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社外からの評価
CSR・環境の主な評価 
Dow Jones Sustainability Indices 
社会的責任投資（SRI）の世界的なインデックスとして高く評価されている「Dow 
Jones Sustainability World Indices（DJSI World）」の構成銘柄として12年連続
選定されています。企業の経済、環境、社会面での持続可能性について年1回、世界の
上場企業約2,500社を対象に評価し、上位約10%の企業がDJSI Worldに選定され
ます。

▶DJSI 関連ホームページ　http://www.sustainability-indices.com/
 

FTSE4Good Index Series 
世界の代表的な社会的責任投資（SRI）指標のひとつである「FTSE4Good Index」の対象銘柄に選定され
ています。この指標は、2001年にロンドンに本拠をおくFTSE社が始めたもので、当社の選定は開始以来、
16年連続となります。

▶FTSE 関連ホームページ　http://ftserussell.jp/index.html

RobecoSAM社のCSR格付け 
世界の代表的なSRI評価会社RobecoSAM社（Sustainable Asset Management）
による2016年CSR格付で、「Bronze （銅）」クラスを受賞しました。

▶RobecoSAM社 関連ホームページ　
http://www.robecosam.com/en/sustainability-insights/library/the-sustainability-yearbook.jsp

「CDP 2015」
英国の非営利団体CDP（旧名称：カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）による、世界の企業
を対象にした、気候変動への戦略や具体的な温室効果ガスの排出量に関する調査の第13回目の結
果が、2015年秋に公表されました。
当社は情報開示が評価され、CDP ジャパン500において「先進企業」の1社に選定されました。

日経環境経営度調査
日本経済新聞社が2016年1月に発表した第19回「環境経営度調査」の企業ランキングで、製造業7位の評価を受けました。特に資源循
環の部門では高得点を獲得しました。

日経BP環境経営フォーラム「環境ブランド調査」
日経BP環境経営フォーラムが2015年に実施した第16回「環境ブランド調査」では、前年から1ランク順位を上げ、3位を獲得しました。
省・創・蓄エネルギーの推進、資源循環のほか、環境コミュニケーションなどにおいて高評価を受けました。
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主な環境関連社外表彰（2015年度）

分野 授賞機関名・表彰名 受賞タイトル 受賞社名・内容

持続可能性
環境経営

日本・大阪府
平成27年度　おおさか環境賞 奨励賞・協働賞

パナソニック（株）　エコソリューションズ社
会社構内におけるビオトープを通じた生物多様性保全活動

（協働賞は、（大）大阪府立大学 様、（地独）大阪府立環境農林水産総
合研究所 様と共同受賞）

日本・（特非）キッズデザイン協議会
第9回キッズデザイン賞

子どもの未来デザイン 学び・理
解力部門

パナホーム（株）
「つながりのひろば」と「住まいとくらしの情報館・千里」における総合
体験学習

Ｃ
Ｏ
２
削
減

製
品
・
サ
ー
ビ
ス

日本・（一財）省エネルギーセンター
平成27年度　省エネ大賞[製品・ビジネスモデ
ル部門]

省エネルギーセンター会長賞

パナソニック エコシステムズ（株）（（株）ダイヘン様との共同受賞）
太陽光発電向けパワーコンディショナ用冷却ユニット
パナソニック（株）アプライアンス社 エアコンカンパニー エアコン事業部
家庭用ルームエアコン 「エコナビ搭載エアコン WXシリーズ」

日本・（公財）大河内記念会
第62回 大河内賞 大河内記念生産賞 パナソニック（株）

高周波数に対応した低伝送損失、高耐熱、高多層回路基板材料の開発
台湾・リーダースダイジェスト
信頼ブランド賞 2015 白金奨　　ほか パナソニック（株）

冷蔵庫・洗濯機　ほか

日本・（一財）ヒートポンプ・蓄熱センター
平成27年度 デマンドサイドマネジメント表彰

一般財団法人ヒートポンプ・蓄
熱センター理事長賞

パナソニック（株）
高効率蒸気二重効用吸収冷凍機　WE型蒸気焚ジェネリンク
パナソニック（株）（日立アプライアンス（株）様、川重冷熱工業（株）様と
の共同受賞）
節電型ナチュラルチラー

日本・（一社）レジリエンスジャパン推進協議会
ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）
2016

最優秀レジリエンス賞（エネル
ギー）

パナソニック（株）（東京ガス（株）様との共同受賞）
家庭用燃料電池　エネファーム

日本・（公益）日本デザイン振興会
2015年度グッドデザイン賞

グッドデザイン・ロングライフデ
ザイン賞　　ほか

パナソニック（株）
照明器具　HomeArchi（ホームアーキ）　ほか

日本・日刊工業新聞社
第18回　オゾン層保護・地球温暖化防止大賞 優秀賞 パナソニック（株）

CO2冷媒対応新冷凍機システムの開発
日本・神奈川県/かながわ地球環境保全推進会議
平成27年度かながわ地球環境賞

かながわスマートエネルギー計
画部門

FujisawaSST協議会
「自立共生型エネルギーマネジメント」のスマートタウンの実現

日本・愛知県
2016愛知環境賞 優秀賞 パナソニック エコシステムズ（株）

太陽光発電向けパワーコンディショナ用冷却ユニット
独・iFインターナショナルフォーラムデザイン
iFデザインアワード2016

プロダクトデザイン部門
パッケージデザイン部門　ほか

パナソニック（株）
エネループ トーンズ オーガニック　ほか

日本・（特非）キッズデザイン協議会
第9回キッズデザイン賞

子ども視点の安全安心デザイン 
一般部門　　ほか

パナホーム（株）
エコナビ搭載換気システムHEPA＋　ほか

省エネ
活動

日本・（一財）省エネルギーセンター
平成27年度　省エネ大賞 [省エネ事例部門] 経済産業大臣賞（節電分野）

パナソニック（株） オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 
二次電池事業部 車載電池BU 加西事業所
車載用電池工場での演算による投資ゼロの新省エネ手法の確立

投
入
資
源
削
減

日本・日本経済新聞社
日経優秀製品・サービス賞 2015 日経MJ賞 最優秀賞 パナソニック（株）

家電シリーズ「Jコンセプト」
日本・（公社） 日本インダストリアルデザイナー
協会
JIDAデザインミュージアムセレクションVol.17 
2015年

ゴールドセレクション　ほか
パナソニック（株）
Jコンセプト　紙パック掃除機
MC-JP500G/JP500GS　ほか

日本・（一財）国際ユニヴァーサルデザイン協議会
IAUDアウォード2015

プロダクトデザイン部門　
金賞　ほか

パナソニック（株）
日本の暮らしに合わせた統一コンセプトの家電シリーズ「Jコンセプト」
ほか

再
生
資
源
活
用

日本・（一社）産業環境管理協会
平成27年度 資源循環技術・システム表彰 経済産業大臣賞

パナソニック（株）　アプライアンス社・生産革新本部
パナソニックエコテクノロジーセンター（株）
使用済み家電品廃棄混合樹脂からの樹脂循環リサイクル

日本・大阪府
平成27年度　おおさか環境賞 奨励賞

パナソニック（株）　生産技術本部　環境生産革新センター及び環境
技術実用化グループ
社会課題解決に向けた、省エネ・リサイクル技術の開発・実用化活動

水資源保全 シンガポール・公益事業庁
水効率建築表彰

水効率建築表彰
銀賞 パナソニック ファクトリーソリューションズ アジアパシフィック

環
境
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

日本・日刊工業新聞社
第50回日本産業広告賞 日刊工業新聞広告大賞 パナソニック（株）

「あかりソリューション」3点シリーズ広告
日本・広告電通賞審議会
第68回 広告電通賞 総合広告電通賞 パナソニック（株）

「パナソニック河川監視カメラシステム」　ほか
日本・フジサンケイグループ
第44回フジサンケイグループ広告大賞

メディアミックス部門　
グランプリ

パナソニック（株）
Jコンセプトシリーズ

日本・フジサンケイビジネスアイ
第54回ビジネス広告大賞 ビジネス広告大賞 パナソニック（株）

「あかりシリーズ」広告
米国：League of American Communications 
Professionals LLC
アニュアルレポートコンテスト2014/15 Vision 
Awards 

総合1位
Report Narrative部門
最優秀賞

パナソニック（株）
アニュアルレポート2015 

日本・環境省、（一財）地球・人間環境フォーラム
環境コミュニケーション大賞 環境報告書部門　優良賞 パナソニック（株）

サスティナビリティ データブック 2015

※会社名は受賞当時の名称

環境関連社外表彰
2015年度も当社の環境活動が評価され、グローバルで様々な表彰をいただきました。
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