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【環境・社会報告書2014について】
　この環境・社会報告書は、東洋ガラスが社会に対
して開いた窓であり、環境コミュニケーションの重
要なツールです。
　環境・社会報告書を通して、社員はもとよりお客
様や地域の皆様に、東洋ガラスが社会の一員として、
地球環境の保全や環境負荷低減についてどのように
考え、どのように行動しているかということを理解
して頂くことを目的に編集しています。
　また、この報告書は、環境省「環境報告ガイドラ
イン」（2007年版）を参考に編集しています。

【対象組織】
　この環境・社会報告書の対象となる事業所は、ガ
ラスびんの主要生産工場である東洋ガラス株式会社
の2工場（千葉工場・滋賀工場）と、販売事業所（西
部営業部）を含む本社、3営業所（札幌営業所・名古
屋営業所・福岡営業所）、1研究所（生産技術部）、
および東洋ガラス物流株式会社です。

【対象期間】
　2013年度（2013年4月1日～2014年3月31日）
を報告対象期間としています。

工場見学受付のご案内
　ガラス容器のリサイクル学習の一環として学校関係および行政関係の申込に限定して工場見
学をお受けいたしております。（個人での申し込みはお断りさせていただいております）
対象工場： 千葉工場（千葉県柏市）、滋賀工場（滋賀県湖南市）
見学工程：びん製造工程で所要時間は約2時間です。
見 学 日：土曜・日曜・祭日はお休みです。
申　　込： 予約制です。早めに（1ヶ月程度）グループ（数名以上）でお申し込み下さい。

なお、工場での工事など当社の都合で希望日に対応できない場合があります。
連 絡 先：生産管理本部　生産管理部　環境グループ　電話：03-4514-2067

（1）出前授業
　2011年度より、環境コミュニケーションの
一環として、出前授業に取り組み始めました。
本年度は、東洋製罐グループとして、小学校か
ら高校まで、容器の環境に関する出前授業を計
5校で実施しました。
　また、昨年に引き続きNPO法人である「か
ながわ環境カウンセラー協議会」の出前授業を
支援いたしました。

（２）エコプロダクツ2013出展
　12月に東洋製罐グループとして、「エコプロ
ダクツ2013」に出展しました。当社は「容器
の3R」を展示しました。
　当日は小学生から一般消費者まで、幅広い層
に容器包装の環境を理解していただく良い機会
となりました。また、環境教育を行った学校の
生徒も訪れ、より深く理解してもらうことがで
きました。

（３）環境学習のための工場見学
　当社では、地域の方々にガラスびんの製造・
使用・リサイクルなどによる環境への影響をご
理解いただき、ガラスびんの利用が促進される
よう見学者の受け入れを10年以上実施してき
ました。見学者には多数の小中高校生の方々や
自治体関係者も含まれ、環境学習の場として利
用していただいています。
　2013年度は454名の見学者が来場されガラ
スびんについて、理解を深めていただきました。

  地域・社会との交流

【会社概要】
　当社は、総合容器メーカーの東洋製罐グループの中核として、ガラス容器製造事業を営
んでいます。主製品のガラスびんは、食品・飲料・酒・薬品メーカーなどのお客様に供給
し、ご使用いただいています。
　1888年（明治21年）創業以来『生活文化の向上に役立つ、使いやすく優れた各種ガ
ラス製品を社会に提供する』という経営理念の基に、ガラスびんから出発して各種ガラス
関連製品を製造するメーカーへと成長してまいりました。

会社名 東洋ガラス株式会社
創業 明治21年4月（1888年4月）
代表取締役社長 清水　泰行
資本金 9億6千万円
売上高 318億円（2013年度）［単独］
主要事業 ガラス容器製造および販売
事業所 本社　1、生産工場　2、研究所　1、営業所　3
従業員数 873名（2014年3月31日現在）
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　東洋ガラスは1888年、ガラス容器メーカとして誕生して以来、「ガ
ラスの持つ可能性を追求し、生活文化の向上に貢献する」ことを基本と
して、ガラスびんから各種ガラス関連製品を製造するメーカへと成長
してまいりました。
　ガラス容器の主原料は、硅砂、石灰、ソーダ灰の天然原料と再生原
料のカレットです。他の物質に変化しない安定した素材です。また、
資源の再利用（3R：リデュース／リユース／リサイクル）に適し、環境
に対して最も安全な容器です。さらに、再利用を推進することで、省
資源・省エネルギーに大きく貢献しています。このようなガラス容器

は環境に対する優位性に加えて、製造から販売に至るまでの工程において、環境負荷の低減・
環境保全を持続的に推進しています。そしてガラス容器は安全・安心を届けると共に生活に潤
いを届けています。
　当社は以下5つの経営理念を揚げ、持続可能な社会の構築に向け責任を果たしてまいります。

①生活文化の向上に役立つ、使いやすく優れた各種ガラス製品を社会に提供する。
　 生活必需品であるガラスびんを消費者の皆様に絶えることなく、安全・安心に提供し続ける
ことが、大きな社会的責任ととらえて企業活動を進めてまいります。

②時代の変化に対応する、周辺技術の展開と新製品の開発を行う。
　 刻々と変化する時代の流れに対応するためにガラスの持つ可能性を追求し、常に新しい技術
にチャレンジすることで生活文化の向上に貢献してまいります。

③美しい地球環境を守り、資源の有効活用を積極的に推進する。
　 今日、企業の地球環境への取り組みは必要不可欠になっています。当社では、生産活動を通
じて多くの環境負荷をかけ、また天然資源である原料（硅砂・石灰・ソーダ灰）を使用してい
ます。このことを常に意識して、環境負荷の低減・資源の節約・再利用に努め、持続可能な
社会の構築に貢献してまいります。
④良い環境と活力ある職場をつくり、福祉の充実を図る。
　 言うまでもなく、企業は人で成り立っています。東洋ガラスで働く人々が活き活きとする企
業でなければなりません。職場の活性化は、チャレンジ精神を醸成し、新しい技術・製品サ
ービスを生み出す源になります。そのためのシステム・ルールを充実させてまいります。
⑤世界との交流を深め、相互の発展に寄与する。
　 かつて、私どもは海外から学び、今日の技術を確立してまいりました。これからは、その技
術を世界の国々へ伝えることで、生活文化の向上に寄与してまいります。

　以上5つの経営理念を基軸に、広く社会から信頼を得る企業を目指してまいります。
　本報告書は、これら経営理念に則った当社の企業活動状況を記載したものです。この報告書
をご高覧いただき、取り組みをご理解いただくとともに、今後の充実を図るためにも、忌憚の
ないご意見をいただければ幸いでございます。

2014年9月

 　　 東洋ガラス株式会社
  代表取締役社長

 1 メッセージ
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●超軽量一般びんシリーズ（エコマーク認定）
　“超軽量びん”を多くのお客様に気軽にご利用
いただけるように、「超軽量一般びんシリーズ」
を用意しています。同シリーズは2006年12
月に“エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞”
を受賞した、環境に優しい商品です。びん業界
として最初のエコマーク認定も受けています。

超軽量一般びんシリーズ（エコマーク認定）

【エコマークについて】
　エコマークは、環境保全に
役立つと認められた商品に
付けられ、“環境に優しい暮ら
し”を願う人たちが、商品を
選択しやすくなることを目的
としています。厳しい審査基準をクリアした商品
にだけ付けられる環境のブランドマークです。
　当社の超軽量びんの出荷本数はここ11年
間累計で約11億本を超えました。全製品に占
める割合はまだ高くありませんが、一般の軽量
びんとともに増加が期待されています。

　循環型社会の構築に必要な“3R”ので最
上位に位置するのはリデュース「減量化」で
す。ガラスびんにおける「減量化」は軽量化
の推進です。軽くすることで省資源・省エネ
ルギーを実現し、CO2の排出量削減など環
境負荷を低減することにつながります。また、
持ちやすさや荷扱いのしやすさなどびんの使
い勝手も良くなります。
　軽量びんの中でも究極の軽量化を果した製
品を“超軽量びん”と呼びます。これは、世
界最高水準の軽量化を果したガラスびんで
す。当社では最先端の技術でガラスびんの軽
量化を積極的に推進しています。
【超軽量びんの定義】
　日本ガラスびん協会では
ガラスびんの軽量度をL値
でⅠ～Ⅳの4つのレベルに
層別、区分しています（下
のグラフ）。最も軽量度合
いの高いレベルⅣのびんを
「超軽量びん」と呼び、日本ガラスびん協会
ではシンボルマーク（下のマーク）を商標登
録しています。

【L値の計算方法】

L値＝0.44×びんの質量（g）÷満量容量（ml）0.77

　L値とは、容量とガラス使用量（質量）との関係を関数
で求めた、軽量度を表す指数です（エムハート社提唱）。

軽量度の4層別

 

生活文化の向上のためのガラス製品
  ガラスびんの3R
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●エコロジーボトルについて
　ガラスびんにおけるリサイクルの最大の特長
は、ガラスびんを何回でも繰り返しガラスびん
として再生することができる「びん to びん」
を他素材容器にはない高い割合で実現している
ことです。回収したガラスびんを砕いたガラス
（カレット）を新しいガラスびんの原料として
使用することにより、びん製造段階での省資
源・省エネルギー・CO2排出量削減などの環
境負荷低減効果を図ることができます。
　特に原料としてカレットを90％以上使用し
たびんを「エコロジーボトル」と呼びます。エ
コロジーボトルにとってカレットの品質は製造
されるガラスびんの品質につながる重要なテー
マとなります。東洋ガラスでは、普段からカレ
ット事業者と協力して高品質のカレット入手に
取り組み、究極のリサイクルであるエコロジー
ボトルに積極的に取り組んでいます。

●繰り返し使えるリターナブルびんについて
　3Rのうちリデュースに次いで優先する概念
はリユース（繰り返し再使用）ですが、リユー
スできるガラスびんを「リターナブルびん」と
称します。リターナブルびんとは「戻すことが
できるびん」という意味で、あきびん回収後、
洗浄してそのまま繰り返し使うことのできるガ
ラスびんを指します。ゴミの発生抑制、原料や
製造エネルギーの節約、再使用の回数に応じた
ガラスびん製造時のCO2排出量削減等のメリ
ットがあり、100年以上の長きにわたり主に
ビールびんや一升びん、牛乳びん等で活躍する
最も環境にやさしい容器と言えます。
　「環境」が重要なテーマである現代において、
循環型社会の構築に貢献するリターナブルびん
が再び注目を集めつつあります。

●規格統一リターナブルびん「Rマークびん」
　日本ガラスびん協会では、リターナブルびん
がより多く使われるよう規格統一リターナブル
びんの認定制度を設け、びんのデザイン（設計
図）を広く開放しています。
　そして、規格統一リターナブルびんに付ける
「Rマーク」を制定し（下記マーク）、消費者や
取扱い事業者がびんを容易に識別できるように
しています。
　東洋ガラスは、若者世代に訴える新たなRマ
ークびん「Rドロップス」（下記画像）を開発し、
リターナブルびんの普及に取り組んでいます。

【シンボルマーク】

【シンボルマーク】
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●軽量化、くぼみによって持ちやすく
　手が滑りにくい形状、手のひらのサイズや
握力を考慮した「びん胴部の径」の設定、軽
量化で、握力の弱い高齢者や子供にも持ちや
すく・注ぎやすく・手が滑りにくいよう配慮
しました。

●より軽く、より扱いやすく、より人に優しく
　ユニバーサルデザインとは、すべての生活者（年代・性別・能力をこえて）に対して、安全で
使いやすいことを基本とするモノづくり、環境づくりのことです。これは高齢社会への移行と共
にさまざまな分野で定着しつつあります。当社ではユニバーサルデザインをコンセプトとした製
品開発に積極的に取り組むことで、社会に貢献してまいります。

●キャップを開けやすく
　キャップ開栓時に手が滑りにくい
形状、大きな握力が得られる「びん
胴部の径」の設定で開けやすさを向
上するための工夫をしています。

●その他いろいろな工夫（商品事例）

＊森永乳業社『宅配用180ml牛乳』
・2005年ジャパンスター賞
　経済産業大臣賞　受賞
・2005年ワールドスター賞　受賞

＊J-オイルミルズ社　
『AJI NOMOTO　ごま油340gシリーズ』

  ユニバーサルデザイン

TMCとの組み合わせにより、244gから130g
に軽量化。
くぼみによって持ちやすく。

手に馴染み、持ちやすい形状。
肩部に彫刻で『OIL』と表示。
分別・リサイクルを考え、びん底に『ム（無地
透明びん）』をカタカナと点字で入れた。

2000年

2010年

　

2002年

 
 

超軽量牛乳びん（Z900）

ユニバーサルデザイン食料びん（UDA380ST）［PAT］
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ISO9001品質マネジメントシステムの認証登
録を進め、2009年度は2008年版規格への
移行とともに、生産技術本部全体として拡大・
統合認証登録をいたしました。また、近年の
食の安全に対するお客様の要求に応えるため、
2012年にFSSC22000食品安全マネジメン
トシステムの認証登録をいたしました。

〈品質向上のための新たな取り組み〉
　CS活動の一環としてQSUP（クオリティ・
スパイラル・アップ）活動を展開し、お客様
の充填工場を定期的に訪問、コミュニケーシ
ョンの向上を図ることで要求品質の変化をす
ばやく察知し品質向上に反映しております。
さらに、異物検出のための新検査機や欠点サ
ンプルを必要としない新検査機などを開発・
導入し欠点の流出防止を図っております。ま
た、欠点の発生防止や流出防止のためのシス
テムだけでなく、軽量化や新製品開発、設備
開発などを積極的に進めてまいります。

（1）品質方針
〈基本理念〉
　当社は容器を主体としたガラス製品をお客
様に喜んでご使用いただけるよう、品質向上
に取り組みつつ、社会に提供してまいりまし
た。近年ではガラス技術をコアとして新しい
さまざまな技術も開発してまいりました。当
社は常に世の中で役に立ち、望まれる製品を
開発し作り続ける会社でありたいと願ってお
ります。
　昨今の社会状況の変化は非常に早く、お客
様のご要求も常に変化しております。ますま
す高まるお客様のニーズをお客様との対話を
通して、確実にそして迅速に把握し、お客様
が求める製品品質を実現することに努めてお
ります。そしてお客様、消費者の方々が安全
に、安心してご使用いただけるよう、常に全
社一丸となって製品品質の向上に努めてまい
ります。
〈行動指針〉
①顧客の要求品質を把握し、さらなる品質向
上に向けた技術・設備・システムの開発・
導入を進め、顧客満足度の向上に努めます。
②ガラス製品に関わる法規制・協定を順守す
るとともに、自主基準、規定、標準類を整
備し、製品品質の維持向上に努めます。

③各部門の品質目標を設定し、年度毎に見直
します。

④品質に対する従業員教育を実施し、品質に
ついて継続的に意識の向上を図ります。

⑤品質方針は文書化し、その実行および維持
について全従業員に周知徹底します。

（2）品質保証体制
〈品質および食品安全マネジメントシステム
の取り組み〉
　お客様の求める製品品質を実現し、お客様
に喜んでご使用いただくためには、お客様と
品質に関する共通認識を持つ必要があります。
　当社は1997年にデミング賞実施賞を取得
しました。2005年より各事業所における

  品質保証について

統括品質管理責任者

本 部 内 部 品 質 監 査

本 部 事 務 局

本 部 品 質 委 員 会

各 課 課 長（TGL含む）

工 場 品 質 委 員 会

品質管理管理責任者代理

品質管理管理責任者

事務局

各 部 Gr リ ー ダ ー

本 社 品 質 委 員 会

品 質 管 理 責 任 者

事務局

本社2部のQMS組織 2 工 場 の Q M S 組 織

生産技術本部長

各工場長

各工場生産課長

生産技術部、品質保証部 ＊TGL：東洋ガラス物流

生産技術本部統合QMS組織図

各部長

登録日　　：2005年9月16日

登録更新日：2011年9月16日

有効期限　：2014年9月15日
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時代の変化に対応する技術と製品の開発
  軽量化への取組の歴史

　近年では、CO2削減のための環境貢献として、びんの軽量化がもっとも重要なキーワー
ドのひとつとなっています。当社の超軽量びんのシェアは約60％であり、市場に多くの超
軽量びんを供給しています。
　しかしながら、ガラスびんを軽くすると、成形の難易度が高くなり、ガラスが薄くなるこ
とで強度が低下するなど、多くの障壁が立ちはだかります。
　東洋ガラスでは、最先端の技術でこの障害を乗り越えてきました。ここでは、その歴史の
一端をご紹介いたします。

超軽量飲料びん
TV300MKK

質量：127g
満量容量：330ml
L値：064

超軽量リターナブル牛乳びん
Z900SS

質量：280g
満量容量：913ml
L値：064

超軽量広口ジャムびん
質量：89g
満量容量：187ml
L値：0.69

（1）1993年：超軽量飲料びんの開発
　当社の軽量化への本格的な取組は、1993
年に、技術部門のトップを委員長とした「軽
量化推進委員会」を立ち上げたところからス
タートしました。そして、この年から超軽量
飲料びん「TV300MKK」の開発を始めま
した。このときに、現在の超軽量びんの生産
に必要な技術の多くが完成されました。

（2） 1999年：超軽量牛乳＆食酢びん
生産開始

　TMC（Toyo Multi Coating：樹脂コー
ティング）の改良により、リターナブルびん
の超軽量化が可能になりました。これにより、
1999年には牛乳びんが、また2000年に
は食酢びんが超軽量リターナブルびんとして
世の中に登場しました。

（3）2004年：広口超軽量ジャムびん開発
　それまでの超軽量びんは、飲料・調味料な
どの液体用が中心でした。そこで、当社では
初の広口超軽量ジャムびんを開発しました。

（4）2011年：極超軽量食酢びん生産開始
　そして、この年には業界初のL値0.6未満
の極超軽量びんの生産を開始しました。

　このように、ガラスびんの軽量化は、長年
積み重ねた製びん技術の集大成といえます。

東洋ガラスはこれからも、時代の変化に対応
しながら、軽量化による省資源・省エネルギ
ーを推進していくことで、社会に貢献してま
いります。 

＊L値…軽量度（P2参照）
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時代の変化に対応する技術と製品の開発時代の変化に対応する技術と製品の開発時代の変化に対応する技術と製品の開発

●ガラスびんアワード2012受賞
　「ガラスびんアワード2012」において当社の
印刷技術を使った商品がデザイン優秀賞を受賞し
ました。
　多面体のガラスびん側面全体にほどこされたデ
ザインの美しさは、高度な印刷技術ゆえの傑作で、
さらにプレミアム感が増している。飲み終った後、
飾っても美しいという点が評価され、デザイン優
秀賞に認められました。

  印刷技術

主な特徴

　ガラスびんのデザイン性の高さは、他容器に比べ非常に自由度の高いものです。しかしな
がら、これまでの印刷機でのラベルデザインは、創り手・デザイナーの想いを100％表現
することはできませんでした。そこで、当社では新しい多色印刷機を導入し、高精度な印刷
技術も取り入れ、創り手のこだわりを最大限に表現することが可能になりました。

360°全周印刷が可能です。 変形びんにも対応できます。
最大8色印刷が可能です。 将来、環境に優しいUV印刷に対応予定。

サントリーウイスキー

響17年
意匠ボトル2012
〈白鷺〉
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地球環境の保全と資源の有効利用

 1） 法の順守
  ●法的規制順守のための管理の徹底

 2） 省資源・省エネルギーの推進
  ●エネルギー原単位の向上

  ●ガラスびん軽量化の推進

 3） 廃棄物の削減
  ●廃棄物の発生抑制

 　4） 資源リサイクルの推進
  ●市中カレットの品質向上

  ●市中カレット使用率のアップ

　 5） グリーン購入の推進
 　6） 環境マネジメントシステムの維持・管理
 　7） 環境会計の実施
  ●環境会計報告の実施

 　8） LCA（ライフサイクルアセスメント）研究
  （CFPを含む）
 　9） PRTR対応
  10） 作業環境の改善

　ガラスは環境に対する安全性と完全なリサイクル適性を備えた素材です。
　それゆえ、この素材を使用し容器を生産・販売しているわれわれは、より一層その開発・生産・
販売・使用・廃棄・リサイクルの全工程において環境に配慮して行動する必要があります。
　そのために、私たちは「美しい地球環境を守り、資源の有効利用を積極的に推進する」を理念と
し、環境保全への取り組みを企業活動の重要な柱の一つと位置づけ、環境影響の継続的改善と汚染
の予防に努めます。

 実施事項

❶  環境関連の法規制、当社が同意したその他の要求事項を順守します。また、環境に影響を与え
る活動、製品及びサービスを責任を持って管理します。

❷  環境目的・目標を設定し、年度毎に見直します。
❸ 省資源・省エネルギー及び廃棄物の削減を図るとともに、資源のリサイクルに努めます。
❹  環境を考慮した製品開発、技術開発を推進します。
❺ 本環境方針は、当社で働く全ての人に周知し、環境改善に努めます。

  環境方針

  行動指針
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地球環境の保全と資源の有効地球環境の保全と資源の有効利用地球環境の保全と資源の有効利用

  環境活動取り組みの歴史

和暦 西暦 当社の環境関連取り組み 国内外環境関連情報

昭和46年 1971年
・ガラスびんリサイクルプロジェクト、カレット処理技術開発
プロジェクト発足

環境庁発足

平成 6 年 1994年
・環境保全（公害全般をテーマとする）委員会発足
・LCA、ガラスびんの基本ソフト（LCA ver.1）を開発

平成10年 1998年
・グリーン購入活動表彰優秀賞を受賞
・環境報告書発行開始
・びん業界で初のISO14001認証取得（川崎工場）

家電リサイクル法公布

平成11年 1999年
・環境会計研究会（東洋製罐グループ）発足
・ISO14001認証取得（滋賀工場）

PRTR法制定

平成12年 2000年
・ISO14001認証取得（千葉工場）
・Eコマースによる本社事務用品グリーン購入開始

循環型社会形成推進基本法制定
建設リサイクル法制定

平成13年 2001年 ・ISO14001全社統合認証取得 PCB特別措置法制定

平成14年 2002年
・東洋製罐グループ環境委員会発足
・環境省委託「容器包装LCAに係わる調査・検討事業」に参加

平成15年 2003年

・容器LCC研究会で各種容器の事業者・市町村のリサイクル
コスト調査
・びん業界で最初のエコマークの認定を超軽量一般びんシリ
ーズで取得

平成17年 2005年
・環境も配慮された2製品でジャパンスター賞を受賞
・ジャパンスター賞を受賞した2製品がワールドスター賞も受
賞

平成18年 2006年

・「自主参加型国内排出量取引制度」による補助金で川崎工場
CGS更新

・川崎工場3号溶解炉ガス燃焼へ転換
・超軽量一般びんシリーズでエコプロダクツ大賞推進協議会会
長賞受賞

石綿新法制定

平成19年 2007年
・川崎工場1号溶解炉ガス燃焼へ転換
・千葉工場1号溶解炉ガスアトマイズ化開始

平成20年 2008年
・千葉工場2号溶解炉ガスアトマイズ化開始
・滋賀工場3号溶解炉ガス燃焼へ転換
・滋賀工場1・2号溶解炉ガスアトマイズ化開始

京都議定書第一約束期間スタ
ート

平成22年 2010年
・滋賀工場に省エネ徐冷炉1基導入
・千葉工場に省エネ徐冷炉4基導入

COP16開催

平成23年 2011年 ・滋賀工場に省エネ徐冷炉1基導入 COP17開催

平成25年 2013年
・川崎工場生産停止
・滋賀工場4号溶解炉生産開始

RIO+20開催

注）ガスアトマイズ：重油と都市ガスの混合燃焼のことをいいます。
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  環境保全の推進体制

環境関連法規資格取得者数
公害防止管理者（大気） 19人

公害防止管理者（水質） 12人

エネルギー管理士 30人

環境計量士  1 人

計量士  2 人

作業環境測定士  7 人

LCA研究（CFPを含む）
活　動：LCAプログラムの活用

環境会計
活　動：環境会計システムの構築と改善
　　　：環境保全コストの明確化

グリーン購入促進活動
活　動：グリーン商品の購入促進

環境教育活動
活　動：環境関連情報の収集と配信
　　　：環境意識向上のための教育の推進

東洋製罐グループ環境委員会活動
活　動：グループ環境委員会、事務局連絡会、
　　　　リスク管理部会、LCA部会など

リサイクル推進活動
活　動：市中回収カレットの品質改善
　　　：カレット使用比率の向上

廃棄物管理委員会
活　動：廃棄物排出量及び費用削減対策の
　　　　企画立案と実施管理

省エネルギー推進委員会
活　動：省エネルギー活動の推進

経 営 会 議

全社環境委員会
（活動） 1. 環境基本方針の審議
 2. 全社の環境問題対応への審議
  3. 環境方針に則った商品開発、作業環境改善、環境保全等の推進
 4. 環境管理、監査方針、施策、監査実施結果の承認

★eco検定受験への取り組み
　eco検定（環境社会検定試験®）は、環境に対する幅広い知識を持ち、社会の中で率
先して環境問題に取り組む“人とづくり”、そして環境と経済を両立させた「持続可
能な社会」を目指して開始された東京商工会議所主催の民間認証資格です。当社では、
社員のeco検定受験を推奨しております。包装容器を扱う社員が環境問題を広く体系
的に学ぶことは、将来の企業活動や社会活動に重要な役割を果たすと考えております。
全社で57名（平成26年3月末時点）が取得済みで、今後は資格取得者（エコピープ
ル）を主体にしたフォローアップ研修会を開催し、技能の維持を目指してまいります。
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地球環境の保全と資源の有効地球環境の保全と資源の有効利用地球環境の保全と資源の有効利用

社　長

環境管理統括者 （環境担当役員）

全社環境委員会 事務局

内部環境監査委員会

環境管理責任者 （環境担当役員）

環境管理責任者代理 本社環境委員会

各部部長

その他の法的資格者

（総務部長）

環境管理責任者

環境管理責任者代理 工場環境委員会

各課課長

公害防止管理者
その他の法的資格者

（工場長）

（設備管理課長）

工場の環境組織本社の環境組織

　統合後の環境マネジメント組織を下図に示
します。統合後の組織は、3事業所（本社お
よび2工場）の環境委員会と3事業所をまと
める役割を担う全社環境委員会から成り立っ
ています。環境マネジメントシステムの運用
は各事業所がそれぞれ責任を持って行い、環
境目標の進捗状況、大気測定結果などのマネ
ジメントに関する情報は全社環境委員会に集
まる仕組みになっています。また、全社環境
委員会では、法の順守状況、環境目標の進捗
状況などEMS運用状況のチェック、次年度
の目標が決定されます。システムの運用状況
は、各事業所で行なう内部環境監査と、全社
を対象とする全社内部環境監査でチェックし
ています。
　以上の仕組みは、2001年8月の統合認証
後、特に問題なく運用しています。今後とも
全社を挙げて環境マネジメントシステムの継
続的改善に努力していきます。

　当社は、創業当初より省資源・省エネルギ
ーに配慮したガラス製品の生産を行ない、環
境保全に努めてまいりましたが、さらに充実
した環境マネジメントを行うために、1999
年度までに3工場でISO14001（環境マネジ
メントシステム規格）を認証取得し、2001
年8月には本社を含め全社で環境マネジメン
トシステムの統合認証を取得しました。これ
により開発から設計、生産、販売まで一貫し
たシステムで環境改善に取り組んでいます。

取得事業所と時期
川崎工場…1998年12月
　　　　　（2013年生産停止）
 滋賀工場…1999年10月
 千葉工場…2000年 2 月
 本　　社…2001年 8 月
　　　　　全社統合認証取得
 全　　社…2005年11月
 　　　　　2004年版規格へ移行
 　　　　　2013年11月更新審査受審
  認証継続

  全社環境マネジメントの仕組み
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　当社の2013年度に掲げた環境目標と達成結果は次のとおりです。

＊自己評価の内訳　○：目標を達成　△：さらなる改善が必要　×：抜本的取り組みによる改善が必要

  環境目標（目標、実績、自己評価）

全社目標 目標値 2013年度実績 自己評価＊

 省資源・省エネ

総エネルギー原単位を
削減する

8.58GJ
／生産量トン以下

8.44GJ
／生産量トン以下

○

歩留を向上させる 歩留82.3％ 歩留81.1％ △

ガラスびん軽量化を
推進する

軽量化累計トン数
40,500トン以上

軽量化累計トン数
40,508トン

○

資源リサイクル
廃棄物の削減

埋立廃棄物発生量を
削減する

埋立処分量0.42kg
／生産量トン

埋立処分量0.32kg
／生産量トン

○

産業廃棄物量発生量を
削減する

産業廃棄物量2.33kg
／生産量トン

産業廃棄物量2.11kg
／生産量トン

○

環境意識の向上 環境保全意識の向上
実施環境教育率
100％

実施環境教育率
100％

○
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　環境会計とは、環境保全の取り組みのため
に経営資源をどれだけ投入し、どれだけ成果
を上げたかを算出するための仕組みです。環
境コストを正確に把握することは、環境マネ
ジメントシステムを的確に運営していく上で
も有効であり、必要なものです。
　当社は2000年度から環境報告書で環境
コストについて情報を開示しています。今年
度も環境省の環境会計ガイドラインをベース
とした2013年度の環境保全コストと環境
保全効果を報告します。

環境保全コスト

環境保全コストの
分類 主な取り組みの内容 投資額

百万円
費用総額
百万円

⑴生産活動コスト 112 411

内　

訳

①公害防止
・排ガス処理、排水処理の
性能向上と維持管理、汚
染負荷量賦課金など

6 280

②地球環境保全
・LNGによる自家発電
・廃熱の利用による蒸気
の発生、省エネ

106 102

③廃棄物の
　処理・再利用

・産業廃棄物の再利用及
び埋立て処理

0 28

⑵リサイクルコスト
・得意先からのカレット
引き取り

・ 再商品化委託料など
0 85

⑶管理コスト
・ ISO14001維持、従
業員環境教育、環境負
荷監視の測定など

0 60

⑷研究開発コスト ・ 環境負荷の少ない製品
の開発

0 0

⑸社会的取組コスト ・工場見学受け入れ 0 6

合　計 112 562

環境保全効果

効果の分類 環境負荷指標 環境負荷
総量 前年比

生産活動
による効果

CO2の削減（トン） 252,704 7,618㌧増

NOxの削減（トン） 1,091 126㌧減

SOxの削減（トン） 311 3㌧増

ばいじんの削減（トン） 28 3㌧増

廃棄物処理重量の削減
（トン）

3,457 359㌧増

廃棄物処理費の削減
（百万円）

22 6百万円減

リサイクル
による効果

購入カレット使用量の
増加（千トン）

265 8千㌧増

購入カレット使用比率
の増加（％）

71 1％増加

その他の
効果

廃棄物の売却による収
入（百万円）

23 8百万円増

　環境保全コストの費用総額は5億62百万
円です。このうち生産活動コスト（排ガス、
排水処理などの公害防止、自家発電による省
エネ、排熱の利用などの地球環境保全、廃棄
物の再利用など）が4億11百万円と73％を
占めています。
　投資額は1億12百万円で、設備投資の主
なものはCGSの川崎工場から千葉工場への
移設工事です。
　廃棄物の発生量は2012年度比359トン
増加しています。

集計範囲：全社（2工場と本社）　　対象期間：2013年4月1日～2014年3月31日

  環境会計
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ＩＮＰＵＴ

エネルギー 購入電力 89,562 千kWh
 都市ガス 43,845 千ｍ3

  重油 30,266 kl

ＯＵＴＰＵＴ

ＯＵＴＰＵＴ

大気系 CO2 252,704 ｔ
  NOX 1,091 ｔ
 SOX 311 ｔ
 ばいじん 28 ｔ

廃棄物 総排出量 3,457 ｔ
 循環資源量 3,307 ｔ
 埋立量 　150 ｔ

原料 硅砂 84 千ｔ
 ソーダ灰 22 千ｔ
 石灰石 21 千ｔ
 その他 3 千ｔ
 市中カレット 260 千ｔ
 工場カレット 98 千ｔ

包装資材 ダンボール 4,269 ｔ 
  シート 1,280 ｔ 
 その他 805 ｔ 

水 上水 154 千ｍ3

 工業用水 337 千ｍ3

  井戸水 37 千ｍ3

廃　棄

流通使用

洗浄および充填

輸送

製品   373,551トン

*

*

水系 排水量 389 千ｍ3

市中カレット
（原料に再生利用）

大気系 CO2 13,851ｔ

  生産活動における環境負荷の概要

　私ども東洋ガラスは事業活動を通じて、さまざまな環境負荷を与えています。
　また、その環境負荷を低減するための取組の歴史やマネジメントの仕組みをご紹介しました。
　ここでは、環境負荷の概要とデータをご紹介いたします。

※CO2：二酸化炭素、NOx：窒素酸化物、SOx：硫黄酸化物
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PRTR法対象化学物質

特定第一種化学物質 ＊取扱量500kg以上届出

化学物質名 工場 移動（産廃として） 排出（大気・水質） 取扱量

ニッケル化合物 滋賀 68.5kg ― 1,417.6kg

鉛及び化合物 滋賀 195.1kg ― 958.9kg

第一種指定化学物質 ＊取扱量1t以上届出

化学物質名 工場 移動（産廃として） 排出（大気・水質） 取扱量

マンガン及びその化合物 滋賀 10.1kg ― 6,460.1kg

トルエン 滋賀 ― 16.0kg 1,005.2kg

2-アミノエタノール 滋賀 409.5kg ― 1,249.6kg

クロム及び化合物 滋賀 317.8kg ― 1,482.3kg

コバルト及び化合物 滋賀 11.5kg ― 2,787.4kg

ホウ素及び化合物 滋賀 1,482.8kg ― 2,969.2kg

総溶解量 カレット使用量 使用率

1000
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400

200

0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
年度

カレット使用量と使用率
量（千トン） 使用比率（%）

2009 2010 2011 20132012

78 78 78

462

359

453

353

453

353

451

322
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335

7173

そ の 他
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くことができる職場づくりを目指しています。

（5）労使協議会
　会社と労働組合とは、協力して事業の健全
な発展に努め、相互の権利を尊重し義務を履
行してきています。会社は労働組合員の正当
な組合活動の自由を認め、これによって不利
益な取扱いをすることはありません。
　相互に充分な意志の疎通を図るために労使
協議会という話し合いの場を設け、労働条件
の維持改善と生産性の向上を図るために労使
で取組んできています。

（6）保険休暇制度
　当社では、期限内に使用しないで失効して
しまう年次有給休暇を50日まで別途積み立
てることができる保険休暇制度を導入してい
ます。保険休暇は年次有給休暇や介護休業の
日数とは別に、病気治療や家族の介護、子の
看護に利用できます。

（7）介護休業制度
　家族を介護する従業員は、通算で93日の
介護休業を取得することができます。また、
それとは別に、介護のために1日単位で休暇
を取得できる介護休暇制度があります。

（8）育児休業制度
　当社では、3歳に満たない子供を養育する
従業員は、子供が3歳に達するまでの間、育
児休業を取得することができます。また、就
労しながら養育する従業員
に対しては、短時間勤務に
変更できる制度がありま
す。3歳を超えて小学校就
学前までの間は、必要に応
じて子の看護休暇として1
日単位で休暇を取得するこ
とが出来ます。

（1）基本的な考え方
　　企業行動規準「人権と個性の尊重」に示
しているように、人権と個性を尊重し、安全
かつ衛生的で元気あふれる職場づくりに努め、
一人ひとりの能力向上をバックアップします。
　さらに、東洋製罐グループの人事基本方針
として、挑戦する意欲を持った社員の成長を
支援していきます。

（2）人事制度
　「従業員の能力向上と最大のパフォーマン
ス発揮」に重点を置いた評価制度を軸とした
新人事制度を導入しています。公平で透明性
のある評価に加え、個別面談で評価結果をフ
ィードバックし、今後の能力向上、人材育成
につなげる制度にしています。
　また、評価結果は資格制度・賃金制度に反
映されますが、従業員一人ひとりがチャレン
ジできる機会を公平に提供し、能力を最大限
発揮できるようにしています。
　当社の人事制度全般を通して目指している
のは「チャレンジ精神にあふれる社員」「コ
ミュニケーションが良くとれている社員」で
あり、「能力やパフォーマンスを十分に発揮
できる風土」づくりです。

（3）差別的取扱いの禁止
　社内外において、国籍・人種・出身地・思
想信条・性別・障害の有無などの理由による
不当な差別、嫌がらせ、いじめなどを厳格に
禁止し、職場で働く仲間がお互いに信頼し協
力し合える人間関係を築きあげられるように
取組んでいます。

（4）障害者雇用
　障害者の雇用については法改正後の新しい
法定雇用率を達成すべく、全社で積極的に取
り組んでおります。障害者の方も安心して働

  従業員とともに

より良い環境・活力ある職場づくり
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　さらに意欲ある社員に対しては、通信教育
受講料の全額会社負担制度、一定の公的資格
取得者に対しては報奨金の制度を設けて、主体
的に能力開発を行う社員の支援をしています。
　東洋製罐グループ教育では、グループ連携
の重要性を認識しながら、将来の幹部経営層
となるビジネスリーダーを育成するために、
次世代経営層育成プログラムやビジネスカレッ
ジに派遣して、経営面での人的資源の育成を
しています。また、将来のリーダー候補者とな
る技術者には、テクニカルリーダーズプログ
ラムを通じて技術マネジメント能力や戦略的

思考能力を高め、プロジェクト
をマネジメントするリーダーシ
ップとマインドを学んでいます。
中堅社員を中心にした研修で
は、論理的思考やプレゼンテー
ションスキルを身につけるプロ
グラムを組んでいます。
　そのほか、CSRやコンプラ
イアンスなど企業の倫理に関
わることに関しては経営層か
ら一般社員にいたるまでの教
育を行い、その浸透を図って
います。

（9）教育・研修制度
　当社では社員一人ひとりの能力の向上こそ
が会社のポテンシャルの向上につながると考
えています。そのためには各階層での階層別
教育・部門別の専門教育・個人の啓発意欲に
応える自己啓発支援制度などポイントごとで
の教育を行い、社員の能力向上意欲を刺激し、
高いパフォーマンスを発揮できるようにして
います。
　ガラス技術・技能の伝承には、社内研修講
座でガラスの固有技術伝承のための講座を
30年にわたり継続的に実施しています。

（10）安全衛生
　安全衛生活動に関しては、安全衛生管理規
定を制定し、安全衛生における各部門の役割
を明確にしています。全社的には、生産部門
担当役員を委員長とする、中央安全衛生委員
会を設置して定期的に委員会を開催し、全社
的な安全衛生方針を決めています。
　各工場では統括安全衛生管理者の工場長を
頂点とする安全衛生委員会を開催しており、
労災防止、衛生、防災の活動を計画的に進め
ています。
　2014年度は、「一人ひとりが安全意識と
健康意識を高めて、危険の芽をつみ取ろう！」
を全社指針として、各部署でも指針目標を決
めて活動しています。
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 社内研修講座

固有技術教育
　BF関係（例.ストーンの判定）
　成形関係（例.びん成形）
　成形・設備関係（例.びん成形設備）
　検査関係（例.自動びん検査機紹介コース）
　EES・検査関係（例.電子の基礎）
　加工関係（例.加工技術の改善）
　品質保証関係（例.ガラス容器の強度と試験）

専門技術教育
　物流関係（例.物流管理）
　経理関係（例.会社経理）
　その他（例.知的財産権入門）

安全衛生管理組織図

事 務 局

事 務 局
安全、衛生管理者
産 業 医

安全衛生委員会
分 科 会

職場安全衛生委員会

中央安全衛生委員会

協
力
業
者
安
全
衛
生
委
員
会

社　　　　長

担 当 役 員
（中央安全衛生委員長）

工　　　　場

工 場 長
（総括安全衛生管理者）

課　　　　長
（安全衛生委員）

係　　　　長
（安全衛生推進員）

主　　　　任
（安全衛生指導員）

一般従業員
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らに、この掲示板を閲覧できない従業員や協

力会社員を対象として、併せて事務所、休憩

室および協力会社事務所等に現物を設置する

対応をいたしております。

（2）コンプライアンス推進委員会
　コンプライアンスは企業が果たさねばなら

ない社会的責任であると位置づけ、当社はコ

ンプライアンスに関する方針、規定、教育等

を決定する意思決定機関として、「コンプラ

イアンス推進委員会」を組織しております。

★コンプライアンス推進委員会構成メンバー

　推進委員長　 取締役経営本部長

　実務責任者　 経営本部総務部長

　メ ン バ ー　 取締役、監査役、執行役、

正部長、工場長 （総数20名）

　事　務　局　経営本部総務部

（1）企業行動規準の策定および改訂
　当社および子会社からなる当社グループで

は、日常の業務遂行において遵守すべき基本

的な事項を定めた「倫理・法令遵守のための

企業行動規準」を2005年4月に策定し、こ

れに基づきコンプライアンス経営を推進して

まいりました。

　しかし、その後、周囲の環境が変化し、内

容をこれに合わせることを主眼として、コン

プライアンス推進組織の見直しを行い、また、

コンプライアンス相談窓口の拡充に伴い、そ

の仕組みを理解し安心して利用ができるよう

に、その利用方法を新たに記載する等の改訂

しております。また、各部署（業務）ごとに

従業員が遵守すべき行動の基準を示すものと

して、「コンプライアンス・ガイドライン」

を作成いたしております。

　これらは、電磁的な掲示板に掲載し、従業

員が常時閲覧できるようにしております。さ

  コンプライアンス活動の取り組み

★東洋製罐グループ共通活動項目
　1．会社法に基づく内部統制システムの強化

　2．金融商品取引法による『財務諸表の信頼性の確保』の運用

　3．コンプライアンス上のリスク対策への取り組み

★当社独自の活動項目
　1．コンプライアンス教育研修の実施を図る。

　2．コンプライアンスの周知徹底を図る。

　3．企業行動規準・規定類の適宜改定を図る。

　4．リスクへの対応を推進する。

　5．当社グループ会社へのコンプライアンス推進活動の展開を図る。
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より良い環境より良い環境・活力ある職場づくり活力ある職場づくりより良い環境・活力ある職場づくり

ンス推進委員長の「コンプライアンス推進月

間にあたって」の記事掲載、啓発ポスターの

掲示、コンプライアンスクイズの実施、常に

正しい行動を促すためのセルフチェックカー

ドの配布等を通じ、グループ連携によるコン

プライアンス活動の維持・向上に努めており

ます。

　当社は、取締役会にて決議いたしました「会

社の業務の適正を確保するための体制整備」

および東洋製罐グループ会社として金融商品

取引法による「財務報告に係る内部統制」に

基づき、自己点検の実施および親会社である

東洋製罐グループホールディングス株式会社

による内部監査を受けております。その結果

から、当社における内部統制は有効であると

判断し、当社取締役会でその旨の決議をいた

しました。なお、当該決議につきましては、

監査役の同意を得ております。

　今後も定期的な教育を通じて法令の遵守に

努め、「倫理・法令遵守のための企業行動規

準」に基づき、「常に正しい行動」を取り、

企業価値を高めるよう推し進めてまいります。

（3）コンプライアンス活動の推進
　当社は、年度ごとに東洋製罐グループ共通

項目および当社独自の項目のコンプライアン

ス活動方針を定め、その両目標の達成に向か

って当社で働くすべての人に対するコンプラ

イアンス精神の浸透・定着を図ってまいりま

した。2013年度は、前項の方針に基づき、

活動を進めてまいりました。

　この方針に基づき、コンプライアンス精神

の定着を主眼として、社員、役員および関係

会社に対し、定期的な情報発信や独占禁止法

および下請代金支払遅延等防止法等の法令に

関する勉強会や外部講師によるパワーハラス

メント防止セミナーの開催等の計画的な教育

を図ってまいりました。また、コンプライア

ンス推進委員長が当社の各事業所を巡回し、

コンプライアンス活動報告および意見交換を

実施することにより、不祥事の未然防止を図

る活動や相談窓口の周知を行いました。

　さらに、当社を含む東洋製罐グループでは、

毎年10月を、「コンプライアンス推進月間」

と定め、社内報へのグループ・コンプライア

2014環境報告書.indd   212014環境報告書.indd   21 14.8.19   11:02:29 AM14.8.19   11:02:29 AM



世界・社会との交流

（２）トーヨーガラスモールドタイランド
　トーヨーガラスモールドタイランドは、当社
グループの金型メーカーとして、2008年に発足、
翌年の2009年から生産を開始いたしました。
　場所は首都バンコクから南東へ120kmに位
置するラヨーン県にあり、ここから日本はもと
より、アジア・中近東・アフリカ・アメリカ・
オーストラリアなど世界各国のガラスびんメー
カーへ金型を提供しています。

（1）技術援助
　ガラスびんの生産性や品質を向上させたいと
いう海外のメーカーに対して、技術援助を行っ
ております。
　ガラスびんの生産には高度な技術・生産設備
に加え、幅広い経験に基づく深いノウハウが必
要とされます。
当社では、技術
援助を必要とす
る海外メーカー
のもとに、その
要望に応じて技

術者を派遣し、長年にわたり蓄積したガラスびん
生産に関する技術・ノウハウを提供しています。
　近年は、アジア・中近東・アフリカなどの多
くのガラスびんメーカーへ技術者を派遣してお
り、世界中で当社の技術で生産されたガラスび
んが市場に並んでいます。

　また、技術援
助の内容は、生
産はもとより品
質管理や工場の
運営まで全工程
におよびます。

  世界との交流

　当社はこれまでも長年にわたり、欧米、東南アジア、アフリカなどで事業を行ってきました。
また、近年では、日本の食品・飲料メーカーの生産拠点が海外へのシフトが進む中で求めら
れる、多様なニーズにお応えしています。これからも当社は、海外でのさまざまなガラスびん
事業を展開して、お客様からのニーズにお応えしながら、世界との交流を深めてまいります。
　また、海外のみならず国内においても、事業拠点を展開する地域社会の発展に貢献するた
めに、工場見学や出前授業などさまざまな社会貢献活動を実施しております。これらの活動
を通じて、これからも地域社会との交流を深めてまいります。
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世界世界・社会・社会との交流との交流世界・社会との交流
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【環境・社会報告書2014について】
　この環境・社会報告書は、東洋ガラスが社会に対
して開いた窓であり、環境コミュニケーションの重
要なツールです。
　環境・社会報告書を通して、社員はもとよりお客
様や地域の皆様に、東洋ガラスが社会の一員として、
地球環境の保全や環境負荷低減についてどのように
考え、どのように行動しているかということを理解
して頂くことを目的に編集しています。
　また、この報告書は、環境省「環境報告ガイドラ
イン」（2007年版）を参考に編集しています。

【対象組織】
　この環境・社会報告書の対象となる事業所は、ガ
ラスびんの主要生産工場である東洋ガラス株式会社
の2工場（千葉工場・滋賀工場）と、販売事業所（西
部営業部）を含む本社、3営業所（札幌営業所・名古
屋営業所・福岡営業所）、1研究所（生産技術部）、
および東洋ガラス物流株式会社です。

【対象期間】
　2013年度（2013年4月1日～2014年3月31日）
を報告対象期間としています。

工場見学受付のご案内
　ガラス容器のリサイクル学習の一環として学校関係および行政関係の申込に限定して工場見
学をお受けいたしております。（個人での申し込みはお断りさせていただいております）
対象工場： 千葉工場（千葉県柏市）、滋賀工場（滋賀県湖南市）
見学工程：びん製造工程で所要時間は約2時間です。
見 学 日：土曜・日曜・祭日はお休みです。
申　　込： 予約制です。早めに（1ヶ月程度）グループ（数名以上）でお申し込み下さい。

なお、工場での工事など当社の都合で希望日に対応できない場合があります。
連 絡 先：生産管理本部　生産管理部　環境グループ　電話：03-4514-2067

（1）出前授業
　2011年度より、環境コミュニケーションの
一環として、出前授業に取り組み始めました。
本年度は、東洋製罐グループとして、小学校か
ら高校まで、容器の環境に関する出前授業を計
5校で実施しました。
　また、昨年に引き続きNPO法人である「か
ながわ環境カウンセラー協議会」の出前授業を
支援いたしました。

（２）エコプロダクツ2013出展
　12月に東洋製罐グループとして、「エコプロ
ダクツ2013」に出展しました。当社は「容器
の3R」を展示しました。
　当日は小学生から一般消費者まで、幅広い層
に容器包装の環境を理解していただく良い機会
となりました。また、環境教育を行った学校の
生徒も訪れ、より深く理解してもらうことがで
きました。

（３）環境学習のための工場見学
　当社では、地域の方々にガラスびんの製造・
使用・リサイクルなどによる環境への影響をご
理解いただき、ガラスびんの利用が促進される
よう見学者の受け入れを10年以上実施してき
ました。見学者には多数の小中高校生の方々や
自治体関係者も含まれ、環境学習の場として利
用していただいています。
　2013年度は454名の見学者が来場されガラ
スびんについて、理解を深めていただきました。

  地域・社会との交流

【会社概要】
　当社は、総合容器メーカーの東洋製罐グループの中核として、ガラス容器製造事業を営
んでいます。主製品のガラスびんは、食品・飲料・酒・薬品メーカーなどのお客様に供給
し、ご使用いただいています。
　1888年（明治21年）創業以来『生活文化の向上に役立つ、使いやすく優れた各種ガ
ラス製品を社会に提供する』という経営理念の基に、ガラスびんから出発して各種ガラス
関連製品を製造するメーカーへと成長してまいりました。

会社名 東洋ガラス株式会社
創業 明治21年4月（1888年4月）
代表取締役社長 清水　泰行
資本金 9億6千万円
売上高 318億円（2013年度）［単独］
主要事業 ガラス容器製造および販売
事業所 本社　1、生産工場　2、研究所　1、営業所　3
従業員数 873名（2014年3月31日現在）
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