第22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）
トヨタ⾃動⾞株式会社

環境報告書2018 -トヨタ環境チャレンジ2050に向けてSustainability Data Book 2018
Annual Report 2018

【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 統合報告書 2018
味の素グループ サステナビリティデータブック 2018
味の素グループ ASV STORIES 2018

【地球温暖化対策報告⼤賞（環境⼤⾂賞）】（1 点）
イオン株式会社

イオンレポート2018（WEB版）
AEON 2018 夢のある未来へ（冊⼦版）

【環境報告優秀賞（地球・⼈間環境フォーラム理事⻑賞）】（2 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2018

積⽔ハウス株式会社

Sustainability Report 2018
Sustainability Report 2018 別冊(WEB詳細版)

【持続可能性報告優秀賞（地球・⼈間環境フォーラム理事⻑賞）】（2 点）
⼤和ハウス⼯業株式会社

⼤和ハウスグループ サステナビリティレポート2018
〜共に創る。共に⽣きる。〜

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2018

【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⻑賞）】（1 点）
株式会社⽇⽴製作所

⽇⽴ サステナビリティレポート 2018

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

サラヤ 持続可能性レポート2018

【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⻑賞）】（1 点）
太平洋セメント株式会社

CSRレポート2018

【審査委員会特別優秀賞（第 22 回環境コミュニケーション⼤賞審査委員⻑賞）】（3 点）
株式会社滋賀銀⾏

CSRリポート 2018ともに描き、ともに創る未来。
統合報告書

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 CSR報告書2018
環境報告書2018

本⽥技研⼯業株式会社

Honda SUSTAINABILITY REPORT 2018

【環境配慮促進法特定事業者賞（第 22 回環境コミュニケーション⼤賞審査委員⻑賞）】（4 点）
国⽴研究開発法⼈宇宙航空研究開発機構 JAXA社会環境報告書2018
国⽴⼤学法⼈熊本⼤学

熊本⼤学環境報告書「えこあくと２０１８」

国⽴⼤学法⼈京都⼤学

京都⼤学環境報告書2018

国⽴⼤学法⼈千葉⼤学

千葉⼤学環境報告書2018

【優良賞（第 22 回環境コミュニケーション⼤賞審査委員⻑賞）】（59 点）
株式会社アドバンテスト

アドバンテスト サステナビリティレポート2018

株式会社アレフ

株式会社アレフ 2017年度環境報告書

アンリツ株式会社

アンリツサステナビリティレポート2018
アンリツ統合レポート2018

⽯塚硝⼦株式会社

社会・環境報告書2018

株式会社イトーキ

サステナビリティレポート2018

エスペック株式会社

サステナビリティレポート2018

株式会社NTTドコモ

NTTドコモグループ サステナビリティレポート2018

⼤阪いずみ市⺠⽣活協同組合

CSRレポート2018 ダイジェスト版・詳細版

⼤阪ガス株式会社

Daigasグループ CSRレポート2018

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ CSRReport2018

カルソニックカンセイ株式会社

Sustainability Report 2018
サステナビリティレポート 2018

キヤノン株式会社

CANON SUSTAINABILITY REPORT 2018

九州電⼒株式会社

九電グループ 環境報告書2018

グッドホールディングス株式会社

グッドホールディングスグループ サステナビリティレポート2018

株式会社クボタ

KUBOTA REPORT 2018 事業・CSR報告書＜フルレポート版＞

KDDI株式会社

サステナビリティレポート2018

株式会社ケーヒン

ケーヒン環境報告書2018

江東区役所

江東区の環境⽩書-江東区環境基本計画 平成２９年度実績報告-

コニカミノルタ株式会社

コニカミノルタ CSRレポート2018
コニカミノルタ 環境報告書2018

国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所 産総研レポート 社会・環境報告
サントリーホールディングス株式会社

サントリー コーポレートコミュニケーションブック 2018

サンメッセ株式会社

Sun Messe REPORT 2018

三洋化成⼯業株式会社

CSRレポ－ト2018

シスメックス株式会社

シスメックスあんしんレポート2018

シャープ株式会社 三重⼯場

シャープ株式会社三重⼯場 環境・社会貢献活動情報誌2018年版

信越ポリマー株式会社

サステナビリティレポート2018

信越化学⼯業株式会社

CSRレポート2018

株 式 会 社 SCREENホールディングス 環境報告2018
住友電気⼯業株式会社

CSR報告書2018

住友林業株式会社

住友林業グループ CSRレポート2018
住友林業グループ CSR活動ハイライト2018
住友林業 統合報告書2018

ダイキン⼯業株式会社

ダイキングループ サステナビリティレポート2018

⼤⽇本印刷株式会社

DNPグループ 統合報告書2018
DNPグループ CSR報告書2018
DNPグループ 環境報告書2018

武⽥薬品⼯業株式会社

Sustainable Value Report 2018

⽥辺三菱製薬株式会社

⽥辺三菱製薬 コーポレートレポート 2018
CSR活動報告 2018

株式会社ティラド

CSR報告書2018

東京海上ホールディングス株式会社

東京海上グループ サステナビリティレポート2018

東京都⽔道局

環境報告書2018
環境報告書2018概要版

株式会社東芝

東芝グループ環境レポート2018
東芝グループアニュアルレポート2018
東芝グループCSRレポート2018

東芝インフラシステムズ株式会社 ⼩向事業所 東芝インフラシステムズ株式会社 ⼩向事業所 環境報告書2018
東芝キヤリア株式会社

東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書2018

成⽥国際空港株式会社

成⽥国際空港環境報告書2018（本編・ダイジェスト版）

南海電気鉄道株式会社

CSR報告書(コーポレートレポート)2018

株式会社ニコン

ニコン サステナビリティ報告書2018

⽇本軽⾦属ホールディングス株式会社

⽇本軽⾦属グループ CSR報告書 2017

⽇本精⼯株式会社

NSKレポート2018

⽇本製紙株式会社

⽇本製紙グループCSR報告書2018

⽇本通運株式会社

CSR報告書2018

⽇本電信電話株式会社

NTT アニュアルレポート2018
NTTグループ サステナビリティ レポート2018

株式会社ブリヂストン

ブリヂストングループ サステナビリティレポート2017-2018

マツダ株式会社

マツダ サステナビリティレポート

国⽴⼤学法⼈三重⼤学

環境報告書2018
世界に誇れる「環境先進⼤学」の社会的責任(USR)を果たすために

三井物産株式会社

サステナビリティレポート2018

株式会社ヤクルト本社

ヤクルト CSRレポート2018

リコーグループ

リコーグループ 統合報告書2018

リコーリース株式会社

サステナビリティレポート2018

理想科学⼯業株式会社

環境経営報告書2018

リンナイ株式会社

リンナイ CSRレポート2018

レンゴー株式会社

レンゴー 環境・社会報告書2018

YKK AP株式会社

社会・環境報告書2018

環境活動レポート部⾨
【⼤賞（環境⼤⾂賞）】（１点）
来ハトメ⼯業株式会社

環境活動レポート 2018 年版

【優秀賞（地球・⼈間環境フォーラム理事⻑賞）】（4 点）
株式会社神⼾ポートリサイクル

環境活動レポート2018

コムパックシステム株式会社

第68期(2017年度)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活動レポート 2017

東洋冷蔵株式会社

環境経営レポート2018

【優良賞（第 22 回環境コミュニケーション⼤賞審査委員⻑賞）】（22 点）
株式会社エービーエム

環境活動レポート

⼤鐘測量設計株式会社

2017年（44期）エコアクション21環境経営レポート

九州林産株式会社

環境経営レポート2018

共和アスコン株式会社

環境活動レポート平成29（2017）年度版

株式会社KDP

環境経営レポート2017

株式会社坂⼝製作所

環境活動レポート〜未来のこどもたちのために〜

⼭陽製紙株式会社

第６１期環境経営レポート

有限会社三⽴

2016年度環境活動レポート

株式会社ＧＥ

環境活動レポート2018

滋賀シミズ精⼯株式会社

環境経営レポート2018〜All what we do is for our future〜

⽩鷺電気⼯業株式会社

環境活動レポート「ありがとう70周年、そして未来へ。」

新⽇本カレンダー株式会社

2017年度環境経営レポート

三⽥⼯場及び配送センター
全星薬品⼯業株式会社

全星薬品⼯業株式会社2017年度環境経営レポート

匠建設株式会社

環境経営レポート匠建設株式会社

⽵⽥サンテック株式会社

環境経営レポート

株式会社タズミ

環境活動レポート2017年度版

株式会社ＤＩＮＳ堺

株式会社ＤＩＮＳ堺環境活動レポート

⻄岡化建株式会社

2018年度環境経営レポート

廣間組有限会社

環境経営レポート

株式会社北陽商会

環境経営レポート〜地球と仲良し〜Vol.14

株式会社マルキチ

株式会社マルキチ ＥＡ２１環境レポート

株式会社みやま

第55期環境経営レポート

【新⼈賞（第 22 回環境コミュニケーション⼤賞審査委員⻑賞）】（2 点）
中国⽔⼯株式会社

環境活動レポート

株式会社横澤製作所

2017年度環境経営レポート

