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持続可能な社会を実現するため

環境に配慮した事業活動で

先進の環境配慮型製品を提供し続けます。

持続可能な社会を実現するため

環境に配慮した事業活動で

先進の環境配慮型製品を提供し続けます。
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社会ソリューション
による豊かな社会の実現

NECは、100年以上にわたるイノベーションの歴史によって
蓄積されたノウハウや技術をもとに、最先端のICTを活用し
た「社会ソリューション」によって、グローバルな課題解決や
将来に向けた持続性のある社会づくりに貢献していきます。

ＮＥＣがめざす社会価値創造

ＮＥＣグループは、ＩＣＴを活用して社会インフラを高度化する「社会ソリューション

事業」に注力しています。 当社の製品は、ＩＣＴの領域における映像や情報の

表示装置として、さまざまな場面で使用されています。

今後も環境配慮型製品の提供や新しい映像ソリューション提案を通じ、持続可能

な社会づくりに貢献してまいります。

６つのメガトレンドと７つの社会価値創造テーマ
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ＮＥＣがめざす社会価値創造

ＮＥＣグループは、人が豊かに生きる

「安全」「安心」「効率」「公平」な社会

を実現するために、ＩＣＴ（※）を活用

して社会インフラを高度化する「社会

ソリューション事業」に注力しています。

※ＩＣＴ：Information Communication Technology
（情報通信技術）

2025年までの世界経済・社会の変化・

変革を６つのメガトレンドとして捉え、

７つの社会価値創造テーマで、お客様

やパートナーと協奏し、豊かで明るい

未来の創造に取り組んで行きます。



環境方針/環境経営推進体制
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「持続可能な社会を目指して」
～環境に配慮した製品をお客様へ提供し続けます ～

環境理念、行動指針を制定し、これに基づき「製品」「事業活動」「地域融和」それぞれにおいて
環境保全活動を推進しています。環境問題を経営の優先課題として位置づけ、保有する技術力
を最大限に活かし、環境に配慮した製品／ソリューションの創出を行い「地球にやさしく環境との
調和」を目指していきます。

環境経営推進体制

当社は、環境問題を経営の重点課題として位置づけ、

環境配慮型製品・ソリューションの提供を通じ、

持続可能な社会づくりに貢献します。

（１）環境マネジメントシステムを有効に活用し、環境に配慮した事業活動を

推進します。

（２）環境に配慮した製品・ソリューションの提供を行います。

（３）環境に関する情報の公開に積極的に取り組みます。

（４）環境に関する法規制・条例などの順守はもとより、環境上の要求事項に

も積極的に取り組みます。

（５）環境に関する教育訓練を行い、本方針を順守する人材を育成します。

行 動 指 針

環 境 理 念

ＮＥＣﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

代表取締役 執行役員社長 赤木 登



ご挨拶
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「持続可能な社会」 「環境経営」への取り組み

当社は、ＮＥＣグループの中で映像ソリューション事業を担い、プロジェクター／モニターの開発、

設計で培ってきた技術力を活かし、効果的な映像空間の提案やシステム構築など、お客様に

ご満足いただける映像ソリューションの提供を行っています。

開発拠点である湘南テクニカルセンターは、神奈川県西部の足柄上郡大井町に所在し、南に

相模湾、西には箱根と霊峰富士を望み、近くに清流酒匂川が流れるという自然豊かな環境に

めぐまれ、「地球にやさしく環境に調和する事業場」として活発な環境活動を推進しています。

今日、「環境経営」への対応は、経営や事業活動とより一体となり、企業が持続的に発展して

いく上で不可欠な活動にまで社会的な要請が高まっています。

私達は事業活動として、

・プロジェクター／モニターの機器やソリューションの中で、環境に配慮した機能や性能

を組み込み、訴求やＰＲポイントに高めて前面に出す／生かす

・商品企画 → 調達 → 設計 → 生産 → 物流 → 販売 → アフターサービスまで、

バリューチェーン全体（海外や外部のパートナーを含みます）に対して、環境への

取り組みをひろげる働きかけと努力を行う

等で環境課題への取組みを行ってまいります。

そして、環境への取組みを事業の強みの１つに位置付け、商品のみならず事業の付加価値と

して高めていきます。

「環境アニュアルレポート2016」では、私達が取り組む環境活動を紹介していますので、ぜひ

本レポートの内容をご高覧いただき、忌憚のないご意見・ご要望を賜れば幸いです。

２０１６年７月

環境経営担当役員
ＮＥＣﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

執行役員 小柳純一郎

湘南ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰから⾒た富⼠⼭と酒匂川 清流酒匂川と湘南ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ



会社概要
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ＮＥＣディスプレイソリューションズ株式会社 略称：ＮＥＣＤＳ

事業内容 ：映像表示装置および映像表示ソリューションの開発、製造、販売

設立 ：２０００年１月１８日

従業員数 ：約８９０人（世界連結）／約５００人（単独）

売上高 ：１，１７９億円 （２０１５年度 世界連結）

本社 ： 東京都港区三田１－４－２８（三田国際ビル）

開発拠点： ＮＥＣ湘南テクニカルセンター（略称：ＳＴＣ）
神奈川県足柄上郡大井町西大井６８６－１

敷地面積 ： ６０，２１１㎡ （緑化率 ：４０．１％）

販売拠点： 東京都港区三田１－４－２８（三田国際ビル）

海外拠点：

NEC Display Solutions of America,Inc.（北米）

NEC Display Solutions Europe GmbH （欧州）

NEC Viewtechnology Trading(Shenzhen),Ltd.（深圳）

お客様に感動と満足をいただけるクォリティの高い

映像ソリューションを提供します

企 業 理 念

・全てのステークホルダーから信頼される会社であり続けます。

・バリューチェーンの全てにおいて、最先端の技術と最高の知識を駆使し、

世界で最適のクォリティの商品・サービスをお客様に提供します。

・新市場の創造に挑戦し、成長し続けます。

・いかなる環境においても企業責任を果たし、環境変化に適応し続けます。

・よき企業市民として、企業倫理とコンプライアンス、環境保護に取り組みます。

・企業の成長と個人の成長を共に図る人材育成・能力開発に取り組みます。

経 営 方 針



製品概要 （プロジェクター）
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NC3240S-A 
NC3200S
NC2000C
NC1200C
NC900C-A

当社製品の一部をご紹介します。詳しくは当社Webページをご覧ください。
http://www.nec-display.com/jp/

ＬＥＤプロジェクター

バリューモデル スタンダードモデル

超短焦点モデル

プロフェッショナルモデル

DLP Cinema®プロジェクター

プロフェッショナルモデル プロフェッショナルモデル（レーザー光源）

http://www.nec-display.com/jp/


製品概要 （モニター）
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カラーマネジメントディスプレイ

ITディスプレイ 医用ディスプレイ

パブリックディスプレイ

LEDマルチスクリーン電子広告＆掲示板システム

当社製品の一部をご紹介します。詳しくは当社Webページをご覧ください。
http://www.nec-display.com/jp/

電子黒板 BrainBoard ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞｷｯﾄ

http://www.nec-display.com/jp/


「エコシンボル」製品の中で、環境性能に優れたトップランナー製品

として、プロジェクターＮＰ-５０２ＨＬＪＤが「エコシンボルスター」に

認定されました

環境配慮型製品
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製品重量 ４０％ダウン

他社同ｸﾗｽ平均 ＮＰ-Ｐ５０２ＨＬ

１５Ｋｇ ９Ｋｇ

NEC

ＮＥＣでは、独自の環境基準を定めて製品開発に取り組み、環境配慮型製品の
拡大に向け活動しています。２０１５年度の当社新製品のうち１７機種が、高い
環境基準に適合した「エコシンボル」製品として認定されました。

製品容積 ４０％ダウン

他社同ｸﾗｽ平均 ＮＰ-Ｐ５０２ＨＬ

４４㍑ ２３㍑

■エコシンボルスター製品とは
NEC製品の中で環境トップランナー製品として
位置づけられた製品。従来製品比でCO₂ 排出
量50％削減するなど厳しいエコシンボルスター
基準に適合した製品。

■エコシンボル製品とは
エコプロダクツ製品の内、環境先進性やさらな
る環境配慮を求めたエコシンボル基準に適合
した製品。

■エコプロダクツ製品とは
NECが独自に定めた基本的環境要件となるエ
コプロダクツ基準をすべて満たしたことが確認
された製品。

業界最小・最軽量の高輝度5000ルーメンレーザープロジェクター （ ）

長寿命約20,000時間※のレーザー光源の採用により、光源の交換など

メンテナンスが長期間不要

http://www.nec-display.com/jp/

※：レーザー光源の輝度時間目安であり、寿命を保証するものではありません

2015年9月16日
時点、当社調べ

http://www.nec-display.com/jp/


環境経営活動状況 （プロジェクター製品）
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２０１５年度 活動実績

２０１６年度 活動目標

２０１５年度は、環境配慮型製品の拡大、ＬＣＡ１００％実施で目標達成しましたが、
製品の消費電力量（性能ﾍﾞｰｽ）削減は、若干目標に対して未達成となりました。
２０１６年度は、全指標での目標達成に向け、製品の消費電力量削減に取り組みの
強化を図ります。

指標 活動項目 目標⇒実績 評価

地球温暖化防止
製品使用時のＣＯ２
排出量削減

消費電力量（性能ﾍﾞｰｽ）で７４％削減
（基準年度２００５年対比）

⇒ ７０％
△

環境配慮型製品
「エコシンボル」

取得拡大
エコシンボル商品比率６５％以上とする
⇒ ７０％

○

製品ライフサイクル
での環境負荷評価

の定着
ＬＣＡの実施

ＬＣＡ１００％実施
⇒ １００％ ○

指標 活動項目 目標

地球温暖化防止
製品使用時のＣＯ２
排出量削減

消費電力量（性能ﾍﾞｰｽ）で１０％削減
（基準年度２０１３年対比に見直し）

環境配慮型製品
「エコシンボル」

取得拡大
エコシンボル商品比率７０％以上とする

新規環境規格への
対応

中国エネルギー効率規
制(CEL)適合

中国向けモデルの規格（1級or2級）取得率
５０％以上



環境経営活動状況 （モニター製品）
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２０１５年度は、すべての指標で目標を達成することが出来ました。
２０１６年度は、製品の消費電力削減目標について基準年度の見直しを行い、より
高い目標を設定し、環境配慮型製品の取り組み強化を行います。

２０１５年度 活動実績

２０１６年度 活動目標

指標 活動項目 目標⇒実績 評価

地球温暖化防止
製品使用時のＣＯ２
排出量削減

消費電力量（性能ﾍﾞｰｽ）で７４％削減
（基準年度２００５年対比）

⇒ ８４％
○

環境配慮型製品
「エコシンボル」

取得拡大
エコシンボル商品比率６５％以上とする
⇒ ７１％

○

製品ライフサイクル
での環境負荷評価

の定着
ＬＣＡの実施

ＬＣＡ１００％実施
⇒ １００％

○

指標 活動項目 目標

地球温暖化防止
製品使用時のＣＯ２
排出量削減

消費電力量（性能ﾍﾞｰｽ）で１０％削減
（基準年度２０１３年対比に見直し）

環境配慮型製品
「エコシンボル」

取得拡大
エコシンボル商品比率７０％以上とする

新規環境規格への
対応

中国エネルギー効率規
制(CEL)適合

中国向けモデルの規格（1級or2級）取得率
５０％以上



環境経営活動状況 （事業所活動）

２０１５年度は、「環境意識の社内定着と人材育成」において、中長期的に取り組む
活動の一部が未達成となりました。
２０１６年度は、尚一層、計画的な活動を進めてまいります。

２０１５年度 活動実績

２０１６年度 活動目標

指標 活動項目 目標⇒実績 評価

地球温暖化
対策の推進

エネルギー使用量を
抑制する。

全社エネルギー使用量を１４年度実績以下
７６４ｋＬ/年 ⇒ ７３９ｋＬ/年

○

資源循環、
省資源の推進

廃棄物排出量（一般
廃棄物＋産業廃棄物）の
削減

ＳＴＣ廃棄物排出量を削減する。
廃棄物排出総量２０１４年度実績（４２ t）以下
４２ｔ/年 ⇒ ３４ｔ/年

○

環境意識の
社内定着と
人材育成

環境イベント立案と実行
教育受講率100％

・環境月間のイベントを通じた啓発活動
（環境に関する情報の開示）

・環境社会貢献活動の継続
・環境基礎教育の実施⇒受講率100％達成

△

指標 活動項目 目標

地球温暖化
対策の推進

エネルギー使用量
の抑制（原油換算）

全社の年間エネルギー使用量を
前年度（７３９ｋＬ）以下に抑制する。

資源循環、
省資源の推進

廃棄物排出量
の削減

ＳＴＣからの廃棄物排出量を
前年度（３４ｔ）以下に削減する。

環境意識の
社内定着と
人材育成

環境教育・イベントの
立案と実行
基本教育修了率100％

・環境専門教育の立案と実施
・環境月間のイベント立案と実行
・環境法規制の早期把握と社内展開
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環境経営の実施状況を評価するため、ＮＥＣ環境経営監査による外部機関審査

の代替審査を実施して、「環境マネジメントシステムが維持監視され、主要な環境

パフォーマンスが継続的に改善・機能されている」と評価されました。

環境ＩＳＯ認証

－13－

１９９７年 ＮＥＣ湘南テクニカルセンターと
してＩＳＯ14001認証取得

２００７年 ＮＥＣディスプレイソリューションズ
としてＩＳＯ14001認証更新

２０１５年 登録更新
（有効期限：2018年9月14日）

《環境ＩＳＯの変遷》

《２０１５年度環境監査実施状況》

持続可能な社会の実現を目指す事を目的とした、環境ＩＳＯ(ISO14001)が
1996年に発行されましたが、その以降、企業を取り巻くビジネススタイルや
社会的ニーズが大きく変化しました。

今般（2015年9月）環境ＩＳＯの改訂が行われ、以下の見直しがされました。

《主な改訂内容》

○事業活動と一体化した環境マネジメントシステムの確立

○経営者の責任の強化

○手順からプロセス重視

○ライフサイクルの視点に基づく取組み 等

当社は、改訂ＩＳＯの趣旨に則り、より一層の環境経営の前進を目指してまいり
ます。

環境経営監査 ：２０１５年１１月受審
内部監査 ：２０１６年 ２月受審



環境負荷マスバランス

電気２，６３５MＷｈ
（ ２，７３５MＷｈ)

ガス １９４ｋ㎥
（ ２０１ｋ㎥ ）

水 １９．２ｋ㎥
（１９．３ｋ㎥）

紙 ４．１ｔ
（３．９ｔ）

ＣＯ２ １，７７５ｔ
(１，842ｔ※）

排水 １７．１ｋ㎥
（ １７．６ｋ㎥ ）

一般廃棄物 ２６．７ｔ
（３１．３ｔ）

産業廃棄物 １２．０ｔ
（ １９．５ｔ）

ＯＵＴＰＵＴＩＮＰＵＴ

※前年度実績を含め最新のCO2換算係数で
算出しています。

２０１５年度のＳＴＣ全体の環境負荷マスバランスは以下のとおりです。

電力を含むエネルギー使用量や廃棄物の削減を行い環境負荷低減に向けた

活動に積極的に取組んでいます。

調達

開発・技術

サービス

お客様

生産・評価

事務

注） 上記数値は、関係会社・協力会社を含むＳＴＣ全体の合計値となります。

（食堂排水の浄化処理から排出させる汚泥は、集計対象外にしています）

（）内は2014年度実績

－14－



冷房の28℃設定

暖房の20℃設定

環境負荷低減活動 （エネルギー使用量削減）

日々の電力使用量の開示やポスター掲示による従業員への節電啓発により、

離席時のＯＡ機器の電源OFFや未使用エリアの消灯など、日常の省エネ活動

が定着しました。

また、事務所内の一部間仕切りを撤去し、事業所内の空気循環を改善すること

で空調運転の効率化を図りました。

看板照明の消灯（ﾗｲﾄﾀﾞｳﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）

３．３％削減

間仕切りを撤去し、空気循環を改善 クールビズとウォームビズ

857 820 815 764 739

500

600

700

800

900

1,000

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用
量

【
kL

】

原油換算エネルギー使用量（ＳＴＣ）

－15－



環境負荷低減活動 （廃棄物削減）

－16－

廃棄物として排出される木製パレットを燃料チップに加工する「バイオマス発電への
再利用システム」を確立し、２０１５年１１月から開始しました。
また、２０１４年から導入している発泡スチロール溶融機により、梱包材（発泡スチ
ロール）を溶融、圧縮し、輸送の効率化や再利用の促進に取り組んでいます。
今後も廃棄物の削減とともに、新しい再利用の検討をしてまいります。

＜廃棄物量内訳＞
１９％削減

廃棄物の約１８％を占める木屑（木製パレット・木箱など）は、処理会社に
委託し燃料チップとして加工、バイオマス発電への利用を開始しました。

約18％

サプライヤーや生産委託先から送られてくる部品や製品の梱包材（発泡スチ
ロール）約1ｔ／年をインゴットに加工して輸送の効率化を図っています。

約１／４０の容積に減容

（溶融前） （溶融後）

インゴット



資源の有効利用（製品リサイクル）

－17－

「資源有効利用促進法（改正リサイクル法）」に基づき、当社では使用済み製品
の回収・再資源化システムを保有しリサイクルを推進しています。
「企業」や「家庭」から回収されました製品は、全国２２か所のリサイクル拠点で
解体され素材ごとにリサイクル処理を行っています。

「事業様向け製品」リサイクル拠点

「家庭様向け製品」リサイクル拠点



グリーン調達の推進

－18－

当社ホームページにグリーン調達ガイドラインを掲載しております。
http://www.nec-display.com/jp/environment.html

調達の必須条件

持続可能な社会を目指し、環境に配慮した製品を提供するため、環境負荷の少ない

材料・部品・製品等を優先的に調達・購入する「グリーン調達」に取り組んでいます。

「グリーン調達」推進のために、お取引先へのお願いを「グリーン調達ガイドライン」とし

てまとめ、環境管理システムの構築と使用禁止物質の徹底等をお願いしています。

http://www.nec-display.com/jp/environment.html


環境法規制への対応と法令遵守

－19－

当社が提供する製品は、世界１２０を超える国と地域で使用されております。

製品の開発段階における法令確認はもちろんのこと、各国で強化される環境法規制情

報をいち早く入手し、ライフサイクル（資材調達／生産／輸送／使用／廃棄）の各段階

における法令対応への強化を進めています。

商品
企画

生産
出荷

開 発 ・ 設 計

各国法令
情報収集

法規制遵守事項

顧客要求

ＮＥＣ環境配慮基準

出荷先（国）の環境規制で要求される内容を製品毎の設計仕様書に記載し
開発進捗プロセスで対応状況を確認しています。

※１：RoHS指令 電気・電子機器一般で有害物質（鉛など６種類）の使用を禁止するＥＵ指令。
※２：REACH規則 化学物質（製品に含まれるものも含む）をEU域内で製造、輸出する場合の管理等について定めたＥＵ規則。
※３：ErP指令 ＥＵの枠組み指令で、エネルギー関連製品について環境配慮設計（エコデザイン）を義務づけている規制です。



廃棄物処理の環境法令遵守

－20－

電子マニフェスト運用
2008年度から電子マニフェストを導入し
・法で定める必須項目をシステムで管理し記載漏れを防止
・廃棄物の処理状況をＷｅｂで確認可能
・マニフェスト伝票の紛失防止
環境法令の遵守強化に努めています。

廃棄物処理委託会社と協力し、廃棄物の適正処理と環境法令の遵守に努め
ています。

廃棄物処理委託会社への現地確認
チェック表を用い廃棄物の処理が環境法令を遵守し適正に行われて
いる事を定期的に確認しています。

チェック
表で確認



環境教育（人材育成）

－21－

環境活動に必要な基本知識の習得と最新の環境動向への理解を目的として、
全従業員を対象に環境教育を実施しています。

■ 新入社員の環境管理基本教育 （入社時の集合教育を実施）

■ Webによる環境基礎教育 （11月環境月間に全従業員に実施）

■ 各種専門教育

フロン排出抑制法（6月30日実施） 中国環境法規制動向（12月11日実施）

製品の解体作業体験
（1月21日実施）



■２０１５年１１月環境月間

テーマ 「環境意識の啓発」

【主な活動】

①環境担当役員メッセージ発信

②廃棄物パレット再利用

（バイオマス発電）の紹介

③環境基礎教育実施

■２０１５年６月環境月間

テーマ「環境意識の底上げと

一人ひとりの環境行動の促進」

【主な活動】

①社長・環境担当役員への環境経営

トップインタビュー実施と全社員に

向けた役員メッセージの発信

②廃棄処分量の実績開示と削減の取り組み

③「環境動向講演会」の開催

④夏季節電期間（７月～９月）に向けた節電

対策の周知 等

－22－

毎年６月と１１月を「環境月間」と定め、環境活動の取り組み推進と従業員の意
識高揚に向けたイベントを開催しています。

環境月間専用ページを社内ＷＥＢサイトに開設し各種情報を掲載

環境経営トップインタビュー

従業員口の環境月間看板

環境月間での取り組み

２０１５年１１月テーマ 「環境意識の啓発」

環境担当役員メッセージ

２０１５年 ６月テーマ
「環境意識の底上げと一人ひとりの環境行動の促進」

最新環境動向講演会



－23－

NECが取り組む社会価値創造事業の一つである環境課題に対し、
「環境配慮型製品」「省エネ、省資源等の事業活動」「地域融和」
を通じ貢献する活動を紹介しています。

環境活動を企業案内で紹介

会社案内は、リーフレットタイプを
採用し、必要なページのみ差替え
を行なうことで、廃棄物を抑える
ことが出来ます。



地域貢献活動（クリーンキャンペーン）

－24－

従業員の環境意識向上のための活動の一つとして、ＳＴＣ近辺のクリーン
キャンペーンを実施しています。
地域（大井町）主催の行事への参加や、近隣の高校と共同で開催するなど、
地域貢献活動を通し、従業員の環境意識の醸成を図っています。

《２０１５年度の実施状況》
○地域（大井町）主催行事「酒匂川統一美化キャンペーン」への参加

・５月１７日 － 従業員４０名参加

○大井高校との共同開催
・１０月２３日 － 従業員５７名参加

※大井町ＨＰに活動の様子が掲載されています。
http://oitownblog.seesaa.net/archives/201505-2.html

http://oitownblog.seesaa.net/archives/201505-2.html


１７年間継続しているケナフ栽培活動を、２０１５年もＳＴＣ近隣の小学校５年生
（５５名）の児童と共同で実施しました。
本活動は、小学校の総合学習の一環として、ケナフ※の生育を通じて、生物多様性
と環境の大切さを子供達が学ぶ良い機会となっています。

20１５年度 NECグループの地域社会貢献活動
(ＭＤＤ活動)”グッドプラクティス” に認定されました。
20１５年度 NECグループの地域社会貢献活動
(ＭＤＤ活動)”グッドプラクティス” に認定されました。

種まき(6/29) 刈り取り(11/27) 紙すき(3/17)

・ケナフを栽培する上で、栽培地を固定化する等、敷地外へケナフが広がらないよう工夫をしています。
・神奈川大学名誉教授 釜野先生のご指導を受け、薬品を使わない紙すきを実施しています。

※ ケナフは、パルプ原料にもなるＣＯ２吸収効率等に優れたアオイ科フヨウ属の１年草です。

－25－

ケナフ栽培を通じた児童への環境体験

2015.0704
タウンニュース足柄版掲載

2015.08.01
大井町広報掲載

2015.12.05
タウンニュース足柄版掲載

2015.03.18
神静民報掲載

報道各紙に取り上げられています

《評価された点》

①地域と密着した活動。

②児童が社員とともに体験。

③ケナフによる卒業証書用紙

として使用。

④地域広報紙に取り上げられ

ています。

ケナフから作成した製品
卒業証書、ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ《外装》、炭、
入場証等



■発行元
ＮＥＣディスプレイソリューションズ株式会社
事業管理本部 総務部

■所在地
〒258-8533
神奈川県足柄上郡大井町西大井６８６－１

ＮＥＣ湘南テクニカルセンター

■お問い合わせ先
ＴＥＬ ０３－５４４６－５３００

http://www.nec-display.com/jp/contact.html

■発行年月 ：２０１６年７月

■ホームページ
日本国内向サイト http://www.nec-display.com/jp/
グローバルサイト http://www.nec-display.com/global/

《 編集にあたって 》
本報告書は、ＮＥＣディスプレイソリューションズ株式会社の環境への取り組みを
分かり易くお伝えすることを目的に編集しました。

《 本報告書の対象範囲 》
◇対象期間

２０１５年度（２０１５年４月～２０１６年３月）

◇対象組織
ＮＥＣディスプレイソリューションズ株式会社
・本社
・ＮＥＣ湘南テクニカルセンター

における２０１５年４月時点の全組織を対象としています。

《 参考にしたガイドライン 》
環境省「環境報告ガイドライン（２０１２年度版）」

《 次回発行予定 》
２０１７年６月予定

ご質問／ご意見等をお寄せください

ご質問／ご意見等がございましたら、お手数ですが下記のお問い
合わせ先まで電話又はホームページからお寄せください。

http://www.nec-display.com/jp/contact.html
http://www.nec-display.com/jp/
http://www.nec-display.com/global/



