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トッパンでは、生産部門だけでなく、営業、研究・開発、企画から設
計、販売・出荷のすべての工程における品質づくりへの取り組みを「総
合品質保証」と定義し、品質向上と製品の安全管理に努めています。
品質の維持・改善に取り組む上で、製品の安全管理に関しては、「製
品の安全管理についての基本理念」「製品の安全管理についての指針」
を制定しています。
また、地球環境問題を重要な社会的課題のひとつとして認識しており、
環境配慮型製品やサービスの提供、CO2 排出量の見える化に取り組
み、持続可能な消費に貢献しています。「トッパングループ地球環境
宣言」に則って、グループ全体で持続可能な消費の実現に向けて取り
組んでいます。
トッパンは、ユニバーサルデザイン（UD）の重要性を認識し、
1999 年にいち早く「パッケージ UD コンサルティング事業」を開始
し、以降、各事業領域で UD への取り組みを進め、できる限り多く
の人にとって使いやすく、魅力的なパッケージやコミュニケーション
ツールの企画・開発を行ってきました。
2010 年に制定した「トッパンユニバーサルデザイン宣言」と「トッ
パンユニバーサルデザイン 7 原則」では、多様な人々との対話を重

視し、身体・知覚特性への配慮はもちろん、使用する状況や心地よさ
などの心理面への配慮も含め、「多様性に配慮した社会の実現に貢献」
するための製品・サービス開発の指針として UD を位置付けています。

基本的な考え方

製品の安全管理についての基本理念／製品の安全管理についての指針
https://www.toppan.co.jp/about-us/our-corporate-approach/
product-safety.html

トッパングループ地球環境宣言
https://www.toppan.co.jp/assets/pdf/csr/
The_Toppan_Group_Declaration_on_the_Global_Environment.pdf

トッパンユニバーサルデザイン宣言／トッパンユニバーサルデザイン 7 原則
https://www.toppan.co.jp/sustainability/ud.html

本社製造統括本部品質保証センターが、全国品質保証部門会議を四半
期単位で開催しており、製品の品質保証・安全管理に関する課題を集
約し、重点施策の進捗状況をフォローアップすることにより、品質ロ
スの削減と品質向上に努めています。製品の安全管理を支えるため、
全事業所で品質マネジメントシステム（ISO9001）の継続的な改善
を推進しており、同センターが、総合品質保証の基盤となる品質マネ
ジメントシステムの実効性向上を目的として、ISO9001 の解説およ
び内部監査員養成研修を毎年開催しています。

従業員に対する環境配慮型製品やカーボンフットプリント、カーボン・
オフセットへの意識向上、理解促進のための教育として、全社員向け
の e ラーニングや階層別の教育カリキュラムを設けて実施していま
す。また、本社製造統括本部エコロジーセンターにより、環境配慮型
製品の登録状況が集計され、公開されています。

推進体制・仕組み

お客さまからの苦情・クレームに関しては、各事業（本）部の品質保
証部門が対応。また、重大な製品事故が発生した場合は、危機管理に
関する規定に基づき緊急対策本部を設置し、使用者の安全を第一とし
て迅速かつ適切に対応しています。お客さまからのクレームに関して
は、ISO9001に基づく是正処置管理規定を制定。本質的な原因を究明し、
適切な対策を講じるとともに、標準化による再発防止に努めています。
品質保証センターが、全事業（本）部のクレーム・品質ロスを毎月集
約し、改善活動の進捗状況を評価。また、重大な製品事故に関しては、
再発防止策の妥当性と定着状況を点検しています。特に安全衛生面で
高い品質保証が求められる食品関連事業に対して、食品関連事業品質
保証ガイドライン、および品質監査チェックシートに基づく監査を実
施し、製造を許可する認定許可制度を採用しています。

エコロジーセンターは、印刷物やイベントにおけるカーボンフットプ
リント、カーボン・オフセットに関する販売促進部門、営業部門向け
教育を実施し、販促活動を支援しています。

■ 品質保証の推進 ■ カーボンフットプリント、カーボン・オフセット

認定・認証取得情報「ISO9001」
https://www.toppan.co.jp/about-us/our-corporate-approach/iso/
iso9001.html

製品・サービスでの
取り組み

消費者課題

製品・サービスでの取り組み

製品の安全管理についての基本理念

私たちは、行動指針の基本原則に基づき、
製品の安全性確保と品質向上に努めることにより、
使用者の安全と健康を守ることを企業の社会的責任ととらえ、
グループ全体で製品の安全管理に取り組みます。 

（注）使用者：得意先およびエンドユーザーである消費者を含む。
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製品・サービスでの
取り組み

消費者課題

製品安全の取り組み

食品関連における製造認定許可制度

「製品の安全管理についての基本理念」と「製品の安全管理について
の指針」を制定し、製品の安全管理に取り組んでいます。
また、製品の安全管理を支えるため、全事業所で品質マネジメント
システム (ISO9001) の実効性向上を推進。事業 ( 本 ) 部ごとに、内
部監査員養成セミナーを開催し、2018 年度は 175 名、2019 年度に
193 名が受講。システムの潜在的な欠陥検出に取り組んでいます。

特に安全衛生面で高い品質保証が求められる食品関連事業に対して、
食品関連事業品質保証ガイドライン、および品質監査チェックシート
に基づく監査を実施し、製造を許可する認定許可制度を採用していま
す。2019 年度は、社内外の 11 事業所の認定監査を実施しました。

■ 食品充填事業にかかわる監査

主な活動・関連情報

監査項目

・お客さまとの取り決め事項 ・不良流出防止
・品質保証体制 ・コンタミネーション防止
・設備・検査機器管理 ・トレーサビリティ
・安全衛生管理 ・フードディフェンス
・異品種混入防止 ・教育・訓練
・防虫管理 ・仕組みの維持管理
・異物混入防止

監査対象事業所

食品一次充填事業
　製造子会社 5事業所
　生産委託先 6事業所
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カーボンフットプリント

SHOP

① 原材料調達段階 ② 生産段階 ③ 流通段階 ④ 使用・維持管理段階 ⑤ 廃棄・リサイクル段階

ライフサイクル全体（①～⑤）のCO2
排出量を算出して印刷物に表示

パンフレット

パンフレット リサイクル
BOX

排出した温室効果ガスのうち、削減が困難な部分の排出量の全部または一部を、
ほかの場所で排出削減・吸収された量で埋め合わせ（オフセット）

カーボン・オフセット

製品・サービスでの
取り組み

消費者課題

印刷物やイベントにおけるカーボンフットプリントやカーボン・オフセットの算定登録
トッパンでは、印刷物やイベントにおけるカーボンフットプリント

（CFP) やカーボン・オフセットの取り組みを通じて、CO2 の見える
化を進めています。お客さま企業やトッパンが自社にて発行する印刷
物や主催するイベントに対して、CFP とカーボン・オフセットをワ
ンストップで実施するサービスを提供しています。2019 年度は、28
件実施しました。
なお、自社発行印刷物のカーボン・オフセットに使用するクレジット
には、SDGs に紐付く Gold Standard CDM クレジット「ブラジル・
アマゾン流域における FSC 認証の廃材による発電事業」や、子会社
が創出した J-VER クレジットを使用しており、特に Gold Standard 

CDM クレジットを使用したものについては、気候変動のみならず、
エネルギーの安定供給など、その他の社会的課題の解決支援の位置付
けとしました。
また、自社イベントでは、「全国エコガード会議」、「グループ環境会議」
など環境にかかわる会議、生物多様性教育イベントについてカーボン・
オフセットを行いました。この取り組みでは、カーボン・オフセット
に使用するクレジットとして「熊本県県有林による間伐を用いた温室
効果ガス吸収事業」の J-VER クレジットを活用することにより、森
林吸収による CO2 の埋め合わせとともに、 熊本地震被災地復興支援
の一助となることを目指しました。

■ カーボンフットプリントとカーボン・オフセットの仕組み

■ トッパン「統合レポート（和文）」（印刷冊子）カーボンフットプリント情報
https://www.cfp-japan.jp/common/pdf_permission/001740/CR-BS05-19007.pdf

Printed in Japan
　TOPPAN 2019.8 KIchttps://www.toppan.co.jp/

統合レポート 2019

改革スピードの加速で
新たなステージへ

統
合

レ
ポ

ー
ト

 2019

Driving Transformation for the Next Stage
CO2の「見える化」

カーボンフットプリント
１冊あたり

http://www.cfp-japan.jp
CR-BS05ｰ19007本冊子は、SDGsと紐付くGold Standard CDMクレジット（ブ

ラジルにおけるFSC認証の木材チップによる発電事業）を用
いてライフサイクル全体のカーボン・オフセットをしました。

3.0kg

トッパン「統合レポート2019（和文）」
（印刷冊子裏表紙）

Printed in Japan
　TOPPAN 2019.8 KIchttps://www.toppan.co.jp/

統合レポート 2019

改革スピードの加速で
新たなステージへ

統
合

レ
ポ

ー
ト

 2019

Driving Transformation for the Next Stage
CO2の「見える化」

カーボンフットプリント
１冊あたり

http://www.cfp-japan.jp
CR-BS05ｰ19007本冊子は、SDGsと紐付くGold Standard CDMクレジット（ブ

ラジルにおけるFSC認証の木材チップによる発電事業）を用
いてライフサイクル全体のカーボン・オフセットをしました。

3.0kg
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