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会社概要

化粧品事業を中心に

個性豊かなマルチブランドで

構成された企業ブランドです

ポーラ・オルビスグループ

事業領域：ビルメンテナンス

オフィスのリニューアル

人材派遣など

設 立： 1986年12月8日

資本金： 2,000万円

㈱ ピーオーテクノサービス

事業領域：不動産事業

㈱ ピーオーリアルエステート
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企業理念

Mission

訪れるたびに新しい発見がある。

そこで時を過ごすことが楽しい。

出会う人に声をかけたくなる。

昨日よりもアクティブに、心豊かに。

笑顔がこぼれる私になれる

Vision

美しさにこだわり、生活の質と

施設価値を最大化する企業へ

提供するサービスの美しさだけではなく、

思いやりの心や立ち居振る舞いも含めて、

利用者の心地よさと充足感を高める。

多様な付加価値提案を通じて、

魅力ある施設環境を創造し、

施設の総合価値を向上させる。
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ポーラ名古屋ビルについて

○名 称 ポーラ名古屋ビル

○所在地 名古屋市中区栄

○建 設 1976年5月 (築42年)

○規 模 地上12階、地下2階

○延床面積 11,060.49㎡

〇所有者 ㈱ ピーオーリアルエステート

○テナント数 33テナント (2018年10月現在)
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テナント様(33社)

A社

B社

C社

D社

E社

ビル管理会社

(防災センター・清掃)

㈱ピーオーテクノ

サービス

ビルオーナー

㈱ピーオーリアル

エステート

ポーラ名古屋ビルの運営体制について
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エコ活動の取り組み

ポーラ名古屋ビルのエコ活動について紹介します
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活動のきっかけ

平成11年2月

名古屋で『ごみ非常事態』宣言

ごみ問題が深刻だ。

私たちにできることは

何かないかな?

焼却・埋め立ての限界。

名古屋市のごみ処理が大ピンチ!!

名古屋市では分別・リサイクルなど

様々な取り組みが展開された。

ポーラ名古屋ビルでも

ごみを減らさなければ・・・
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活動のきっかけ

そうだ!!

「エコ事業所認定制度」
にチャレンジしてみよう

でも・・・何から

取り組めばいいのか

わからない

「エコ事業所」認定取得に

向けた活動をスタート。
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「エコ事業所」の認定取得

エコ事業所認定制度とは

環境に配慮した取組を

自主的かつ積極的に実施

している事業所を名古屋市が

『エコ事業所』 として認定し、

取組を支援するもの。

「健康安全都市」「循環型都市」「自然共生都市」「低炭素都市」をめざした取り組みについて

評価し、評価点が6点以上で 『エコ事業所』、15点以上で 『優良エコ事業所』 が認定されます。

つまり、「エコ事業所認定制度」に沿った取組をすることで、

廃棄物減量を含むエコ活動を実現できる・・・と考えました。
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「エコ事業所」の認定取得

※ 築38年(当時)のビルでも取得できた。

※ 賃貸テナントビルとしては初の認定。

2014年に、名古屋ビルとして

『優良エコ事業所』 認定を取得。

『優良エコ事業所』認定取得をビルの会合でテナント様に報告。

⇒ 自主的に『エコ事業所』申請の準備を始めるテナント様が現れた。

認定を

取得しました

テナント様

良い制度だ。

我社も

取得しよう!!
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「エコ事業所」取得のお手伝い

【問題発生】

「エコ事業所」申請に対する

負担感や不安感が発生。

申請書の作り方が

分からない。

難しそう。

取得するには

何をやればいいの?
余分な仕事が

増えて、大変に

なりそう。
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「エコ事業所」取得のお手伝い

【解決策】

取得済みのテナント様の申請資料を元に

書き方を解説した「アプローチブック」を作成。
事務局が作成をサポートし、不安を払拭。

マークのつけ方 写真の取り方

「アプローチブック」

『エコ事業所』認定取得

28社 / 33社
(2017年末時点)
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テナント様と共に

「エコ事業所」認定取得をきっかけに、
エコ活動の意識が高まった。

エコ活動を
継続できる
体制にしよう

エコ推進委員会を発足

ポーラ名古屋ビルのエコ活動を
継続的に発展させたい。
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ビル管理会社
(防災センター・清掃)

ビルオーナーテナント様

A社

B社

C社

D社

E社

㈱ピーオーリアル

エステート

㈱ピーオーテクノ
サービス

テナント様と共に

テナント様のエコ推進委員と一緒にビル全体でのエコ活動をスタート

エコ推進委員会

エコ推進
事務所
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テナント様と共に

エコ推進委員会では、様々な活動を推進。

【事例】 紙の資源化

紙を分別回収する

専用ボックス

『エコカート』を
全テナントに配布。

「分ければ資源、

混ぜればごみ」
テナント様、

協力ありがとう♪

廃棄物の減量に向けた紙の資源化など、

テナント様の協力により継続的に展開。
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名古屋市のしくみはすごい

ポーラ名古屋ビルでは、

『クリーンパートナー制度』にも
積極的に参加しています。 名古屋市の

しくみを活用すれば

活動が楽チン♪

『クリーンパートナー制度』とは

ボランティアグループと市のパートナーシップのもとに、
ポイ捨て物の回収を中心に、まちの美化活動を進めるものです。

毎月、自分たちの手でまちを美しくすることで、まちへの誇りと
愛着が生まれます。

ほうき、ちりとりなどの清掃用具の支給やごみ・資源の回収に加え、
市民活動保険も名古屋市がサポートしてくださいます。
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名古屋市のしくみはすごい

『クリーンパートナー制度』の清掃活動風景

ビル周辺は、美化推進重点区域になっています。

2017年は

延べ303名が
参加しました
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エコ活動を楽しむための工夫

ビル入居者が
挨拶し合ったり

助け合えたり

できたらいいね

【施策】 エコ事業所認定 授与式

【施策】 ランチ会(懇親会)の開催

エコ活動をきっかけにして、
ビル入居者が仲良くなったら、

どんなに素晴らしいだろう。

知り合いになることで、災害等、
緊急事態の際も助け合うことが
できるはず。
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エコ活動を楽しむための工夫

エコ事業所認定授与式の風景 ランチ会(懇親会)の風景

■参加者のコメント

・ 他のフロアの方と接する良い交流の場ですね。感謝です。
・ 他のテナントの方と顔見知りになれて嬉しい。とても楽しいひとときです。
・ ビル全体で取り組むことで一体感が生まれ、他のテナントの方と
コミュニケーションがとりやすくなりました。

ビルオーナーの
支援で実現♪
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エコ活動の実績①

ごみの資源化により、廃棄物の大幅な減量に成功!!
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紙類を中心に
資源化を実施



エコ活動の実績②

1. エコ活動に対する意識向上と達成感

ポーラ名古屋ビルの「優良エコ事業所」取得をきっかけに、
テナント様で「エコ事業所」取得の和が広まりました。
そして、テナント様の協力で廃棄物を減量できたことが嬉しい。

2. 自助から共助への関係性の深まり

入居している人々が企業の壁を超えて共に活動することで、
挨拶や会話を交わす関係性が生まれています。
災害時など、助け合うことができる結びつきができました。

3. 清掃作業の負荷軽減

テナント様が自主的に ごみ・資源の分別をして下さるので、
清掃スタッフの作業負荷が少なくなりました。
負荷軽減により、さらなる美化作業に取り組めています。
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テナント様のコメント

ビデオメッセージ

① ㈱ ジオコス 様

② 全研本社 ㈱ 様
③ 01フィラメント ㈱ 様

④ ピーオーテクノ 清掃スタッフ
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町内会様との連携

名古屋市をもっと美しく、住みやすい街にするために、
ビルの近隣にコミュニティの輪を広げています。

・ 地域コミュニティイベントや清掃活動など、

白川地区町内会様と連携した活動を展開中。

・ 地域防災、災害時に助け合える関係性を継続。
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〈事例①〉 不要傘のリユース
〈事例②〉 地域コミュニティ イベントへの参加



〈事例①〉不要傘のリユース

テナント様から寄付された不要傘を伏見駅へ寄贈。⇒ 「友愛の傘」として活用。
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〈事例②〉地域コミュニティ イベントへの参加

栄二丁目の商店街・町内会では、
美術館・科学館等と連携して、

「芸術と科学の杜」事業を
展開しています。
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ポーラ名古屋ビルのテナント様に
イベントへの参加募集を呼びかけ、
多くの人が楽しく参加しています。

テナント様と地域社会をつなぐ
仕組みとして機能しています
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ご清聴 ありがとうございました
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