環境に優しく持続可能な発展ができます

BSI が提供する ISO 14001
私たちの ISO14001 が
持続可能な成長を
サポートします。

パフォーマンスの改善は、BSI にお任せください。

BSI/JP/364-04/MS/Marketing/0213/J

BSI の ISO14001 で、

環境保護、パフォーマンスの向上、持続可能な方法での発展に本気で取り
組みたいとお考えならば、ISO 14001 をご検討ください。実証済みのさ
まざまなサービスとソリューションにより、改善のお手伝いをします。
以下の製品について、いつでも説明させていただきます。

環境マネジメント ISO 14001
持続可能なイベント ISO 20121

BSI の持つ豊富な情報と専門知識が、お客様の組織の差別化に役立ちます。

生物多様性 PAS 2010
社会的説明責任 SA 8000

1. BSI は規格業界の先駆者です。1992 年に、世界初の環境規格である BS 7750 を作成し、これが現
在の ISO 14001 の基になっています。BSI は、規格に対して正確性及び適切性を保つ審査を行うこ
とに対して、お客様から大きな信頼をいただいています。

2. BSI は、この分野における革新的手法で有名です。絶えず変化する持続可能性の問題から生じる様々
な課題に対処するために、常に新しい方法を紹介しています。

企業の社会的責任 ISO 26000
持続可能な社会 BS 8904
製品のカーボンフットプリント ISO 14067
カーボンニュートラル PAS 2060
カーボンフットプリント PAS 2050

3. BSI は、環境マネジメント、エネルギーマネジメント、組織の社会的責任、製品のカーボンフットプ
リント、生物多様性における発展を、常にリードし続けています。

エネルギーマネジメント ISO 50001
ウォーターマネジメント

4. BSI は、何十年にもわたって、多種多様な分野の組織に対し、事業をサポートする ISO 14001 のメリッ
トの理解及びその実践を伝えてきました。そうした経験から、BSI はお客様が持つ課題を熟知してい

温室効果ガス排出量検証 GHGEV

ます。

5. BSI は、独自のソフトウェアやコンプライアンスツールを使って組織の卓越性を監視及び維持するこ
とを、はじめから最後までサポートします。お客様が自信を持って ISO 14001 を組織に導入できる
ようにします。

各種研修コース、セミナー、
イベント情報や

6. BSI は、常にお客様の声に耳を傾けています。お客様が何を望むかを把握し、BSI の製品とサービス
にご満足いただいているかどうかを確認します。そうすることで、お客様のニーズに確実に対応して
います。

Need to manage your environmental impact?

事例紹介などの最新情報は、
下記 web ページからご覧いただけます。

www.bsigroup.jp
7. BSI では、最高の審査員を採用し養成することに多大な投資をしています。当社の審査員は、グロー
バル顧客満足調査でも非常に高いスコアを獲得しており、有効性のある最高品質の審査を提供します。
お問い合わせ先：
電話：+81 (0)3 6890 1172（営業本部代表）
ウェブサイト：www.bsigroup.jp

環境への影響管理に、何を必要としていますか？
まずは BSI の ISO 14001 をご活用ください。

BSI の ISO 14001 は、
組織のコスト、エネルギーを削減し、
環境を保全することをサポートします。

環境マネジメントの改善を進めていますか？

中小企業に関する調査結果 *：

BSI は、現在だけでなく将来に向けての計画を
立てるお手伝いをします。
ISO 14001 は、世界的なマネジメントシステムであり、環境パフォーマ
ンスを管理するための構造を提供するものです。強固な方針を作成し導
入することで、廃棄物の削減や効率の向上といったメリットを期待でき

51%

の組織が資源の節減を達成

45%

の組織がコストの削減を達成

42%

の組織で市場での信用が向上

ます。

組織が直面する重大な課題の一つに、事業活動が与える環境及び持続可能な社会への影響があります。

効果的なシステムを配置することで、組織の責任に対する顧客の高い期

どのようにこの課題に向き合うかが、事業の進め方に違いを生み、また地球環境への影響をも変えてい

待に応えることができ、サプライチェーンの要求事項を満たし、運用を
効率化して、コスト削減につなげることができます。

きます。
ISO 14001 により、組織が事業で成功すると同時に、環境に対する責任
にも効率よく取り組むことができます。BSI は、事業が環境に与える影

BSI と連携することで、お客様の事業の規模、分野、地理的位置にかか

響を明確にして管理し、該当する法令を理解し、強固な方針を設定する

および社会上の大きなメリットを実現できます。

わらず、持続可能性を管理するための枠組みによって、環境上、経済上、

ISO 14001 導入の概要

ことで、資源を保護しコストを節減することをサポートします。

理解
ステップ

BSI から ISO14001 の認証を取得したお客様からは、以下のようなご報告をいただいています。

実績の向上
組織の評判の保護と向上

財務

37% の組織で平均収益が向上した
65% の組織で
ブランドイメージが改善したと回答 □

65% の組織が
初年度に $25,000 節減できたと回答 **

売上高の向上
市場参入の向上
運用および設備

製品開発
製品の差別化

アクション
（実施事項）

BSI が
提供する
サービス

運用および施設
コストの削減
影響を管理するための効果的な運用管理策

96% の組織が

組織の準備

ニーズに合った
導入計画の構成

規格、認証、
事業の要求事項を
理解する

環境マネジメントの
採用が事業にもたらす
メリットを理解する

チームを教育訓練し、
組織に基本方針を理解させ、
現在の実務をレビューする

ISO 14001 の要求事項と

BSI のウェブサイト

ISO 14001

およびパンフレット

入門トレーニング

ケーススタディ
（事例紹介）

98% の組織が緊急時の
準備態勢が向上したと回答 **

84% の組織で認可違反が低減したと回答 **
55% の組織で法的準拠が改善したと回答

^^ BSI 顧客満足度調査 2012

** Wharton Risk Management & Decision Process Centre 調査 2007

□ Ruddell および Stevens 調査 1998

認証を公にし、
システムとプロセスを
レビューする

ISO14001

ISO 14004

ISO 14001 内部監査員

BSI 認証審査

BSI のエントロピー

導入トレーニング

一般ガイドライン規格

トレーニング

BSI のエントロピー

ソフトウェアにより、
システムを効率的に管理し、
パフォーマンスを向上させる

ソフトウェアにより、
規格に則した
管理のフレームワークを
構築できる

法務

^ Defra 2011 年 9 月

BSI は、システムおよび

比較し、ギャップ分析
報告書を作成する

システムをレビューし、
規格の要求事項に
適合することを
確実にする

BSI のエントロピー

訴訟および罰金のリスクの低減

***NetRegs 調査 2007

継続的改善の機会の追求

購読サービス

削減に直接貢献したと回答

* 非認証組織との平均収益の比較（ROA）- Kent Business School – ISO 14001 認証と財政上のメリット 2008

システムの効果の証明

ISO 14001 規格 /

98% の組織が廃棄物処理費用の

製品の環境パフォーマンスが
向上したと回答 **

卓越性の保持

システムの実行

公共部門での新たな機会を
得ることができたと回答 ^

ISO 14001
環境マネジメント

メリットの把握

55% の組織が ISO 14001 により

75% の組織が新たな顧客の
獲得に役立ったと回答 ^^

27% の組織が
$100,000 節減できたと回答 **
66% の組織が ISO 14001 により
運用コストが削減されると回答 ***

情報収集

認証の取得

販売および
マーケティング

マネジメント

最終損益へのプラスの影響

ソリューションの実施

* 中小企業における環境マネジメントシステムのメリット - DEFRA（2011 年 9 月）

お客様の活動を

BSI ギャップ分析
BSI のエントロピー
ソフトウェアにより、
マネジメントシステムの
不足部分を特定する

BSI のエントロピー
ソフトウェアにより、
監査の記録、アクション
プランの計画などを
管理できる

文書の評価と
システムの有効性の
評価を実行する

ソフトウェアにより、
是正予防処置、
フォローアップ、
マネジメントレビューの
記録など一連の
管理が出来る

