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　企業理念「DREAM COMES TRUE！」には、実現可能な夢

をもち、それをかなえるために最大限の努力をし、プラス思考

で歩んでいこうという思いが込められています。

　私たちが目指すのは、いつ訪れても居心地がよく、活気があ

り、くつろぎに満ちたコミュニティともいえる空間。“カフェと

バーの融合文化”を新しい価値観として日本全国で展開して

いきたいと考えています。

　大きな夢へのチャレンジには、従業員一人ひとりのホスピタ

リティに満ちた高いサービスが必要であり、それは、私たちの

考えるCSRにもつながっています。

　（株）プロントコーポレーションでは、全従業員がCSRの本質

を理解できるよう「Corporate Social Responsibility」を「Customer 

Smile Relationship（＝プロントグループに関わるすべての人が

笑顔になる関係であること）」と定義し、プロント流CSRを推進。

従業員には、心のこもったおもてなしを提供することが、お客

様の笑顔につながると伝えています。　

　私たちは、自然の恵みを商品としてお客様に提供している

ことから、その恵みをできるだけ循環させることが大切であり、

将来に向けて持続可能なものにしていく義務があると認識し

ています。そうした認識のもと、かねてより「MOTTAINAI活動」

や店舗での省エネ・リサイクル・リユースによる廃棄物の削減

などを行い、環境経営を積極的に推進してきました。

　最近では、コーヒー豆かすや生ごみなど食品廃棄物のリサイ

クル、「P LOVE GREEN」活動を中心としたCO2排出量の削減

をテーマに取り組みを強化しています。環境に配慮したお店は、

お客様にも喜んでいただけるも

のと考え、環境活動においても

「Customer Smile Relationship」

を実践していきます。

グループ会社特集

（株）プロントコーポレーション
：〒108-0075　東京都港区港南1-8-27
：1988年2月1日
：191億円（2012年度実績）
：240名（2013年4月末）
： CAFFE & BAR PRONTO、CAFFE SOLARE、
IL BAR、espressamente illy、Di PUNTO、
E PRONTOなどのフランチャイズ展開
および直営店経営
：http://www.pronto.co.jp/

本社所在地
設 立
売 上 高
従 業 員 数
事 業 内 容

ホームページ

　昼間はカフェとして、夜はバーとして、業界唯一の二毛作

業態のプロントは、おいしい飲み物と食事を堪能でき、居心

地のよい空間を提供しています。

　（株）プロントコーポレーションは、CSRに積極的に取り組み、

お客様が笑顔になるさまざまな活動を従業員一人ひとりが

実践しています。今年で創業25年を迎える（株）プロント

コーポレーションの「笑顔につながるCSR活動」を紹介します。

企業理念「DREAM COMES TRUE！」に
込められた思い

自然の恵みをお届けする企業として
環境経営を積極的に推進

株式会社プロントコーポレーション
代表取締役社長

竹村 典彦

夕方からは
仲間とワイワイ
フルサービスの
バーに変身！

Top Message

朝のコーヒーから
ランチ、スイーツまで
リラックスタイム

を提供！
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お客様が笑顔に、地球が笑顔になるために

「地球に、緑に、LOVEを。」
「P LOVE GREEN」活動を展開

大量に出るコーヒー豆かすを
さまざまな方法でリサイクル

　CSRハンドブック「SHARING SMILE」を作成し、全従業員に配布しています。これは若い世代の

スタッフにもCSRという概念が理解できるように、さまざまな工夫を重ねて作成した冊子です。冊

子を全従業員に配布することで、一人ひとりの行動の結果がお客様の笑顔に、地球環境への配

慮につながることを、現場で働くスタッフ全員で共有しています。

　（株）プロントコーポレーションでは、2010年にブランド

カラーである「GREEN」という原点を見つめ直し、人と自然

にやさしい、プロントらしい活動を「P LOVE GREEN」と名

づけ、全社を挙げた活動をスタートさせました。

　各店舗では、箸やグラスの見直しなど徹底した省資

源・省エネ活動に取り組み、その成果は店頭でもお客様

に訴求しています。また、国産素材にこだわった商品な

どの売上げの一部を環境緑化活動に

継続して寄付するなど、お客様参加型

の環境保全活動も積極的に展開して

います。2010年は東京都の「海の森」

　毎日約2トン廃棄される大量のコーヒー豆かすを有効

に活用する方法を模索し、さまざまな方法でリサイクル

を実践しています。たとえば、完全分離した生ごみととも

に圧縮発酵することによって、肥料原料メーカーに堆肥

原料として活用いただいています。また、東京スカイツリー

にあるプロント東京ソラマチ店では、コーヒー豆かすを混

ぜあわせた「聚
じゅ

楽
らく

壁」を店内の消臭・湿度管理に役立て

ています。

環境経営の
推進

コーヒー
豆かすの
リサイクル

東京都「海の森」プロジェクトの植樹に
参加した従業員

コーヒー豆かすを再利用した壁面

指定業者のもとで回収されたコー
ヒー豆かすは、大型のコンポスト（高
速発酵機）の中で撹拌されながら圧
縮発酵され、サラサラのパウダー状
の堆肥原料になります

告知ポスター（右）
マークの付いた商品代金の一部は、東日
本大震災以降、被災地の緑化事業に寄付
しています

ハンドブック
「SHARING SMILE」

　コーヒー豆かすを再利用し、もう一度自然に還した
い─。そんな思いから開発したのが、コーヒー豆かす
と間伐材を配合してできた植物由来の植木鉢「CAFE 
TSUCHIKO（カフェ ツチコ）」です。間伐材との配合の最
適な割合を見つけるために、試行錯誤を重ね、ようやく
2012年に完成し、販売を開始。各方面から大きな注目
を集め、高い評価をいただきました。
　「CAFE TSUCHIKO」には、細か
な空気穴があるため土に十分な
空気を送ることができ、根腐れ
が起こりにくく植物に最適な環
境をつくります。また、植物由
来の商品であるため、植物
が大きくなったら、その
まま大きな鉢や庭に植
え替えることで、自然に
土に還ります。

コーヒー豆かすを再利用した
植木鉢「CAFE TSUCHIKO」
を開発
株式会社プロントコーポレーション
総務・CSRグループ長

森谷 晋一 （右）

ブランドマーケティング室

東 安奈 （左）

What is TSUCHIK
O?

プロジェクト、2011年以降は被災地の緑化復興を支援

しています。



「The Single Malt Specialist」を目指して
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　この数年で、シングルモルトスコッチウイスキー業界にお

けるモリソンボウモア ディスティラーズへの評価と存在感

は飛躍的に高まってきています。当社の誇る優れた商品群

とその世界的な展開は、多くのウイスキーファンや業界関

係者に感銘を与え、ウイスキーづくり、環境への取り組み

などにおける蒸溜所や従業員への数々の表彰につながって

います。

　私たちのビジョンはシンプルで明確です。「The Single 

Malt Specialist」であること。私たちはシングルモルトウイス

キーに特化し、専門性を深め、このビジョンを支える3つの

バリュー「People, Passion, Performance」に基づいた企業文化

を築き上げました。従業員が理念と歴史を理解し、商品へ

の情熱をもち、ブランドの創造や絶え間ない革新を続ける

ことが、最高品質の商品・サービスの提供につながるととも

に、高い倫理観と長期的視野に基づく経営を可能にします。

　私たちの基本理念は、ステークホルダーとの持続的な関

係を構築し、ウイスキー業界の長期的繁栄に貢献していく

ことです。そのことは、CSR活動に真剣に取り組み、包装・

廃棄物・水使用量などの削減のために革新的な方法を常

に模索する姿勢にも表れています。私たちは、ウイスキーづ

くりにおける環境負荷を低減するため、エネルギー依存の

軽減と、再生可能エネルギーへの切り替えに取り組んでい

ます。

　厳しい市場競争のもとで、私たちはすべての商品が最高

の品質を保持し、そのブランドと伝統に値するよう努めて

います。同様に従業員がやり

がいを感じ、それぞれの能力

を存分に発揮し、モリソンボ

ウモア ディスティラーズで働

くことに誇りをもてるよう尽

力しています。

グループ会社特集

モリソンボウモア ディスティラーズ

：イギリス（グラスゴー） 
：1951年
：49,770千ポンド（2012年度実績）
：207名（2012年12月末）
：スコッチウイスキーの製造・販売
：http://www.morrisonbowmore.co.uk/

本社所在地
設 立
売 上 高
従 業 員 数
事 業 内 容
ホームページ

　モリソンボウモア ディスティラーズの3つのシングルモル

トウイスキーは、それぞれが異なる豊かな個性をもってい

ます。アイラ島のボウモア蒸溜所は、特有のスモーキーさ

で世界的に名が知られ、ローランド地方のオーヘントッシャ

ン蒸溜所は、3回蒸溜による軽やかでなめらかな風味、ハ

イランド地方のグレンギリー蒸溜所は、はちみつとヘザー

（ヒース）のほのかな香りが特徴です。昔ながらの製法を守

り続け、洗練されたシングルモルトウイスキーを世界中に

お届けしているモリソンボウモア ディスティラーズのCSR

活動を紹介します。

モリソンボウモア ディスティラーズ
CEO

マイク・キーラー

Top Message
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最高品質の樽材調達へのこだわりと責任

スコッチウイスキー業界の持続可能な発展を目指した環境経営

従業員がいきいきと安心して働ける職場環境づくり

　「The Single Malt Specialist」を支えるのは、伝統や歴史を受け継ぐ従業員の情熱、そして、環境に配慮し

たものづくりです。今ではほとんど見られなくなった手作業によるフロアモルティングという製麦法を守りな

がらも、蒸溜工程で出た廃熱を再利用する独自の取り組みを実施。従業員の労働環境についても、食品・

飲料部門で初めて「国際安全賞優秀賞」を3年連続で受賞するなど、その企業姿勢が高い評価を受けています。

　完成までに歳月を要するウイスキーづくりには、中長期にわた

る取り組みが欠かせないため、モリソンボウモア ディスティラー

ズでは、サプライヤーと協働で高品質な原材料の持続的な調達

に取り組んでいます。中でも、ウイスキーの香りや味を左右する

樽材の調達は重要であり、こだわりと熱意をもって取り組んでい

ます。アメリカ・ケンタッキー州からバーボン樽を、スペインのへ

レス地方からシェリー樽を安定的に調達するために、モリソンボ

ウモア ディスティラーズでは、パートナーとして選定したサプライ

ヤーと契約を結んでいます。年に数回現地へ赴き、樽材を慎重に

選定しています。樽材サプライヤーとの20年以上にわたり築いた

関係があるからこそ、最高品質の樽材調達が可能になるのです。

　ウイスキーづくりにおける環境負荷を低減するため、業界

団体であるスコッチウイスキーアソシエーションが2008年に

2020年環境経営指標を掲げ、業界一丸となって取り組んで

います。さらに、モリソンボウモア ディスティラーズでは、より

厳しい独自の目標値を設定。「ライフサイクル分析チーム」を設

置し、生産・製造・廃棄に至るすべての段階で環境負荷低減を

目指しています。生産量が拡大したにもかかわらず、2012年ま

でに2008年比でCO2排出量の14％削減と包材の15％軽量化

を実現。また、2020年までに再生可能エネルギー率20％を達

成するために、蒸溜所の副産物から電気や熱を生成するコジェ

ネレーションシステムを、スコッチウイスキー業界で初めてオー

　従業員が誇りと責任をもち、いきいきと働くことができる

職場環境の実現が重要と考え、2年ごとに全従業員に対

するアンケート調査を行い、さらなる改善に役立てています。

　こうした活動が評価され、健康管理・安全管理・福利厚

生の優れた企業を表彰する「国際安全賞優秀賞」に加え、

従業員を通じ組織の発展を遂げた企業に与えられる「イ

ンベスターズ・イン・ピープル賞」など、数々の賞を受賞。

　サントリーグループの一員として、従業員が成長しなが

ら働き続けることのできる職場環境実現が重要と考え、

引き続き取り組みを強化していきます。

品質

環境

従業員

筒型の包装からカートンにするこ
とで約30％の軽量化を実現

上）ボウモア蒸溜所の蒸溜釜
（ポットスチル）
下）オーヘントッシャン蒸溜所

高品質の樽材でつくら
れたカスクの中で、長く
静かな眠りに就くボウモ
ア。独特の芳香と深い
味わいはこの熟成を経
て生まれます。

「The Single Malt Specialist」を支える
従業員と環境経営

ヘントッシャン蒸溜所に年内に導入する予定です。


