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グループ本社所在地

総合スナックメーカーとして、味へ
のこだわりや信頼感を大切にしな
がら、食を革新する新素材・新容
器・新市場にもチャレンジします。

タブレット食品をはじめとする
未来型・高付加価値、健康食品
に特化。先端的な研究開発や国
際化にも果敢に取り組みます。

グループ工場における支援業
務など、トータル・ビジネスサ
ポート業務を進めていきます。

グループ全体の持株会社として、戦略立案、新ビジネスモデル開発、
連結ベースの経営管理を積極的に進めます。

海外連結子会社
台湾湖池屋股份有限公司

従業員数

資本金

フレンテグループ連結売上高

本社・工場拠点

432名

401百万円

33,547 百万円

フレンテ本社
関 東 工 場
関東第二工場
京 都 工 場
シレラ富良野

東京都板橋区
埼玉県加須市久下
埼玉県加須市花崎
京都府南丹市
北海道空知郡南富良野町

※2011年6月末現在

フレンテグループ・湖池屋の活動状況



「
フ
レ
ン
テ
グ
ル
ー
プ
が
大
切
に
考
え
る
こ
と
」

フレンテグループが大切に考えること

フレンテグループが今大切に思うことは、

自然豊かな日本の大地の恵みに感謝して

緑を育み、土や水とともに歩むこと。

持続可能な社会のために、

商品を通してお客様と一緒に

環境に取り組んでいくこと。

１．環境関連法規及びその他の要求事項を遵守するとともに、
　自主基準を設定し、事業活動に取り組みます。

２．事業活動による廃棄物の削減及び再資源化、省資源、
　省エネルギーを推進するとともに、
　地球環境に負荷を与える物質の削減に取り組みます。

３．環境に配慮した原料・資材調達、商品開発、生産に努めます。

４．環境保全のための社会貢献活動に取り組みます。

５．環境教育を通じ、環境保全に対する意識向上を図るとともに、
　全社員が環境意識を持って行動します。

環境報告書について

年間実績データは、2010年度（2010年4月～2011年3月）に
ついて報告しており、一部対象期間外も含まれております。

本報告書の対象組織はフレンテグループ全体。
㈱湖池屋の海外事業、外部協力工場は除いております。

※本報告書に記載したデータはお断りなく変更する可能性もありますので
　ご了承ください。

対象期間

対象範囲

私たちフレンテグループは、

独創的で心の満足度の高い商品、サービスを提供するとともに、

地球環境、人々の健康、豊かな社会づくりに貢献します。

株式会社フレンテ
代表取締役社長　

小池 孝

フレンテグループの環境行動指針

フレンテグループの環境理念

　2011年3月11日の東日本大震災により被災された皆さまに心よりお見舞い

申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。

　フレンテグループでは、宮城県、岩手県、福島県の被災地に向けてスナック

菓子の物資支援や義援金の拠出を行いました。各自治体や国連WFPとの連携

でポテトチップスをはじめとするスナック菓子によって、被災地に笑顔が取り

戻せるよう願いを込めてお届けいたしました。

　また、㈱湖池屋関東工場では、埼玉県加須市とその周辺に避難されている

方々を優先して工場で働いていただけるよう就業支援を実施しています。

　フレンテグループでは、今後もこうした活動をとおして引き続き支援に

取り組んでまいります。

2011年3月11日の東日本大震災により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。
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フレンテグループが大切に考えること

スナックづくりにおける環境への影響
　㈱湖池屋はポテトチップスなどのスナック菓子を製造する際に、じゃがいもをはじめとする原料や包装資材・ダンボール、
水などの資源と灯油・電気・ガスなどのエネルギーを利用して生産しています。
　その結果、廃棄物や排水、二酸化炭素などを排出し、ご購入のお客様が消費した後には、容器包材がゴミとして排出されます。
これらは、下記のようにインプット情報（資源・エネルギー利用）、アウトプット情報（廃棄物・排出物等）として表されます。
　フレンテグループでは、各事業活動に伴う環境への負荷を正しく把握し、省エネルギー、省資源、廃棄物削減、容器包装改
善などの環境保全活動に取り組んでいます。

　商品販売数は１袋あたり 60
ｇの量目。使用後の容器包装は、
販売実績から推計したもので、
実測値ではありません。

－原材料－INPUT

関東工場
関東第二工場
京都工場

包装アルミ 2,180 トン
紙類 8,164 トン

容器包装材料

水道 11,311  m3
井水 181,161 m3

用水の利用

電気 4,298 KL
LPG 227 KL
灯油 3,850 KL
都市ガス（13A）4,246  KL

エネルギー使用（原油換算）

－廃棄物－OUTPUT
食物残さ
（芋皮・屑等） 5,312トン

紙類・
包装用アルミ等　602トン

返品 69 トン

でんぷん 1,328 トン
中間生成物

CO2 24,785 トン
CO2 排出量

公共下水 173,225  m3
水系排出量

営業 /販売関連の燃料使用料

ガソリン 409 KL

営業 /販売関連の CO2排出量

CO2 950 トン

物流配送関連の燃料使用量

軽油 2,044 KL

物流配送関連のCO2 排出量

CO2 5,284 トン

製品販売数

4.2億袋

飲食後の容器包装

包装アルミ 2,102 トン
紙類 6,794 トン

工場での
生産活動

消 費 販 売 / 物流・配送 製 造

※委託先除くフレンテ（湖池屋単体）・マテリアルフロー

　物流は全体給油量から燃費量
の平均値を算出して工場から配
送センターまでの走行距離、走行
回数、車種で計算しており、実測
ではありません。

　エネルギーは「エネルギーの使用の合
理化に関する法律」に基づく原油換算係数
を使用して算出した値を掲載しています。
水系排出量は実測値ではなく、汚泥量や
最終製品出来高等から推定したものです。

販 売

消 費

物流
・
配送

環境への取り組み

事務局
（環境推進グループ）

委員会メンバー

支店・営業所 本　社

委員長
副委員長

工　場

フレンテグループの環境マネジメント体制

社内での環境教育

オフィスでの取り組み

新入社員の環境についての勉強会を実施 イントラネットの情報サイト

　地球上に存在する水は 14 億立方Ｋｍ。そのうち私たち人間が使用することの
できる水の割合は、約0.01％といわれています。
日本人が水不足を深刻に感じないのは、その多くを海外に依存しているからです。
日本がもしその消費する作物や製品を国内でつくるとして、そこに必要であった
水資源量を仮想水（バーチャルウォーター）といいます。水を有限な資源として
ライフサイクルの視点から分析することをウォーターフットプリントといいます。
※ウォーターフットプリントは原材料調達から生産廃棄、リサイクルまでの商品一生分の水使用量を算出し、
水資源への影響負荷を定量化する手法です。
フレンテグループではこの度、東京都市大学の伊坪徳宏准教授が教鞭をとるウォーターフットプリント実践
塾に参加しました。 『水』をテーマに弊社製品の製造に関わる環境配慮を実施していきます。 伊坪教授

社外での環境教育（ウォーターフットプリントについて）

　フレンテグループは、社員ひとりひとり
が環境活動を実践していく体制づくりの
ため、各部署から委員会メンバーを選出
して「環境委員会」を設置、全社員の社内
外の自主的な環境活動の促進に取り組ん
でいます。

　全国の営業所や工場などから選出され
た「環境委員会」メンバーに対して、「環境
への配慮・取り組み」をテーマとした情報
を、適時メールやイントラネットで配信して
共有しています。また、毎年４月入社の新
入社員に対して、まず個人としてのエコ活
動に焦点をあてた内容で「環境研修」を実
施いたしました。

　業務部門（オフィス）では、「クールビズ」「ウォームビズ」をは
じめとして節電や空調機の省エネタイプへの設備更新など環
境負荷低減に取り組んでいます。また、営業車輌については、
一部ハイブリッド車や省エネタイプの車両への切り替えを実施
して、本年までに6台をハイブリッド車に切り替えました。
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ウォーターフットプリントについて

ウォーター
フットプリント

について
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●CO2 排出量の削減（省エネ活動） ●廃棄物の発生抑制とリサイクル

環境目標と実績
　㈱湖池屋の製造部門（関東工場、関東第2工場、京都工場）では、高効率機器への更新を中心とした設備整備や廃棄物発生
量の抑制と再資源化などのリサイクル活動を推進しています。各工場では、環境負荷の低減に向けて取り組んでいます。

　2007年度（平成19年度）比で、
2008年、2009年と生産拡大による
エネルギー使用量が増えたことによ
りCO2排出の総量推移（棒グラフ）は
増える 結果となりました。
しかしながら、発生原単位（折れ線グ
ラフ）では、2007年度比で経年削減
することが出来ており、効率的な生
産につながっています。また2010年
度は、 総排出量でも▲8%（2007年
度比）達成することができました。

平成19･20･21年度の平均
排出量を基準として、平成
22年～26年度末の5年間で
総量13,070ｔ-CO２を削減
する。（年率13.7％）

○配管保温の強化
○熱発生設備表面の断熱の強化
○蒸気配管等の断熱強化
○熱交換機廃熱の回収利用
○灯油燃料の都市ガスへの転換
○排水処理用インバータブロワーの導入
○空調機の更新
○包装室・製造室の
　省エネ型照明器具への更新
○節電型ランプに交換

基準年Ｈ19年に対して
4.9％（Ｈ23年までに）
ＣＯ2削減

　㈱湖池屋各工場では、どうしても
リサイクルになり得ない石や芋の芽
等を除き、発生した廃棄物のリサイ
クルに努めています。2009年度は
流通の一過性の事情により一時的
に廃棄物の発生量が増えましたが、
引き続き廃棄物の発生抑制と再生
処理に取り組み、リサイクル率が
2007年を0.1%向上いたしました。 

　業務部門（本社・事業所）での3カ
年のＣＯ2排出量推移は、2009年に
前年対比で0.5トンほど排出量が増
える結果となりました。これは、同年
に3事業所の事務所移転（増床）と1
事業所の新設が主な原因ですが、空
調設備の温度調整を中心に節電に
取り組み2010年は前年比95％と改
善にながりました。
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生産部門

関東工場

中期目標 具体策
2009年～2013年度

廃棄物の発生抑制
○生産ロスの削減
○返品の削減

生産部門

関東工場
京都工場

中期目標 具体策

CO2 排出量と原単位
（関東工場・第2工場、京都工場）

廃棄物の発生量とリサイクル率
（関東工場・第2工場、京都工場）

業務部門の消費電力量に
ともなうCO2 排出量

澱粉乾燥機

京都工場

　フレンテグループでは地球温暖化の原因であ
る CO2 排出量削減のために、灯油から都市天
然ガスへの転換を図っております。昨年の関東第
２工場に続き本年度は関東工場でも導入を完了
いたしました。今後とも省エネルギーへの移行
や設備の導入を計画的に進めていきます。

省エネ設備機器の

導入による
CO2 の削減

環境配慮への取り組み

　ポテトチップスができるまでには、いろいろな廃棄物が発生します。①芋皮などの植物性残さ②原料のじゃがいもにつ
いてくる土③品質基準に満たない割れや焦げたポテトチップス④じゃがいもの洗浄で排出されるでんぷん。これらの食品
廃棄物や中間生成物は、可能な限り再生利用に取り組んでいます。今年度の再生率は98.8％でした。
※再生率とは、食品循環資源の再生利用の実施量÷食品廃棄物等の発生量＝食品循環資源の再生利用等の実施率で表されます。

ポテトチップスができるまでとリサイクル
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有機肥料
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油を使った
チップス

水洗いで汚れを取り
除き、皮をむいたら、
大きさを切って
揃えます。

大地のエネルギーが
つまったじゃがいも。収穫

トラックなどでスーパーマーケット
やコンビニエンスストアへ出荷。

味付けをして、包装
すればポテトチップ
スのできあがり。

破砕

工　
　
　
　
　
　

場

産地から届けられたじゃがいもは、工場でよく洗浄します。この時にじゃがいもに
付着している土砂等は安全性の高い汚でいとして、乾燥などの処理を経て培養土
などに再生されます。

フライが終わったポテトチップスは、自動選別機と人の目によって厳しく選別されます。
ここで、規格外のものや焦げたチップス等を取り除きます。これら取り除いたチップス
は、処理工場にて粉砕し、圧縮され、油分を抜き取ります。油分は工業用石鹸等に使用
され、粉砕・圧縮されたチップスの固形物は家畜飼料として使用しています。

洗浄されたじゃがいもは皮をむき、その後、人の手による「芋きり・原料選別」を行
います。ポテトチップスの揚がり方や味付けが一定になるよう、じゃがいもの大き
さを調整し、傷んだ箇所があれば取り除きます。これらの工程で出た皮や芋片な
どの食物残さはその内容により上記のようにリサイクルしています。

じゃがいもをスライスすると、その表面にはじゃがいもに含まれるでんぷんが付着
しています。そのまま油で揚げるとポテトチップスの焦げの原因になるため、洗浄
をします。洗浄後、水と分離したでんぷんは、乾燥させ、水分を調整し、養魚の飼料
等に生まれ変わります。

商品の切り替え時や生産途中に出た包材くずは、破砕・圧縮固化し、固形燃料（助
燃材）として燃料使用されます。

飼料

養魚飼料

固形燃料

配管保温の強化 蒸気配管の断熱 事務所廊下照明のLED化
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じゃがいもを切る工程

油分
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芋皮など

芋片
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●CO2 排出量の削減（省エネ活動） ●廃棄物の発生抑制とリサイクル
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増える 結果となりました。
しかしながら、発生原単位（折れ線グ
ラフ）では、2007年度比で経年削減
することが出来ており、効率的な生
産につながっています。また2010年
度は、 総排出量でも▲8%（2007年
度比）達成することができました。

平成19･20･21年度の平均
排出量を基準として、平成
22年～26年度末の5年間で
総量13,070ｔ-CO２を削減
する。（年率13.7％）

○配管保温の強化
○熱発生設備表面の断熱の強化
○蒸気配管等の断熱強化
○熱交換機廃熱の回収利用
○灯油燃料の都市ガスへの転換
○排水処理用インバータブロワーの導入
○空調機の更新
○包装室・製造室の
　省エネ型照明器具への更新
○節電型ランプに交換

基準年Ｈ19年に対して
4.9％（Ｈ23年までに）
ＣＯ2削減

　㈱湖池屋各工場では、どうしても
リサイクルになり得ない石や芋の芽
等を除き、発生した廃棄物のリサイ
クルに努めています。2009年度は
流通の一過性の事情により一時的
に廃棄物の発生量が増えましたが、
引き続き廃棄物の発生抑制と再生
処理に取り組み、リサイクル率が
2007年を0.1%向上いたしました。 

　業務部門（本社・事業所）での3カ
年のＣＯ2排出量推移は、2009年に
前年対比で0.5トンほど排出量が増
える結果となりました。これは、同年
に3事業所の事務所移転（増床）と1
事業所の新設が主な原因ですが、空
調設備の温度調整を中心に節電に
取り組み2010年は前年比95％と改
善にながりました。
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　フレンテグループでは地球温暖化の原因であ
る CO2 排出量削減のために、灯油から都市天
然ガスへの転換を図っております。昨年の関東第
２工場に続き本年度は関東工場でも導入を完了
いたしました。今後とも省エネルギーへの移行
や設備の導入を計画的に進めていきます。

省エネ設備機器の

導入による
CO2 の削減

環境配慮への取り組み

　ポテトチップスができるまでには、いろいろな廃棄物が発生します。①芋皮などの植物性残さ②原料のじゃがいもにつ
いてくる土③品質基準に満たない割れや焦げたポテトチップス④じゃがいもの洗浄で排出されるでんぷん。これらの食品
廃棄物や中間生成物は、可能な限り再生利用に取り組んでいます。今年度の再生率は98.8％でした。
※再生率とは、食品循環資源の再生利用の実施量÷食品廃棄物等の発生量＝食品循環資源の再生利用等の実施率で表されます。
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産地から届けられたじゃがいもは、工場でよく洗浄します。この時にじゃがいもに
付着している土砂等は安全性の高い汚でいとして、乾燥などの処理を経て培養土
などに再生されます。

フライが終わったポテトチップスは、自動選別機と人の目によって厳しく選別されます。
ここで、規格外のものや焦げたチップス等を取り除きます。これら取り除いたチップス
は、処理工場にて粉砕し、圧縮され、油分を抜き取ります。油分は工業用石鹸等に使用
され、粉砕・圧縮されたチップスの固形物は家畜飼料として使用しています。

洗浄されたじゃがいもは皮をむき、その後、人の手による「芋きり・原料選別」を行
います。ポテトチップスの揚がり方や味付けが一定になるよう、じゃがいもの大き
さを調整し、傷んだ箇所があれば取り除きます。これらの工程で出た皮や芋片な
どの食物残さはその内容により上記のようにリサイクルしています。

じゃがいもをスライスすると、その表面にはじゃがいもに含まれるでんぷんが付着
しています。そのまま油で揚げるとポテトチップスの焦げの原因になるため、洗浄
をします。洗浄後、水と分離したでんぷんは、乾燥させ、水分を調整し、養魚の飼料
等に生まれ変わります。
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環境・社会コミュニケーション活動

　日常生活で排出される温室効果ガスは一人1日約6kgであるといわれています。地球温暖化を防止するためには、温室効果
ガスの排出を少しでも減らすことが大切です。日常生活の中でこの温室効果ガスの排出量を減らす努力をし、それでも減らせ
なかった量の温室効果ガスを何らかの方法で相殺して、実質的にゼロに近づけようとすることをカーボン・オフセットといいます。
　フレンテグループではいままでに、下記のような取り組みを実施してまいりました。

ポテトチップスができるまでとリサイクル

　㈱湖池屋では、環境省基準によるカーボン・オフセット認証ラベルを昨年
に引き続き2011年4月に取得いたしました（認証番号４CJ－1100060）。
60ｇポテトチップスの製造に伴う工場でのCO2排出量を計算し、そのうち
の一部をカーボン・オフセットしたものです。
　これにより2011年5月31日に150トンのCO2をオフセットいたしました。

2011年度

　2010年4月に認証を取得いたしましたカーボン・オフセット認証ラベ
ル商品（認証番号４CJ－1000031）は、2011年3月末をもって終了い
たしましたが、カーボン・オフセットキャンペーンと併せて、合計150トン
のCO2をオフセットいたしました。

2010年度

　2008年、2009年のカーボン・オフセットモデル事業商品（自己活動
オフセット支援型）として、フレンテグループ合計で、約50トンのCO2をオ
フセットいたしました。

2009年度

信頼性の高いカーボン・オフセットの普及を図るた
め、第 3 者認証機関として気候変動対策認証セン
ターが適切なカーボン・オフセットの取り組みに対
し、ラベル使用を認めるものです。

カーボン・オフセット認証ラベルとは

カーボン・オフセットの取り組み

※調達したCO2は京都クレジット（CER）です。
※認証ラベルに関する詳細は気候変動対策認証センターの
　ホームページをご覧ください。　
　http://www.4cj.org

カーボン・オフセット認証ラベルとは
　信頼性の高いカーボン・オフセットの普及を図るため、第3者
認証機関として気候変動対策認証センターが適切なカーボン・
オフセットの取り組みに対し、ラベル使用を認めるものです。

AIBフードセーフティ（GMP）の取り組み

食の安全衛生への取り組み

　AIBフードセーフティ（ＧＭＰ）監査・指導システムは、
安全な食品を製造するためにとらなければならない行為
のガイドラインであるＧＭＰ（適正製造規範）を重視した
食品安全管理システムです。
　AIB 国際検査統合基準は、国際的に認められた衛生管
理手法である HACCP（危害分析と重要管理点）の前提
条件ともなるＧＭＰ（適正製造規範）の考え方を基に作
成されており、食品安全衛生上の危害が生じる可能性を
なくすために不可欠な内容になっています。

内部監査
委員会

関東工場
食品安全委員会

京都工場
食品安全委員会

取り組み状況

AIBフードセーフティの推進体制

原材料の受入、保管、加工、
出荷等における食品を
安全に取り扱うための
作業環境、手順、
および従業員規範の

尊守状況についての点検。

作業方法と従業員規範

有害生物、微生物、
異物対策のための

清掃活動に効果的な施設や
設備の構造、および保守管理の
状況についての点検。

食品安全のための
メンテナンス

食品安全上の工場施設内や
工場設備の清掃頻度や

清掃方法、また洗浄殺菌方法や
使用する化学薬剤の種類や

道具の管理状況についての点検。

清掃活動

工場施設における有害生物の
活動のモニタリング、
有害生物対策の効果、

有害生物駆除剤の適切な使用、
および管理状況についての点検。

IPM
（総合的有害生物管理）

食品安全衛生管理のための
設計、計画、管理、文書を

現場の状態と照らし合わせて、
プログラムの妥当性を点検。

前提条件と
食品安全プログラムの妥当性

湖池屋
食品安全委員会

内部監査
委員

自主検査
委員

改善活動
事務局

内部監査
委員

自主検査
委員

改善活動
事務局

「AIB国際検査統合基準」を
構成する

5つのカテゴリー

月次ミーティングの様子AIB監査は、生産設備を細部まで厳しく点検します。

ベルマーク教育助成運動

　ベルマーク教育助成運動は1960年に「すべての子どもに等しく、豊かな環境の中で教育を受けさせたい」そんな願いを
込めて始まった、50年の歴史を持つ運動です。湖池屋は、教育助成運動であるベルマーク運動に賛同し、お菓子を通じて広
く教育に貢献するため、1977年から30年以上に渡って、協賛会社として運動に参加しています。また、
ベルマーク運動は今年、東日本大震災被災校=岩手、宮城、福島、茨城の4県で、被害が大きかった小中
学校など207校に対して1校当たり50万円を限度に教材、設備品を贈る活動を実施中です。

【対象商品例】

関東工場　証書 第二工場　証書 京都工場　証書

　㈱湖池屋関東工場、第二工場、京都工場は、平
成23年4月にAIB監査の最優秀達成である
「SUPERIOR」を3工場揃って認証を受けました。
　引き続き㈱湖池屋各工場では、食品安全のため
のメンテナンスに設備保全の観点を導入し、食品
安全パトロールや設備自主点検による予防保全
を進めながら、PDCAサイクルの運用で課題をひ
とつひとつ解決し、食品危害防止に努めています。
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フレンテグループが大切に考えること

環境・社会コミュニケーション活動
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環境・社会コミュニケーション活動森林保全活動の取り組み

　2009年12月にふらの農業協同組合との業務提携で「シ
レラ富良野」工場が稼働しました。
　地域住民への環境影響を配慮して「ほっかいどう企業の
森林づくり」に参加、南富良野町と森林保全協定を結んで、
地域の皆さまとともに森林保全活動を実施しています。

【取り組み概要】
●事業名 ほっかいどう企業の森林づくり
●場　所 南富良野町（町有林）
●期　間 第１期 平成２１年（１年間）
 第２期 平成２２年～平成２５年（４年間）
●面　積 第１期 除間伐（トドマツ・アカエゾマツ３０年生）
 第２期 地拵え、植林、下刈り
●二酸化炭素の吸収・貯蔵効果
○除間伐後１年間の二酸化炭素吸収量約９０ｔ/ＣＯ２

　≪ガソリンに換算すると約４万リットル＝車で地球を約１０周分（１０ｋｍ/Ｌ）≫ 
○植樹後３０年間の二酸化炭素貯蔵量約１３０ｔ/ＣＯ２

　≪ガソリンに換算すると約６万リットル＝車で地球を約１５周分（１０ｋｍ/Ｌ）≫ 
出典；北海道発行「道民との協働による森林づくり～森林吸収量の確保に向
けた取組事例～」より

フレンテグループではこの度、東京都市大学の伊坪徳宏准教授が教鞭を

とるウォーターフットプリント実践塾に参加しました。

  『水』をテーマに弊社製品の製造に関わる環境配慮を実施していきます。

※ウォーターフットプリントとは原材料調達から生産廃棄、リサイクルま

での商品一生分の水使用量を算出し、水資源への影響負荷を定量化す

る手法です。

　人工林は、手入れをせずに放っておくと、太

陽が林床まで届かず、薄暗く土壌がむき出し

になります。下草は生えず、雨が降れば土壌が

流れます。動物たちも隠れ家やエサをとる場

がなく、生きていけません。

フレンテグループでは、社内で「緑の募金」活動を実施しています。

湖池屋の森（ほっかいどう企業の森林づくり）

緑の募金について

国産じゃがいも100%

その他地域とのコミュニケーション

ウォーターフットプリントについて

伊坪教授

どうして
森林整備が
必要！？

信頼性の高いカーボン・オフセットの普及を図るため、
第 3 者認証機関として気候変動対策認証センターが適
切なカーボン・オフセットの取り組みに対し、ラベル使用
を認めるものです。

カーボン・オフセット認証ラベルとは

シレラ富良野

ほっかいどう
企業の森林づくり

「参加しよう！美しい森林作り推進国民運動」
パンフレット（森林総合研究所発行）より引用

定期的に間伐し適正な本数にすることで、
元気を取り戻します。

●薄暗い
●土壌がむき出し
●雨が降っても水を蓄えられない
●動物たちが住みづらい

●明るい光が射している
●がけ崩れなどの土砂災害を防ぐ
●保健休養地としての機能が高まる
●良質な木材が生産できる
●水源地としての機能が高まる
●CO2 吸収源としての機能が高まる

荒廃した森林 元気な森林

定期的に間伐し
適正な本数にすることで、
元気を取り戻します。

調印式 左から南富良野町 池部彰町長、湖池屋社長 田子忠、
北海道上川総合振興局 窪田毅局長

国土緑化推進機構
各地域の
NPOなど

各地域の
NPOなど

寄付

支援

国有林・県有林の
間伐・整備・
イベント

緑の募金

国土緑化推進機構

各地域の
NPOなど

寄付
支援

支援

国有林・県有林の
間伐・整備・
イベント

国有林・県有林の
間伐・整備・イベント

おかしの森・緑の募金

　埼玉県加須市が主催する「快適かぞ市民活動」は、市民、各種団
体、企業、行政が一体となり、一斉清掃・美化活動を行い、地域の快
適な生活環境の創造、意識
の高揚を図る活動です。
㈱湖池屋関東工場では、こ
の「快適かぞ市民活動」に
積極的に参加して、工場周
辺の歩道や緑地帯の清掃
を行っています。

市民清掃に参加

　東日本での節電対策の一環
としてフレンテ本社3階にグ
リーンカーテンをつくるための
ゴーヤの栽培をはじめました。
ゴーヤの成長を「にがにがくん
日記」としてFaceBookで連載
レポートしています。「にがにが
くん日記」を通して消費者の皆
さまとコミュニケーションを図っ
ています。

グリーンカーテン（にがにがくん日記）
　本社では、消費されたペットボト
ル入り飲料のキャップを回収しワク
チンに変える「エコキャップ運動」を
行っています。自動販売機や給湯室
に回収箱を設置して定期的な回収
を行っています。2010 年 7 月～
2011 年 6 月までの回収状況は約
29,400 個 73.6Kg となりました。
（キャップ 1個当たり2.5g 換算）

エコキャップ運動

　㈱湖池屋関東工場、京都工
場ではそれぞれ工場のある埼
玉県加須市、京都府南丹市園
部町で活動している少年野球
を「湖池屋杯」として応援してい
ます。小学生を中心とした地域
住民の方々と少年野球を通じ
て交流しています。

地域スポーツ振興（湖池屋杯）

　㈱湖池屋京都工場では、所在地である南丹市が主催する「環境を
守り育てる会」に参加、継続的に応援しています。
「環境を守り育てる会」では、2010年 10月に、南丹市の自然・文
化についての体感や環境保護を目的として「環境ウォーキング」を実
施するとともに、ご家庭で出たてんぷら油などのリサイクルとして、
「廃油キャンドルづくり」などのイベントが実施されました。

環境を守り育てる会に参加

「ほっかいどう企業の森林づくり」 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/sinrindukuri.htm

手入れの
方法

除伐・間伐・下刈・植栽・病気や害虫の防除

　ポテトチップス用のじゃがいもは、お店などで普通に買える品種とは違い、加工に適した専用品種です。これは、糖
分の少なめな品種の方がフライにしたときにカラッと揚がりポテトチップスに適しているからです。㈱湖池屋では、
じゃがいもの収穫時期に合わせて南は九州から北は北海道まで、その時期に適した国内産のじゃがいもを使ってポ
テトチップスをつくっています。
　また、農林水産省が公表している日本の食料自給率は、カロリーベースで39%といわれています。これは、前年度
（2010年度）よりも1ポイント低く2年連続の下落とのことです。ポテトチップスの主原料であるじゃがいも（馬鈴薯）
を国産でまかなうことは、日本の食糧自給率を側面から支えることで
あると考えています。㈱湖池屋では、業界の先駆けとして1969年に北海
道の士幌農業協同組合と本格的に原料じゃがいもの契約栽培を結ぶと
ともに、農作業の支援として、収穫機の無償貸与を行いました。このこと
は、じゃがいもの生産農業から高く評価されるとともに、品質向上と安定
生産の面でじゃがいも産地の生産振興に大きく貢献いたしました。
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●保健休養地としての機能が高まる
●良質な木材が生産できる
●水源地としての機能が高まる
●CO2 吸収源としての機能が高まる

荒廃した森林 元気な森林

定期的に間伐し
適正な本数にすることで、
元気を取り戻します。

調印式 左から南富良野町 池部彰町長、湖池屋社長 田子忠、
北海道上川総合振興局 窪田毅局長

国土緑化推進機構
各地域の
NPOなど

各地域の
NPOなど

寄付

支援

国有林・県有林の
間伐・整備・
イベント

緑の募金

国土緑化推進機構

各地域の
NPOなど

寄付
支援

支援

国有林・県有林の
間伐・整備・
イベント

国有林・県有林の
間伐・整備・イベント

おかしの森・緑の募金

　埼玉県加須市が主催する「快適かぞ市民活動」は、市民、各種団
体、企業、行政が一体となり、一斉清掃・美化活動を行い、地域の快
適な生活環境の創造、意識
の高揚を図る活動です。
㈱湖池屋関東工場では、こ
の「快適かぞ市民活動」に
積極的に参加して、工場周
辺の歩道や緑地帯の清掃
を行っています。

市民清掃に参加

　東日本での節電対策の一環
としてフレンテ本社3階にグ
リーンカーテンをつくるための
ゴーヤの栽培をはじめました。
ゴーヤの成長を「にがにがくん
日記」としてFaceBookで連載
レポートしています。「にがにが
くん日記」を通して消費者の皆
さまとコミュニケーションを図っ
ています。

グリーンカーテン（にがにがくん日記）
　本社では、消費されたペットボト
ル入り飲料のキャップを回収しワク
チンに変える「エコキャップ運動」を
行っています。自動販売機や給湯室
に回収箱を設置して定期的な回収
を行っています。2010 年 7 月～
2011 年 6 月までの回収状況は約
29,400 個 73.6Kg となりました。
（キャップ 1個当たり2.5g 換算）

エコキャップ運動

　㈱湖池屋関東工場、京都工
場ではそれぞれ工場のある埼
玉県加須市、京都府南丹市園
部町で活動している少年野球
を「湖池屋杯」として応援してい
ます。小学生を中心とした地域
住民の方々と少年野球を通じ
て交流しています。

地域スポーツ振興（湖池屋杯）

　㈱湖池屋京都工場では、所在地である南丹市が主催する「環境を
守り育てる会」に参加、継続的に応援しています。
「環境を守り育てる会」では、2010年 10月に、南丹市の自然・文
化についての体感や環境保護を目的として「環境ウォーキング」を実
施するとともに、ご家庭で出たてんぷら油などのリサイクルとして、
「廃油キャンドルづくり」などのイベントが実施されました。

環境を守り育てる会に参加

「ほっかいどう企業の森林づくり」 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/sinrindukuri.htm

手入れの
方法

除伐・間伐・下刈・植栽・病気や害虫の防除

　ポテトチップス用のじゃがいもは、お店などで普通に買える品種とは違い、加工に適した専用品種です。これは、糖
分の少なめな品種の方がフライにしたときにカラッと揚がりポテトチップスに適しているからです。㈱湖池屋では、
じゃがいもの収穫時期に合わせて南は九州から北は北海道まで、その時期に適した国内産のじゃがいもを使ってポ
テトチップスをつくっています。
　また、農林水産省が公表している日本の食料自給率は、カロリーベースで39%といわれています。これは、前年度
（2010年度）よりも1ポイント低く2年連続の下落とのことです。ポテトチップスの主原料であるじゃがいも（馬鈴薯）
を国産でまかなうことは、日本の食糧自給率を側面から支えることで
あると考えています。㈱湖池屋では、業界の先駆けとして1969年に北海
道の士幌農業協同組合と本格的に原料じゃがいもの契約栽培を結ぶと
ともに、農作業の支援として、収穫機の無償貸与を行いました。このこと
は、じゃがいもの生産農業から高く評価されるとともに、品質向上と安定
生産の面でじゃがいも産地の生産振興に大きく貢献いたしました。
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〒175-0094 東京都板橋区成増五丁目9番7号
TEL.03-3979-2115（グループ代表）
URL.http://frente.co.jp/

グループ本社所在地

総合スナックメーカーとして、味へ
のこだわりや信頼感を大切にしな
がら、食を革新する新素材・新容
器・新市場にもチャレンジします。

タブレット食品をはじめとする
未来型・高付加価値、健康食品
に特化。先端的な研究開発や国
際化にも果敢に取り組みます。

グループ工場における支援業
務など、トータル・ビジネスサ
ポート業務を進めていきます。

グループ全体の持株会社として、戦略立案、新ビジネスモデル開発、
連結ベースの経営管理を積極的に進めます。

海外連結子会社
台湾湖池屋股份有限公司

従業員数

資本金

フレンテグループ連結売上高

本社・工場拠点

432名

401百万円

33,547 百万円

フレンテ本社
関 東 工 場
関東第二工場
京 都 工 場
シレラ富良野

東京都板橋区
埼玉県加須市久下
埼玉県加須市花崎
京都府南丹市
北海道空知郡南富良野町

※2011年6月末現在

フレンテグループ・湖池屋の活動状況


