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メガトレンド

ＮＥＣがめざす社会価値創造

ＮＥＣグループは、ＩＣＴを活用し地球環境を監視・制御しながら有効な情報と対策を提供
することで、地球環境変化への適応に取り組んでいきます。 当社の映像製品は、ＩＣＴの
領域において、映像や情報の表示装置として使用されています。さまざまな使用シーンを
念頭にした製品開発やソリューション提案を進めながら、製品の環境性能を引き上げ、人
と地球にやさしい、持続可能な社会づくりに貢献していきます。

ＮＥＣグループは、人が豊かに生きる
「安全」「安心」「効率的」「公平」な社
会を実現するために、ＩＣＴ（Information 
Communication Technology：情報
通信技術）を活用した社会インフラを
高度化する「社会ソリューション事業」
に注力しています。

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。

◇世界人口が増加し都市化が進行
◇エネルギーや食糧など需要の高まり

限られた地球上の資源を効率的に最大限
活用し、持続可能で公平に暮らせる効率
の良い新たな社会インフラが必要

ＩＣＴを原動力に構築

メガトレンドと社会価値創造に向けた７つのテーマ
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新しい社会インフラの必要性

都市人口・
資源消費の増大

新興国の成長と
先進国の成熟化

ＮＥＣがめざす社会価値創造



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～

当社は、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きました。環境対応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創出に向け、たゆまぬ努力と従業員一人
ひとりが社会人として責任ある行動を実践し「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。

環境理念

（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



ご挨拶
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「環境に配慮した製品をお客様へ提供し続ける」

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。

当社の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。

ＮＥＣグループビジョンである「人と地球に優しい情報社会をイノベーションで実現するグローバル

リーディングカンパニー」の実現に向け、製品の環境性能向上と、地球と共生する映像製品・

ソリューション提案を通じて、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

「環境アニュアルレポート2015」では、当社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、当社の環境活動について忌憚のないご意見・ご要望を

賜れば幸いです。

２０１５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

取締役執行役員 寺本武司



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９００人（世界連結）／約５００人（単独）

売上高 ：１，１６３億円 （２０１４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 ViewtechnologyTrading(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 レーザープロジェクター

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/


製品の環境配慮への取り組み
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「品質」「価格」「納期」と、地球温暖化防止・資源循環・グリーン化を含む「環境
（エコロジー）」と「法令遵守（コンプライアンス）」の５つの視点で、製品設計から
お客さまの使用、廃棄までを踏まえたライフサイクル全体における製品の環境
負荷低減に取り組んでいます。

■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。

※エコシンボルスター、エコシンボルは、ＩＳＯで定められた、ＮＥＣの自己宣言による環境ラベルです。



製品の環境配慮への取り組み（ＥＣＯ機能）

－10－

製品の省エネルギーに積極的に取り組み、省エネ機能強化やエネルギー効率改善
によりＣＯ２排出量削減に貢献しています。

（LCD-EA224WMiの場合）



製品の環境配慮への取り組み（ＥＣＯ設計）
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製品の省エネ機能以外にも環境にやさしい筐体や梱包の開発、製品の小型化／
薄型化により輸送効率化を進め、ＣＯ２排出量削減に貢献しています。

Cinema®プロジェクターと大型プロジェクタの一部
を除く、全てのプロジェクターモデルで採用

小型化設計

質量1.4kgで本体サイズはB5サイズ以下、本体

高さは44mmと小型・軽量を実現しました。また、

電源を内蔵しておりますので外付けの電源アダ

プタもなく持ち運びに適しています。

NP-L102WJDの場合



製品の環境配慮への取り組み（環境情報）
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ホームページや製品カタログなどを通じて、製品の環境性能情報、製品のリサイクル
システム、事業所や企業としての環境活動への取り組みなど、環境情報を積極的に
発信しています。

http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/index.

cfm#klbl

http://www.nec-

display.com/global/environment.html

http://www.necdisplay.com/environmental

-responsibility

http://www.nec-display-

solutions.com/p/greenvision/en/home.xhtml

http://www.nec-

display.com/jp/environment/recycle/index.html

NEC Display Solutions Japan

NEC Display Solutions Europe NEC Display Solutions of America環境配慮型製品情報検索

環境リーフレット 製品カタログ

環境コンセプト“GreenVision”を掲げ積極的
に環境活動の訴求を行っています。

環境法令の遵守状況を中心に環境活動の紹介を
行っています。

環境理念・行動指針、環境機能等について掲載しています。

環境配慮型製品として取得した環境認証や
環境データなどを公開しています。

循環型社会に貢献することを目指し、製造・販売し
た製品のリサイクルシステムを構築していきます。

当社の環境活動／環境配慮型製品への取組等を一冊
のリーフレットに纏め紹介しています。

（日本向けサイト） （海外向けサイト）

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

海外子会社ＮＥＣ

製品の環境性能について分り易く紹介しております

http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/index.
http://www.nec-
http://www.necdisplay.com/environmental
http://www.nec-display-
http://www.nec-
http://www.nec-


環境経営活動状況 （プロジェクター製品）
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２０１４年度 活動実績

２０１５年度 活動目標

２０１４年度は、すべての指標で目標達成することが出来ました。
前年度の課題であった、製品ライフサイクルでの環境負荷評価の活動（ＬＣＡの実施）
では、確実にすべての製品のＬＣＡを実施して目標を達成しました。
２０１５年度は、製品の消費電力量削減、エコシンボル取得拡大について更なる取り
組み強化を図ります。

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７０％削減

（基準年度２００５年対比）

⇒ ７７％
○

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６０％以上とする

⇒ ６０％
○

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７４％削減

（基準年度２００５年対比）

※ＮＥＣ中期計画に準ずる

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

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



環境経営活動状況 （モニター製品）
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２０１４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。
２０１５年度は、製品の大型化、高輝度化など市場ニーズへの対応により増加傾向に
ある製品消費電力について、省エネ技術を駆使し、環境性能の向上に一層取り組ん
でまいります。

２０１４年度 活動実績

２０１５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７０％削減

（基準年度２００５年対比）

⇒ ７４％
○

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６０％以上とする

⇒ ８１％
○

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７４％削減

（基準年度２００５年対比）

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

※ＮＥＣ中期計画に準ずる

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



環境経営活動状況 （事業所における活動）
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発泡プラスチック溶融機導入による資源のリサイクル推進、年間を通じての
継続的な節電活動実施などで、すべての指標について目標達成となりました。
２０１５年度は、設定した目標を達成するよう一層の環境活動強化を図ります。

２０１４年度 活動実績

２０１５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13年度実績
（原油換算：815ｋｌ）以下
⇒ 764ｋＬ
※２０１３年度実績を大幅に下回ることが
出来ました。

○

資源循環、省資源
の推進

廃棄物搬出量の削減
ＳＴＣからの廃棄物排出量を削減する。
廃棄物排出総量2013年度実績（44 t）以下
⇒ 43ｔ

○

環境意識の
社内定着と
人材育成

全社環境活動を充実させ
るために、人材育成、
コミュニケーション、生物多
様性に対する対応を充実さ
せる。

・全社員対象の環境教育１００％受講
・環境関連の各賞への応募
・環境月間での各種イベントの実施
・年間を通じた地域貢献活動の実施

○

指標 活動項目 目標

地球温暖化対策の
推進

エネルギー使用量を抑制
する。

全社エネルギー使用量を14年度実績以下
（原油換算：764ｋｌ／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からの廃棄物排出量を削減する。
廃棄物排出総量２０１４年度実績（43 t）以下

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％

・環境に関する教育内容の見直しと受講促進
・社内外への環境に関する情報発信
・環境活動の計画と実行
・環境月間における環境意識啓発強化 等
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夏季冷房
28℃設定

看板照明の消灯（ライトダウンキャンペーン） 温度設定による空調機器の省エネ

冬季暖房
20℃設定

環境負荷低減活動 （エネルギー削減）

エネルギー使用量を計画的に削減するため、当社は年間を通じて節電活動に
取り組んでいます。事務所・実験室フロアの効率化と定期的な天井灯使用箇所
の見直し、評価設備のエネルギー消費ロス点検、離席時でのディスプレイ電源
ＯＦＦなど、様々な省エネ活動を実施しエネルギー削減を推進しています。

評価設備の点検
冷却水配管ｽﾄﾚｰﾅ清掃ｴﾈﾙｷﾞｰ漏洩防止

1090 
857 820 815 764
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環境負荷低減活動（廃棄物削減）

主要な事業所であるＳＴＣでは、２０１４年５月に発泡スチロール溶融機を導入し、
排出する、ＰＳ系（ポリスチレン）、ＰＥ系（ポリエチレン）の廃棄物を構内で溶融処理
することに切り換え、

・排出処分していた発泡プラスチックの大幅削減

・再利用可能なプラスチック素材として売却

の廃棄物リサイクルシステムを確立致しました。

今後も、廃棄物の削減とリサイクルを積極的に進めてまいります。

－17－

発泡スチロール溶融機：１４年５月導入・運用開始

有価売却処理費、運搬費発生

プラスチック素材に加工

～ＳＴＣ廃棄物搬出量の推移～

（）内は2013年度実績



環境負荷マスバランス
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電気２，７３５MＷｈ
（ ２，７６５MＷｈ)

ガス ２０１ｋ㎥
（ ２０７ｋ㎥ ）

水 １９．３ｋ㎥
（２１．５ｋ㎥）

紙 ３．９ｔ
（４．２ｔ）

ＣＯ２ １，９１０ｔ
(１，939ｔ※）

排水 １７．６ｋ㎥
（ １９．１ｋ㎥ ）

一般廃棄物 ３１．３ｔ
（３２．４ｔ）

産業廃棄物 １９．５ｔ
（ １８．４ｔ）

ＯＵＴＰＵＴＩＮＰＵＴ

※2014年にCO2換算係数が変更されました。
前年度実績を含め最新の係数で算出しています。

２０１４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。
当社では、電力を含むエネルギー使用量や廃棄物削減を重要課題と捉え、
環境負荷低減に向けた改善活動に積極的に取組んでおります。

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2013年度実績



２０１４年度は、１０月２３日～１０月２４日に環境経営監査を受審し、

「環境マネジメントシステムが維持管理され有効に機能している」と評価を

頂きました。

◆プロジェクター／モニターともに、環境配慮型製品への開発に積極的に

取り組んでいる。

◆発泡プラスチック溶融機の導入で、廃棄物や廃棄費用の削減に効果が

大きい。

と評価されています。

環境ＩＳＯ認証

－19－

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

２０１２年 登録更新
（有効期限：2015年10月30日）

《環境ＩＳＯの変遷》

《２０１４年度環境監査実施状況》

当社は、外部審査機関（ＪＱＡ）に公認されているＮＥＣ代替審査基準により、
毎年、ＮＥＣグループ環境経営監査を受審し、環境マネジメントシステムが適正に
維持管理していることを確認をしています。

環境経営監査 ：２０１４年１０月受審
内部監査 ：２０１５年 ２月受審



環境法規制への対応と法令遵守

－20－

当社では、出荷する製品の大半を海外（８０カ国以上）へ輸出しており、各国で強化

される環境法規制への遵守（コンプライアンス）を最優先に取り組んでいます。

製品の開発段階における法令確認はもちろんのこと、ライフサイクル（資材調達／

生産／輸送／使用／廃棄）の各段階においても対応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に盛り込み
法令遵守を最優先に取り組むプロセスとしています。

※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。



グリーン調達ガイドライン

目次
１．はじめに
２．適用範囲
３．用語の説明
４．お取引先様に対して要求する必須条件
５．調達品に対して要求する必須条件
６．グリーン調達品の定義
７．環境格付けの評価内容
８．グリ－ン調達の運用について

グリーン調達の推進

－21－

当社は、持続可能な社会を目指し、環境に配慮した製品の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」を推進のために、パートナーである、お取引先にご協力をいただき、
環境管理システムの構築と使用禁止物質を不使用等をお願いしています。

パートナーの皆様へのお願いを「グリーン調達ガイドライン」としてまとめ、環境負荷
の低減と環境保全をより広く提唱しています。

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

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


環境教育（人材育成）

－22－

従業員の一人ひとりが最新の環境動向を理解し、環境に配慮した行動を行うこと
を目的として、全従業員を対象に環境教育を行い人材育成を図っています。

■ 新入社員の環境管理基本教育 （2014年4月7日実施）

■ eラーニング （11月環境月間に全従業員に実施）

■ 「ＮＥＣ環境経営の方針と動向」の講演（２０１５年６月幹部会議）

環境月間にあわ
せて部長以上に
「グループの
環境経営の方針
と動向」を講習



■２０１４年１１月環境月間

テーマ 「従業員の環境意識向上」

主な活動

①製品の環境性能と関連情報発信

・海外販社の環境ＷＥＢページ紹介

・世界各国の主な環境ラベル 等

②冬季節電の取り組みについて対策の周知

③従業員への環境教育実施

■２０１４年６月環境月間

テーマ「資源循環」

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対するトップ

メッセージ発信

②製品廃棄時の「資源循環」

・製品の解体性向上による環境負荷低減

・適正な製品回収によるリサイクルの推進

③夏季節電期間（７月～９月）の準備として

節電対策を周知

－23－

毎年６月と１１月をＮＥＣグループ「環境月間」と定め、環境活動の取り組み推進
と従業員の意識向上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

世界各国の主な環境ラベル紹介

環境経営の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

２０１４年１１月テーマ 「従業員の環境意識向上」

適正な製品回収によるリサイクル

２０１４年 ６月テーマ 「資源循環」



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
キャンペーンを推進しています。
１年に２回は、近隣の大井高校と共催することで地域との共同活動と位置づ
け、環境意識の醸成を図っています。

《２０１４年度の実施状況》
○地域（大井町）主催行事への参加
・５月１８日 －「酒匂川統一美化キャンペーン」に参加（従業員６４名参加）

○大井高校との共催
・１０月２４日 － 従業員４６名参加

・ ３月１１日 － 従業員５６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/20150312.html

http://oitownblog.seesaa.net/archives/20150312.html


ＳＴＣ近隣の上大井小学校と共同で実施しているケナフ栽培活動は、１９９９年
から開始して１５年目を迎えます。
本活動は、上大井小学校の総合学習にも組み入れられており、ケナフ※という
植物生育を通じて、環境管理の重要性を子供達が学ぶ良い機会となっています。

２０１４年度も上大井小学校５年生（６９名）と共に、以下に取り組みました。
・種まき(6/23) ・刈り取り(11/28) ・紙すき(3/12)

ケナフを使った製品
（ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ《外装》、炭、
紙（入場証、卒業証書など） 等）

ケナフ種まき ケナフ刈り取り（約２００Ｋg収穫）

紙すき

・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－

地域貢献活動（ケナフ栽培活動）

2014.06.24
神静民報掲載
2014.0628
タウンニュース足柄版掲載
2014.12.06
タウンニュース足柄版掲載
2015.03.13
神静民報掲載
神奈川新聞掲載
2015.03.21
タウンニュース足柄版掲載

報道各紙に
取り上げられています



■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 ：２０１５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
２０１４年度（２０１４年４月～２０１５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２０１４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 》
２０１６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/



