
社外からの意見・評価

2016年度 社外からの主な評価
環境

商品・技術ほか

● 1963年に建築した住宅
「山崎家及び臼井家別荘（セキスイハウスA型）」
2016年3月

国（文化庁）の有形文化財（建造物）に登録
※ 所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、構造：軽量鉄骨造平屋建
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※ 所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、構造：軽量鉄骨造平屋建

● 安全配慮引き込み戸
● 把手レス収納開き扉
● オリジナルユニットバス BCH-Ⅴ ベンチスタイルの開発
2016年12月

IAUDアウォード2016　
IAUDアウォード（住宅設備部門）
主催：一般財団法人国際ユニヴァーサルデザイン協議会
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● マンション工事における作業所全員参加による
混合廃棄物削減への挑戦（東京マンション事業部）
2016年10月

平成28年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰　
リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞
主催：リデュース・リユース・リサイクル推進協議会
※ 東急建設株式会社との共同受賞
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●「HK淀屋橋ガーデンアベニュー」
2016年12月

平成28年度おおさか環境にやさしい建築賞　事務所部門賞
主催：大阪府、大阪市
※ 株式会社日建設計との共同受賞
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● 「MONOLITH（モノリス）」（両毛支店）
2017年1月

第6回太田市景観賞
主催：群馬県太田市
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2017年1月
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まちづくり・景観ほか

● 「ザ・リッツ・カールトン京都」
※株式会社日建設計、株式会社大林組との共同受賞

● 「グランフロント大阪」
※建築主12社（当社含む）、設計者5社、
　施工者2社の共同受賞

2016年7月

第57回BCS賞
主催：一般社団法人日本建設業連合会
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●ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
「グリーンファースト ゼロ」の推進
2016年11月

平成28年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰
（対策技術先進導入部門）
主催：環境省
2017年2月

第26回地球環境大賞
経済産業大臣賞
主催：フジサンケイグループ
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●神奈川における
ZEH「グリーンファースト ゼロ」の推進（神奈川営業本部）
2017年1月

平成28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
主催：神奈川県、かながわ地球環境保全推進会議
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● 「無心庵」
2016年10月

「日比谷公園ガーデニングショー 2016」ガーデンコンテスト
ガーデン部門　国土交通大臣賞
主催：日比谷公園ガーデニングショー実行委員会
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● みどりのカーテン（関東工場）
2016年11月

第6回みどりのカーテンコンテスト　団体の部　最優秀賞
主催：茨城県古河市

● みどりのカーテン（関東工場）
2016年11月

第6回みどりのカーテンコンテスト　団体の部　最優秀賞
主催：茨城県古河市

● 企業広告「家に帰れば、積水ハウス。」シリーズ
2016年4月

第83回毎日広告デザイン賞　広告主参加作品の部　
準部門賞（金融、住宅、不動産）
主催：毎日新聞社
第32回読売広告大賞　アドバタイザーの部　部門賞（住む）　
最優秀賞
主催：読売新聞社
2016年7月

第64回朝日広告賞　広告主参加の部　準不動産・金融部門賞
主催：朝日新聞社
2016年10月

第55回ビジネス広告大賞　シリーズ広告部門　佳作
主催：フジサンケイビジネスアイ
第65回日経広告賞　建設・不動産部門　最優秀賞
主催：日本経済新聞社
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ウッドデザイン賞

（建築・空間分野　ライフスタイルデザイン部門）
● 内外を国産材でつなぐ クリアビューデザイン
（建築・空間分野　ライフスタイルデザイン部門）
● 内外を国産材でつなぐ クリアビューデザイン

（建築・空間分野　ハートフルデザイン部門）
● 江東亀戸サテライト グローバルキッズ竪川園
※株式会社グローバルキッズと共同応募

（コミュニケーション分野　ソーシャルデザイン部門）
● 子どもと森を繋ぐ 巣箱プロジェクト
2016年10月

主催：ウッドデザイン賞運営事務局

（建築・空間分野　ハートフルデザイン部門）
● 江東亀戸サテライト グローバルキッズ竪川園
※株式会社グローバルキッズと共同応募

（コミュニケーション分野　ソーシャルデザイン部門）
● 子どもと森を繋ぐ 巣箱プロジェクト
2016年10月

主催：ウッドデザイン賞運営事務局

キッズデザイン賞

CSRへの取り組みほか

● 積水ハウス株式会社
2016年6月

攻めのIT経営推進企業として経済産業省・東京証券取引所の
「攻めのIT経営銘柄」に選定
2016年9月

米国のS&P Dow Jones Indices社・スイスのRobecoSAM社による
「Dow Jones Sustainability World Index（DJSI World）」に選定
2017年1月

日本経済新聞社「第20回環境経営度調査（2017）」
企業ランキングで建設業1位
2017年2月

RobecoSAM社による
「RobecoSAM Sustainability Award 2017」（住宅建設部門）で
「Gold Class」に選定
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「Dow Jones Sustainability World Index（DJSI World）」に選定
2017年1月

日本経済新聞社「第20回環境経営度調査（2017）」
企業ランキングで建設業1位
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「RobecoSAM Sustainability Award 2017」（住宅建設部門）で
「Gold Class」に選定

● 「サステナビリティレポート2016」
2017年2月

第20回環境コミュニケーション大賞　
環境報告書部門
持続可能性報告大賞（環境大臣賞）
主催：環境省、
　　  一般財団法人地球・
　　  人間環境フォーラム
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2017年3月

女性活躍推進企業として経済産業省・東京証券取引所の
「なでしこ銘柄2017」に選定

ダイバーシティ経営推進企業として経済産業省の
「新・ダイバーシティ経営企業100選」に選定

2017年3月
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審査委員長特別賞
（子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門）
● 安全配慮引手

（子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門）
● ビルトイン空気清浄機「AirMe（エアミー）」
※ パナソニック株式会社と共同応募

● 玄関ドア指はさみ防止仕様
※ 三和シヤッター工業株式会社と共同応募

● 保育施設のためのひかりによる生体リズムを育む
プロジェクト
※ 大光電機株式会社と共同応募
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（子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門）
● 住ムフムラボ
（子どもたちを産み育てやすいデザイン部門）
● 住宅建築現場への女性用仮設トイレの開発と普及
※ 日野興業株式会社と共同応募

● 江東亀戸サテライト グローバルキッズ竪川園
※ 株式会社グローバルキッズと共同応募

● イマドキママ スタイル
● 「1階生活」
● 食が真ん中の住まいづくり「おいしい365日」
2016年7月

主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会
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環境・社会活動価値創造の実践価値創造のビジョンと戦略 価値創造の基盤 社外からの意見・評価
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