
「かけがえのない地球環境」を守り、後世代に引き継いでいくためには、 

私たち企業はもちろん、行政や市民が、それぞれの立場でつながりあいながら、 

環境負荷の少ない「循環型社会」の構築を目指すことが不可欠です。 

京王電鉄では、これまで各事業部門で様々な環境保全活動を行ってきましたが、 

さらにグループをあげて活動を推進すべく「京王グループ環境基本方針」を制定しました。 

今後も、企業の社会的責任の一環として、環境経営を推進し、 

循環型社会の実現に貢献します。 

企業の社会的責任の一環として、 
グループ環境経営を推進します。 
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地球 
と 

つながりあう 

 鉄道の環境優位性 
   

 
京王電鉄は、地球環境を守ることが企業の責

務のひとつであると考え、環境問題への取り組

みを経営の優先課題としてきました。なかでも

鉄道は、比較的環境負荷が少なく、エネルギー

効率に優れるため、他の交通手段からの利用

転換による環境負荷低減が期待できることから、

鉄道の利用促進に向けて、すべてのお客様に

安全・快適にご利用いただけるよう努めています。 

※各種取り組みについては7～10ページを参照。 

鉄道 

バス 

航空 

自家 
用車 
 

18

55

113

173

1人を1km運ぶのに排出するCO2の比較 

（単位：g-CO2／人キロ） 

出典：「運輸・交通と環境2005年版」（交通エコロジー・モビリティ財団）より 

 京王グループ環境基本方針 
 

 

京王電鉄は、事業活動の結果として、自然環境

を害することがないよう環境保全について配慮し、

可能な限りの措置を講じています。2000年11

月に環境基本方針を定め、環境法令遵守は勿

論のこと、各事業の特性に応じた省エネルギー

化や廃棄物削減、資源リサイクルなどを積極的

に推進してきました。環境問題に対する社会的

関心が一段と高まるなか、京王電鉄では環境

保全への取り組みはグループ共通の課題であ

るとの認識から、2004年12月に「京王グループ

環境基本方針」（右ページを参照）を制定しま

した。グループ社員一人ひとりが環境方針の内

容、なかでも自分の業務に関わりがある項目に

ついて十分理解し、仕事に活かしていけるよう、

環境教育などを通じて浸透を図っています。 
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京王グループ環境基本方針 
 

私たちは、「環境にやさしく」というグループ理念に基づき、環境問題を地

球規模で考え、持続的発展が可能な社会の実現を目指して、環境保全に

配慮した事業活動を行います。 

 

1．地球温暖化防止のため、エネルギーの効率利用に努めます。 

2．循環型社会実現のため、廃棄物の削減、リサイクル 

および適正処理を図るとともに汚染の予防に努めます。 

3．環境に関する法令、条例、協定などを遵守します。 

4．地域社会との調和を目指し、騒音、振動の抑制 

ならびに緑化活動の推進に努めます。 

5．より良い環境の実現に向けて、地域や社会の環境保全活動に 

積極的に参加します。 

6．従業員一人ひとりの環境意識向上を図るため、啓蒙・教育活動を 

実施します。 

7．これら環境保全活動を推進するため、鉄道をはじめとするすべての 

グループ会社の事業活動において環境マネジメントシステムを 

構築し、継続的改善に取り組みます。 

 環境マネジメントシステム（EMS） 
 

 

京王電鉄では、環境マネジメントシステムを「社

長が定めた環境方針に基づき、全社員で環境

目標を達成するための仕組み」と位置付けてい

ます。2004年6月に新設された経営企画部環

境担当が中心となって、計画（Plan）を実行（Do）

し、評価（Check）して改善（Act)に結びつけ、

その結果を次の計画に活かす、いわゆる「PDCA

サイクル」の考え方を、環境保全活動の推進に

応用しています。 

2004年度は、京王電鉄本社ビル内の業務を

対象に、ISO14001に準拠したEMSの構築を

行いました。本社ビル共通の目標を設定し、省

エネ活動などを実践したほか、各部ごとの目標

も設定し、環境保全活動に取り組みました。 

EMS推進体制 
［組織］ 

社長 

環境管理責任者 

常務取締役総合企画本部長 

環境管理責任者（副） 

各部長 

環境リーダー 

各部環境WGメンバー 

EMS監査チーム 

リーダー： 
経営企画部長 
メンバー： 
各部課長＆ 
各部環境 
WG※メンバー 

本社勤務の社員 

事務局 

経営企画部環境担当 

［会議体］ 

取締役会・常務会 

環境経営協議会 
（役員協議会） 

環境活動推進委員会 
（部長会議） 

環境WG打合せ 

グループ 
環境経営協議会 
（社長会） 

※WG：ワーキンググループ 

各々の主な役割 

◎社長 
　経営資源を投入する、環境方針を制定する、 
　環境管理責任者の指名などにより管理体制を整備する、など。 

◎環境管理責任者：常務取締役総合企画本部長 
　環境影響評価の報告を受けるとともに、重点管理項目を承認し、 
　環境経営会議に諮る、など。 

◎環境管理責任者（副）：各部長 
　各部門の「目標必達システム設定表／管理表」の作成を指示し、 
　内容を承認する、など。 

◎環境リーダー：各部WGメンバー 
　環境影響評価を実施し、実行計画・手順書を策定する、など。 

◎本社勤務の社員 
　「目標必達システム設定表／管理表」に記載された 
　実施責任者の指示のもと、ルールに従って環境活動を実施する。 

2004年12月9日制定 
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事業部門ごとに 
環境負荷を把握し、 
負荷低減に向けた活動を 
進めていきます。 

京王電鉄の事業として、「鉄道事業部門」、土

地、建物の賃貸業・販売業を行う「開発事業部

門」の2つの事業があり、このほかに会社全般の

管理業務を行う「一般管理部門」があります。 

これらの各部門は、それぞれ事業形態が異なる

ため、重要な環境負荷も異なってきます。 

2004年度は、各部門の環境負荷を集計しまし

た。今後は、データの精度を向上させるとともに、

継続的にデータを収集・分析することで、環境負

荷低減に向けた活動に活かしていきます。 

 鉄道事業部門の現業事業所 
 

 

環境負荷の集計対象を電車の運行、駅など

鉄道事業に関わるすべての事業所（本社を

除く）としました。 

2004年度の運転原単位（1車両が1kmを走

行するのに必要とする電気使用量）は、2.825 

kWh／car・kmでした。 

INPUT

OUTPUT

電気 
310,230 千kWh

都市ガス 
50 千m3

LPG 
23 千kg

石油系燃料 
303 kL

水 
148,667 m3

事務用紙 
1,465 千枚 

一般廃棄物 
1,466 t

産業廃棄物 
1,427 t

CO2排出量 
111,808 t-CO2

アスベストについて 

アスベストの使用状況や飛散の可能性の

有無について、京王電鉄を中心にグループ

全体で調査を進めています。 

今後、調査結果をふまえ、処理優先度が高い

と判断したものから順次対応策を実施してい

きます。 
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 開発事業部門の直接管理物件 
 

 

環境負荷の集計対象を自社で直接管理し

ているショッピングセンターおよび京王フロー

ラルガーデンとしました。 

 本社ビル・一般管理部門 
 

 

環境負荷の集計範囲を本社ビル（鉄道およ

び開発事業部門の各部署を含む）、診療所、

平山管理センター（研修施設）としました。 

CO2排出量 
18,397 t-CO2

CO2排出量 
782 t-CO2

INPUT

OUTPUT

電気 
49,301 kWh

都市ガス 
330 千m3

石油系燃料 
11 kL

水 
1,033 m3

事務用紙 
678 千枚 

一般廃棄物 
3,640 t

産業廃棄物 
246 t

INPUT

OUTPUT

電気 
2,010 kWh

都市ガス 
10 千m3

石油系燃料 
18 kL

水 
1,294 m3

事務用紙 
5,241 千枚 

一般廃棄物 
80 t

産業廃棄物 
10 t
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省エネ車両の導入や、 
きっぷのリサイクルなど、 
鉄道事業の環境保全について 
お知らせします。 

材料毎に分別された部品類 

高幡不動車両基地の太陽光発電システム 

京王電鉄は、環境にやさしい交通機関を目指し、

「省エネルギー」「省資源・廃棄物削減」「騒音・

振動の低減」などに取り組んでいます。2000年

10月には、リサイクル活動への取り組みが評価さ

れ、リサイクル推進協議会が実施する「平成12

年度リサイクル推進功労者等表彰」において運

輸大臣（現 国土交通大臣）賞を受賞しました。 

 
 省エネルギー 
 

 

省エネルギー車両の導入 

電力を効率的に利用するため、ＶＶＶＦインバー

タ制御装置、回生ブレーキを装備した車両を導

入しています。 

●回生ブレーキ（搭載率：100％） 
　回生ブレーキとは、電車がブレーキをかけた際にモーターを
　発電機として作用させ、発生した電力を架線に戻してほかの
　電車が使えるようにするものです。 

●ＶＶＶＦインバータ制御装置（搭載率：48.8％） 
　ＶＶＶＦインバータ制御装置とは、架線に流れる直流を交流
　に変換し、電車の加速力や速度に応じて電圧や周波数を
　変化させながら交流モーターを動かすものです。これにより電
　力を効率よく使用できるほか、保守に手がかからないという
　特徴を持っています。回生ブレーキとともに使用することで、
　従来の車両に比べて約30％のエネルギーが節約できます。 

 

駅の省エネルギー 

太陽光発電システムを明大前駅・若葉台駅・

高幡不動車両基地に設置し、自動券売機や照

明などの電力として使用しています。また、ホー

ムやコンコースの屋根に自然光を採り入れるこ

とができる部材を使用することで、照明の消灯

に努めています。さらに、半数以上の自動券売

機がお客様が近づいた際にのみ主電源が入る

ようになっているほか、比較的お客様の利用が

少ない駅のエスカレーターについてもお客様を

感知して自動運転する装置を設置しています。

このほか、高効率で消費電力を大幅に抑えた

蛍光灯と導光板を用いた、内照式の業務用看

板を順次導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 省資源・廃棄物削減 
 

 

乗車券のリサイクル 

各駅で回収された使用済みきっぷ（普通券・回

数券）をトイレットペーパーに再生し、全駅で使用

しているほか、使用済みのパスネットカードなどを

材料の一部に用いたベンチをホームや待合室

に設置しています。また、駅売店などで回収した

飲料用ペットボトルを案内看板に再生し、全駅で

使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両部品のリサイクル 

車両を廃車する際、使用可能な部品について

は車両から取り外し、他の車両で活用していま

す。また、車両検査等の交換に伴ない処分する

部品については、材料別に分類しリサイクル業

者に引き渡しています。 

使用済みきっぷ 

トイレットペーパー 
1個あたり約60枚の 
きっぷが使用される 
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処理水再利用装置 

車輪の削正 

車両・部品洗浄水の節水 

若葉台工場では車両や部品の洗浄等に用いる

水の使用量を削減するため、「処理水再利用装

置」を導入しています。この装置により使用済み

の水の汚れを取り除くことで、洗浄水などに再使

用することができます。現在、洗浄に用いる水の

約40％は本装置により処理されたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 騒音・振動の低減 
 
 
車輪フラット発生の早期発見 

雨天時の走行中のブレーキにより、車輪に「フ

ラット」と呼ばれる平らな部分が発生すると、騒

音・振動が大きくなります。京王線・井の頭線では、

車輪の振動を自動的に検出するセンサーを沿線の

各１箇所に設置し、車輪フラットによる振動・騒音

の早期発見・早期改善に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
防音車輪の導入 

カーブ区間ではレールと車輪がこすれ、車輪が微

細に振動して「キーン」という高い周波数の音を

発生させることがあります。これを低減させるた

め、防音車輪と呼ばれる車輪の振動を抑制する

構造の車輪の導入を進めています。 

 

鉄桁防音対策 

鉄製の桁を用いている橋梁においては、下面お

よび側面に防音材を設置するとともに、レールと

マクラギの間には防振タイプレートを設置し、騒

音・振動の低減に努めています。 

ロングレール化 

ロングレールとは、200m以上の長さのものをい

います。ロングレール化してレールの継目箇所を

少なくすることで、列車の騒音や振動が減り、

乗り心地も向上します。これまでに、曲線半径

400m以上の敷設可能区間は、長大橋梁を含

めロングレール化を完了しています。 
 
 化学物質の削減 
 
 

シンナーの回収 

台車や車体を塗装するためにロボットを使用し

ており、作業後のロボット清掃にはシンナーを用

いています。若葉台工場では、ロボット清掃後に

排出されるペンキが混ざったシンナーから、シン

ナーを分離・回収する「溶剤再生装置」を導入

し、回収したシンナーを再使用しています。これ

によりシンナーの購入量は導入前に比べて半

減しました。 

 

 環境保全 
 
 

線路わきの環境保全 

1991年度から、線路わきの雑草には除草剤を

一切使用せず、人力による草刈りを行っていま

す。また、お客様に楽しんでいただくことを目的と

して、井の頭線を中心に線路わきの斜面にサザ

ンカ・ツツジ・アジサイなどを植栽し緑化を進め

ています。この取り組みは、2001年2月に第7回

杉並「まち」デザイン賞を受賞しました。なお、

植栽は降雨時の雨水の流入による斜面の崩

壊防止にも役立っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場排水 

工場で車両洗浄などに使用して排出された汚水

については、東京都下水道局が定める放流基

準値を満たすように排水処理設備で油類・有機

物を除去し、下水に放流しています。 
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京王電鉄の開発事業、一般管理、 
そしてグループ各社の取り組みを紹介します。 

 京王電鉄　開発事業部門 
 

 

沿線の身近な地域環境の保全が、地球環境の

保全につながるという考えを、テナントやお客様

と共有しながら、活動を推進しています。 

 

ショッピングセンターなどの商業施設 

省エネに関しては、省エネ型空調･照明機器や

ガラス面遮熱シートの導入、事務所内での夏季

軽装勤務などを実施しています。また、省資源･

廃棄物削減に関しては、テナントの協力のもと

に、ゴミの発生を減らし、※リサイクルを推進して

います。 

お客様の声（ご意見）や環境負荷とテナント負

担コストの関連に配慮しながら、高い効果の見

込める活動を積極的に推進しています。 

※ゴミの発生を減らし、リサイクルを推進する取り組みは、 

　27ページを参照。 

 
オフィスビルなどの賃貸物件 

既存の賃貸物件に関しては、空

調機のインバータ化を進めるな

ど、電力使用量の削減に努め

ているほか、トイレの自動水栓

化、雨水・雑排水の再利用を

行うなど水使用量の削減も進

めています。 

 京王電鉄　一般管理部門 
 

 

2004年度より、京王電鉄本社ビルのEMS構

築を開始しました。照明のインバータ化やゴミ

の分別・リサイクルなど、総務部が中心となった

ビル全体での取り組みに加え、各部署ごとに省

エネや紙削減の目標を設定し、全員がもれなく

活動に参加する仕組みを構築しています。 

 

エコアップ推進デーによる啓発 

毎週水曜日を「エコアップ推進デー」とし、昼休

みの消灯や、定時退社を促進しています。2005

年5月は、前年同月に比べて、１日あたりの消費

電力が9.4%下がりました。これは、エコアップ推

進デー以外でも、昼休みの消灯が励行されてい

ることや、夜間も必要な照明のみを点灯するな

ど、社員の行動の変化によるものです。 

また、2005年7月19日から9月16日まで、空調

の設定室温を26℃から28℃に変更する夏季省

エネルギー施策を実施しました。 

京王品川ビル（省エネ施策を実施したオフィスビル） 

わかりやすい分別ゴミ箱 
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 京王グループ各社の取り組み 
 

 

京王電鉄バスグループ 

バスは鉄道と同じく環境負荷の少ない公共交通

機関です。京王電鉄バスグループでは、1997年

よりアイドリング・ストップ運動を開始し、翌年以

降すべての新車にアイドリング・ストップ装置を装

着しています。 

燃料については、全営業所で低硫黄軽油を使

用しているほか、CNG（天然ガス）バスも導入し

ています。さらに杉並区初のCNGスタンド「京王

エコ・ステーション永福町」を営業し、一般の方

にもご利用いただいています。 

また、営業面からも、接遇の向上、路線網の充

実、深夜バスなど輸送力の増強、「環境定期

券」「ちびっこ50円キャンペーン」といった割

引運賃制度など、良質なサービスの提供に努

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京王グループでは、「京王設備サービス」「京

王建設」「京王百貨店」の3社がISO14001

の認証を取得しています。 

 

京王設備サービス 

京王設備サービスが関わる「ビルの総合管理」

「鉄道関連施設の保守管理」「設備工事」の

各事業分野において、ISO14001の認証取得

活動に取り組んでいます。すでに、神泉本社およ

び京王百貨店事業所の2拠点は認証を取得し

ており、2005年度末までに工事事業本部でも認

証を取得する予定です。 

また、神泉本社は2005年9月に、認証取得後3

年が経過し、新たな環境目標を設定しました。従

来の紙の使用量削減、ゴミの減量化、電気使用

量の削減に加えて、お客様の環境負荷削減に

貢献するための改善策を企画提案するなど、各

事業分野の本業を通じて、環境負荷削減に積

極的に取り組んでいます。 

京王建設 

建築・土木・軌道工事を行う京王建設では、現

場での混合廃棄物の排出、ホルムアルデヒド※

などの室内環境汚染物質の発生、および本社

での電力およびコピー用紙の使用を大きな環

境リスクと認識し、数値目標を設定して、抑制に

努めています。 

混合廃棄物の排出

削減のために、廃棄

物分別スペースの確

保および分別収集を

推進しています。ホル

ムアルデヒド室内濃

度低減に向けて、低

ホルムアルデヒド仕

様の建材採用率を

向上させています。省エネに関しては、照明・空

調・OA機器の使用低減、コピー用紙の削減に

関しては、ミスコピーの再使用や電子媒体の活

用を図っています。 

また、排気ガス抑制のために自社および協力業

者車両のアイドリングストップを実施しているほ

か、低騒音建設機械の導入や地域住民とのコ

ミュニケーション促進も図っています。さらに、府

中駅および本社周辺地域のゴミ拾いなどをボ

ランティアで行い、環境美化に努めています。 

 

京王百貨店 

京王百貨店では、電気使用量の削減、印刷用

紙の削減、包装用品の削減、ゴミの減量化・分

別の徹底を重点課題としています。空調や照明

を省エネタイプに順次切り替えているほか、両

面・縮小コピーの促進などを図っています。包装

用品に関しては、計画発注と管理徹底のほか、

お客様に簡易包装へのご理解をいただくなど啓

発にも力を入れています。ゴミの減量化に関して

は、新宿店で排出された生ゴミを処理機によって

土壌改良剤とし、東京近郊の農家に配布し、そ

こで栽培した野菜を販売するというリサイクルを

行っています。また、独自の規準に基づいて、環

境に配慮した商品を認定し、「地球にやさしい商

品」として展開しています。 

今後は、新宿店、初台ビル、幡ヶ谷ビルで取得し

ているISO14001の認証範囲を拡大し、2005年

12月には、聖蹟桜ヶ丘店、外商事業部を含むマ

ルチサイト認証を取得する予定です。 

混合廃棄物の分別収集 

京王エコ・ステーション永福町 

※ホルムアルデヒド： 
人体の遺伝子に影響を与え、強
い発ガン性があり、また、喘息、
アトピーの原因物質で最悪・最
大の汚染物質といわれている。 
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新しいパートナーシップを構築し、 
循環型社会づくりに貢献しています。 

京王聖蹟桜ヶ丘SCの 
テナント別・生ゴミ保管所 

テナントのゴミ計量の様子 せいせき環境展の様子 

鉄道事業が、モーダルシフトの促進など社会的

トータルとして環境負荷を減らす効果を持ってい

るのに対し、SC（ショッピングセンター）などの流

通業は、まさしく事業活動の中で環境負荷低減

を図らなければなりません。そこで常に「環境に

負荷を与えている」という自覚を持ち、様々な取り

組みを実施してきました。 

現在は、京王グループという枠組みを超えて、テ

ナント、リサイクル事業者、有機栽培の指導者

といった方々との新しいパートナーシップや、お

客様への啓発活動などを通じて、循環型社会

づくりに貢献しています。 

 
 テナントを巻き込んだ仕組みづくり 
 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター 

 

流通業の環境負荷認識 

SCの主な環境負荷は、「エネルギー」と「廃棄

物」です。エネルギーに関しては、空調のインバー

タ制御や省エネ照明への変更といった直接的な

省エネはもちろん、聖蹟桜ヶ丘SCでは1Fバス 

ターミナル天井の塗装を変更し、照度を上げるこ

とで照明の使用を削減するなど、間接的な省エ

ネにも積極的に取り組んできました。2005年度

からは、アドバイザーとして省エネの外部専門家

を加えたプロジェクトを開始する予定です。 

 

テナントの分別意識啓発 

廃棄物の削減に関しては、テナントが重要な

パートナーとなります。店長会などでゴミ分別の

重要性を説明し、さらに2005年1月から分別徹

底と総量抑制のために、ゴミの

処理費を重量に応じていただく

形に変更しました。これにより、

テナントの廃棄物削減に関する

意識が向上し、2004年度のゴミ

排出量が前年に比べ5％以上

減少しました。 

また、テナントによっては、リユー

スできる「通い箱」を使って商品

を運搬するなど、すでに進んだ取

り組みを行っているケースもあり

ます。そこで、全館・全店

舗のゴミ排出量を開示

し、排出量の少ないテ

ナントをベンチマークで

きるようにしました。 

 

食品リサイクル法 

への対応 

京王聖蹟桜ヶ丘SCか

ら排出されるゴミの量

は、年間約2,200トン、

そのうち生ゴミが約600

トンを占めています。2004年12月から、「環境リ

サイクルパッケージシステム」（右ページ参照）

を順次導入し、生ゴミの循環利用を図っていま

す。このシステムの導入により、「食品リサイク

ル法※」にいち早く高いレベルで対応したことに

なります。このシステムは、2004年12月にオー

プンした、京王高幡SCでも導入しています。 

※食品ゴミ（食品廃棄物）を出す事業者に対し、2006年度ま
　でに「20%以上の再生利用等」を義務付ける法律です。年
　間１００ｔ以上の事業者には罰則があります。 

 
お客様・テナントへの啓発活動 

2005年6月には、店内で「せいせき環境展」を開

催し、ＳＣや各テナントの環境保全への取り組み

をアピールしました。基本的な狙いはＳＣの姿勢

を内外にきちんと明示するとともに、地域のお客

様を私たちの環境保全活動に巻き込んでいくこ

とにありました。環境保全（エコロジー）に誘導す

るアピールポイントは2つ、すなわち経済面（エコ

ノミー）と精神面（ノスタルジー）です。経済面で

は「買物袋持参で割引」などお得なＳＣ内店舗

のサービスを紹介しました。 

また、精神面では「地域密着型ＳＣ」ということ

もあり、「地球環境のために」というより、「地域

環境のために」とアピールしたほうが、より理解

いただけることがわかりました。今後は、お客様

やテナントのご協力のもとに、多摩川などの地

域環境保全に役立つ仕組みづくりにも取り組

んでいきたいと考えています。 
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京王ストアで販売される 
堆肥を使って栽培された野菜 

 生ゴミを循環利用するビジネスモデル 
 環境リサイクルパッケージシステム 

 

生ゴミから消臭剤と堆肥をつくる 

京王電鉄は、「環境」「シニア」「駅ビジネス」

の3つを新規事業のテーマとしており、「環境」

をテーマに立ち上げたのが「環境リサイクルパッ

ケージシステム」です。このシステムは、京王電

鉄のSC（ショッピングセンター）や京王プラザホ

テルなど商業施設から排出される生ゴミを回収・

リサイクルし、消臭剤や堆肥をつくる循環型の

ビジネスモデルです。 

廃棄物収集運搬は「（株）北辰産業」、リサイク

ル処理・堆肥製造は「（株）アグリガイアシステ

ム」との業務提携によって行っています。このシ

ステムでつくられた消臭剤は、トイレや生ゴミの

悪臭（硫化水素系）を吸着する無臭の脱臭剤

で、消臭効果が無くなった後（約2ヵ月の使用

後）は有機肥料として土に混ぜて、野菜などを

育てることができる完全循環型のリサイクル商

品となっており京王線・井の頭線のトイレ

やSCのトイレで利用しているほか、京王ス

トアや京王百貨店などで販売しています。 

京王電鉄は、このシステムをトータルコー

ディネートしており、グループ会社での実績

をもとに、食品リサイクル法の対象となるグ

ループ外の企業への提案も始めています。 

リサイクルから生まれた堆肥の活用 

リサイクルから生まれた堆肥は、桜ヶ丘カントリー

クラブの芝に使用するなど、グループ各社で活用

するとともに、この堆肥で生育した野菜は、おいし

く安全な特別栽培の野菜として京王ストアで販

売しています。 

 
環境意識啓発の場としても活用 

京王プラザホテルでは、社内から希望者を募り、

リサイクル工場の見学会や農業体験を開催し

ました。ホテルから出た食品ゴミが堆肥となるま

での過程を見たり、実際に野菜や果物を育てて

いる農家にお会いすることにより、分別の大切

さを実感することができました。このような体験

を通じ、循環型社会とは、多くの人が関わってい

る「環」だということに気付かされました。 

京王グループ 

外部企業 

●京王ストア 
●京王プラザホテル　 
●京王プレッソイン 
●京王電鉄 

●食品廃棄物収集運搬（北辰産業） 
●リサイクル処理・堆肥製造 
　（アグリガイアシステム） 
●ゴミの減量化（ゴミ処理機器メーカー） 

●桜ヶ丘カントリークラブ 
●京王フローラルガーデン アンジェ 
●味の素スタジアム など 

●オレンジファーム（京王ストアの野菜） 
●八街市周辺農家および農業団体 
●JAいんば農業協同組合 など 

●ホテル、スーパーマーケット、百貨店、 
　コンビニエンスストア、レストラン など 

堆肥の 
活　用 

野菜の 
生　産 

●京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターなど 
　グループ施設のトイレ 

●京王ストア、京王百貨店新宿店、 
　京王アートマン、京王グリーンサービス、 
　K-shop（一部店舗） 

消臭剤 
活　用 

販　売 

おいしく安全な 
特別栽培野菜など 

消臭剤 
消臭＆肥料 

食品 
廃棄物 

堆肥 

京王のリサイクルパッケージシステム 

生ゴミからつくられた堆肥 

ゴルフ場の芝生にも利用される堆肥 

バイオ消臭剤「消臭＆肥料」 


