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オフィスにも、ヒトにもいいこと。

ＦＲＳの構築するサステナブルオフィス

働く場のあり方を考え、つくる。
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FRSの構築するサステナブルオフィス



働く場のあり方を考え、つくる。

世界にあふれるさまざまな課題に対して、2030年までに達成すべき17の目標を掲げたSDGｓの考え方

が世界中に広がっています。その中でも「環境」は全ての根底にあり、わたしたちの生活の基

盤として最も重要な分野。持続可能な世界を実現させるために、地球環境を守るための活動が各国

で真剣に取り組まれています。

これからは、ひとりひとりが環境問題へ向き合い課題の解決につながる意思決定をすること、具体的な

アクションをしていくことが求められます。「働く場」での、それらの取り組みは、企業の成長

へとつながっていきます。

FRSは、企業が力強く成長していける、
「サステナブルなオフィス空間」の構築を推進します。
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オフィス構築に求められる「環境配慮型」

オフィス移転の際に原状回復工事、不用品廃棄、什器

購入、内装造作など大きな環境負荷が発生します。

移転は繰り返されるもの。だからこそオフィスづくり

は、より環境に配慮したものに向かっていくべき

です。

そのような問題の解決に向けて、これからは環境に

配慮した製品を取り入れたオフィス空間づくり

が求められます。

オフィス空間をつくるときは環境配慮を優先する。
その方法と選択肢を提案し、お客様の成長に伴走しつづけます。

「エコワクモデルプラン」
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エコワクは、オフィス構築時の環境負荷低減と働く場のあり方を考え、
最適化したオフィス空間づくりを実現する取り組みです。

エコワクは「環境に配慮している」という意味を持つ
「エコロジー（ecology）」と「ワーク（work）」を組み合わせた造語。

原材料にこだわる
・プラスチック不使用
・リサイクル素材
・間伐材
・自然由来

・環境認証マーク

「エコワク」の考え方

ライフサイクにおける
環境配慮型製品を選ぶ
原材料調達から生産、流通、

リサイクルに至るまで環境負
荷低減に取り組んだ製品

３R＋サーキュラー
エコノミーを前提に
・適切な量の検討
・長寿命製品
・「居抜き」という選択肢

グリーン購入法適合
商品を導入する

第三者機関の認定をうけ環境

負荷低減に貢献すると認めら
れた製品の導入を取り決める
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「働く場」×「サステナブル」＝ エコワク
オフィス-パッケージ 「エコワク」



オフィス-パッケージ「エコワク」

エコワクが推奨する

環境配慮型製品

モデルプラン

例

・環境に配慮された原材料を使用

・部品交換が容易で長寿命（持続可能）

・リサイクル

・軽量化し、CO₂排出量低減に寄与

内装材

・CO2排出量削減製品

・漁網やカーペット廃材を原料とした

リサイクル糸

・CO2排出量削減製品

・コーヒー豆かすを原料としたリサイクル

内装ボード

・自然由来の壁紙

環境配慮型「床材」

環境配慮型「壁材」

什器

・漁網を原料とした製品

・廃棄衣料品を原料とした製品

・再生プラスチックを原料とした製品

・バンブーファイバーを原料とした製品

リサイクル

超軽量設計で
CO2排出量削
減に配慮した
製品

軽量化

国産木材

国産木材を使用することで日本で排出
されたCO₂を固定し、森林再生が必要な
ところへ植樹される製品
(キイノクス製品・植樹証明書付き)
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「働く場」×「サステナブル」＝ エコワク
環境配慮型製品から選ぶ



エコワクの環境配慮型製品の割合は 97.5％
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第三者認証あり

環境配慮型製品

認定環境配慮型製品

通常製品

67.5 ％ (27項目)

2.5％ (1項目)

30 ％ (12項目)

97.5％

「エコワクモデルプラン」

「働く場」×「サステナブル」＝ エコワク
環境配慮型製品から選ぶ



ABW (Activity Based Working)

ペーパーレス

省エネルギー

面積の適正化 テレワーク

社員が自律的に業務内容や気分に合わせて、場所と時間を自由に

に選択する働き方。従来のように、オフィスへ出社し決められた

固定席で働くというスタイルに変わり、自由度の高い働き方を

ベースとします。オフィスでは、コミュニケーションや集中など

場所ごとにコンセプトを持たせたゾーニングでABWを実現し、

生産性を重視した空間を構築します。

ハイブリットワーク や ABW により、フリーアドレス化や
ペーパーレス化が進むと、面積の最適化も実現しやすくなります。

紙の使用、什器、空調や照明に使う電力、社員が移動する交通手段、

これらの削減が「省エネルギー」へと大きく貢献します。

「ペーパーレス」・「テレワーク」・「面積の適正化」、それぞれ

が省エネルギーでありながら関係し合い、生産性を高める空間へと

つながっていきます。

ハイブリットワーク

・執務室

・会議室

・社内フリースペース

・ウェブブース

テレワーク オフィスワーク

・在宅勤務 ・シェアオフィス

・カフェ ・ワーケーション先

テレワークとオフィスワークを組み合わせて柔軟に働くワークスタイル。

生産性向上や従業員の満足度向上を期待できます。企業ごとに最適な

スタイルを設定し、よりワークエンゲージメントを高められる働き方へ。

オフィス-パッケージ「エコワク」
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ワークスタイルに合わせた「オフィス変革」は、環境負荷低減にもつながる

「働く場」×「サステナブル」＝ エコワク
本当に必要なオフィスを考える



オフィス-パッケージ「エコワク」

Communication

WorkEntrance

Meeting
偶発的な交流

が期待できるスポット

アクティブ度：★★★★★

■想定シーン
・ランチ/リチャージ
・社員同士のコミュニケーション

来訪者や他拠点社員と
気楽に会話が弾むスポット

アクティブ度：★★★★☆

■想定シーン
・待ち合い
・来訪者とのコミュニケーション

軽微な立ちミーティング、
サポートワークができる

スポット

アクティブ度：★★☆☆☆

■想定シーン
・集中作業
・サポート作業

声漏れ安心！
活発に意見交換できる

スポット

アクティブ度：★★★☆☆

■想定シーン
・来訪者とのミーティング
・機密情報ミーティング
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環境配慮型の製品を取り入れたABW型レイアウト

エコワク モデルプラン

Zoning

「働く場」×「サステナブル」＝ エコワク
本当に必要なオフィスを考える



Communication

Work

Meeting
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Entrance

A

A

レセプション

B

C

B カフェラウンジ・対話

C ウェイティング・オープンミーティング

環境配慮型の製品を取り入れたABW型レイアウト

エコワク モデルプラン

Layout

D 社内外ミーティング・Webミーティング

D

D

E

F

G

E Webミーティング・高集中・ロープレ

F ランチ・リチャージ・対話・

アイディア出し

H

G H

I J

K

L

I 集中・サポート作業 J 立ちミーティング

K ノートPC作業 L サポート・ペア・対話

「働く場」×「サステナブル」＝ エコワク
本当に必要なオフィスを考える



オフィス-パッケージ「エコワク」

・環境配慮型の内装材や什器を使用する

・断熱効果が高いガラスフィルムや

ブラインドを活用

・自然光を取り入れ、光を拡散させる

ブラインドを活用

・サーキュレーターを活用

・LED照明や人感センサーを活用

・ペーパーレス化
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オフィス最適化とサステナブルな取り組みは、
ワーカーの心理的好循環をうみだします。

サステナブルを実践するオフィス空間

・機能的なオフィスが生産性を高める

・オフィス面積の適正化で電力消費量

を削減

・テレワークで移動に伴うCo2排出量

の削減

・ペーパーレス化によるスペースと

資源の節約

省エネルギーにつながる

ABW型レイアウト

オフィスで実施する

サステナブルな取り組み

・ワーカーへの環境教育、SDGs啓蒙

・ワークエンゲージメントの向上

エコワク導入による効果



環境配慮へ取り組む企業
は資金調達が 受けやすく
なる傾向にある

ステークホルダーから
の信頼につながる

社員の共感や信頼を獲得、
エンゲージメントが高まる

優秀な人材を
確保しやすくなる
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企業がサステナビリティに取り組むメリットとは

エコワク導入による効果



オフィス-パッケージ「エコワク」

「エコワク」導入によるCO2排出量 削減効果 ※当社調べ

※CO2排出量は購入時換算として(施工・使用段階を含めない)
※「㎏-CO2」は二酸化炭素を質量で表したもの
※什器、床(ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ)、壁(ｸﾛｽ)についてはモデルプランでオフィス構築した際の参考数値
※モデルプランの面積は、66坪＝218㎡として積算

20,000

32,000

2,130

5,320

74

123

エコワク-オフィス

従来の一般オフィス

使用する内装材や什器から排出されるCO2量の比較（㎏-CO2）

什器 床 壁

約40％以上
削減！
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「エコワク」でオフィス構築をした場合、従来と比べ、
「CO2排出量を約40％以上削減」することができます。

エコワク導入による効果
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Appendix
製品一覧表



Appendix
環境配慮型製品について

エコマーク

環境への負荷が少なく、環
境保全に役立つと認められ
た商品・サービスにつけら
れるマーク
(公益財団法人日本環境協
会）

エコリーフ環境ラベル

製品の全ライフサイクルに
わたって、LCA(ライフサイ
クルアセスメント)による定
量的な環境情報を開示する
環境ラベル
(一般社団法人サステナブル
経営推進機構製）

第三者認証マーク例

その他 製品例

グリーン購入法に適合する
と認められた製品につけら
れるマーク
(一般社団法人日本インテリ

ア協会)

グリーン購入法に適合する
と認められた製品につけら
れるマーク
(一般社団法人日本オフィス
家具協会)

FSCマーク

適切な森林管理がされてい
ると認定第三者機関から認
証を受けた管理体制で取り
扱っている木材・製品につ
けられるマーク

(FSC Japan)

世界の沿岸地域において問
題となっている廃棄漁網な
どから再生された水平循環
型のリサイクル100%ナイロ
ンを使用している商品
(アクアフィル社)

国産木材の利活用を通し
て、森林を始めとした自然
環境・地球環境の保全、地
域経済の活性化、我々の心
身の健康といった社会的課
題を解決することを目指す
プロジェクト(KIJIN)

CO2削除
率53％の
商品
(サンゲツ)

再生材比
率45％の
商品
(サンゲツ)

「エコグレード」5
の商品(サンゲツ)

グリーン購入法に適
応する製品
(サンゲツ)

廃床材リサイクル循
環システム「e-
RECYCLED」により
る製品
(川島織物セルコン)

自然環境保護・リ
サイクル推進の観
点から環境配慮型
製品として選定し
た製品 (オカムラ)
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LEVEL認証

建築環境における家具の環
境負荷・健康ウェルネス・
社会的影響を、製造施設や
企業を含み多面的に評価す
るグローバルな環境認証プ
ログラムによるマーク

(BIFMA)



「エコワク」お問い合わせ

16

■ FRSコーポレートサイト

https://www.realstraight.co.jp/

■お問い合わせフォーム

https://www.realstraight.co.jp/contact/

株式会社FRS



会社概要

社 名 株式会社FRS（フォーバル・リアルストレート）

本 社 〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-23-2 錦明ビル4F 
TEL：03-6826-1500 FAX：03-6826-1501

上 場 取 引 所 東京証券取引所 （スタンダード市場）

証券コード：9423

設 立 1995年3月16日

資 本 金 83,472千円

社 員 数 75名 (2022年3月現在)

事 業 内 容 オフィス不動産仲介

オフィスのデザイン・設計・施工・監理

オフィス移転支援サービス

ICTツール・家具・OA通信機器の販売

免 許 一般建設業：東京都知事許可（般-1）第151390号

宅地建物取引業者免許：東京都知事(3)第90953号

親 会 社 株式会社フォーバル
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