改善を重ねて取り組み
の効果を最大限に引き出すことが重要です。また、施設をご利用いただく
お客さま・働くスタッフの空間・環境の質を損なわずに省エネルギーを推進
することを心掛けています。
これからも、お客さまと環境に対し何かで
きることはないかを常に考えながら行動
フェニックスリゾート（株）
コーポレート本部 エンジニアリング部

（左）
黒木

隆幸（Kuroki, Takayuki）

し、快適なリゾートステイと省エネルギー
とが両立する施設であり続けたいと思っ
ています。

■ 取り組み内容

コンベンションセンターのロビー。
照明を調節し、シーガイアらしい空間を
損なうことなく、省エネルギー推進を行っています。

◦ 毎日のエネルギー使用量をグラフ化し、前年同月、同日と比較
◦ 晴天時と雨天・夜間時の照明点灯パターンを操作パネル横に
明示、効率的な照明の点灯

◦ 月に1回程度、社内会議でエネルギー使用量の報告

◦ エネルギーマネージメントシステム
（EMS）
を導入することで、
エネルギーを見える化

◦ 冷房用熱源機器や空調設備など高効率機器への更新
◦ LED照明機器への更新
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日本自然エネルギー株式会社
http://www.natural-e.co.jp/

グリーン電力証書システムの導入

E

2005 年 4 月より日 本 自 然 エ ネ ル ギ ー 株 式 会 社 と 契 約し、 年 間 100 万
kWhの「グリーン電力証書（マイクロ水力、バイオマス）
」を購入してい

ます。さらに、横浜市神奈川区に設置している風力発電機（ハマウィング）を中心に
行われる横浜市風力発電事業に賛同し、2007 年 4 月より、
「Y（ヨコハマ）-グリー

日本自然エネルギー株式会社が風力・バイオマス・
小水力などによるグリーン電力（自然エネルギー）
の利用を証するマーク。

ンパートナー」として協賛しています。2019 年度の実績は168,184kWhでした。

製品の環境配慮設計

E

メダルゲーム機の「バベルのメダルタワー」
「 レッ釣り GO!」において、
従来製品「アラビアンジュエル」の消費電力と比較して47～55％削減する

など、省電力化への取り組みを継続しています。
これらアミューズメント機器は、現行製品の部品を新製品へリユース可能な設計
にし、
「けものフレンズ３プラネットツアーズ」では他タイトル中古筐体をリフレッ
シュして転用、また、StarHorse4 では StarHorse3 のメインモニターを流用し、
サテライトも改造でのゲーム継続も可能にするなど廃棄物抑制に努めています。

代替燃料RPF

また、整備・点検手順をマニュアル化して店舗で共有し、製品の長寿命化につなげています。アミューズメント施設では、日常
整備の徹底などで機器の長寿命化を図っています。
セガ・ロジスティクスサービスでは、処理コスト低減と不法投棄を防止するリサイクルシステムを全国展開しています。使用
済み中古機器の保管管理をセガ・ロジスティクスサービスが担当し、優良中古機器はリユース販売へ、不要機器は補修用途の
リユース部品化や産廃処理の工程へ進めます。同社が千葉県の矢口事業所に招致する産業廃棄物中間処分業者では、機器の素材
別手分解を行い、
「埋立ゼロ・単純焼却ゼロ」の100％リサイクルを実施。アミューズメント機用の不要カードや用紙類、一部廃
プラスチックは、代替燃料であるRPF（Refuse Paper & Plastic Fuel）となり、サーマルリサイクルにて熱回収されています。

遊

遊技機を構成している部品のリユース性を高めるため、設計・開発段階より部品・基板・ユニットの共通化を図り、
2016 年にリユースできる部品点数の目標値を定め、2018 年度にどちらの目標値もクリアしました。2019 年度はリ

ユース効率と品質向上に向け、ぱちんこの盤面を構成する一部のユニットやパチスロの液晶・リール周辺のユニットを部品レベ
ルまで細分解せず、ユニット単位の状態でリユース化しています。
また環境配慮の観点から、中古遊技機の回収施策において従来の下取り条件の見直しと買取り施策により、2019 年度の回収
率は 93％でした。
業界内においては、他メーカーと連携し、部品・ユニッ

● 中古遊技機の回収率

トのプラットフォーム化を図り、業界全体での環境負荷
低減に向けた取り組みを継続しています。
環境への配慮として、ほぼすべての遊技機で待機中の
LED（装飾部など）の明るさを抑えるなどの消費電力を抑
制するエコ機能を搭載しており、導入を開始した 2014 年
度以前の機種に比べて消費電力の 5％の削減につなげてい
ます。また、お客さまご自身で音量や明るさを調節できる
機能を追加。使用する部品においても高寿命、高効率な
部品を使用し、ライフサイクル全般を意識した設計を行っ

2019年度

93%

（％）
100

達成

74

80
60

62.5
47

40
20

ています。このほか、ぱちんこ・パチスロにおいて鉛フリー
はんだ部品使用率100％を達成しています。日本遊技機工
業組合や日本電動式遊技機工業協同組合が、業界レベルで
環境負荷物質の使用状況の把握と低減を目指す試みにも
参加し、情報を共有しています。

0

2016
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2019 （年度）

2018

● 遊技機のリユース部品点数

（品目数）

2018年度実績

2019 年度実績

ぱちんこ

約30

約40

15以上

パチスロ

約80

約80

50以上

※ 2016年度に設定
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2017

目標値 ※

えた 森 林 の 里 親
目を迎
活動
年
12

セガの 森
E

セガホールディングスでは、長野県が仲介役と
なって進める「森林（もり）の里親促進事業」の

趣旨に賛同し、2008 年 4 月より長野県南佐久郡南相木村
と「森林（もり）の里親契約」を締結しています。その対象
となる民有林約 3,633ヘクタール（東京ドーム約 773 個に
相当）を「セガの森」と名付け、CO₂ 吸収源となる森林の

森林整備
日常的に「セガの森」を守り、育んでくださっている村民
の皆さまにご指導いただき、森林整備の大切さや大変さ
を身をもって学ぶ機会として、間伐や植林などの森林
整備体験を毎年秋に実施しています。

整備資金を一部提供することで地球環境保護に取り組んで
います。その整備によって、2019 年度のCO₂ 吸収量は
267.9t-CO₂でした。
また、地元の方々のご協力のもと、社員の地球環境保護
に対する意識醸成の場としても活躍しています。2018 年
1 月には、これまでの10 年にわたる森林整備や地域交流
などの功績が認められ、長野県森林づくり県民税活用の
部にて長野県知事賞を受賞しました。

自然学習

地域との交流

自然を大切にする気持ちが次世代へと語り継がれて

村民の皆さまから、
「南相木村の歴史」
「山歩きのコツ」

いくことを願い、セガサミーグループ社員とその家族

「美味しい作物を育てる大変さ」などの様々なお話を通

が一緒に体験できる、下草刈りや農作物の収穫、魚つ

して、都会の日常では感じ取れない自然の厳しさや

かみなど、毎年趣向を凝らした自然学習イベントを夏に

大切さを教わっています。

行っています。

「セガの森」が誕生した、2008年から設置している
アドプトサイン
（森林が「セガの森」であることを表す
看板）
。南相木小学校の生徒の皆さまが、
「自然と共に
育む未来」をテーマに絵を描いてくださいました。

参加者の声
魚の調理、畑仕事、ブルーベリー
摘みなど、家族旅行では
なかなか手が出ないような
南相木村の皆さまとご一緒させて
経験ができたのが
いただいた時間を通して新たに
良かったと思います。
ふるさとができた気分になれ、
村との交流という点でも
大変貴重な体験を
子ども連れで初のキャンプ
させていただきました。
でしたが、村の皆さまやスタッフ
の皆さんのお陰で夏の良い
思い出ができました。 バーベキュー→温泉→花火の
流れはまさに夏休み！
という感じで大人も存分に
楽しめました。

南相木村は総面積の8割程度を山林原野が占め、その谷間を縫うように川が流れる自然豊かな村です。
● 南相木村WEBサイト：http://www.minamiaiki.jp/
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セガ ヨーロッパがPCパッケージ商品を100%リサイクル可能な梱包材に切り替え

E

セガ ヨーロッパは今後発売する、PCパッケージ商品の梱包材を完全にリサ
イクル可能な素材のみに切り替える取り組みを開始しました。より環境にや

さしいPCゲームパッケージへの切り替えの動きは、スポーツインタラクティブ社と
セガ ヨーロッパが共有する「地球温暖化対策にプラスチックの代替品を探し出すこと
で貢献できないか」という願いが原動力となっています。
パッケージとマニュアルには100％リサイクル再生紙を使用し、完全にリサイクル
が可能な製品を採用しました。また印刷にはすべて水と植物性のインクを使用してい
ます。ディスクについては、専門業者によってリサイクルが可能となっています。

ge
a
ass
M
Top

セガ ヨーロッパ社長兼 COO Gary Dale
セガ ヨーロッパでは「プラスチックゴミを削減し、環境にやさしいビジネスを実施する」というコミット

メントを掲げています。
我々の想定では 「F o o t b a l l M a n a g e r 2 0 2 0」 のタイトルだけで 2 0トン近いプラスチック素材の
軽減になります。今後すべての PCタイトルにリサイクル可能な梱包材を適用することで、さらに大幅な
プラスチックの削減になる見込みです。
エンタテインメント業界が一体となり映画、ゲーム、音楽など多岐にわたる分野で製品包装の代替
の模索をすることで、プラスチック包装と関連の環境コストや廃棄コストの大幅な低減実現できれば
素晴らしいことだと思います。

廃プラスチック問題への対応

E

ゲームセンターのプラスチック製景品袋削減に向け、各店舗がそれぞれの地域・施設の基準に従って適切な分別を
行い、産業廃棄物処理業者と契約を締結して処理することに努めています。また、店舗規模別の景品袋使用量調査や

素材別コスト比較を行い、素材変更への検討を始めています。
製品梱包についても、簡易化によるごみ削減はメーカーの責任との認識に立ち、出荷時の袋を再利用するなど、最低限の
梱包にとどめています。

ゲームセンターの使用電力の削減に向けた取り組み

E

施設照明のLED 化を進めるとともに、改装店舗を中心に空調設備の入れ替えに取り組んでいます。また、電気供給会社を
統一し、各店舗が最適な電気使用量になるようモニタリングをしています。

シーガイア ビーチクリーンin一ツ葉

R

フェニックス・シーガイア・リゾートでは、宮崎県指定天然記念物である、アカ
ウミガメおよびその産卵地の保護を目的とした海岸清掃活動「シーガイア ビー

チクリーン in 一ツ葉」を 2015 年より実施しています。
毎年、地域住民の方やスポーツ少年団などから約 100 名の参加をいただき、産卵で陸
地に向かうアカウミガメの障害となる、家庭ごみや流木などの回収を行っています。
清掃前には NPO 法人宮崎野生動物研究会会員で、宮崎市フェニックス自然動物園園
長の出口 智久氏よりアカウミガメに関するお話をいただき、その生態を学ぶ場も設けて
います。
2020 年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響もあり、地域の皆さまと
の活動は中止していますが、これからも活動を継続する予定です。
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毎年行われているビーチクリーン

環境に関するデータ
対象範囲
データ集計範囲

14社

●SSHD/SHD/SAMMY/BTF/DL/ELEC/PSR/SE/SGC/ SIC /SLS/ SNW/TMS/TOYS

● CO₂排出量（スコープ1）

● CO₂排出量
（スコープ2）

100,000
100,000
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6,000
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● 電力使用量

● 産業廃棄物排出量

（MWh）
250,000

（t）
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● 水使用量
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● 総エネルギー投入量

（t-CO₂）
（t-CO₂）
120,000
120,000

（t-CO₂）
12,000
9,000
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◦集計データの一部延床面積による推計値を含みます。
◦CO₂総排出量の減少は、燃料使用量及び電気使用量の削減が主要因です。
◦購入電力のCO₂排出係数：各報告年度の前年度の電気事業者別の調整後排出係数を使用しています。

● 環境法令違反件数

2017年度

2018年度
0

2019年度
0

0

● サミー川越工場における環境配慮の状況
2017年度
遊技機のリサイクル率の推移
環境配慮素材の利用

リサイクル率（%）
木材使用量（t）
うちPEFC認証木材※

2018年度

95.99

95.00

566

370

38t（6.8％）

51t（13.8％）

2019年度

備考

95.40 ぱちんこ・パチスロ合算
215
7t（3.3％）

◦接着剤は、水系接着剤を含めて川越工場では使用していません。
※ PEFC認証木材：PEFC森林認証プログラム（Programme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes）により認証され、第
三者機関より持続可能な森林管理の認証を受けた森林より適切に調達さ
れた木材です。PEFC認証木材が使用できる製品の生産量が減少したこと
により、使用量が減少しました。
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