
環境保全への行動指針

環境に配慮した店舗「Green FRESTA」の展開

フレスタでは、環境に配慮した次世代型エコ店舗「Green  
FRESTA」の開発を進め、2014年にGreen FRESTA第1号
店「沼田店」がリニューアルオープンして以降、2021年11月ま
でに、24店舗を展開しています。「Green FRESTA」では、店
舗統合コントロールシステムを導入し、ショーケース、冷凍冷蔵
機、空調設備、照明などを一元管理し、各機器相互の連携運転
により店舗全体を最適制御し、省エネに大きく貢献しています。

節水への取り組み

フレスタは、2021年12月までに59店舗へ節水装置を取り付
け、水道使用量の削減、CO2の削減に取り組んでおります。蛇
口内部で水道水に空気を効率よく含ませる泡沫水を振動させ高
圧で放出させることで、これまでより少ない水量でも高い洗浄
力になる仕組みです。今後も順次、設置店舗を拡大し、限りあ
る資源「水」を大切にしていきます。

私たちは、自然からの恩恵を受け豊かな暮らしをしています。その自然を保全しながら未来へつなげなければなりません。しかしながら、
企業活動に伴う環境への影響は小さくありません。環境への負荷を監視することにより、意識を高め環境との共生をめざしていきます。
そこで私たちは、この先10年、下記の数値目標を継続的に達成できるよう取り組んでまいります。

≪2030年度　数値目標（括弧内の数字は2020年比）≫
① 食 品 廃 棄 量 全 社 計  1,599ｔ（170.6ｔ減）＝2020年度比で年1％削減
② CO2排出量 床面積あたり 0.238ｔ-CO2/ｍ2（0.033ｔ-CO2/ｍ2減）＝2019年度比で年1％削減
③ トレー回収量 １店舗あたり 1583.6ｋｇ（331ｋｇ増）＝2020年度比で年1％増加
※2030年度の床面積・店舗数を、1年に2,000ｍ2の店舗を2店舗出店すると想定して計算しております

環境保全に対応

LEDランプの使用状況と成果

［環境への負荷の状況の推移］

新規店舗では、店内照明はすべてLEDを採用しており、既存店
舗においても従来照明の老朽化が見られる店舗から順次LED
化を進めています。
2012年から新規店舗においては、冷ケース内の照明もLEDを
採用。今後既存店舗の冷ケース内照明においても、LEDへの
転換を計画・実行していき、さらなる省エネ、CO2削減を推進
していきます。

自家消費型太陽光パネル設置によるCO２削減への取り組み

フレスタでは、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの一つとして、
自家消費型太陽光パネルの設置を推進します。第1号店として、2021年11月に
「矢野東店」へ設置しました。太陽光パネルで発電したCO2を排出しない電力を店
舗で利用することにより、CО2の削減、脱炭素地域社会へ貢献します。また、災害
停電時の非常電源としても活用します。今後も順次、自家消費型太陽光パネルの
設置を推進します。

3R推進月間

フレスタでは、社内向け教育の一環として、毎年10月に『3R
推進月間』を設定しています。容器削減や食品リサイクル率の
向上、また廃棄物の発生抑制など、廃棄物やリサイクルに取り
組む項目も多く、お客さまと共に活動する必要があります。その
ためには一人ひとりが廃棄物削減に対して取り組む必要があ
り、環境省の3R月間と合わせて活動しています。

環境の取組を店内モニターで紹介
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※株式会社フレスタの事業所（センター・店舗等）を対象にしています。
※今年度より集計期間を4月～ 3月とし、CO2排出係数は温対法に基づく排出係数を使用しています。

目標テーマ：72期環境QMS活動『みんなで1％改善運動』

環境保全への取り組み

１．具体的に次のことに取り組みます。

2．これらについて定期的に見直しを行い、継続的な改善に努めます。
3．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。
4．環境への取り組みを環境活動レポートとしてとりまとめ公開します。

①グリーン調達の推進
②エネルギー使用量並びに二酸化炭素排出量の削減

③環境に配慮した商品の販売促進と店づくり
④廃棄物の減量と再生利用の推進

⑤排水量の削減
⑥紙使用量の削減

Relation 地域に根差し環境を大切にする人になろう

Relat ion
地域に根差し環境を
大切にする人になろう

環境に配慮した店舗設備と工夫を

新しい発見、感動に出会える場所に…。環境への配慮はもちろんのこと、
お客さまのニーズに合った商品の品揃え、売場づくりに努めています。
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環境保全を基本に安全で快適な店づくり

フレスタでは、地域・環境との調和をめざした店舗づくりに取り組んでいます。設備面においては省エネの推進のため、またゴミ減量に
関してはリサイクル推進のための店舗づくりを基本とするとともに、お客さまが便利に快適にご利用いただけるよう心がけています。

高効率冷凍機
無駄な回転を抑え効率的な冷却
を実施するインバータ式を採用。
室外機を水冷式から空冷式に
変更し、節水にも取り組んでい
ます。

デシカント空調設備
コールドアイル（足元の冷え）
防止、霜付軽減、冷蔵効率化
のために除湿効果のあるデシ
カント空調を採用。店内環境
改善にも効果。

通い箱の活用
納品時にダンボールを使わない
折りたたみコンテナの通い箱を
使用しています。

簡易包装の実施
バラ売りを行い、必要以上にト
レーやラップを使用しないよう配
慮しています。

再利用可能なパソコン
トウモロコシを原料とする素材で作られ、
将来的に地球に還元および再利用でき
るパソコンの利用を推進しています。

■魚のあらを再利用
■食用油の再利用
■残さ（生ゴミ）の再利用

エコトレー使用の推進
P.12

LED照明
一般照明、スポット照明、
看板照明、什器照明等に
採用されています。

ゴミ計量器の設置
可燃・不燃ゴミ、リサイクル廃
棄物、リサイクル資源を計量
し、データ化しています。

トイレの節水
節水型の機器を導入す
るとともに、お客さまにも
節水へのご協力を呼び
かけています。

エコ商品の取り扱い
牛乳パックを再利用したトイレッ
トティッシュなど、環境に配慮し
た商品も取り扱っています。

ナイトカーテン
閉店後のオープン冷凍冷蔵
ケース等の冷気を逃がさないた
めにナイトカーテンを設置してい
ます。

冷凍冷蔵ショーケース 
新規に採用している冷凍冷蔵
ケースは、セービングガラス、リー
チインケースを使用しています。
セービングガラスは、ショーケース
の冷気を閉じ込めショーケースを
冷やす冷凍機の負荷を抑えるこ
とで省エネルギーに貢献します。

電気自動車充電設備
地球温暖化防止への取り組み
や電気自動車、プラグインハイ
ブリッド車の普及に対応するた
め、フレスタモールカジル岩国
に電気自動車用充電器を設置
しています。

床セラミックタイル
従来の塩ビ系タイルのような
ワックスによるメンテナンスが不
要となり、表面光沢により店内
照度の改善にもなっています。

LEDランプ
店内の照明や屋外サインには、
消費電力が少なく、長寿命の
LEDランプを採用します。

乾電池回収BOX
2007年7月から全店回
収を始めました。

■トレー回収BOX
■透明トレー回収BOX
■牛乳パック回収BOX
■ペットボトル回収BOX
■アルミ缶回収BOX

P.11

Relation 地域に根差し環境を大切にする人になろう
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