
「捨てる」から「活かす」へ 

低炭素社会と循環型社会の実現に向けて 

インテリアからの環境配慮 



商    号 株式会社川島織物セルコン 

事業内容 
身装・美術工芸品、自動車等内装材、 

インテリア製品の製造販売  

本社所在地 京都市左京区静市市原町２６５ 

創    業 １８４３（天保１４）年 ※創業１６７年 

売上高 ５６，３３６百万円（２０１０年３月期 連
結） 

従業員数 １，０８１名(平成２２年９月３０日現在） 

祭礼幕 祇園祭 

緞帳 国立劇場 

織物の歴史を築きながら、
カーテン・カーペットなど
のインテリア用品、塩ビタ
イル床、セラミックタイル
床、帯・祭礼幕・緞帳など
の身装・美術工芸品まで幅
広く展開しています。 

川島織物セルコン会社案内 
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業界初！エコ・ファースト認定企業 

■2010年「エコ・ファースト認定企業」へ 

南川秀樹環境省大臣官房長（左）と
当社取締役社長 中西正夫（右） 

2010年5月31日環境省にて 

■エコ・ファースト制度 

環境省が2008年4月に創設した認定制度。 

各業界トップランナー企業の環境保全に関する行動を 

更に促進していくために、企業が環境大臣に対して、 

京都議定書の目標達成に向けた地球環境対策など、 

自らの環境保全に関する取り組みを約束するもの。 

■業界トップランナーとしてエコマークを促進 

低炭素社会と循環型社会の実現に向けて、 

環境に配慮した商品を開発し普及するために、 

商品のエコマーク認定を促進しています。 

環境省と「エコ・ファーストの約束」をし、 

繊維・インテリア業界で初めて認定を 

受けました。 



■全点エコマーク認定商品 

「アートバンク/カラーバンク」シリーズは、全点エコマーク認定商品です。  
タイルカーペットのリサイクルに当社独自の廃床材リサイクル循環システム「ｅ-ＲＥＣＹＣＬＥＤ」を採用。
使用済みタイルカーペットを回収した廃床材を主たる原料とする、リサイクルパッキング材を全商品に
使用しています。 

業界最高水準 リサイクル材使用率４３％以上 
（総重量比） 

プラスチック中に 
再生材料４３％使用 

7回のリサイクルが可能 

使用済みタイルカーペットを回収し

新たなタイルカーペットへ 

エコマーク認定商品① タイルカーペット 

従来は産業廃棄物で埋
め立て処分していた。 

限りある資源の有効活用 

当社循環型リサイクルシステム

e-RECYCLED採用 

使用済みタイルカーペット
の回収量アップへ 

循環型社会の構築 



 
 
製品の全ライフサイクルにおける各段階（資源採取～製造・組立～物流～使用～廃棄～リサイクル） 
にわたり、環境に対する影響を数値で表します。 

表面材は制約を受けない 
のでデザインや機能性は 
損なわれない。 

パッキング材だけで 
全体の40％以上の再生を実現。 

●川島織物セルコンの 
  環境対応型タイルカーペット 

① リサイクル（塩ビパッキング）により約１８％のＣＯ２削減 

使用済みパッキングを独自の技術でほぼ100％再利用 タイルカーペット1㎡あたり約1.4ｋｇ ※のＣＯ２削減 ! 

リサイクルせずに全て廃棄焼却した場合…約7.8kg のＣＯ２排出 

当社リサイクル循環システムで 
パッキング材を再利用した場合…約6.4kg のＣＯ２排出 

約1.4kg のＣＯ２削減 

(従来品に比較して18％相当) 

- 

※カラーバンクマルチ／ストライプの場合   （社）産業環境管理協会エコリーフデータより 

■エコリーフに登録認証 

製品の誕生から再生まで、 
全ライフサイクルの 
環境負荷がデータで見られます。 
 
ＬＣＡという手法を用い資源採取～製造 
～物流～使用～廃棄～リサイクルまでの 
環境情報を開示する環境ラベル（タイプ 
Ⅲ）が｢エコリーフ｣です。 

ＬＣＡとは ・・・ Life Cycle Assessment・ライフサイクルアセスメント 

３つの様式で、環境対策が数値でわかるエコリーフ認証製品 

 製品環境情報シート（ＰＥＡＤ） １． 製品の概要一基本情報､温暖化負荷データ 

製品環境情報開示シート（ＰＥＩＤＳ） ２． 
 

製品化までの消費および環境の負荷データ 

   製品データシート（ＰＤＳ）   ３． 
 

製品の材料やエネルギー､処理法などの詳細データ 

(社)産業環境管理協会 

http://www.jemai.or.jp 

製品環境情報シート（ＰＥＡＤ） 

エコマーク認定商品① タイルカーペット 

環境配慮した商品開発 

環境負荷の把握 

各段階でのCO2  

排出量を把握する 

ＣＯ2排出量削減対策 

環境負荷の少ない
商品の開発 

環境配慮設計 



②カーボンオフセット（国連認証CO2排出権購入）で約32%※のCO2削減 

■カーボンオフセット 

国連認証温室効果ガス排出権の購入で 

カーボンオフセット対象の 

タイルカーペットを発売！ 

｢ 業界初 ｣!! 
カーボンオフセット対象商品を 
ご採用いただくだけで、 
地球温暖化防止に寄与します。 

1kgのCO2ってどのくらい？ 

１kｇのＣＯ２量とは、 

サッカーボール100個分の体積に相当します。 

現在、国民１人あたりが排出するＣＯ2の量は、 

１日平均で約6kｇです。 

京都議定書で約束した６％削減目標。 
それを実現するための家庭でのＣＯ2削減目標は、 
年間約3,700万トン。 
オフィス等でのＣＯ2削減目標は、年間約7,300万トン。 
これを実現するために、 
今、一人1日1kgのＣＯ2排出量削減を目指そう、 
という取組が行われています。 

出展:環境省／チームマイナス6％のホームページより 
    ｢めざせ!1人､１日、1kgCO2削減｣ 
    ｢ＣＯ2削減のために一人ひとりができること!」 

↑対象商品にはこの 
  マークがつきます。 

(自社マーク) 

※カラーバンクマルチ／ストライプの場合 

京都議定書目標への貢献 

温暖化ガス6％削減
目標に貢献 

業界初のカーボンオフ
セットの取組み 

代理で日本国政府に
無償譲渡 

エコ・ファーストの約束
2012年までに4,000ｔ分
の排出枠を譲渡 

エコマーク認定商品① タイルカーペット 



お客様と共に推進する環境への取組み 

エコマーク認定商品① タイルカーペット 

リサイクル材を使用した 

エコマーク認定商品の開発 

商品の採用で環境配慮のアピール 

エコマーク認定商品の普及と、お客様へ
メリットのあるサービスの提供 

カーボンオフセット商品出荷証明書 

カーボンオフセットで更なるCO2削減 

■商品出荷証明書 



  川島織物セルコンは、業界で初めて 
  グリーン・エネルギー・マークを採用しました。 

 年間約78700KWHの電力をグリーン電力で充当することで 
 約43トンのＣＯ2排出量を削減できます。 

■リファインバック エグザ 施工例 

※H18 経済産業省・環境省令 第3号 算定デフォルト値から算出  

●ラミネート工程 トップフィルム・印刷フィルム・バッキングを熱圧着し、貼り合わせる工程。 

●カレンダー工程 塩化ビニル樹脂コンパウンドを一定厚さのシート状に圧延する工程。 
製造工程 

「グリーン・エネルギー・マーク」専用プレートを リファインバック エグザに添付します。 

グリーン・エネルギー・マーク 
 

グリーン・エネルギー・マークとは、グリーン電力証書を
用いて、製品の製造等に必要な電力をグリーン電力で
賄ったことを製品等に添付して表現する為のものです。 

 

リファインバックエグザでは、再生可能エネルギー促進
のため、業界で初めてこの仕組みを採用しました。 

グリーン・エネルギー・マークとは、製品の製造時に使用する 
電力をグリーン電力（※）で賄っている製品に添付するマークです。 
製造時にグリーン電力を使用することにより、ＣＯ２を排出しない 
環境に配慮した商品として認められています。 
 
施工完了後、床面に専用プレートの表示をお願い致します。 
詳細に関しましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。 
 
（※）グリーン電力とは、風力・太陽光・バイオマスなどの自然の循環の中
で生まれるエネルギー源を利用して発電された電力のことです。 

グリーン・エネルギー専用プレート 

 置敷ビニル床タイル【リファインバック エグザ】の製造工程で 
 消費する電力をバイオマス発電で充当し、製造時に発生する 

 ＣＯ2排出量をゼロにします。 

業界初！ 環境配慮型置敷きビニル床タイル 
リファインバックエグザ 

エコマーク認定商品② 置敷きビニル床タイル 



使用済みカーテンを回収・破砕後、ケミカルリサイクルを実施。広域認定制度のもと、環境再生利用
認定のケミカルリサイクル手法によりCO2を発生させず、炭化水素油・ガス・炭素に再生され様々な
商品に生まれ変わります。このケミカルリサイクル手法は、経済産業省の繊維リサイクル法を見据
えたリサイクル手法として注目されており、リサイクル後に残りカスを１００％排出させない高度な技
術により、環境に優しく、且つカーテンの完全リサイクルを実現します。 

「捨てる」から「活かす」へ 

ＦＥＬＴＡは、インテリア・カーテン業界で初の
リサイクル「エコマーク」を取得しました。 

■ リサイクルの「エコマーク」認定基準 

・ 製品は使用後引取り、リサイクルすること 

・ 不用品となった製品を引き取り、リサイクル 

 される仕組を整えていること 

・廃棄物の処理、清掃に関する法律を遵守 

 する事 

再資源化した造粒物を
炭化室へ投入 

無酸素状態のまま１２００℃まで加熱 

４０％ 

炭化水素油 
２０％ 
コークス 

４０％ 
コークス炉ガス 

化成工場でプラスチック原料等
の科学原料に再商品化 

軽質油 ･･･スチレン系樹脂ベン
ゼン・トルエン・キシレン・染料 

タール ･･･カーボンブラック・
ピッチコークス・タールエナメ
ル・フェノール                 

排熱回収後に高炉へ投入し
鉱鋼石の還元剤として利用 

  薄板・鋼管・厚板・形鋼 

製鉄所内の発電所等で利用 

水素・メタンが主成分である
ガス 

広域認定 
カーテンリサイクル 

エコマーク認定商品③ オーダーカーテン 



コークス コークス炉ガス 

エコベーシックロールカーペット 「ウールベーシック」は、業界で 

初めてウールカーペットとしてエコマークを取得いたしました。 

広域認定にてロールカーペットを回収し、ケミカルリサイクルします。 

■エコ・プレート（施工後、商品に添付） 

エコマーク認定商品④ ウールカーペット 

 

 

「エコベーシックロールカーペット」に続き、 

「ウールフローリングVOL.4」もエコマーク認定に。 

タイルカーペット、カーテン、ロールカーペットでの 

リサイクルを可能にしました。 



   

商品・販促物へのエコマーク表示 

■見本帳 ■商品 ■チラシ 

■デジタルカタログ 



コークス炉ガス 

インテリアからの環境配慮 

「捨てる」から「活かす」へ 

タイルカーペット、ビニル床タイルでの循環型リサイクルと、 

カーテン、ロールカーペットのケミカルリサイクルシステム。 

そして更なるCO2削減への道を求めて。 

わたしたちは低炭素社会と循環型社会の実現に向けて、 

エコマーク認定商品の開発と普及により、 

「インテリア製品からできる環境配慮」を進めていきます。 



ご清聴有難うございました。 

株式会社川島織物セルコン 


