第18回環境コミュニケーション大賞受賞一覧
環境報告書部門
【環境報告大賞（環境大臣賞）】（１点）
キリンホールディングス株式会社

キリングループ環境報告書 2014

【持続可能性報告大賞（環境大臣賞）】（１点）
味の素株式会社

味の素グループ サステナビリティレポート 2014 (フルレポート)

【地球温暖化対策報告大賞（環境大臣賞）】（１点）
大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループ環境報告書 2014 〜「環境」との共創共生〜

【環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（２点）
セコム株式会社

セコム株式会社 CSRレポート2014

株式会社日立製作所

日立グループ サステナビリティレポート2014

【持続可能性報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（２点）
大阪ガス株式会社

大阪ガスグループ CSR レポート 2014

本田技研工業株式会社

Honda 環境年次レポート 2014 グローバル編
Honda 環境年次レポート 2014 日本編
Honda 環境年次レポート 2014 日本編 データ集
Honda 環境年次レポート 2014 PREMIUM EDITION

【地球温暖化対策報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（２点）
マツダ株式会社

マツダ会社案内・マツダサステナビリティレポート【ダイジェスト版】2014
マツダサステナビリティレポート 2014【詳細版】

ヤマトホールディングス株式会社

ヤマトグループ CSR 報告書 2014【ハイライト版】

【生物多様性特別優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（1 点）
サラヤ株式会社

持続可能性レポート 2014

【信頼性報告特別優秀賞（サステナビリティ情報審査協会会長賞）
】
（１点）
株式会社クボタ

KUBOTA REPORT 2014−事業・CSR 報告書（WEB 版）

【審査委員会特別優秀賞（第 18 回環境コミュニケーション大賞審査委員長賞）
】
（３点）
積水ハウス株式会社

Sustainability Report 2014
WEB 版プリントアウト資料

富士フイルムホールディングス株式会社 富士フイルムホールディングス サステナビリティレポート 2014

株式会社東芝

東芝グループ環境レポート 2014
東芝グループ CSR レポート 2014
東芝グループアニュアルレポート 2014 年 3 月 ・事業編
東芝グループアニュアルレポート 2014 年 3 月 ・財務編

【環境配慮促進法特定事業者賞（第 18 回環境コミュニケーション大賞審査委員長賞）
】
（４点）
独立行政法人宇宙航空研究開発機構

JAXA 社会環境報告書 2014

国立大学法人京都大学

京都大学環境報告書 2014

国立大学法人熊本大学

えこあくと 2014（熊本大学環境報告書）

国立大学法人三重大学

世界一の「環境先進大学」の社会的責任(USR)を果たすために 環境報告書２０１４

【優良賞（第 18 回環境コミュニケーション大賞審査委員長賞）
】
（５０点）
アースサポート株式会社

CSR 報告書 2014

アズビル株式会社

azbil report 2014

荒川化学工業株式会社

環境・社会報告書 2014

飯野海運株式会社

経営報告書 2014(日本語版・英語版)

イオン株式会社

イオンの環境・社会への取り組み 2014
イオン 環境・社会報告書

株式会社伊藤園

S-book Sustainability Report 2014
Communication book
2014 年度 伊藤園 CSR 目標(KPI)・環境目標 (2013 年度実績を含む)

伊藤忠商事株式会社

CSR Report 2014

株式会社イムラ封筒

株式会社イムラ封筒 環境報告書 2014

大阪いずみ市民生活協同組合

CSR レポート 2014 社会的責任報告書ダイジェスト版
CSR レポート 2014 社会的責任報告書詳細版

株式会社岡村製作所

株式会社 岡村製作所 CSR Report 2014

キヤノン株式会社

Canon Sustainability Report 2014

近畿日本鉄道株式会社

CSR レポート 2014

埼玉日本電気株式会社

環境アニュアルレポート 2014

サントリーホールディングス株式会社

サントリーグループ CSR レポート 2014

株式会社滋賀銀行

CSR リポート 2014 地域と共に描く未来。

シスメックス株式会社

シスメックスあんしんレポート 2014

株式会社島津製作所

島津環境・社会報告書 2014

シャープ株式会社

シャープ サステナビリティ レポート 2014

シャープ株式会社 亀山工場

CSR Report2014 亀山工場環境取り組みのご紹介

シャープ株式会社 三重工場

シャープ三重工場 環境・社会貢献活動情報誌 2014

株式会社商船三井

商船三井グループ 環境・社会報告書 2014

住友化学株式会社

住友化学 CSR レポート 2014
住友化学 CSR レポート 2014 DATA BOOK

住友ゴム工業株式会社

住友ゴムグループ CSR 報告書 2014

住友電気工業株式会社

SEI CSR 報告書 2014

損保ジャパン日本興亜ホールディングス CSR コミュニケーションレポート 2014
株式会社

CSR 取り組み事例集

大日本印刷株式会社

DNP グループ CSR 報告書 2014
DNP グループ環境報告書 2014

太平洋セメント株式会社

CSR レポート 2014

武田薬品工業株式会社

Annual Report 2014(AR)
CSR Data Book 2014(CDB)

株式会社タムロン

CSR 報告書 2014

中国電力株式会社

2014 エネルギアグループ環境報告書

帝人株式会社

2014 年 帝人グループ CSR 報告書

株式会社ティラド

社会・環境報告書 2014

東京都水道局

東京都水道局環境報告書 2014
東京都水道局環境報告書 2014 概要版(日本語版・英語版)

東邦ガス株式会社

環境・社会報告書 2014

東洋インキSCホールディングス株式会社 東洋インキグループ 社会・環境活動報告書 2014
東洋製罐株式会社

サスティナビリティレポート 2014

日本精工株式会社

CSR レポート 2014

日本製紙株式会社

日本製紙グループ CSR 報告書 2014

日本通運株式会社

CSR REPORT 2014

日本電信電話株式会社

NTT グループ CSR 報告書 2014
アニュアルレポート 2014

日本郵船株式会社

NYK レポート 2014

ヒューリック株式会社

CSR レポート 2014

富士通株式会社

富士通グループ環境報告書 2014

ブラザー工業株式会社

環境への取り組み
環境スペシャルサイト「brotherearth.com」

株式会社ブリヂストン

ブリヂストングループ環境報告書 2014

三菱樹脂株式会社 平塚工場

2014 環境報告書 三菱樹脂 平塚工場

リコーグループ

リコーグループサステナビリティレポート 2014

理想科学工業株式会社

環境経営報告書 2014

株式会社リヴァックス

CSR 報告書 2014

レンゴー株式会社

環境・社会報告書 2014

環境活動レポート部門
【大賞（環境大臣賞）】（１点）
イワヤ株式会社

環境活動レポート 2013 年度版

【優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】
（3 点）
上島珈琲貿易株式会社

上島珈琲貿易株式会社 2013 年度環境活動レポート

木下緑化建設株式会社

環境活動レポート

株式会社ＧＥ

環境活動レポート 2014

【優良賞（第 18 回環境コミュニケーション大賞審査委員長賞）
】
（１６点）
社会福祉法人恩賜財団

平成 25 年度さいすい環境活動レポート

済生会支部 大阪府済生会吹田病院
株式会社 KDP

環境活動レポート 2013

有限会社坂井商店

エコアクション 21 環境活動レポート 2014

有限会社三立

2013 年度環境活動レポート

しずおか信用金庫

環境活動レポート 2014

株式会社シュガーアンドスパイス

2013Sugar&Spice 環境活動レポート

株式会社セリタ建設

株式会社セリタ建設 環境レポート 2013

髙島屋スペースクリエイツ株式会社

環境活動レポート 2014

株式会社 DINS 堺

環境活動レポート 2014

株式会社トーカイ

環境活動レポート 2013 年版

株式会社仁張工作所

環境活動レポート

株式会社林自動車工業

エコアクション 21 環境活動レポート

株式会社北陽商会

環境活動レポート(Vol.10)「地球と仲良し」

株式会社弥生石油

環境活動レポート 2012 年 12 月〜2013 年 11 月

ユーレックス株式会社

2013 年度 環境活動レポート

来ハトメ工業株式会社

環境活動レポート 2014 年版

テレビ環境ＣＭ部門
【大賞（環境大臣賞）】 該当なし

【優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（１点）
株式会社東芝

あなたとＬＥＤの１０年

