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「サントリーグループ CSRレポート 2013」を
お読みいただく皆様へ

　サントリーグループは、持続可能な社会の実現に向けて、当社が果たすべきCSR（企業の社会的責任）に関する考え方や活動

をステークホルダーの皆様にご理解いただくために、毎年「CSRレポート」を発行しています。「サントリーグループ CSRレポート

2013」では、近年サントリーグループが注力してきた活動とともに、国内・海外のグループ会社の活動も紹介しています。

　また、巻末では、本報告書およびサントリーグループのCSR活動に対して、経済人コー円卓会議日本委員会専務理事兼事務局

長の石田寛氏からの第三者意見も掲載しています。本冊子は当社が社会、自然と共生するために、サントリーグループ全体でど

のように考え、どのような活動を推進しているかを、わかりやすくお伝えすることを目指して作成しました。今後の活動の参考とさ

せていただくため、添付のアンケート用紙または当社Webサイトから皆様のご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

CSRレポート 2013（本冊子）

● サントリーグループのCSRに関する情報は、以下の媒体で公開しています

編集方針

2012年度に進捗があった活動など

を中心にサントリーグループのCSR

活動の全体像をわかりやすくまと

めています。

サントリーグループの責任

社
会
か
ら
の
期
待

大きい

大きい

冊子で報告

Webサイトで報告

CSRサイト（Web）

Webサイトでは、本冊子よりも詳細

な報告に加え、さまざまな情報を掲

載しています。

● 最新トピックス
● CSR活動の詳細報告
● グループ各社のCSR活動
● 社会との対話
  （ステークホルダー・エンゲージメント）
● CSRレポート2013（本冊子）PDF
● サイトレポート
● CSR用語集

より詳細な情報はこちらから

サントリーグループ CSRサイト

http://suntory.jp/CSR/

サントリーグループのCSR 検索検索検索
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サントリーグループの概要

トップメッセージ

サントリーグループの理念とCSR

特集1 「サントリー天然水」にみる環境経営

特集2 被災地のニーズを踏まえた復興支援活動

●お客様との関わり

安全・安心への取り組み

お客様コミュニケーション

健康で豊かな生活への取り組み

●地球環境との共生

環境経営

「天然水の森」（水源涵養・生物多様性の保全）

容器包装の3R

自動販売機の省エネ

水資源の有効活用

地球温暖化防止

廃棄物の削減と再資源化

●地域社会との関わり

地域に根ざした貢献活動

文化・社会貢献活動

アルコール関連問題への取り組み

●ビジネスパートナーとの関わり

CSR調達／ビジネスパートナーとの連携

●従業員との関わり

人事の基本的な考え方／雇用・就業状況

人材育成

ダイバーシティの推進

ワークライフバランスの推進

働きやすい職場づくり

●CSRマネジメント

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス

リスクマネジメント

グループ会社特集

(株)プロントコーポレーション

モリソンボウモア ディスティラーズ

グループ会社のCSR活動紹介

国内グループ会社の取り組み

海外グループ会社の取り組み

第三者意見

サントリーホールディングス（株）含む国内・海
外グループ会社206社

● 環境データについては、国内生産グループ
会社（全24工場）を対象

● 人事データについては、サントリーホール
ディングス（株）と雇用契約を結ぶ社員を
対象（P.46～51）

● 対象組織

サントリーグループ CSRレポート 2013CONTENTS

データは2012年1月1日～2012年12月31日
の実績です。活動については、直近のものも
含みます。

● 対象期間

対象範囲

※GRI（Global Reporting Initiative）：環境面だ
けでなく、社会・経済面も含めた報告書の世界
的なガイドラインを作成している国際団体

サントリーホールディングス（株）
コーポレートコミュニケーション本部
CSR推進部
〒135-8631 東京都港区台場2-3-3
TEL：03-5579-1536
FAX：03-5579-1755
発行責任者：北桝 武次

CSRレポートに関するお問い合わせ先

● GRI ※「サステナビリティ・リポーティング・
ガイドライン2006」

● 環境省「環境報告ガイドライン（2007年版）」
● ISO26000（社会的責任に関する手引）

2013年7月（次回は2014年6月発行予定）

参考にしたガイドライン

発行

特 集

自然環境の保全・再生

環境負荷低減

かんよう

検索
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全社（共通）

489名
（2％）

欧州

3,152名
（11％）

アジア・オセアニア

8,941名
（31％）

米州

3,198名
（11％）

日本

13,476名
（47％）

ビール・スピリッツ

3,129名
（11％）

サントリーグループの概要
1899年の創業以来、サントリーグループは、その長い歴史の中で事業を拡大し、酒類、食品事業にとどまらず、
健康食品、外食、花事業など広範な分野で活動しています。
さらに、アジア・オセアニア、欧州、米州など、世界各国で幅広く事業を展開しています。

会社概要

ビール・スピリッツ
（ビール類・
ウイスキー・焼酎・
RTD 他）

5,521億円
（30％）

飲料・食品
（清涼飲料・
健康飲料・
加工食品 他）

9,844億円
（53％）
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● 連結売上高
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● 連結当期純利益
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’10
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● 従業員数

’08 ’09 ’10 ’11 ’12

● 事業別売上構成（2012年度）
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● 連結経常利益

’08 ’09

792

’10

818

’11 ’11

366

’12

1,008
1,090

’12

1,031

● 事業別従業員数（2012年度） ● 地域別従業員数（2012年度）

28,767名

欧州

1,379億円
（7％）

アジア・オセアニア

1,751億円
（10％）

米州

703億円
（4％）

日本

14,683億円
（79％）

● 地域別売上構成（2012年度）

その他

10,233名
（35％）

飲料・食品

14,916名
（52％）

28,767名

206社 （2012年12月31日現在）
28,767名 （2012年12月31日現在）
18,516億円 （2012年1月1日～12月31日）
1,031億円 （2012年1月1日～12月31日）

グループ会社
従業員数
連結売上高
連結経常利益

大阪府大阪市北区堂島浜2-1-40
東京都港区台場2-3-3
1899年
2009年2月16日
佐治信忠
700億円

本社所在地
サントリーワールドヘッドクォーターズ所在地
創業
設立
代表取締役社長
資本金

● サントリーグループ

● サントリーホールディングス株式会社

総従業員数 総従業員数

その他
（中国事業・ワイン・
健康食品・アイスクリーム・
外食・スポーツ・花 他）

3,151億円
（17％）

総売上高

18,516億円

15,130 15,507
17,424 18,028

813 835

1,067
1,142

21,845
24,960 25,103

28,532

18,516

1,077

28,767

総売上高

18,516億円
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事業概要

●食品関連事業

お客様の豊かで健やかな生活に貢献するために、清涼飲

料から健康食品まで多彩な商品をお届けしています。緑

茶・ウーロン茶・コーヒー・炭酸飲料・ミネラルウォーターな

ど多くの飲料カテゴリーでラインアップを充実するほか、長

年にわたる食の科学的研究やバイオ技術などを活かした

健康食品事業を展開しています。海外においても、欧州、ア

ジア・オセアニア、アメリカでの清涼飲料および食品など、

積極的な事業拡大を図っています。

甘味果実酒「赤玉ポートワイン」を生み出して日本の洋酒文

化を拓き、日本初のウイスキー事業に着手。現在では、ビー

ルをはじめとしたさまざまな酒類の製造・販売を行うほか、

世界の銘酒をお客様にお届けしています。また、中国をはじ

めとするアジア、アメリカ、欧州、オーストラリア、ロシアな

ど、海外においても事業を拡大しています。ワインについて

は、国内で高品質なワインづくりを行う一方で、世界各国の

名門ワイナリーと手を結び、グローバルな視点に立ったワイ

ンビジネスを展開しています。

バー・レストランなどを展開する（株）ダイナックをはじめと

して、ファーストフードチェーンの展開、メキシコやアジア

を中心としたレストラン事業など、国内外で外食事業を展

開しています。また、健康・自然・生活文化をテーマとして、

フィットネス事業・花事業・環境緑化事業・販促支援事業・

文化施設でのレセプションサービスなど、さまざまな事業

を展開しています。

品質保証、技術開発、調達・物流、ビジネスシステムなど、

サントリーグループ各社に共通する業務を集約するととも

に、宣伝・デザイン、お客様リレーションなどの業務を担う

機能会社を設立。専門性を発揮しながらグループ経営のさ

らなる効率化を進めることで、お客様へのよりよい商品・

サービスの提供を目指しています。また、文化・芸術・学術

支援のための公益財団法人などを設立しています。

●酒類関連事業

●外食・スポーツ・花・サービス関連事業 ●機能会社ほか

04 Suntory Group CSR Report 2013

サントリーグループの概要



欧　州

食品関連会社
酒類関連会社
外食・スポーツ・花・サービス関連会社
機能会社ほか

日　本

13,476名
67社

欧　州

3,152名
47社

● Orangina Schweppes Group／オランジーナ・シュウェップス・グループ
● Suntory Beverage & Food Middle East, Africa & LatAm S.L.／
　 サントリー食品 中東・アフリカ・ラテンアメリカ
● Suntory Europe PLC／サントリーヨーロッパ
● Morrison Bowmore Distillers Ltd.／モリソンボウモア ディスティラーズ
● Suntory France S.A.S.／サントリーフランス
● Louis Royer S.A.S.／ルイ ロワイエ
● Lejay Lagoute S.A.S.／ルジェ ラグート
● Mozart Distillerie GmbH／モーツァルト ディスティラリー
● Grands Millésimes de France S.A.(GMdF)／グラン ミレジム ド フランス
● Château Lagrange S.A.S.／シャトー ラグランジュ
● Château Beychevelle／シャトー ベイシュヴェル
● Château Beaumont／シャトー ボーモン
● Barrière Frères S.A.／バリエール
● Weingut Robert Weil／ロバート ヴァイル醸造所

世界に広がるサントリーグループ

アジア・オセアニア

8,941名
74社

グループ組織図

グループ会社数
従業員数

サントリーフーズ（株）
サントリープロダクツ（株）
オランジーナ・シュウェップス・グループ
フルコア・グループ
サントリー食品アジア
ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ

サントリービア＆スピリッツ（株）
国内グループ会社
海外グループ会社
中国酒類グループ会社
中国食品グループ会社
国内グループ会社
海外グループ会社

機能グループ会社

サントリーホールディングス（株）

サントリー食品インターナショナル（株）

サントリー酒類（株）

サントリー（中国）ホールディングス

サントリーワインインターナショナル（株）
サントリーウエルネス（株）
その他事業会社
サントリービジネスエキスパート（株）
サントリーコーポレートビジネス（株）
サンリーブ（株）
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● サントリービジネスエキスパート（株）
● サンカフェ（株）
● カンバク（株）
● サントリーロジスティクス（株）
● サントリーシステムテクノロジー（株）
● サントリーグローバルイノベーションセンター（株）
● サントリーコーポレートビジネス（株）
● サンリーブ（株）

　公益財団法人・社会福祉法人
　● 公益財団法人サントリー芸術財団
　● 公益財団法人サントリー文化財団
　● 公益財団法人サントリー生命科学財団
　● 社会福祉法人邦寿会
　文化施設
　● サントリー美術館
　● サントリーホール

日　本

米　州

米　州

3,198名
18社

アジア・オセアニア

● Frucor Group／フルコア・グループ
● Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd.／サントリー食品アジア
● Cerebos Pacific Ltd.／セレボス・パシフィック
● PT Suntory Garuda Beverage／サントリーガルーダ・ビバレッジ
● Suntory Narang Pvt. Ltd.／サントリーナラン
● Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd.／
　 サントリー ペプシコ・ベトナム・ビバレッジ
● Tipco F&B Co., Ltd.／ティプコF&B
●  　　　　　　　　　　　　　 ／サントリー（中国）ホールディングス
● 　　　　　　　　　　　　　　／サントリー上海食品販売
● 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／
　 サントリー上海食品販売北京
● 　　　　　　　　　　　　／サントリー上海食品

● Suntory (Aust) Pty Ltd.／サントリーオースト
● Suntory Taiwan Ltd.／サントリー台湾
● 　　　　　　　　　　　　／サントリー（中国）ホールディングス
● 　　　　　　　　　　　　　  ／サントリー青島ビール（上海）
● 　　　　　　　　　　　　　　　  ／
　 青島ビールサントリー（上海）販売
● 　　　　　　　　　　　／無錫市振太酒業
● ASC Fine Wines Holding Ltd.／ASCファインワインズ
● Suntory F&B International Group／SFBIグループ
● Gold Knoll Ltd.／ゴールドノール

● サントリー食品インターナショナル（株）
● サントリーフーズ（株）
● サントリービバレッジサービス（株）
● 沖縄ペプシビバレッジ（株）
● （株）サンベンド
● サントリープロダクツ（株）
● サントリー食品工業（株）
● 日本ペプシコーラ製造（株）
● サントリーウエルネス（株）
● （株）コネクト
● ハーゲンダッツ ジャパン（株）
● サントリー酒類（株）
● サントリービア＆スピリッツ（株）
● （株）エイチ・ビー・アイ
● サントリーアライド（株）
● 沖縄サントリー（株）
● 九州サントリーテクノプロダクツ（株）
● サングレイン（株）

● （株）ミュープランニングアンドオペレーターズ
● サントリーワインインターナショナル（株）
● （株）ファインズ
● （株）岩の原葡萄園
● モンテ物産（株）
● （株）ダイナック
● （株）プロントコーポレーション
● ファーストキッチン（株）
● 日本サブウェイ（株）
● 井筒まい泉（株）
● （株）ティップネス
● サントリーフラワーズ（株）
● サントリーミドリエ（株）
● （株）サントリーショッピングクラブ
● サントリーサービス（株）
● サントリーパブリシティサービス（株）
● サントリー興産（株）
● （株）サン・アド

● Pepsi Bottling Ventures LLC／ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ
● Suntory USA Inc.／サントリーUSA
● Suntory Mexicana,S.A. De C.V.／サントリー メヒカーナ
● Restaurant Suntory Mexico Group／レストランサントリーメキシコグループ
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　サントリーグループは、創業者･鳥井信治郎のチャレ

ンジ精神「やってみなはれ」を受け継ぎ、創業以来、

人のやらないこと、新しいことに果敢に挑戦し、自由闊達

な社風のもと新たな価値の創造を目指してきました。

今日では、酒類や清涼飲料事業にとどまらず、健康食品・

外食・スポーツ・花・サービス関連事業など新規分野の

開拓、さらにアジア・オセアニア、欧州、米州、アフリカでの

事業拡大など、多様な事業をグローバルに展開する総

合酒類食品企業として成長を続けています。

　さらなる飛躍を目指し、2013年7月にサントリー食品

インターナショナル（株）が東京証券取引所に上場しま

した。世界中のお客様に最高品質の商品・サービスを

お届けできるよう、新たな価値の創造に挑戦し続けて

まいります。

　同時に、企業理念「人と自然と響きあう」のもと、世界

中の人 そ々して世界中の大いなる自然との共生を図って

いくことを目指しています。世界的規模での社会的責任

を果たしていくために、かけがえのない地球環境と豊か

な生活文化を、私たちの子どもたちに、さらにその先の

世代にまで持続可能な状態で引き継いでいくことが

サントリーグループの使命であると、私は考えています。

「Growing for Good」な企業を目指し、
新たな価値の創造に挑戦し続けます

はじめに

環境への取り組み

 「利益三分主義」に基づく社会貢献

　サントリーグループの源流には「やってみなはれ」

精神とともに、「利益三分主義」の精神が脈々と流れ

ています。これは、創業者・鳥井信治郎の強い信念で、

事業で得た利益の一部は必ず「社会への貢献」のため

に役立てたいという強い思いです。

　これまで、世代を超えて創業者の精神を受け継ぎ、

社会福祉・学校支援などの社会貢献と、豊かな生活

文化の実現に寄与する文化貢献を中心に、独自の

活動を展開してきました。コンサートホール・美術館・

社会福祉施設の運営から、公益財団法人を通じた芸術・

学術・地域文化振興への貢献、スポーツ・次世代育成

支援など、多様な文化・社会貢献活動に今後も取り組

んでまいります。

　2011年3月11日に日本を襲った未曽有の東日本

大震災。サントリーグループは、被災地の早期復興

に貢献するため、グループを挙げて支援活動に力を

入れてきました。「漁業」「子ども」「文化・スポーツ」

支援を中心に、2011年に43億円、2012年に20億円の

義捐金を拠出。漁船取得時の負担軽減、水産高校

生への奨学金給付、子ども支援NPO助成基金創設、

子どもたちの健やかな環境づくり、「ウィーン・フィル

＆サントリー音楽復興基金」などの文化・スポーツを

通じた心身ケアに取り組んできました。震災から

2年が経過し、被災地では復興に向けた懸命な

取り組みが行われていますが、今もなお多くの方々が

避難生活を余儀なくされ、生活の場の再建も進んで

いない状況です。こうした状況に鑑み、さらなる支援が

必要と考え、2013年も25億円の追加支援を行うこと

を決定いたしました。合計88億円の義捐金を活用し、

被災地の復興に少しでも貢献できるよう、支援活動を

継続してまいります。

　サントリーグループの事業の多くは、水や農作

物など、かけがえのない自然の恵みによって支えら

トップメッセージ
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おわりに

　サントリーグループは、社会的責任に関する国際規格

であるISO26000に定めるグローバルスタンダードに

沿って、CSR活動を推進しています。昨年は、7つの

中核主題ごとの課題抽出を行い、ステークホルダー・

エンゲージメントを実施しました。今年は、いただいた

ご意見も踏まえながら、独自のCSRの「考え方」に基づく

「重点課題」を新たに策定し、活動推進に向けたしくみも

整えました。

　これまで以上によりよい商品・サービスをお届けし、

さらに豊かな生活文化や地球規模での環境への

貢献を果たしていくために、サントリーグループは、

グローバルに成長を続ける「Growing for Good」な

企業を目指します。

　今後も、創業の精神に基づき、ステークホルダーの

皆様との継続的なコミュニケーションを通じて、社会の

要請を認識し、期待に応えていく活動を実践してまい

りますので、ご支援ご指導いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。

2013年7月

サントリーホールディングス株式会社
代表取締役社長

れています。私たちは、自然の壮大な営みに対する

敬意と感謝とともに、持続可能な社会を目指した

環境経営を推進し、豊かな地球環境を次世代に

引き継ぐことが大切な責務と考えています。その

原点は「野鳥を守ることは、人の暮らす環境を守ること

につながる」との思いから1973年に開始し、今年で

40周年を迎える愛鳥活動です。

　さらに、コーポレートメッセージ「水と生きる」を

掲げる企業として「水のサステナビリティ」の実現を活

動の中核に据え、天然水を育む森林を保全する活動

を2003年から実施してきました。サントリー「天然水の

森」と名づけたそれらの森の合計面積は現在7,600ha

超となり、工場で汲み上げる量を上回る地下水を育む

目標のために必要としていた7,000haを超える面積

となりました。「天然水の森」では、生態系の働きで森

林を健全に育成していくため、地域の皆様と力を合

わせて保全・整備に取り組んでいます。健全な森は、

豊かな水を育むとともに、豊かな生態系を育みます。

大切な水を育むことは、生態系の頂点にいる野鳥た

ちが住める環境を守ることにつながります。サントリー

グループは、100年先を見据えて、水源涵
かん

養
よう

力と生

物多様性を育む豊かな森づくりを推進しています。

　また、バリューチェーン全体での環境負荷の低減に

も積極的に取り組んでいます。特に、容器・包装の

軽量化や工場での省エネなど、石油由来の資源や

エネルギー使用量の削減に力を入れています。今年

5月にリニューアルした「サントリー天然水550mℓ」で

は、植物由来原料を30％使用した11.3gの国産

最 軽 量ペットボトルを独自に開発しました。

「天然水の森」が育んだ安全で豊かな水を、環境に

配慮した容器で、皆様にお届けします。

　サントリーグループは今後も、自然との共生を進め

ながら、持続可能な社会の実現のために環境負荷の

低減にもしっかりと取り組んでまいります。
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サントリーグループの理念とCSR
社会、自然との共生を実現し、真に価値ある企業となるために、サントリーグループは企業理念「人と自然と
響きあう」の実現に向け、ステークホルダーとともにさまざまなCSR活動を進めています。

　サントリーグループは、「人と自然と響きあう」を企

業理念に定め、世界中の人々そして世界中の大いなる

自然との共生を目指しています。お客様のニーズに基

づいて最高品質の商品・サービスをお届けするだけで

なく、地球環境の保全、さらにはさまざまな分野での

社会貢献に取り組み、真に豊かな社会の実現に貢献

することが私たちの使命（Our Mission）であると考え

ています。

　その根底に流れるのは、1899年の創業以来変わら

ぬ「社会との共生」「自然との共生」の精神、そして「やっ

てみなはれ」に基づく飽くなき挑戦の精神です。

　お客様に支持される「Growing for Good」な企業と

して、生活文化の豊かな発展と持続可能な地球環境

の実現を目指し、挑戦し続けることがサントリーグルー

プの果たすべき責務であると考え、CSR活動を推進し

ています。

サントリーグループの理念

Our Mission
企業理念

人と自然と響きあう

お客様に最高品質の商品・サービスをお届けし、生活文化の豊かな発展と持続可能
な地球環境の実現に向かって企業活動を推進するサントリーグループ。これまで以
上によい商品・サービスを提供し、さらに豊かな生活文化や地球規模での環境への
貢献を果たしていくために、グローバルにさらなる成長を続ける企業を目指します。

ウイスキーをはじめとする日本の洋酒文化を切り拓いた創業者のチャレンジ精神を受け
継ぎ、総合酒類食品企業として、ビールや清涼飲料、健康食品などのさまざまな事業分
野を開拓してきました。この精神は、自由闊達な社風と新たな価値の創造に挑戦してい
く原動力となっています。

事業によって得た利益は、「事業への再投資」「お得意先・お取引先へのサービス」に
とどまらず、「社会への貢献」にも役立てたい、という創業者の精神を受け継ぎ、ステー
クホルダーとともに持続的な成長を目指します。

ウイスキーやワイン、ビール、清涼飲料など、私たちの事業の多くは、水や農作物
などの自然の恵みによって支えられています。創業時からずっと変わらない、自然
の大きな営みに対する敬意と感謝のもと、私たちは環境経営を推進します。

Our Vision
目指す姿

Our Values
基本となる価値観

Growing for Good 

チャレンジ精神 ─「やってみなはれ」 

社会との共生 ─「利益三分主義」

自然との共生
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サントリーグループの理念とCSR

理念と行動原則（Our Principles）の体系

　持続可能な社会に向けて、サントリーグループの理念を実践することそのものがサントリーグループのCSRである

と位置づけ、グループ一体となって活動を推進しています。 グループ理念に基づき従業員一人ひとりが社会やステー

クホルダーとのつながりの中でCSRを実践できるよう、CSR に関する基本的な考え方を以下のように定めています。

　サントリーグループの理念に基づく行動原則（Our Principles）として、「サントリーグループ企業倫理綱領」を制定

しています。サントリーグループが社会に対して責任を果たし、お客様や社会から信頼されるために、常に大切にし

なければならない行動姿勢を明文化しています。グループ理念や理念に基づく行動原則をグループ全従業員で共有し、

責任ある企業活動に努めることで真に価値ある企業の実現を目指しています。

●サントリーグループの理念の実践を通じ、社会や自然と共生し、
　持続可能な社会の実現に貢献します。

●社会課題の解決と新たな価値の創造に向け、ステークホルダーの
　期待や要請を踏まえたCSR活動を積極的に推進します。

●人権尊重と高い倫理観に基づいて、公正・透明で誠実な事業活動を
　ビジネスパートナーとともに遂行します。

サントリーグループのCSRの考え方
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　サントリーグループでは、取締役会および「グルー

プ経営戦略会議」のもと、CSR関連部門が連携し、グ

ループ全体でCSR活動を推進しています。

　その全社横断的機能を果たす専門部署として、

2005年よりCSR推進部を設置しています。CSR推進

部では、全社CSR戦略の策定、部門横断的なCSR課

題への対応、CSR情報発信、ステークホルダーとのコ

ミュニケーションなどに取り組んでいます。また、CSR

関連部門と連携して行動計画を策定し、それぞれの

CSR課題について定例会議を開催し、活動の進捗報

告や課題の共有、課題の解決に向けた討議や社会動

向の共有を行い、国内外含めたグループ全体でCSR

活動を推進しています。

　サントリーグループの事業活動は、多様なステーク

ホルダーとの関わりの中で進められています。持続可

能な社会の実現に貢献する企業であり続けるために、

私たちはステークホルダーへの責任を明らかにする

とともに、さまざまなコミュニケーションを実施。いた

だいたご意見や社会のニーズを企業活動に反映し、

高い信頼関係や協働関係を継続的に築いていくこ

とを目指しています。

【ステークホルダーとのコミュニケーションの機会】

●お客様センターでの
　お問い合わせ・ご意見の受付
●Webサイト上での情報開示
●営業部門におけるお客様対応

サントリー
グループ

お客様

ビジネス
パートナー

従業員地域社会

●CSR調達説明会
●CSR調達アンケート
●品質向上のための
　さまざまな協働

●大学などの研究機関との共同研究 
●行政・森林所有者・地域住民などと
　連携した森林整備
●次世代環境教育「水育（みずいく）」
●容器リサイクル団体との連携
●Webサイトなどによる情報発信

●社員意識調査
●自己申告制度（面談）
●子育てプロジェクト
●労使協議会
●コンプライアンス・ホットライン

●地域活動への参画
●工場見学
●文化・社会貢献活動
●アルコールに関する啓発活動
●行政やNPOとの連携

地球環境

取締役会

CSR推進部

CSR関連部門

グループ経営戦略会議

人事/法務/総務/広報/環境/品質/調達/物流/ARP※　など

海外グループ会社国内グループ会社

※ ARP：Alcohol-Related Problems（アルコール関連問題）の略

品質保証/
グループリスクマネジメント　など

委員会

CSR推進体制

CSR推進体制

ステークホルダーとの関わり
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サントリーグループの理念とCSR

　CSRの考え方をベースに、よりサントリーグループ

らしい社会的責任を果たしていくため、2011年から

ISO26000を活用したCSR活動を推進しています。

CSR活動の現状把握と課題抽出・認識の共有を行い、

7つの中核主題ごとにステークホルダー・エンゲージ

メントを実施しました。

　この結果をもとに、グローバルな社会課題や事業

課題の中から、ステークホルダーからの期待・関心

度が高く、また、サントリーグループにとっての重要

度も高い項目を特に注力すべきCSR重点課題とし

て特定し、策定した行動計画に基づいてグループ全

体で活動を推進しています。

●お客様第一に安全・安心で健康に貢献する高品質な商品・サービスの提供

●「水のサステナビリティ」と環境負荷低減による自然との共生の実現

●「利益三分主義」に基づく生活文化の豊かな発展と次世代育成への貢献

●「やってみなはれ」を発揮できる人材育成とダイバーシティ推進

●サプライチェーンを通じたCSR活動の推進

●酒類を扱う企業として責任ある適正飲酒の普及と啓発

【CSR活動推進のプロセス】

6つのCSR重点課題

ISO26000を活用したCSR活動の推進

　サントリーグループのCSR活動をより一層推進するため、2013年新たに6つのCSR重点課題を特定しました。

この重点課題に基づく活動テーマをCSR関連部門と協議し、各活動における中期目標とアクションプランを策

定しCSR活動を推進しています。

CSR活動の
現状把握

STEP 1

課題の
認識と共有

STEP 2

有識者との
課題確認

STEP 3

重点課題の
特定

STEP 4

行動計画の
策定・実行

STEP 5

●ISO26000を活用
したCSR活動の棚
卸しを実施

●CSR 関連部門が
集まりサントリー
グループの課題を
共有

●課題確認のため、
有識者とともに
ISO26000の7つ
の中核主題ごとに
ステークホルダー・
エンゲージメント
を実施

●ステークホルダー
からの期待・関心
度と、サントリー
グループにとって
の重要度から、優
先的に取り組む
CSR重点課題を
特定

●CSR重点課題の
それぞれのテー
マに基づく中期
目標とアクション
プランを策定し、
グループ全体で
CSR活動を推進
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　サントリーグループでは、CSR活動をより深化させていくために、6つのCSR重点課題に優先的に取り組みます。

それぞれの活動テーマに基づく中期目標とアクションプランをたて、グループ全体でCSR活動を推進しています。

CSR行動計画

ステーク
ホルダー 重点課題 活動テーマ 2012年の実績

お
客
様

お客様第一に安全・
安心で健康に貢献す
る高品質な商品・
サービスの提供

お客様視点に
基づく品質保証

●お客様が飲用される時点での品質（飲用時品質）の一層の向上

●海外グループ会社の品質マネジメントシステムの強化
●グループ全体の総合力向上・シナジー発揮のための方策の確立

お客様との
コミュニケーション

●SNSやブログ上の情報収集による直接お問い合わせのないお客様の声の把握
●グループ会社の業態・課題に応じたお客様対応の強化

お客様の声の
企業活動への反映

●より幅広いお客様の声を収集・分析することにより、事業部門との連携を強化
●お客様の声を活かすしくみの高度化とグループへの拡大

地
球
環
境

「水のサステナビリ
ティ」と環境負荷低
減による自然との共
生の実現

水源涵
かん

養
よう ●未設定工場における「天然水の森」の設定（山崎蒸溜所、京都ビール工場）

●測量、植生調査等に基づく5カ年整備計画の策定

生物多様性の保全
●「天然水の森」における生態系調査の実施

●Webサイトでの愛鳥活動に関する情報発信の強化
水の大切さの
啓発と価値の共有

●水育（みずいく）「森と水の学校」1,100名（累計13,000名）、「出張授業」9,000名（累
計48,000名）が参加

バリューチェーン
全体での
省エネ・省資源

●国内バリューチェーン全体でCO2排出原単位を2007年比19%削減
●国内グループ工場の水使用における原単位を2007年比20%削減

地
域
社
会

「利益三分主義」に基
づく生活文化の豊か
な発展と次世代育
成への貢献

東日本大震災の
復興支援

●追加義捐金20億円（累計63億円）を拠出し、「漁業の復興支援」「未来を担う子ど
もたちの支援」「文化・芸術・スポーツを通じた支援」などを実施

社会貢献活動の
グローバル展開

●グループ会社の社会貢献活動の状況把握

次世代育成支援 ●文化・スポーツ活動を通じた次世代育成支援プログラム提供（参加者84,000名）

酒類を扱う企業とし
て責任ある適正飲酒
の普及と啓発

適正飲酒の普及啓発 ●未成年飲酒の防止やイッキ飲み防止に向けた啓発活動の実施
積極的な働きかけに
よる酒類業界全体
の取り組み向上

●WHOのアルコール世界戦略に対する業界コミットメントを策定し発信

従
業
員

「やってみなはれ」を
発揮できる人材育成
とダイバーシティ推進

人権の尊重
●「人権教育推進委員会」のもと、啓発活動を国内全営業・生産拠点で実施（3カ年計画）
●リスク回避体制を構築し、国内グループ会社サポートを開始

人材育成
●国内グループ会社のマネジャーを対象とした合同研修の実施
●グローバル人材育成プログラムの充実

ダイバーシティの
推進

●障がい者雇用促進についてグループでの取り組み開始、障がい者雇用率2%達成
（2012年12月1日時点）
●65歳定年制の実現など、より一層のシニアの活用に向けた活動強化
●女性一人ひとりが活躍していくための両立支援・キャリア自律施策拡充

ワークライフバラン
スの推進

●テレワークやフレックスタイムの拡充など柔軟な働き方の全社浸透
●育児・介護従事者支援の強化 

ビ
ジ
ネ
ス　

パ
ー
ト
ナ
ー

サプライチェーンを通
じたCSR活動の推進

原材料調達・物流に
おけるCSR活動の
推進

●「CSR調達基本方針」に基づくお取引先アンケートを主要お取引先にて実施

●物流協力会社と連携した「安全推進委員会」における安全性推進のしくみ強化

CSRマネジメント

CSR活動基盤強化
●ISO26000における7つの中核主題に基づく活動の棚卸しを実施、現状把握と課
題の抽出を実施

●7つの中核主題に沿ったステークホルダー・エンゲージメントの実施

リスクマネジメント
推進・強化

●グループ全体のリスクマネジメント体制基盤構築・強化
●リスクマインド醸成を目的とした教育研修活動の実施

コンプライアンス
浸透

●国内全グループ会社を対象とした「社員意識調査」による現状把握と課題抽出
●グループ各社の取り組み課題に応じた実践的なコンプライアンス推進活動
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サントリーグループの理念とCSR

中期目標 ISO26000の
中核主題2013年アクションプラン

お客様からのより一層の信頼向上
●飲用時品質の一層の向上
●拡大するビジネス領域に対応した品質保証強化

消費者課題

グループ全体の品質保証体制強化とシナジー発揮
●国内外グループ会社の品質マネジメントシステムのさらなる強化
●グループ全体の総合力向上・シナジー発揮の推進

お客様の声をこれまで以上に広く深く聞くこと
によるお客様との関係性の深化

●海外グループ会社におけるSNSやブログ上のお客様の声収集開始
●お客様にとっての情報収集や課題解決ツールとしてのWebサイト
の拡充

お客様の声を商品・サービスに活かすしくみの
拡充と国内外全グループへの浸透

●国内グループ会社でのお客様の声を活かすしくみの整備と取り組
み推進
●商品開発段階でのお客様の声活用のしくみ導入

「天然水の森」（7,600ha超）における森林整備の
拡充を通じた水源涵養力の向上

●「天然水の森」の水源涵養力向上に向け、中期計画に基づいた森林
整備の実行

環境

「天然水の森」における野鳥にフォーカスした生
態系保全を通じた生物多様性の向上

●「天然水の森」の森林整備を野鳥保護視点からも実施（猛
もう

禽
きん

類の狩
場づくり・営巣に適した植生整備など）

愛鳥活動を通じたさらなる野鳥保護支援の強化 ●Webサイトでの愛鳥活動に関する情報発信の継続・強化
「水育」の参加者拡大（両プログラムで2015年累
計で100,000名の参加獲得）

●「水育」の参加者拡大（水育「森と水の学校」2,000名、「出張授業」
12,000名）

海外グループ会社を含めた環境負荷低減の取
り組み推進

●国内バリューチェーン全体でのCO2排出量のさらなる削減
●国内グループ工場の水使用量のさらなる削減

地方自治体・NPOなどと連携した復興支援活動
強化

●追加義捐金25億円（累計88億円）の拠出と、復興支援活動の継続

コミュニティへの
参画およびコミュ
ニティの発展

事業進出エリアにおける社会貢献活動の推進 ●東南アジアでの社会貢献活動の検討

文化・スポーツ活動を通じた次世代育成支援強
化（2015年参加者目標100,000名）

●文化・スポーツ活動を通じた次世代育成支援プログラムへの参加
者拡大（目標87,000名）

消費者に対する適正飲酒の普及啓発 ●未成年飲酒の防止やイッキ飲み防止の啓発活動を継続強化

業界をリードしてWHOのアルコール世界戦略
に対する業界コミットメントを実行

●業界コミットメントの日本での具体的な展開計画の策定と実行

人権尊重を第一とする組織風土の醸成とグルー
プ全体での人権マネジメントのしくみ構築

●海外グループ会社との人権問題に関する情報交換開始

人権・
労働慣行

人材育成のしくみ強化と従業員の「やってみな
はれ」の促進

●「やってみなはれ」を促すしくみの導入（チャレンジ目標の設定と実行）
●海外との人材交流推進・国内従業員のグローバル化促進

多様な価値観や発想を受け入れ、活かすことに
より、より大きな価値を創出するダイバーシティ
経営の実現

●現場マネジメントの革新、「一人ひとりの考動」革新のさらなる促進
●65歳定年制の導入と定着

働き方の革新と一人ひとりが能力を発揮できる
職場づくり

●メリハリの利いた働き方等を通じた総労働時間の短縮
●プレミアムタイム等、ワークスタイル革新に向けたグループ全体で
の活動推進

サプライチェーンにおけるCSR調達の推進
●CSR調達のアンケート調査対象企業の拡大
●国内グループ会社との「CSR調達基本方針」共有と推進依頼 公正な事業慣行

物流における安全性向上 ●物流における安全性推進の継続・強化

グループ全体でのCSR基盤整備とステークホル
ダー・エンゲージメント実施による活動推進

●ステークホルダー・エンゲージメントの継続実施による活動のレベル
アップ
●全社CSR活動推進のためのしくみ構築

組織統治
グループ全体におけるリスクファインディング、
および発生リスクの最小化に向けた取り組み
推進

●重要リスクのPDCA推進、リスク研修（訓練）・研究会の実施
●インサイダー取引規制対応と社内啓発（研修・e-ラーニングの実施）

グループ全体でのコンプライアンス体制の確立
と企業倫理綱領の浸透

●国内グループ全体のコンプライアンス意識の向上
●海外グループ会社へ展開するための現状把握としくみ検討



「サントリー天然水」にみる
環境経営

容器の
原材料調達
ペットボトルやラベルの材
料も環境負荷が少ないもの
を調達しています。

リサイクル
軽くて簡単にたためるペッ
トボトルを開発、リサイクル
を促すとともに、リサイクル
されたペットボトルを「サン
トリーウーロン茶」のボトル
などに活用しています。

11

2

3

4
55

で商品のライフサイクル全体で
環境負荷を低減

環境負荷低減への取り組み

サントリーグループは、自然の恵みに支えられている企業として、「環境負荷低減」と「自然環境の保全・再生」を
軸に環境活動を積極的に展開しています。その象徴ともいえる「サントリー天然水」を例に、環境負荷低減での
特徴的な取り組みやサントリー「天然水の森」における自然との共生活動について紹介します。

ペットボトルに
植物由来の原料を使用

　「サントリー天然水」は、2013年5月に自然

との共生活動などをさらに多くのお客様にお

伝えするべく、キーメッセージに「未来へ森を

贈ろう。Gift！」を掲げてリニューアルしまし

た。同商品は、ペットボトルにもさまざまな環

境配慮がなされています。

　従来のペットボトルの原料はすべて石油

由来のものでしたが、サントリーグループで

は、環境負荷の少ない植物由来原料を30％

使用したボトルを独自開発し、550mℓペッ

トボトルに採用。この植物由来原料の採用と

軽量化の実現により、石油由来原料の使用量

を550mℓペットボトル1本あたり約4割削減

することができました。
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製造
軽量ボトルや極薄ラベルを
自社で開発・製造し、より環
境負荷の少ない容器を目指
しています。また、製造時の
CO2排出量や水使用量の削
減にも取り組んでいます。

物流
物流における輸配送業務で
も環境負荷の低減を目指
し、使用車両の大型化や
CO2排出量の少ない鉄道・
海上船舶輸送への切り替え
などを行っています。

販売
自動販売機の省エネ化を
推進するとともに、オフィ
スの省エネや環境負荷の
少ない営業車両の導入な
どを実施しています。

1

22

33

44
5

で

ユーザビリティにも配慮した、
国産最軽量のペットボトルを開発

　2013年2月から導入した「サントリー天然水」の2ℓペットボトル（国

産最軽量※129.8g）に続き、5月のリニューアルでは550mℓでも国産最

軽量※2の11.3gのペットボトルを導入しました（自動販売機対応商品は

除く）。これにより大容量・小容量ともに国産最軽量を実現。使いやすさ

にもこだわり、2ℓボトルではボトル胴部を一回り細くして、指をかける

凹み「ゆびスポット」を設けることで、持ちやすくなる工夫をしました。

同様に550mℓボトルでは、胴部に入ったらせん模様をキャップの開け

る方向と逆向きにすることで、より開けやすくなっています。

消費電力量国内最小※「エコトリ自動販売機」

　従来の「ヒートポンプ式自動販売機」に比べて、消費電力量を

約30％カットできる、消費電力国内最小の「新型ハイブリッド

ヒートポンプ式自動販売機」を導入しました。その一部にサント

リー自動販売機ビジネスにおける省エネ活動のシンボルキャラ

クター「エコトリ」をデザインし、省エネをアピールしています。

再生可能エネルギーの活用で
製造時のCO2 排出量を削減

　サントリープロダクツ（株）天然水南アルプス白州工場に

は、発電能力約490kWの太陽光発電パネルを設置し、晴天時

には工場で使用する電力の約20％をまかなっています。これ

によりCO2排出量を約205トン削減しました。また、年間を通

してほぼ一定の温度（低温）に保たれる地下水の冷熱エネル

ギーを、生産設備の冷却などに有効活用しているほか、工場見

学用に民間企業初のリチウムイオン電池搭載の電気バスを導

入しています。

飲料業界最大規模の太陽光発電パネルを設置※

※2013年4月末現在、自家消費用として

※2013年1月末現在。国内主要自動販売機メーカー25セレクションにおいて
　〈サントリーフーズ（株）調べ〉

リチウムイオン電池
搭載の新型電気バス

エコトリ自動販売機

※1 2012年12月末現在
※2 2013年3月末現在　国産ミネラルウォーターペットボトル（500mℓ～600mℓ）対象 
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2. 地中にしみこんだ水が
　地層に磨かれる
地層という自然のろ過装置をくぐり抜けることに
よって、澄み切った地下水に生まれ変わります。

3. 長い歳月をかけて
　清冽な地下水に
雨水が地下深くを通って、工場の深井戸
にたどりつくまでには、およそ20年以上
の歳月がかかります。

1. 山に降った雨や雪を
　森が受けとめる
山に降った雨や雪を豊かな森が受けとめ、水が
ゆっくりと地中にしみこんでいきます。

山

森

サントリーの水源涵養※活動

貴重な地下水は、もとをたどれば森で生まれます

地下水を生み出す豊かな森を育むために

植樹には地元固有樹木の苗を使用

崩壊している斜面を土留め・緑化し、
水源涵養力を高める

間伐や枝打ちにより林内に光が入る
ことで草や広葉樹が芽生える

ふかふかの土壌が地下水や生態系の基盤

水と生命の未来を守る「天然水の森」
自然環境の保全・再生

「サントリー天然水」の源は、清らかな水を育み、さまざまな生命が満ちあふれる「天然水の森」。
サントリーは、「天然水の森」の整備活動を通じて、豊かな森の生態系を保全・再生し、自然との共生を実現していきます。

※涵養：徐々に養い育てること

いのち

　水源涵養活動で最も大切なのは、森の土壌を守り育てるこ

と。この土壌を失った森では、地面に水がしみこみにくくな

り、地下水を育む力が失われていきます。ふかふかの土壌をつ

くるのは、森の草木や動物・微生物などの多様な生物です。そ

の生態系全体を守るため、多様な分野の専門家や地域の方々

とともに、さまざまな研究や整備に取り組んでいます。
専門家とともに土壌や植生を調査

かん よう

全活動を行う領域を設定し、その森を「天然水の森」と名づ

け、地下水を育む森を整備しています。現在、「天然水の森」

の総面積は、13都府県17カ所で7,600ha超となり、目標と

していた7,000haに達しています。現在、大学など研究機

関とともに、各地の森ごとに整備計画を作成、より充実し

た活動に取り組んでいます。

　「サントリー天然水」に使用する良質な地下水が生まれるの

は、深い森の中です。森に降った雨や雪は、地中にしみこみ、さ

まざまな地層に磨かれることで、清冽な地下水になります。

　サントリーグループは、商品の製造段階で多くの地下水

を使用することから、工場で汲み上げる量を上回る地下水

を生み出す、豊かな森を育む責任があると考えています。

そこで工場の水源涵養エリアの森にサントリーが自ら保

河川

たっぷり積もったふかふか
の土が雨をやさしく受けと
め、スポンジのように蓄え
てくれるからこそ雨水は地
中にしみこむことができる
のです。

ふかふかの土壌
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もう きん

サントリーの愛鳥活動

豊かな森は、多様な生き物を育みます

生態系のピラミッド

　「水育」は、子どもたちに
水の大切さ、水を育む自然
や森の大切さを伝えるため、
「サントリー天然水」のふる
さとで開催される自然体験教
室「森と水の学校」と、小学
校で行われる「出張授業」を
2つの大きな柱として活動し
ています。

生態系の頂点にいる猛禽類（クマタカ）

森の中での保水力実験

未来を担う子どもたちに水を育む
自然の大切さを伝える独自プログラム

サントリー次世代環境教育「水育（みずいく）」

　森の生態系全体の健全度を計る1つのバロメーターが、自

然環境の変化に敏感な「野鳥」です。特に生態系ピラミッドの

頂点に位置する猛禽類は、環境が少しでも悪化すると姿を消

してしまいます。なぜなら猛禽類が生きていくためには餌と

なる小動物や、その小動物の餌となる昆虫などが生息できる

環境が必要だからです。つまり猛禽類が住む森は、生態系全体

が健全で、豊かな土壌も守られている森だということができま

す。大切なのは、たとえば希少なクマタカなどの猛禽類を守る

だけではなく、彼らが住める環境全体を守ること。それこそが、

鳥たちから学んだ自然との共生という考え方です。

　サントリーグループで

は、「天然水の森」における

野鳥にフォーカスした生態

系保全活動をはじめ、広く

野鳥保護活動に対する助成

なども行っています。

高次消費者であるクマタカなどの猛禽類を守るためには、それを支えて
いる生態系ピラミッド全体を守る必要があります

©illustrated by Masayuki Yabuuchi

土壌＋分解者（土壌生物）

生産者（植物）

一次消費者（植食動物）

高次消費者
（肉食動物＋雑食動物）

鳥や動物を餌と
する肉食動物が
生態系ピラミッ
ドの頂点

植物を餌とする
昆虫などが豊富
であれば鳥も集
まる

多様な生物の餌
場になるととも
に住処にもなる

微生物や昆虫が
ふかふかで栄養
の豊富な土をつ
くる
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「サントリー天然水」のふるさとを訪ねて
　サントリーグループは、今後も「環境負荷低減」と「自然環境の保全・再生」の両面から環境経営
を強化していきます。その一環として、消費者の皆様にサントリープロダクツ（株）天然水南アルプス
白州工場を見学していただき、環境活動のさらなる改善に役立つ貴重なご意見をいただきました。

ご参加いただいたお客様の声
●ペットボトルのリサイクルが本当にトータルで省エネにつ
ながるのか疑問だったが、商品のライフサイクル全体で
環境負荷を把握・低減していると知り、安心した。

●想像以上に省エネ・省資源の取り組みは進んでいたが、
サントリー単独ではなく飲料業界全体で取り組んだ方
が効果的なのではないか。

●「天然水の森」の活動が、森林所有者と数十年にわたる契
約を結び、長期的なスパンで取り組んでいることに驚いた。

●森林整備に携わる人材育成や情報公開を通じて、日本
全国の健全な森の育成に一役買っているのは素晴らしい。

●水の大切さを啓発するためにも、「水育」は子どもだけで
はなく大人にも、ぜひ実施してほしい。

●商品のラベルやテレビCMなどを通じて、環境活動に関
する情報をもっと積極的に発信してはどうか。

意見交換をおえて
　環境負荷低減は、バリューチェーン全体を視野に入れた
取り組みを行うことが重要なので、今後もそうした考えで
環境活動に取り組んでまいります。自社で進められる活動
は引き続き徹底した取り組みを行っていくのはもとより、業
界としての取り組みが必要な領域についても同業他社との
接点を拡大し、連携しながら活動を推進してまいります。
　お客様への環境活動に関する情報提供は、まだまだ十
分でないと認識していますので、今後
は商品そのものや販促活動を通じた
情報発信にも取り組んでまいりたい
と考えています。

サントリーホールディングス（株）
コーポレートコミュニケーション本部

エコ戦略部長
内貴 研二
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被災地のニーズを踏まえた
復興支援活動
サントリーグループは、東日本大震災からの復興に向けて、継続的な支援を実施しています。被災地には、今なお支援を
必要とされる方々が大勢います。サントリーグループは、震災直後の緊急支援で100万本のミネラルウォーターと被災3
県に対して3億円の義捐金を贈呈。さらに2011年に40億円、2012年に20億円、2013年に25億円の追加拠出を決め、
合計88億円の規模で復興支援に取り組んでいます。

漁業の復興支援漁業の復興支援

漁業の早期復興に向けて、漁
業者の漁船取得を中心に支援
しています。

未来を担う
子どもたちの支援
未来を担う
子どもたちの支援

文化・スポーツを
通じた支援
文化・スポーツを
通じた支援

水産高校生などへの奨学金や
健やかな環境づくりの支援な
どを実施しています。

笑顔と元気をお届けできるよ
う、文化・芸術・スポーツを
通じた支援を実施しています。

特集 2
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サントリーグループは、震災･津波により甚大な被害を受けた沿岸エリアの基幹産業である漁業の復興支援に注力。

岩手県･宮城県への55億円の義捐金は、漁業者の漁船取得時の負担軽減を中心に活用いただいています。

2013年6月　宮城県庁での
義捐金贈呈式

2012年10月　宮城県気仙沼市で大型遠洋マグロ漁船「第5八幡丸」完成

(社)大日本水産会「水産功績者」表彰式

2013年5月　岩手県庁での
義捐金贈呈式

　東日本大震災では、津波により、多くの漁船が損壊･流失

しました。失われた漁船の復旧は、被災地の主要産業であ

る漁業の復興には欠かせません。

　サントリーグループでは漁業者の負担を軽減するため、

岩手県・宮城県に義捐金を拠出し、県が支援する全漁船の

取得費用の一部に役立てていただいています。両県合計で、

約1万隻の漁船の建造を計画しており、各漁港では、義捐

金を活用した漁船が次々と完成し、海へと繰りだしています。

定置網用やイカ釣り・サンマ・マグロ用など、さまざまな漁

船が建造され、漁獲高も徐々に回復してきています。

　特に「まぐろの日」（10月10日）に合わせて、宮城県気仙

沼漁港にてお披露目された最新鋭の大型遠洋マグロ漁船

「第5八幡丸」は、サントリーグループの義捐金を活用して

新造された最大の漁船となり、このクラスの新造は気仙沼

でも8年ぶりになるとのことです。

　これらの漁船の水揚げが、地域のさらなる復興に貢献し

てくれることを願っています。

　サントリーグループでは、漁業の再生が被災地復興に不

可欠と考え、2012年までに岩手県・宮城県に合計40億円

の義捐金を拠出し、さらに2013年も15億円の追加拠出を

決定しました。義捐金は甚大な被害を受けた漁業者が漁

船取得するための支援の継続、養殖など沿岸漁業の復興

に役立てられます。こうした被災地の漁業支援の取り組み

に対し、両県知事から感謝の言葉を頂戴しました。

　また、サントリーグループは、（社）大日本水産会より

2012年11月に、漁船取得支援･水産高校生への奨学金給

付など水産業に対する支援活動が評価され「水産功績者」

として表彰されました。

漁業の復興支援

岩手県・宮城県の漁業復興に義捐金を拠出 漁業者の漁船取得を支援

サントリーグループには、これまで多大なるご支援を賜り、心
より御礼申し上げます。いただいた寄付金は、県を通じ、被災
漁業者に対する「漁船を再取得する際の負担軽減のための
補助金」として活用させていただいており、サントリーグルー
プのご支援に対し、本県漁業者は大きく勇気づけられ、漁業
生産現場における復興の励ましになっています。このほか、本
県の「水産高校生徒への奨学金支援」など、漁業生産現場に
とどまらず、後継者対策や消費・流通に至るまで、漁業全般
の復興支援にご協力いただき、サントリーグループのご厚意
に重ねて感謝します。震災から2年が過ぎたものの、宮城県
の漁業の復興はまだまだこれからです。県としても早期の復
興を目指し、これまで以上に発展するよう全力で取り組んで
まいりますので、今後も継続的なご支援を期待しています。

漁業の早期復興に向けて、
今後も全力で取り組んでいきます。
宮城県農林水産部水産業振興課　ご担当者様

復興支援に注力。

VOICE



21Suntory Group CSR Report 2013

2013年6月　岩手県立高田高校で
奨学金贈呈式

福島県立いわき海星高校の
奨学金受給者4名が甲子園出場

　特に厳しい環境におかれている福島県の子どもを応援

したいという思いから、震災直後から林間学校・サマーキャ

ンプや学校施設への支援などに取り組んできました。

2012年にはより幅広い支援を行うため、「フクシマ ススム 

ファンド」を設立。サントリーグループが拠出する3億円を

もとに、子どもを支援するNPOの活動を中長期にわたり助

成していきます。2013年は、県外避難の子どものケアや遊

び場の運営、児童養護施

設のサポート、子どもの

声を集めた白書の出版

など、15団体の活動を支

援します。

　水産業の長期的な復興を支援したいとの思いから、

「サントリー・SCJ水産業復興奨学金」(総額6億円)を2012年

に設立し、経済的に就学が困難になった被災地の水産高

校7校の生徒に対して、返還義務のない奨学金の給付を行っ

ています。2012年度は約600名、2013年度は約500名の生

徒が対象となりました。

　また、｢桃・柿育英会｣の遺児育英活動を支援するため、

2億円の寄付を行いました。

　サントリーグループは、復興プランに子どもの意見を反

映させたいという「子どもまちづくりクラブ」の趣旨に賛同

し、「夢のまちプラン」の実現を応援しています。

　2012年9月には、一刻も早い復興への思いを込めたミ

ニ「あかりの木」を、岩手県陸前高田市大隅つどいの丘商

店街に設置。これは、高田松原にちなんだ高さ約4メート

ルの松ぼっくり型のモニュメントで、復興に向けたシンボ

ルとして建造されたものです。また、2013年には子どもた

ちのアイデアに基づいて設計された大規模な「子どもセン

ター」を石巻市に建設する予定です。

未来を担う子どもたちの支援

NPOと連携し、福島県の子どもが
健やかに過ごせる環境づくりを支援

将来の水産業支援のため、水産学校の生徒に
返還義務のない奨学金を給付

被災地の子どもの願いを形に

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンなどと協力し、水産高校生や震災遺児への奨学金給付、健やかな環境づくり

といった支援に取り組み、未来を担う子どもたちが安全･安心に暮らせる社会を目指します。

サントリーグループとの東日本大震災復興支援での連携は、
なによりも弊会にとって、そして支援先の子どもたちにとっ
て大変ありがたく、有意義なものであると確信しています。そ
の理由はまず、子ども支援に関して弊会の専門性と官と民
の狭間を支援するという私たちの立場を理解していただい
たこと。また、現地に何度も足を運ばれ支援先の状況を確
認の上、お互い納得のもとに進めてきたこと。これらにより、
初期の支援に加え、復興期の継続支援活動も可能になった
と思います。さらに、奨学金や助成などの金銭的支援ととも
に、現地の状況に合わせたきめ細かな支援により、結果的
に支援の質が高まったと感じています。次代を担う子ども
たちのために、子どもたちの笑顔が増えるように、今後もさ
らにサントリーグループとの連携を深め、中長期的な支援
を行っていきたいと考えています。

子どもたちの笑顔のために、
今後もさらにサントリーとの
連携を深めていきます。
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
事務局次長・連携推進担当

兵頭 康二氏

学金給付付 健やかな環境づくり産高校生や震災遺児 奨学学金給

2013年6月　「子どもセンター」建設予定地で
鍬入れ式

VOICE

特集2 被災地のニーズを踏まえた復興支援活動
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サントリーグループの復興支援活動について
　サントリーグループは、東日本大震災の被災地の復興に向けて、中長期的な支援に取り組んでいます。これらの支援をさ
らに進展させ、充実させるため、この分野の専門家である黒田かをり氏をお招きして意見交換を行いました。

新しい支援のあり方に期待
　震災発生から2年以上過ぎた今も規模を拡大して支援

を継続している点、被災地のニーズを把握した上で、行政

やNPOなどと連携して、きめ細かな支援を行っている点が

評価できます。NPOとの連携にはいくつか段階があります

が、資金援助という一方的な関係ではなく、互いに意見を

出し合う協働関係を一年で築かれたことに驚かされました。

今後も、NPOをはじめとした

さまざまなステークホルダー

との連携を深めることで、一

企業だけでは解決が難しい

課題にも、新しい支援の可能

性が生まれてくるのではない

でしょうか。

今後もニーズを捉えたきめ細かい支援をしていきたい
　復興支援にあたっては、サントリーグループとしての思い

を大切にしながら被災地のニーズを捉えたきめ細かい支援

を行っていきたいと考えています。そのために、地方自治体

やNPOの協力をいただくことでより有効な支援ができると

考え、協働で取り組みを行ってきました。今回の意見交換を

通じて、こうした活動が、結果としてサントリーグループの社

会貢献活動の幅を広げてい

ることに気づくことができまし

た。引き続き、被災地の一日

も早い復興に向けた取り組

みを行うとともに、ここで得た

知見を他の活動にも活かして

いきたいと考えています。

被災された方々に笑顔と元気を届けたいという思いから、サントリー文化財団・サントリー芸術財団などによる文化･芸術を

通じた支援、バレーボール部・ラグビー部によるスポーツを通じた支援活動を行っています。

文化・スポーツを通じた支援

　サントリー芸術財団では、音楽を通じて復興に貢献する

ため、深いパートナーシップで結ばれたウィーン・フィル

ハーモニー管弦楽団とともに「ウィーン・フィル＆サントリー

音楽復興基金」を設立。贈賞による音楽団体への助成と

被災地での「こどもたちのためのコンサート」を開催してい

ます。贈賞は10年間継続して行い、一部の活動については

同楽団員がコンサートや演奏指導等に参加します。2012

年は、14の活動が受賞。

　サントリー文化財団では、被災地の文化活動を支援す

るため、「サントリー地域文化賞」特別賞を2団体に贈呈。

また、震災後の新しい社

会のしくみを考える研究

会を立ち上げ、活動して

います。

「ウィーン･フィル&サントリー音楽復興基金」
を設立

2012年11月
「仙台ジュニアオーケストラのための
ワークショップ」を開催

　サントリーバレーボール部「サンバーズ」とラグビー部「サ

ンゴリアス」は、募金活動や被災地の子どもたちを対象と

したスポーツ教室を継続して開催し、スポーツを通じて、

被災地の支援に取り組んでいます。

　2012年8月には、仙台市で初めて「サントリードリームマッ

チ」を開催。元プロ野球選手による子ども野球教室やチャ

リティ活動などを行いました。毎年6月に開催している「サ

ントリーレディスオープンゴルフトーナメント」のチャリティ

金も、被災地の消防車両の購入に活用いただいています。

　

スポーツを通じて、被災地に元気を届ける

リ 文化財団 サ トリ 芸術財団などどによる文化 芸術をど よ 文文

2012年7月　「サントリーサンゴリアス
ラグビークリニック in 気仙沼」

サントリーホールディングス（株）
執行役員

コーポレートコミュニケーション本部 
副本部長　折井 雅子

仙台市・名取市に寄贈したチャリティ
金で購入された消防車

一般財団法人 CSOネットワーク
事務局長・理事
黒田 かをり氏
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お客様との関わり

安全・安心への取り組み
お客様に安全で安心な商品・サービスをお届けするため、商品企画・開発、原材料調達、
製造、流通、販売・サービスに至るすべてのプロセスで、品質保証を徹底しています。

グループ品質保証の推進

　安全・安心な商品をお届けするため、海外を含めたグルー

プ全体で、徹底した品質保証に取り組んでいます。

●お客様第一が品質保証の基本
　サントリーグループは創業以来お客様第一の姿勢で、商

品・サービスの品質向上を追求し続けてきました。2004年、

品質に対する姿勢を明文化した「サントリーグループ品質方

針」を制定。2012年1月には、グローバル化を進めるサント

リーグループの品質方針として、よりふさわしい表現に改定

し、全従業員が常に品質の維持・向上に取り組んでいます。

○グループ品質マネジメントシステム（QMS）体系

　サントリーグループは、グループガバナンスの一環として、

「サントリーグループ品質マネジメント規定」とともに、グ

ループ各社が遵守すべき考え方・行動・判断基準を示した

「品質マネジメントガイドライン」を制定しています。さらに、

品質マネジメントに関するグループ各社の責務をより明確

化するため、2011年に「サントリーグループ品質マネジメ

ント規定」 の一部を改定。今後は、海外グループ会社の状

況に合わせて品質マネジメントシステム体系の内容を適

宜充足させるとともに、国内外のグループ各社への周知を

継続して進めていきます。

●グループ全体の品質保証を推進
　グループ全体の品質保証を推進するために、「品質保証

委員会」を設置し、品質に関する重大リスクの抽出とその

低減を図るとともに、重要戦略課題に取り組んでいます。

委員会での討議内容は「グループ経営戦略会議」に適宜報

告し、グループの経営課題として共有・解決しています。

○海外グループ会社の品質マネジメントシステム強化

　2012年は、グループ会社の品質マネジメントシステム強

化のために、品質戦略部長による監査のしくみを強化。国際

標準の考え方に基づいて監査の基準を明確にするとともに、

グループ各社の課題と強みを把握し、国内の高い品質保証

力を海外に展開する、海外から学ぶべき事例を国内に展開

する、という目的を明確にしました。

　2012年11月には、オランジーナ・シュウェップス・グルー

プを対象として品質戦略部長による監査を実施し、品質

マネジメント体制の把握および今後の課題設定を行いま

した。今後は、さらなる監査方法の改善を進めるとともに、

グループ全体およびグループ各社の品質マネジメント力と

品質保証レベルの向上に取り組んでいきます。

○潜在リスクの抽出と低減

　法令違反や身体異常などの重大なクライシスにつながる

リスクを中心に、潜在的なリスクを徹底して抽出・低減する

活動を継続・推進しています。2006年より、生産研究部門

の経営層をはじめとする関連部門の責任者による週次会議

（週例リスク検討会）や、潜在的なリスク要因を定量的に捉

える指標（潜在リスク指標）のモニタリングを実施しています。

○海外法規情報の基盤を拡充

　2012年は、2011年に整備が完了した海外法規情報の

基盤を拡充し、対応できる範囲を広げるとともに、それらを

知見として蓄積・共有し、社内での活用を推進しました。今

後も、より迅速に法規情報を活用できるように、情報基盤

の運用および拡充を進めていきます。

○海外生産時の品質保証ルールの策定

　2012年、サントリーグループのグローバル展開の現状に鑑

み、国内で設計し、海外で製造・販売するサントリーブランドに

関する品質保証ルールを策定しました。また、海外グループ会

社における品質保証ルールの周知・徹底のため、適宜現地を

訪問し、説明会を実施しました。今後は、品質保証ルールを充

足させるとともに、周知・徹底を継続していきます。

All for the Quality
　わたしたちは、安全で心に響く商品・サービスをお届けし、
お客様の夢と信頼に応え続けます。

1． サントリーグループの一人一人が、お客様の立場に立って、
誠実に商品・サービスをお届けします。 

2． お客様に正確で分かりやすい情報をお届けし、お客様の声
に真摯に耳を傾け、商品・サービスに活かします。 

3．法令を遵守します。 

4．商品・サービスの安全性を徹底します。 

5．国際標準を活用し、よりよい品質の追求を続けます。

サントリーグループ品質方針
（2004年制定、2012年1月改定）

お客様との関わり
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○海外科学機関の分析技術の向上

　中国で製造・販売する商品の異臭トラブルを抑制する

ため、安全性科学センターの技術者が中国（上海）品質保

証センターを訪問し、基礎知識の確認や異臭分析技術の

指導・講習を実施しま

した。今後も安全性科

学センターがもつ知見

や高度な分析技術を海

外に展開していきます。

　「サントリーグループ品質方針」のもと、商品企画・開発、原

材料調達、製造、流通、販売・サービスに至るすべてのプロセ

スで、全従業員が常に品質の確保・向上に取り組んでいます。

●商品企画・開発─設計段階で徹底的に確認
　商品の企画・開発にあたっては、安心して召し上がって

いただくために、科学的な研究や調査、分析や試験を実施

し、「安全性」「法規適合性」を徹底して確認しています。

●調達─原材料のあらゆるリスクを評価
○水─すべての水を分析・検査して安全性を確認

　サントリーグループの科学的品質保証を担う安全性科

すべてのプロセスでの品質保証

学センターは、国内外の工場からすべての水（商品の中味

に用いる水、洗浄など工程に用いる水）を定期的に取り寄

せて分析・検査し、その安全性を確認しています。

○原料─さまざまな視点からリスクを管理

　サントリーグループでは個々の原料別に、その生産から

最終使用するまでのすべての段階で、さまざまな視点から

想定されるリスクを評価し、安全性と法律への適合性の

確保を実現しています。

　サントリーグループでは、生産者、原料メーカー、商社

など、サプライヤーの形態ごとに、機能や役割に応じた

基準を設け、評価・選定を行っています。その上で、特に

重要だと考えられる原料や、潜在的なリスクがあると判

断される原料については、原料の生産現場を訪問し、サ

プライヤーの品質監査
※を実施し、品質保証

のしくみをチェックし

ています。

○容器包装─独自の基準で品質を厳しく評価

　商品の品質を保つために、缶やびん、ペットボトルといっ

た包材別に、素材の選定から設計、製造までのすべての段

階で想定されるリスクを評価し、安全性と法律への適合

性の確保を実現しています。

　資材の調達では、包材メーカーから公的機関による「分

析試験成績書」を入手するとともに、安全性科学センター

でも検査をして、構成材料が関連法規に適合していること

を確認します。

　さらに、強度やユーザビリティ、魅力的なデザイン、軽量

化など、容器に求められる性能や要素を詳しく分析・評価

するため、サントリーグ

ループではペットボト

ルの試作設備を商品開

発センター内に設置し、

年200回以上の試作を

重ね、新たな容器開発

に挑戦しています。

※ 品質監査：現地審査を通し
て、生産現場における品質
リスクを特定・評価し、その
対策が適切であるかを確認
する活動

中国（上海）品質保証センター技術者への
分析指導

生産地訪問（インド）

ペットボトルの試作設備

●  プロセスの全体像

トレーサビリティ

科学的評価（試験・分析）

お届け
商品企画・

開発

水

調達

容器包装

原料 製造

景品
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●製造─国際標準に則った管理
　仕込、調合、充填、包装などすべての製造工程で、検査

機器を用いて、容器や中味への異物混入や、容器の傷、中

味漏れなどがないか、品質を何重にもチェックしています。

　2012年は、食品安全マネジメントシステムに関する世

界の動向に鑑み、国内の9つの自社食品工場で、GFSI※が

承認した国際認証規格であるFSSC22000の認証取得を

完了しました。2013年以降は、国内の自社酒類工場への

展開を順次進めていきます。

●景品─景品の安全性も確保
　商品の販売促進に用いる景品についても、商品と同じ姿勢で

安全性を確認しています。景品を審査するため、4部門の専門メ

ンバーで構成されたチームを組織し、それぞれの専門性を活か

して、社内の商品企画・開発部門や景品制作会社に対しアドバ

イスを行うほか、景品制作会社と連携して景品製造工場の視

察などを行い、原材料や製造工程、検品方法を確認しています。

●お届け─ビジネスパートナーにも品質保証を徹底
　徹底的に品質にこだわってつくった商品だからこそ、そ

のこだわりをそのままお客様のもとにお届けできるように

工夫しています。

○輸配送時

　物流協力会社に対して、運送や保管についてご理解・ご

協力を得るための啓発活動を行っています。また、商品保

管倉庫へサントリーグループの担当者が直接訪問し、倉庫

内の管理状況を確認しています。

○飲用時

　飲食店様などを対象に、樽生ビールをお客様においしく

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です

飲んでいただくためのドラフトセミ

ナーを実施しています。2012年に

は全国で533回開催し、6,750名の

方にご参加いただきました。

　また、全国約200名の「ドラフトア

ドバイザー」が定期的に樽生ビール

お取扱店を訪問し、機材の点検やご

相談に応じる活動も行っています。

●科学的評価（試験・分析）─商品周辺をくまなく分析
　安全性科学センターは、「分析科学」「微生物保証」「生物

安全」という3つの機能分野をもっており、それぞれの専門

性を発揮して、サントリーグループが製造および販売する

商品の安全性評価を行っています。原料や商品・中味はも

ちろん、容器包装、加工助剤、商品の中味に接触する生産

設備の材質などに至る

まで分析・検査を実施。

関連法規に加え、独自

の厳しい規格を設定し

て、それぞれの安全性

を確認しています。

●トレーサビリティ─商品に関する履歴を即座に確認
　原材料から製造・流通工程に至る履歴を追跡（トレース）

できるように、QRコード※（2次元コード）などを用いたトレー

サビリティシステムを全工場で構築しています。これにより、

お客様のもとに届いた商品に関する履歴を必要に応じて

確認できます。また、万一、商品を出荷した後に原料・容器・

表示などに何らかの問題がありうると判明した場合にも、

出荷先を速やかに特定して対処できる体制を整えています。

●  トレーサビリティシステム

トレースバック

原材料メーカー サントリーグループ 流  通 お客様

トレースフォワード

原材料、生産履歴を遡及 流通履歴、出荷先を追跡

原料 包材
一時
保管
倉庫

輸送 出荷

※�GFSI（Global�Food�Safety�Initiative）：世界中の小売業やメーカー、フードサー
ビス業、ならびに食品サプライチェーンに関わる企業の食品安全専門家
たちが集まり、業種を越えて協働して食の安全に取り組む組織

缶上部よりフラッシュ
を照射し缶内面を撮影

コンピューターの画
像解析により、異常
がないかを確認

異常を発見した場合、
左上のノズルからエアー
が出て缶を取り除く

ドラフトセミナー

安全性科学センター



26 Suntory Group CSR Report 2013

お客様との関わり

　サントリーグループは、東日本大震災後の放射性物質に

対する品質保証に取り組んでいます。

●製品・水・原料の安全性
　製品の安全性は、製造に使用する水と原料の安全性を

保証することで確保しています。水と原料については、国や自

治体、原料メーカーなどから情報を入手するとともに、自社

または外部委託機関で放射性物質分析を行い、安全性を

確認しています。その上で、お客様にお届けする最終製品に

ついても、定期的に全国の工場の製品検査を実施しています。

●放射性物質の分析方法と今後の対応
　自社の科学機関である安全性科学センターで、放射性物

質に対する品質保証体制を整備しています。2012年4月に

施行された食品中の放射性物質の新基準値に対応すると

ともに、2012年5月には、より高性能なゲルマニウム半導体

検出器を導入することで、放射性

物質の分析時間の短縮および検

査数量を増加させることができま

した。今後も引き続きお客様に安

心していただける商品をお届けで

きるよう、行政の指導に従うと同

時に自主的な分析を継続し、安全

性の確保を図っていきます。

放射性物質に対する品質保証

　サントリーグループが提供する商品やサービスについて

お客様に安心・信頼していただくためには、品質保証に関

する情報や活動を適切にわかりやすくお伝えしていくこと

が重要であると考えています。

●わかりやすい商品表示
　商品の表示や宣伝・広告表現について、品質保証本部

の中にある品質保証推進部が遵法性・妥当性を審査・確

認するほか、開発・生産・広報・宣伝などの各部門と連携し、

正確な表示とわかりやすい表現を推進しています。

　アレルギーについては、原料を調査し表示の要否を確認し

適切でわかりやすい情報開示

ています。食品については「食品衛生法」で表示を義務づけら

れている7品目だけでなく、表示が推奨されている18品目も

商品への表示対象としています。

●正確でわかりやすい情報開示
　お客様に正確でわかりやすい情報をお届けするために、常

に適切な情報開示に努めています。Webサイト「サントリー

の安全・安心への取り組み」では、2011年以降放射性物質

に対する取り組みについて、継続して情報発信をしています。

　また、品質に関する取り組みを、お客様にわかりやすく

お伝えし、親しんでいただけるよう、「ひんしつ探検隊」でも

さまざまな活動を紹介しています。

●自主回収について
　品質保証の徹底に努めながらも問題が発生した場合は、

迅速・適切に情報開示を行っています。

　2012年1月から2013年5月にかけては、新聞への社告

掲載を実施した自主回収はありませんでした。

　チューハイなどの低アルコール飲料をソフトドリンクと間
違えて誤飲することがないよう、商品に「酒マーク」を表示
しています。そのほか、主要な商品については、缶ぶたに「お
さけです」の表示や、点字で「おさけ」の表示を行っています。

商品への表示例TOPICS

ソフトドリンクと誤飲することがないよう、
缶ぶたに「おさけです」と表示

目の不自由な方が誤飲されないよう、缶ぶ
たに点字で「おさけ」と表示

ソフトドリンク
と誤飲すること
がないよう、「酒
マーク」を表示

リサイクル推
進のための「リ
サイクルマー
ク」を表示

ゲルマニウム半導体検出器
を用いた検査

Webサイト「サントリーの安全・安心への取り組み」とサイト内コンテンツ「ひんしつ探検隊」
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お客様コミュニケーション
創業以来、お客様満足を第一に対話を重ね、
ご意見やご要望を企業活動に反映しています。

お客様満足を実現するために

お客様のご意見を商品づくりに活用

　サントリーグループは、創業以来、お客様満足を第一に

考え、お客様との双方向コミュニケーションを大切にして

います。1976年には、お客様からのご相談窓口として消費

者室を設置。現在は、サントリービジネスエキスパート（株）

お客様リレーション本部として活動しています。お客様の

声ひとつひとつに真摯にお応えし、それらを広く企業活動

に反映させるよう、取り組みをさらに強化しています。

　お客様から寄せられたご意見やご要望を取り入れ、品

質改善、商品開発、情報提供の充実などを図っています。

すべての人にやさしく親切な商品・サービスを提供するた

め、商品開発時には、お客様視点で事前チェックをしてい

ます。2013年も引き続き容器包装、キャンペーンなどに関

するチェックを強化していきます。

●お客様満足を追求する「お客様視点プロジェクト」
　すべての従業員がお客様の視点で行動する企業風土を

醸成しようとする試みが「お客様視点プロジェクト」です。

お客様から直接ご意見を伺う機会が少ない部門も含め、

全従業員を対象に研修プログラムを実施しています。「お

客様視点気づき講座」と「お客様視点体感プログラム」の2

つのプログラムを軸に展開しており、2012年は講座開催

数や対象プログラム等を拡大し、3,137名が参加しました。

　お客様からの「この赤ワインは甘口ですか。辛口ですか。 
ミディアムボディと書いてあるが、甘いかどうかがわからな
い」という声にお応えし、「酸化防止剤無添加のおいしいワ
イン。（ほんのりまろやか赤）」の裏ラベルを改善。2012年8
月より、「ボディ」表示に加えて、「甘辛度（辛口～甘口）の5
段階」を追加表示し、よりお客様にわかりやすく変更してい
ます。

ワイン裏ラベルの味わい表現表示を改善TOPICS

お客様視点気づき講座 お客様視点体感プログラム

お
客
様

品質改善・商品開発

対応

関
連
部
署

分析

調査

開発

対策
検討

お客様
リレーション本部

営業支社・支店

お客様
センター

お客様の
生の声

ご指摘
お問い合わせ
ご提案

●   お客様からのお問い合わせやご意見・ご指摘の内容

（2012年実績：96,848件）

お問い合わせ・
ご意見※2

86％

ご指摘※1

  14％

経営・
社会動向など
5％

宣伝関連
6％

購入方法
10％

キャンペーン
12％

〈情報の内訳〉 〈お問い合わせ・ご意見内容〉

販売活動
14％

製品関連
53％

※1   ご指摘：お客様から商品や企業活動に対して寄せられたご不満・ご不快の声
※2   お問い合わせ・ご意見：上記以外にお客様から寄せられた幅広いご質問やご意見

●   お客様情報の流れ

ラベルに甘辛度を追加
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健康で豊かな生活への取り組み
お客様の健康で豊かな生活を支援するため、
サントリーグループではさまざまな商品・サービスを提供しています。

商品・サービスを通じた健康への貢献 新たな価値創造を行う研究開発体制

お客様とのコミュニケーションを推進

　健康に留意されるお客様のニーズや嗜好に合った商品・

サービスの提供を通じて、お客様の健康で豊かな生活に

幅広く貢献する活動を行っています。

　特定保健用食品や健康食品の研究・開発にあたっては、

「安全性と有用性の科学的裏づけをもった、人々の健康に

役立つ商品・サービスを提供する」という考え方のもと、古

くからの食経験に基づいた自然のちからの有用性を、最新

の科学で検証し、確かな技術で明らかにしてきました。

　自然と共生し、自然のちからを活かしながら、人間が本

来もっている「健康を保つ力」を引き出すことで、「健やかで、

美しく、心豊かな毎日（ウエルネスライフ）」をサポートする

という考え方は、まさしくサントリーグループの企業理念

「人と自然と響きあう」に基づいたものです。

●研究に基づく特定保健用食品を発売
　ウーロン茶特有の重合ポリフェノールに脂肪の吸収を

抑える強い作用があることを発見し、この研究をもとに「黒

烏龍茶OTPP」を2006年に発売。その後、さらなる研究を

続け、「黒烏龍茶OTPP」の継続摂取により体に脂肪がつき

にくくなることを明らかにしました。

また2007年には、ゴマから生まれた

「ゴマペプチド」を含む、血圧が高め

の方に適した「胡麻麦茶」も発売し

ています。

●セサミンの機能解明から健康食品発売へ
　健康によいといわれてきたゴマの機能の解明に挑戦し、

ゴマに含まれる微量成分ゴマリグナンの1つ「セサミン」の

健康効能を科学的に解明。1993年に健康食品の第1号と

して商品化しました。その後、さらなる研究を続け、ビタミ

ンEやトコトリエノール、さらに玄米由来の成分オリザプラ

スとの組み合わせによってパワーアップした商品「セサミン

EX」を発売しています。サントリーウエルネス（株）では、そ

の他にも研究に基づいたさまざ

まな健康食品を販売しています。

　特定保健用食品や健康食品における研究開発の核となっ

ているのがサントリー健康科学研究所です。この研究所で

は、健康と美に役立つ素材を探索し、その素材の魅力を

科学的に解明しています。

　また、安全性科学センターなど、専門領域をもつ研究部

門においても、独自の技術を活かしながら、お客様の明る

く健康で心豊かな生活に貢献できるようグループ全体で

協働・連携しています。

　さらに、新たな価値創造に向け、サントリーグローバルイ

ノベーションセンター（株）を2013年4月に設立し、研究開

発体制を一層強化していきます。

●研究の成果を発表
　サントリーグループの研究開発部門では、国内外の大学

や外部研究機関と共同研究を行い、学会発表や学術論文

などを通じて成果を社会に発信しています。

　冊子やWebサイトなどを通じて、お客様に定期的に健

康情報をお届けしています。

サイエンスに裏づけられた
サントリー独自の健康食品

健康情報を掲載している冊子

Webサイト「サントリーの研究開発」

「黒烏龍茶OTPP」と「胡麻麦茶」
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環境経営
サントリーグループにとって大切な経営資源である地球環境を次世代に引き継ぐために、
グループ全体で環境経営を推進しています。

地球環境との共生

グループ全体で環境経営を推進 環境中期目標と進捗報告

商品のライフサイクル全体で環境負荷低減

環境マネジメント

　地球環境との共生が人類共通の最重要課題の1つである

という認識のもと、1991年に環境室と「環境委員会」を設置

しました。2010年には、グループ全体で事業とエコロジーを

一体として推進することを目的に、エコ戦略部を発足。「サン

トリーグループ環境基本方針」のもと、「環境負荷低減」と「自

然環境の保全・再生」の両面から各グループ会社の環境経

営の強化を図っています。さらに、今後は国内グループでの

環境経営から、グローバルな環境経営体制の構築を目指し

て取り組んでいきます。

　環境経営を一層推進するため、2009年に水源涵
かんよう

養面

積（水を育む森の広さ）とCO2排出量削減の中期目標を下

記の通り設定しました。

　● 2011年末までにサントリー「天然水の森」（水源涵養林）

を7,000haに拡大 [2008年末時点で約1,795ha]

　● 2012年までに国内全事業活動におけるCO2排出量を

2007年比20％削減

　水源涵養面積は目標とした7,000haを超え、2013年4月

には7,600ha超に達しました。2012年のCO2排出量は、バ

リューチェーン全体でのさまざまな取り組みに加え、購入

したCO2排出権によるオフセットも行いましたが、計画を大

幅に上回る生産量の増加により、2007年比5％削減にと

どまりました（CO2排出原単位では2007年比19％の削減）。

今後もグループ全体での活動を強化していきます。

　サントリーグループでは、商品が企画・開発されて、廃棄・

リサイクルに至るまでのライフサイクル全体で環境影響を

定量的に把握し、環境負荷の低減に取り組んでいます。

　また、海外における事業拡大にともない、グローバルでの

環境負荷を捕捉するため、海外生産拠点の環境負荷の把

握などを進めています。

●ISO14001認証取得をグループで推進
　環境経営をグループ全体で強化していくために、グルー

プ各社の環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001

認証取得を積極的に推進。国内グループ会社※では統合

認証取得を完了し、海外グループ会社※でも生産拠点を

中心に認証取得が進んでいます。

　サントリーグループの各社では、生産部門・研究開発部

門・本社機能から営業部門までが一丸となって、原材料調

達から廃棄までの全段階で環境視点を取り入れた事業活

動を推進しています。
※日本版SOX法対象のグループ会社

　サントリーグループは、水と大地と太陽の恵みをお客様
にお届けする企業として、環境経営を事業活動の基軸に
おき、生命の輝きに満ちた持続可能な社会を次の世代に
引き渡すことを約束します。

1．水のサステナビリティの実現
「水と生きる」をコーポレートメッセージに掲げる私たち
は、全ての生命の源であり、事業基盤である「水」を大
切に使い、きれいに浄化して自然環境に還し、使用し
た以上の水を育む森を守り続けます。

2． イノベイティブな3Rの推進による資源の徹底的有効活用
循環型社会の実現に向けて、不断の技術革新により、
事業活動のあらゆる側面で原材料・エネルギーなどの
3R（Reduce，Reuse，Recycle）を一層推進し、持続可能
なビジネスを構築します。

3. 全員参加による低炭素企業への挑戦
地球市民として、グローバルな視点で環境保全に取り
組み、事業活動のバリューチェーン全体におけるCO2
削減を実行します。

4. 社会との対話と次世代教育
次世代に継承される豊かな自然を守るため、情報開示
に努めるとともに、社会との対話を重ね、また、青少年
への環境教育にも力を注ぎます。

5. Good Companyの追求
エコマインドを高く持つグループ社員づくりを通じて、
人と自然と響きあいながら生物多様性の保全に努め、
新たな価値を創造する “Growing f o r Good” 
Companyに向けて邁進します。

サントリーグループ環境基本方針
（1997年制定、2010年改定）
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●環境リスクを評価し対応策を策定
　サントリーグループはISO14001の手順に沿って環境影

響評価を各現場で行い、重点項目を特定し、発生するリス

クについては未然に防ぐ対策を講じています。特に生産拠

点では、周辺環境に対して細心の注意を払ったマニュアル

を完備・運用することで、リスクマネジメントに努めています。

●環境会計を導入しコスト効果を算出
　サントリーグループは事業活動における環境保全への取

り組みを定期的に評価する重要なツールとして、環境省「環

境会計ガイドライン2005年版」に準拠した環境会計を活

用し、その内容を開示しています。（2012年実績／環境投

資額18億円、費用額110億円）

　Webサイト「環境活動」では、環境への取り組みについ

て、詳しい情報を紹介しています。また、定期的に情報を

追加・更新すること

で、最新の情報を提

供するよう努めてい

ます。

環境コミュニケーション

　環境活動に関する情報を社会に発信し、ステークホル

ダーとのコミュニケーションを大切にしています。

●  事業活動と環境負荷の全体像（対象期間2012年1月1日～12月31日、国内生産拠点（委託先を除く））

※1  BOD（Biochemical Oxygen Demand ）：生物化学的酸素要求量。水の汚染度を表す指標の1つ
※2  電力由来のCO2排出量は電力会社ごとの実排出量に基づく排出係数を使用

容器のリユース・
リサイクルの推進

INPUT OUTPUT

● 排水
● 公共水域への
   排出BOD※1

● 大気排出 ・CO2※2

 ・SOx
 ・NOx
● 副産物・廃棄物

17,026千m3

39t
321千t

5t
117t

232千t

● 大気排出 ・CO2
 ・NOx

106千t
278t

事業プロセス

調　達

消　費

● 包装資材
   ・びん 
   ・アルミ缶 
   ・スチール缶
   ・ペットボトル
   ・段ボール箱
   ・その他

● 原料

389千t
105千t
40千t
65千t
65千t
93千t
21千t

418千t

● 用水

● 電気

● 燃料（原油換算）

21,395千m3

295百万kWh

110千kℓ

● 空容器
   ・びん 
   ・アルミ缶 
   ・スチール缶
   ・ペットボトル

7,042百万本
303百万本

2,376百万本
1,979百万本
2,384百万本

生　産

物　流

生産量 
（酒類・飲料）

3,811千kℓ

Webサイト「環境活動」
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「天然水の森」の活動 科学的根拠に基づいた調査・研究

生物多様性の保全

森林整備人材の育成支援

水源涵養面積の確保

森林の整備目標の設定

　サントリーグループは、商品の製造段階で多くの地下水

を使用します。その地下水の持続可能性を保全するために、

森林所有者と数十年にわたる長期間の契約を結び、水を

育む森づくりを2003年から行っています。

　サントリーでは、この森づくりの活動を「天然水の森」と

名づけ、「水と生
いのち

命の未来を守る森」を目指して、基幹事業

として取り組んでいます。

　「天然水の森」を数十年先、百年先に理想的な森にする

には、その地域の特性を理解することが大切です。そのた

めには、地質・植生・土壌・林学・砂防・鳥類・昆虫・微生物

など、多様な分野の専門家による調査・助言が欠かせま

せん。

　森林整備においても、大学などの研究機関と最先端の

技術を活用した共同研究をエリアごとに行っているほか、

行政・森林所有者・地域の方 ・々企業・ボランティアなどの

皆様の協力を得て、各種活動を続けています。

　水や農作物を主原料とするサントリーグループの事業活

動は、健全な生態系によって支えられています。この生態系

を守ることは、サントリーグループの当然の責務であるとの

認識から、生物多様性とそれを支える自然環境の保全につ

ながる多彩な活動を展開しています。2011年には、経団連

の「生物多様性宣言推進パートナーズ」に参画し、生物多様

性の豊かな社会づくりに向け、率先して行動しています。

　日本全国の森を健全化するには、「天然水の森」にとどま

らず、同様の活動が全国に広まる必要があります。サント

リーは、より効率的な施業技術や作業道づくりといった、

森の整備に必要な技術やノウハウを伝承するために、「天

　「天然水の森」で目指しているのは、工場で汲み上げる

量を上回る地下水を生み出す森を育むことです。「天然水

の森」の設定にあたっては、最初に水科学研究所が水文調

査を実施しました。水の成分分析、地形や地下の地質、工

場とその周辺の井戸情報などを調査し、工場で汲み上げ

る地下水の水源涵養エリアを特定。それぞれの工場が汲

み上げる水の量とそれぞれの土地の条件を勘案して、設

定する森の面積を算出しました。

　現在は、必要な水源涵養面積の目標（7,000ha）に到達し、

全国13都府県17カ所に総面積7,600ha超の「天然水の森」

を設定しています。全国各地の「天然水の森」では、活動を

持続し責任を果たすために、原則として30年以上の契約

を締結しています。

　日本の国土の約7割は森林におおわれていますが、日本

の森の多くは必ずしも健全な状態とはいえません。より健

全な状態にするために、サントリーは「天然水の森」におい

て以下の森林整備目標を設定し、地域の方々と活動を続

けています。

「天然水の森」（水源涵
かんよう

養・生物多様性の保全）
サントリー「天然水の森」を中心に、生物多様性保全の象徴である「愛鳥活動」、
水の大切さを子どもたちに伝える「水育（みずいく）」を実施し、自然との共生を目指します。

●  「天然水の森」の活動目標

1.  水源涵養林としての高い機能を持った森林
2.  生物多様性に富んだ森林
3.  洪水・土砂災害などに強い森林
4.  CO2吸収力の高い森林
5.  豊かな自然と触れ合える美しい森林

　「天然水の森」の調査や整備は多岐にわたります。「天然
水の森」の活動から得られた知見の共有化と、よりよい整
備計画の立案を目的として、2011年に引き続き、2012年9
月に「水科学フォーラム」を開催しました。多彩な分野の専
門家の方々をお呼びし、水文
学はもちろん、土壌・植生・鳥
類・微生物・造林・材利用・砂
防・地形解析など、「天然水の
森」での研究内容、今後の活
動方針などを報告・討論しま
した。

「水科学フォーラム2012」を開催TOPICS

自然環境の保全・再生
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愛鳥活動

次世代環境教育「水育（みずいく）」

　野鳥は自然環境のバロメーターといわれています。野鳥を

保護することが人間や自然環境を守ることにつながるとの

考えから、サントリーグループでは、1973年から野鳥保護を

通じた自然保護活動を行っており、今年で40周年を迎えます。

●「天然水の森」を生物多様性の森へ
　「天然水の森」の森林整備では、豊かな生物多様性を回

復することを大きな目標の1つとしており、専門家による野

鳥調査を毎年行っています。

　森林が本来もっている機能を回復すれば、そこに生息す

る動物相にも変化があります。動物相の変化を把握でき

れば、森林の変化を動物という一面から追い、生態系の上

位に位置するワシ・タカなどの猛
もうきん

禽類を中心に、彼らを支

える生態系全体の状況を把握できます。野鳥調査を通じ

て「天然水の森」の自然を鳥類の目から見つめ、生物多様

性豊かな森づくりを目指しています。

　水の恵みを商品に活かしてお客様にお届けする企業だ

からこそ、貴重な水資源を未来に引き継ぐために、次代を

担う子どもたちに独自の環境教育「水育」を展開しています。

●サントリー水育「森と水の学校」
　「森と水の学校」は、小学校3～6年生とその保護者を対

象に「サントリー天然水」のふるさとで開かれる自然体験教

室です。白州（山梨県）・奥大山（鳥取県）・阿蘇（熊本県）の

広大な自然の中で「水の大切さ」や「水を育む森の大切さ」

を体感します。2004年から2012年までに、約13,000名の

方にご参加いただきました。

なお「森と水の学校」は、環

境教育に関わる地元のイ

ンストラクターと協力し、

プログラムの企画および運

営を行っています。

●サントリー水育「出張授業」
　小学校の教室で、4～5年生に「水の大切さ」を伝えるの

が水育「出張授業」で、首都圏と京阪神、天然水工場のあ

る山梨県・鳥取県・熊本県で展開しています。「未来に水を

引き継ぐために」をテーマに、映像や実験を通して、地球上

の水が循環していることや、生活とつながっていることを

楽しく学習します。

　2006年の開始以来、

2012年までに630校、約

48,000名の児童にご参加

いただきました。

●さまざまな啓発活動を実施
　多くの方に野鳥に親しんでもらえるよう、ツールやWeb

サイトを通じて、さまざまな情報を発信しています。

　Webサイト「日本の鳥百科」では、解説つきのイラストで、

お気に入りの鳥を見つけたり、きれいなさえずりを聞きな

がら、野鳥を身近に感じたりすることができます。「バード

ウォッチング講座」では、「天然水の森」を舞台に野鳥を観

察するヒントや注意点を紹介しています。

　また、バードウォッチングを楽しく実施するためのリーフ

レット「身近な鳥たち その

やさしい見分け方」や、身近

に鳥を呼ぶための「エサ台・

水場・巣箱のやさしいつく

り方」リーフレット、ポス

ターなども作成しています。

●公益信託「サントリー世界愛鳥基金」
　サントリーは創業90周年記念活動の一環として愛鳥活

動の一層の充実を図るため、1989年に公益信託「サント

リー世界愛鳥基金」を創設しました。これは野鳥保護を通

じて地球環境保全を推進するため、国内外の鳥類保護活

動を資金面から助成するものです。

　1990年度を第1回とし、2013年度の第24回までに延

べ256団体に2億8,720万円の助成を行い、大きな成果を

あげています。

然水の森」をフィールドに講習会や実践研修を実施するな

ど、人材育成を支援しています。

白州蒸溜所のバードサンクチュアリでの
巣箱掛け

水育「森と水の学校」

水育「出張授業」
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容器包装における3Rの推進 Recycle：設計から回収まで全段階で配慮

Reduce：軽量化の追求

イノベイティブな3Rの推進事例

　サントリーグループは、3R（Reduce・Reuse・Recycle）の

考え方のもと、環境に配慮した容器包装を開発しています。

　お客様の飲用時からリサイクル処理を行うまでのユーザ

ビリティに配慮しながら、軽量化や、より環境負荷の少な

い素材の採用、さらにはリサイクル処理しやすい設計に取

り組んでいます。また、各リサイクル団体・自治体と連携し

ながらリサイクルを推進しています。

　回収した容器包装をリサイクルしてつくるリサイクル品

の品質を確保するために、容器の設計段階からさまざまな

配慮を行っています。これらの容器は数多くの種類が流通

し、回収時に各社の容器が混在するため、各市町村などと

連携しながら、効果的な回収ルートを活用しています。

　省資源化や輸送時の環境負荷低減の一環として、ペッ

トボトルやガラスびんなどの容器本体はもちろん、キャップ・

ラベルなどの軽量化も進めています。2013年5月からは、「サ

ントリー天然水」のペットボトルをさらに軽量化するととも

に、植物由来の原料を採用することで、一層の石油資源使

用の削減に取り組んでいます。（詳細は、P.15～16を参照）

●ペットボトルの自社成型
　サントリーグループでは、原型となるプリフォームをふく

らませてペットボトルにする工程を備えた工場の拡充を

図っています。また、一部の工場では、PET樹脂からプリ

フォームの成型もしています。これにより、ボトル成型から

中味充填までの一貫した設計・管理が可能になり、樹脂の

使用量を削減し、ボトルの軽量化もしやすくなっています。

さらに、完成品のペットボトル購入時に比べて、輸送時の

燃料やCO2排出量も削減できます。

　再生可能資源の活用など、新たな技術の開発にも積極

的に挑戦し「イノベイティブな3R」を推進しています。

●リペットボトルの導入
　2011年、サントリー食品インターナショナル（株）は、協栄

産業（株）と共同で国内飲料業界で初めてペットボトルのB 

to B※1メカニカルリサイクル※2システムを構築しました。

　このシステムにより製造した再生PET樹脂を50％含み、

新たなペットボトルとして再生した「リペットボトル」を、

2011年5月以降「サントリーウーロン茶」2ℓの一部に導入。

2012年4月からは、この方式の再生PET樹脂の使用量を

50％から100％へ拡大しました。これにより、PET樹脂の製

造時を含むCO2排出量を石油由来原料100％のボトルと

比較して83％削減※3できる再生ペットボトルの製造を可

能にし、2012年は、「伊右衛門」へも展開を拡大しました。

今後も循環型社会へのさらなる貢献を目指します。

容器包装の3R
循環型社会の実現に向けて「イノベイティブな3R」を推進し、
資源の徹底的な有効活用に努めています。

Reuse：容器の回収・再利用を推進

　ビールや飲食店様向けの清涼飲料などに使用されている

リターナブル容器は、自社ルートで回収・洗浄して、繰り返

し使用しています。（2012年は、延べ123百万本回収・再利用）

　また、栓抜きで開栓する際に口欠けしにくい形状に改善

をするなど、びん品質の改善にも取り組んでいます。

環境負荷低減

●  ペットボトルの精製プロセスとメカニカルリサイクル

※1  B to B：「ボトル to ボトル」の略で、ペットボトルをリサイクルして新たな
ペットボトルに再生すること

※2  メカニカルリサイクル：マテリアルリサイクル（使用済みの製品を粉砕・
洗浄などの処理を行い、再び製品の原料とすること）で得られた再生樹
脂をさらに高温・減圧下で一定時間の処理を行い、再生材中の不純物
を除去し、飲料容器に適した品質のPET樹脂とする方法

※3 バージン樹脂との比較

PET樹脂 樹脂から成型した
プリフォーム

成型したペット
ボトル

ペットボトルの
精製プロセス

メカニカルリサイクル

熱・真空等による除染 洗浄 粉砕

ペットボトル

石
油

P
E
T
粗
原
料

PET樹脂 プリフォーム
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●リサイクルペットボトルを原料にした商品ラベルの導入・進展
　サントリー食品インターナショナル（株）は、2010年11月

から清涼飲料の主要ブランド「サントリー天然水」「伊右衛

門」「サントリーウーロン茶」などの2ℓペットボトルの一部

に、リサイクル材を原料にした商品ラベルを導入し、現在

ではロールラベル方式※1の全商品に採用しています。

　このラベルは、業界初のリサイクルペットボトルを原料と

するロールラベルで、市場からの回収ペットボトルでつくる

再生PET樹脂を60％混合し、国内2ℓペットボトル飲料で

最薄の18μm（マイクロメートル）※2を実現しました。

　さらに、2012年3月には、同様の方法で再生PET樹脂の

混合率を80％に高め、ラベルを国産ペットボトル飲料で

最薄の16μmとする技術を実用化。「サントリー天然水」に

導入しています。これにより従来のロールラベルに比べ、

CO2排出量を23％削減※3しました。

●新技術による世界最薄シュリンクラベルを導入
　加熱収縮によって装着するシュリンクラベルは、曲線部

や凹凸のあるさまざまなボトル形状に使用されています。

従来、シュリンクラベルは筒状に貼り合わせた状態で納品

されたフィルムを容器の上からかぶせ、加熱収縮させるこ

とで容器に装着していました。このためかぶせる工程にお

いてラベルの折れ曲がりを防止するため、ある程度の厚み

が必要で、ラベルの薄肉化に限界がありました。また、ロー

ルラベル方式のようにフィルムを直接ボトルに巻きつけた

上で、シュリンクラベル方式のように加熱収縮すると、従

来のホットメルト接着※では貼り合わせ面がはがれてしま

うことから、実用化に至っていませんでした。そこで、加熱

収縮時の熱によって変形がない美しいラベル面を実現す

るため、新たな接着剤を開発。フィルムを直接ボトルに巻

※1  ミシン目ではがすのではなく、糊づけ部分からはがすタイプの商品ラベル
※2 1,000分の1mm
※3  フィルム（ラベル）製造工程における削減率

※ 常温では固形の接着剤を加熱溶融させて塗布する接着方法

きつけた後に貼り合わせ、加熱収縮させて装着するROSO

（Roll On Shrink On）方式を実用化しました。この方式を

採用した世界最薄の18μmのシュリンクラベルを「伊右衛

門」500mℓペットボトル（自動販売機専用）の一部に2012

年3月から導入しました。これにより、CO2の排出量を50％

以上削減することができます。

容器リサイクルで業界・自治体と連携

空容器の散乱防止対策を推進

　業界団体や自治体と連携し、お客様のご協力も得て、

容器のリサイクルを推進しています。サントリーグループは

「容器包装リサイクル法」を遵守し、事業者としてリサイク

ルの責務を果たすことはもちろん、効率的なリサイクルシ

ステムの構築に努めています。

　環境美化と資源の有効活用推進のために、空容器の散

乱防止活動に取り組んでいます。空容器回収ボックスは、

自動販売機1台に1個の設置を推進しています。また、自動

販売機には散乱防止のための「統一美化マーク」を貼りつけ、

リサイクルへの意識啓発を図っていま

す。なお、サントリーグループは飲料業

界6団体で構成される公益社団法人食

品容器環境美化協会に参画しています。

●  容器リサイクル率（各業界団体データより）

リサイクルペットボトルを
原料にしたロールラベル

空容器回収ボックス
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※ 三重大学との共同研究の結果に基づき試算※ 一度市場から引き揚げたものを整備して再び有効に活用している自動販
売機

※ 自動販売機1台あたりでは、昼間消灯で電力使用量を約10％、24時間消
灯で約20％削減できます

自動販売機の省エネルギー化

　サントリーフーズ（株）では、学習省エネ機能およびピー

クカット機能を搭載した自動販売機を積極的に導入し、

環境負荷の低減に努めています。

●ヒートポンプ式自動販売機の推進
　1995年以降、夏場のピーク時に冷却機能を一定時間停

止するピークカット機能を導入し、2007年からはより省エ

ネ性能の高い「ヒートポンプ式自動販売機」の設置を推進

しています。これは排熱を有効に利用することで、通常の自

動販売機（2007年型）に比べ、電力使用量を大幅に削減で

き、それにともないCO2排出量も削減できます。2011年か

らは投入するすべての新台（一部の特殊機を除く）に「ヒー

トポンプ式自動販売機」を採用しました。2013年は、通常

の「ヒートポンプ式自動販売機」からさらに消費電力量が約

30％削減できる「ハイブリッドヒートポンプ式自動販売機」

などの最新鋭の節電型自動販売機を17,000台投入します。

また、整備機※に対してもヒートポンプ機への改造を実施し、

新台と合わせて「ヒートポンプ式自動販売機」の投入を増

大させることで、2017年末にはサントリーグループの全稼

動台数の80％を超える見込みです。

●24時間消灯の推奨
　自動販売機業界では、地球温暖化防止・CO2削減を推

進するため、京都議定書制定以前の1991年より省エネ対

策に取り組んできました。その結果、2005年までの15年

間で自動販売機1台あたりの消費電力量を約50％削減で

きました。さらに、2012年に2005年比で約37％削減する

ことを業界全体の目標として掲げ、屋内設置自動販売機

の24時間消灯や、屋外設置自動販売機の昼間消灯※の推

進などの活動に取り組み、2011年に目標を達成しました。

次の中期目標として2020年に2005年比で約50％削減す

ることを業界として目指していきます。

●自動販売機部品リユースの取り組み
　サントリーグループ独自の取り組みとして、回収した自

動販売機の部品を再び自動販売機の部品として活用する

ために、部品のリユースに向けた技術開発ならびに、リユー

ス部品の管理システムの開発を進めています。2011年には、

整備・修理時の部品重量で合計約270トンの再生部品を

使用し、新品の部品と比べ製品ライフサイクルで約2,000

トン※のCO2排出量を削減しました。今後もさらにリユース

部品の使用対象を拡大し、資源有効利用に努めていきます。

●  省エネ型自動販売機の特長

自動販売機の省エネ
自動販売機の電力使用をバリューチェーンにおけるCO2排出量削減の重要課題と位置づけ、
自動販売機の省エネを積極的に推進しています。

環境負荷低減

ピークカット機能
夏季の電力消費ピーク時、一定時間の
冷却停止で電力使用を平準化します。

学習省エネ機能
販売数量や商品温度を把握し、電力
消費を抑制します。

ゾーンヒーティング・冷却
販売直前の商品のみを冷やす・温める
ことで消費電力を削減します。

発光ダイオード（LED）照明
消費電力の少ない LED照明を採用して
います。

調光機能
照明の明るさを 50％に調光する機能を
導入しています。

フロン対策
オゾン層を破壊しないように、地球温暖化係数の
低い冷媒（CO2,R-1234yf）を使用しています。

真空断熱材の使用
温かさ・冷たさを逃さず効率よく
エネルギーを使用します。
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水使用量の削減を徹底

排水管理の徹底
「水の3R」の徹底

　サントリーグループの工場では、商品の原料としての水

以外にも、製造設備の洗浄や冷却用に多くの水を使用し

ます。限りある水資源を大切にするために、工場ごとに中

期目標を設定し、水使用量削減に取り組んでいます。また、

水の循環利用・再生利用などの技術導入による有効活用

も進めています。2012年は、生産量増加にともない水使用

量は増加しましたが、工場での節水活動の取り組みにより

原単位は減少しました。

　サントリーグループでは、排水をできる限り自然に近い

状態で自然に還すため、法律よりも厳しい自主基準値を

設定し、排水の品質を徹底管理しています。

　工場からの排水は、嫌気性排水処理設備などで浄化処

理した後、下水道や河川へ放流しています。その際、測定

装置による24時間監視体制と検査員による水質・水温点

検を毎日実施しています。

　工場の設備機器を選定する際は、できる限り使う水を

少なくする（Reduce）、使い終わった水は繰り返し使う

（Reuse）、または処理をして再生利用する（Recycle）取り

組みを進め「水の3R」を徹底しています。

　サントリープロダクツ（株）天然水南アルプス白州工場で

は、3Rの視点から多様な活動を展開しています。とりわけ、

水のカスケード（多段階）利用といった高度な循環再利用

により、限りある水資源を最大限有効に活用し、水使用量

の原単位で業界トップレベルを達成しています。

●水のカスケード（多段階）利用
　製造工程で使用する水を冷却水や洗浄水など5つのグ

レード（清浄度）に分類

し、高いグレードが要

求される用途から次の

グレードでまかなえる

用途へ段階的に再利

用を図る技術です。

●雨水も有効活用
　雨の多い日本では、雨水も大事な資源です。サントリー

グループでは、雨水を

タンクに貯めて、植栽

への水やりや空調機械

の冷却水などに利用し

ています。

水資源の有効活用
自然界の水の循環に負荷をかけないように、工場での節水活動を徹底するとともに、
排水はきれいにして自然に還しています。

環境負荷低減

●  水使用量（国内24工場）

使用量（千m3） 原単位（m3/kℓ）
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清浄レベルごとに回収した水を200トンの
タンクに貯蔵し再利用

24時間体制での排水管理

雨水を植栽の散水に活用している
サントリープロダクツ（株）神奈川綾瀬工場

最新鋭の環境配慮型工場
サントリープロダクツ（株）
天然水南アルプス白州工場
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バリューチェーン全体でのCO2削減

生産での取り組み

　商品開発・製造から物流、販売に至るまで、国内事業の

バリューチェーン全体でCO2排出量を削減するため、部門

ごとに課題を設定して活動しています。2009年に環境中

期目標を設定し「サントリーグループの国内事業活動全体

でのCO2排出量を2012年までに2007年比で20％削減」

することとしました。

　2012年はこの目標に向けて容器の軽量化やリサイクル

素材の活用、ヒートポンプを搭載した自動販売機の設置、

生産活動での再生可能エネルギーの活用などに取り組む

とともに、購入したCO2排出権によるオフセットも行いま

したが、計画を大幅に上回る生産数量の増加により、

2007年比5％の削減にとどまりました。なお、CO2排出原

単位では2007年比19％の削減となりました。

　サントリーグループの工場では、環境に調和した生産活

動を行うため省エネルギーを徹底。稼動状況を一元的に

記録・管理して、生産工程での省エネ活動に役立てていま

す。さらに、CO2排出量の少ない燃料への転換や再生可能

エネルギーの利用など、さまざまな角度から地球温暖化防

止に取り組んでいます。各工場での活動は、定期的に開催

される「エンジニアリング担当者会議」で共有し、グループ

全体へ水平展開しています。

　2012年は、生産量の増加にともないCO2排出量は増加

しましたが、設備運転条件の見直しなど、多方面からの省

エネ活動により、原単位は減少しました。

●コジェネレーションシステム導入による削減
　生産活動では、コジェネレーション（熱電併給）システム

の導入を進め、各工場のCO2排出量を20～30％削減して

います。2013年4月現在、榛名工場・利根川ビール工場・

京都ビール工場・大阪工場の合計4工場で導入しています。

●CO2排出量の低い燃料へ転換
　ほとんどの工場では、重油から都市ガスやLNG（液化天

然ガス）への転換を完了しました。これらのガスは、熱量あ

たりのCO2排出量が低く、また、いおう分をほとんど含ま

ないことが特徴です。

●再生可能エネルギーの活用推進
　工場では、太陽光・マイクロ水力・雪氷・バイオマスなど

のさまざまな再生可能エネルギー（クリーンエネルギー）の

活用を進めています。

　太陽光エネルギー利用では、サントリープロダクツ（株）

天然水南アルプス白州工場に、飲料業界最大規模※の発

電能力約490kWの太陽光発電パネルを設置。晴天時には

工場で使用する電力の約20％をまかない、電力会社から

の電気購入に比べてCO2排出量を約205トン削減するこ

とができます。

　このほかにもサントリープロダクツ（株）天然水奥大山ブ

ナの森工場では、豪雪

地域に立地する特徴を

活かして冬季の積雪を

蓄え、春季の冷熱負荷

の一部をまかなう「雪

室（ゆきむろ）」を導入

しています。

地球温暖化防止
サントリーグループでは、バリューチェーン全体での環境負荷低減を目指し、
グループ一体となって地球温暖化防止に取り組んでいます。

環境負荷低減

●  CO2排出量（国内24工場） ※ 2013年4月末現在、自家消
費用として

排出量（千t） 原単位（kg/kℓ）
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※原単位は製造1kℓあたりの排出量

　2011年1月より、サントリーホール（東京都）およびサント
リー美術館（東京都）をグリーン電力化しています。この取り
組みは、エナジーグリーン（株）発行の「グリーン電力証書」
を活用したものです。両施設の年間使用電力量240万kWh
すべてがグリーン電力でまかなわれているとみなされ、年間
で約1,110トンのCO2排出量に相当します。

サントリーホールとサントリー美術館を

グリーン電力化

TOPICS

サントリープロダクツ（株）
天然水奥大山ブナの森工場の雪室



38 Suntory Group CSR Report 2013

地球環境との共生

●使用車両の大型化や天然ガストラックの普及を推進
　トラック走行台数を少なくするために、サントリーグルー

プは大型車両での輸送を進めています。生産工場から各地

の製品倉庫へのトラック輸送においては、効率的な配車と

合わせてトレーラーによるさらなる大型化を推進しています。

　また、環境負荷の低減が期待される天然ガスを使用し

た大型トラックの普及を推進する日本ガス協会の「大型天

然ガストラックの普及推進事業」にモニター社として参画

し、2012年3月から9月まで、東京・埼玉エリアでのお得意

先配送や関東圏内の拠点間輸送に、大型天然ガストラッ

クを活用しました。

●さまざまな貨物・荷主を統合して輸送
　サントリーグループでは、さまざまな貨物・運送場所につ

いて、最適な車両の組み合わせとルートを計算する「統合配

車®システム」を導入。使用するトラックの台数や空車状態

で走行する距離・時間の削減を図っています。さらに、他社

と貨物情報を共有することにより、1台の車両に複数の企業

の貨物を組み合わせるなど、輸配送時のロスを減らすことで、

環境負荷の一層の低減を図っています。また、物流協力会社

に対しては、アイドリングストップの推進や、運行状況を正

確に把握・管理できるデジタルタコメーターの装着など、環

境負荷の少ない運転の徹底をお願いしています。

●モーダルシフトを推進
　中長距離輸送では、トラックに比べてCO2排出量が少な

い鉄道・海上船舶輸送に転換するモーダルシフトを推進し

ています。2012年のモーダルシフト率は前年並みの34％

でしたが、500km以上の輸送では、67％に達しています。

　2011年3月にはサントリー酒類（株）、サントリーワインイン

ターナショナル（株）、サントリーフーズ（株）の3社が、国土交

通省が推進する「エコレールマーク」の企業認定を受けました。

●  輸配送時におけるCO2排出量

●  モーダルシフト率

●  統合配車®システムのイメージ
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最適貨物の組み合わせと最適ルート決定
各運送会社へ配車連絡

統合配車管理画面で
リアルタイム管理

サントリー統合配車®システム

①より少ない台数で
②空車で走る距離・時間を
　より短く

③1台あたりの売上げがより高く
④最終帰着地点が出発地点により近くなる
　ような配送ルートを検索します

A運送会社 B運送会社 C運送会社 D運送会社

（洋酒・ビール・ワイン・清涼飲料ほか）

サントリーグループ
輸送依頼情報

（電化製品など）

他社
輸送依頼情報

（缶・びん・段ボールほか）

包材メーカー
輸送依頼情報

物流での取り組み

　原料・包装資材の調達から商品をお客様にお届けするま

での間、物流における輸配送業務でも環境負荷の低減に努

めています。具体的には、モーダルシフトや車両の大型化の

推進とともに、自社で開発したシステムによる高効率なトラッ

ク輸送も実施しています。2012年は、販売数量の増加にと

もない、CO2排出量は前年に比べて1％増の約106,000トン

となりましたが、原単位では2％削減することができました。

引き続きさらなる削減に向けて取り組んでいきます。

　また、2012年6月から、関東から東北に向けてサント

リーグループ専用JR貨

物列車の運行を開始

し、製品輸送における

鉄道利用の拡大を図っ

ています。

サントリーグループ専用JR貨物列車
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●  副産物・廃棄物の排出量（国内24工場）

●  副産物・廃棄物の排出量の内訳（2012年）

●  生産の各工程で発生する副産物・廃棄物の再利用の流れ

再資源化率100％を維持

　サントリーグループの国内工場では、生産工程で発生す

る副産物・廃棄物の排出量削減と100％再資源化に取り

組んでいます。

　2012年は、国内工場から発生した副産物・廃棄物は合

計231,580トンとなり、前年より総量は3％増加しましたが、

原単位では2％削減しました。また、再資源化率は100％を

達成しています。

●種類別に再資源化の用途を開拓
　生産工程では、さまざまな副産物・廃棄物が発生します。

最も量が多いのは、商品の原料である農作物から出る植

物性残さ、次いで排水処理から発生する汚泥です。これら

は、特に注力して再資源化を進めています。なお、サントリー

グループから発生する副産物・廃棄物は、それぞれ下図の

用途で再資源化しています。

●汚泥発生量を大幅に削減
　嫌気性排水処理設備を導入し、生産設備の洗浄などで

発生した排水を処理しています。嫌気性処理とは、酸素が

ない状態で活動する微生物（嫌気性菌）を用いて、汚濁物

質を分解する処理法です。酸素が必要な好気性菌による

好気性処理法に比べて、排水処理段階で発生する汚泥の

量を大幅に減らすことができます。

　産業廃棄物を適切に処理するシステムを一新し、2013

年から生産工場および研究センターなどに電子マニフェス

トをベースにした管理システムを導入しました。新システム

導入により、法令遵守の徹底と作業効率の向上を推進し

ています。

廃棄物の削減と再資源化
循環型社会の構築に寄与するため、副産物・廃棄物の排出量削減と
100％再資源化に取り組んでいます。

環境負荷低減

排出量（千t） 原単位（kg/kℓ）
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地域に根ざした貢献活動

工場周辺地域との共生 全国の事業所で美化活動を実施

災害被災地への支援

地域社会と共生する企業であり続けるために、
地域社会の一員としての取り組みやコミュニケーションを大切にしています。

　サントリーグループの主要工場では、地域住民の皆様と

の対話や、工場内に造成した公園・遊歩道を開放するなど、

地域交流の場の提供に努めています。新たに工場を建設

する際には、第三者による環境影響評価などを行い、周辺

住民の皆様にご理解いただくとともに、生物多様性の保

全や工場内の緑化など自然との共生に努めています。

　全国にあるサントリーグループの各事業所では、周辺の

清掃をはじめ、自治体が主催するごみ拾いへの参加など、

環境美化に取り組んでいます。2012年の「東京ベイ・クリー

ンアップ大作戦」（2003年より協力・協賛）には、従業員お

よび家族も参加し、住民や近隣企業の方々とともに合計

102kgのごみを回収しました。

　サントリーグループでは、国内外の大規模な災害時に義

捐金の寄付や、飲料水の提供など、被災者および被災地

の支援を行っています。（東日本大震災の復興支援活動に

ついての詳細は、P19-22を参照）

●災害時に飲料を無料提供
　サントリーフーズ（株）では、「緊急時飲料提供ベンダー」を

開発し、設置を進めています。普段は通常の自動販売機同

様に飲料を販売し、災害発生などの緊急時には無料で飲

料を提供。電源が落ちた場合でも、鍵なしで簡単に飲料を

取り出せます。2011年3月の東日本大震災時にも、多くの

方々に活用いただきました。

　2012年は、行政施設や病院などを中心に約4,000台を

設置し、2012年末現在で、約8,000

台が全国に設置されています。この

タイプの自動販売機を、今後も積極

的に投入し、台数増加に努めます。

●工場見学を通じてお客様と対話
　おいしさや安全へのこだわり、自然環境への配慮など、

商品を通じた取り組みをより多くの方に知っていただくた

め、ビール工場・ウイスキー蒸溜所・ワイナリー・天然水工

場などで、工場見学や特別セミナーを実施しています。

　サントリープロダクツ（株）が鳥取大学および西武造園（株）
と共同で取り組んでいる天然水奥大山ブナの森工場にお
ける緑化活動に関して、2011年に日本緑化工学会賞（技術
賞）を受賞しました。天然水奥大山ブナの森工場は、建設当
初より30年以上先を見据えた緑化計画に沿って、徹底し
て地域在来の生態系に配慮した環境緑化を推進しています。
工場周辺の地域性種苗※（ブナやコナラなど）のみを用いた
緑化を進めており、成木・根株・幼苗を混植するほか、モニ
タリングによってそれらの生育状態の詳細データを蓄積、運
用しています。今回の受賞は、
こうした活動が生物多様性緑
化の優れた実践例として評価
されたものと考えています。
※ 地域性種苗：ある範囲内に分布
する種のうち、遺伝子型をはじ
め、形態や生理学的特性などに
類似性・同一性が認められる集
団のこと

天然水奥大山ブナの森工場が

日本緑化工学会賞（技術賞）を受賞

TOPICS

サントリープロダクツ（株）
天然水奥大山ブナの森工場

ビール工場での特別セミナー開催

東京ベイ・クリーンアップ大作戦 武蔵野ビール工場の従業員・家族に
よる多摩川清掃

天然水工場での工場見学 緊急時飲料提供ベンダー
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継続的な社会貢献

豊かな生活文化に貢献

文化・社会貢献活動
創業から現在まで変わることなく、「利益三分主義」の精神に基づき、
豊かな生活文化の実現に寄与する文化・社会貢献活動に取り組んでいます。

●  公益財団法人サントリー芸術財団
サントリー美術館とサントリー音楽財団の2つの活動を1つに
束ね、2009年に設立しました。2012年4月からは、サントリー
ホールの運営へと事業領域を拡大し、音楽・美術のさらなる
普及と発展への貢献を目指しています。

○  サントリー美術館
「生活の中の美」を基本理念に1961年
に開館。2007年には東京ミッドタウンに
移転し、「美を結ぶ。美をひらく。」を掲げ
て、国宝・重要文化財などの収蔵品をは
じめとした展覧会を開催しています。

○  サントリーホール
1986年に、東京初のコンサート専用ホー
ルとして開館。年間550を超える公演に
60万人近くのお客様が来場され、世界
の一流演奏家による公演や多彩な自主
企画を開催しています。

○  音楽事業
1969年の設立から、音楽の分野で優れ
た業績をあげた個人または団体を顕彰
するサントリー音楽賞、佐治敬三賞、芥川
作曲賞などを設け、クラシック音楽の振
興や新進作曲家の育成を支援しています。

●  公益財団法人 サントリー文化財団
1979年に設立。サントリー学芸賞、サン
トリー地域文化賞、国際的･学際的な研
究助成などにより、社会・人文科学と地
域文化の振興に取り組んでいます。

●  公益財団法人 サントリー生命科学財団
1946年に設立した食品化学研究所を前身に、1979年にサ
ントリー生物有機科学研究所を設立。2011年1月に改称し、
公益財団法人に移行。生物有機化学を基盤とする研究活動
のほか、奨励助成事業も行っています。

　創業者・鳥井信治郎は「利益三分主義」を唱え、事業で

得た利益を社会に還元することを信念としていました。特

に、恵まれない境遇におかれた人たちへの慈善活動、社会

福祉活動に積極的に取り組みました。サントリーグループ

は、社会のニーズの変化を見据えながら、現在に至るまで

社会貢献活動に継続して取り組んでいます。

●社会福祉法人「邦寿会」を通じた支援
　1921年の無料診療院開設を機に創立された「邦寿会」は、

2011年に90周年を迎えました。現在は社会福祉法人とし

て、特別養護老人ホーム「高殿苑」（1974年開設）、総合福

祉施設「どうみょうじ高殿苑」(2008年開設)、「旭区西部地

域包括支援センター」（2011年4月大阪市より受託）、「つぼ

み保育園」（1975年開設）を運営しています。近年では、時

代のニーズに応えた訪問介護（ヘルパー）、通所介護（デイ

サービス）、居宅介護支援（ケアプラン）などの在宅介護サー

ビスも提供しています。

　サントリーグループは、人々のより豊かな生活文化への

貢献を目指してきました。「サントリー美術館」「サントリー

ホール」をはじめとした文化施設の運営など、さまざまな芸

術文化支援に力を注いでいます。

　また、芸術文化の振興だけでなく、人文・社会科学の学

術研究助成や、生物有機化学の研究活動の推進も行って

います。こうした活動を通じて、次代を担う国際的人材の

育成も目指しています。

●「サントリー1万人の第九」への協賛
　1983年、大阪城ホールのオープニング記念イベントとし

てスタートした「サントリー1万人の第九」。サントリーグルー

プは、師走の風物詩である本コンサートに第1回から協賛

しています。

　30回目を迎えた2012年は、その時々の出来事とともに

30年間の歴史を振り返り、思いを新たに「1万人の第九」

を披露しました。また、昨年に引き続き、復興に向けて前

「どうみょうじ高殿苑」 「高殿苑」と「つぼみ保育園」での交流
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進する東北会場と中継を結び、両会場あわせて11,000名

が「歓喜の歌」を高らかに響かせました。

「夢」と「感動」を伝えるスポーツ活動

従業員の社会貢献活動を支援
次世代育成支援を強化

　企業スポーツへの参加やスポーツ振興のための活動に

も力を入れています。チーム活動では、ラグビーとバレー

ボールの自社チームを組織し、リーグ戦に参加しています。

両チームとも競技の普及活動を重視し、オフシーズンを中

心にラグビー教室・バレーボール教室を積極的に開催する

など、地域に根ざした活動を展開しています。

　2012年は74名の従業員が「ボランティア休暇制度」を

利用し、さまざまなボランティア活動に参加しました。また、

「邦寿会」の老人ホームでの清掃活動や森林整備体験など

の社内ボランティアにも積極的に参加しています。

●美術に親しむ機会の提供
　「サントリー美術館」では、中学生以下は入館料無料、鑑

賞支援ツール「おもしろびじゅつ帖」の無料配布に加え、お

客様と美術館をつなぐ交流の場として「エデュケーション・

プログラム」を行っています。展覧会ごとに親子ワークショッ

プやスライドを使ったわかりやすい展示解説「フレンドリー

トーク」を実施。2012年夏には、子どもたちに日本美術の

楽しさ、おもしろさを伝えるため、初めて次世代向け展覧

会「おもしろびじゅつワンダーランド」展を開催しました。

　サントリーグループでは、子どもたちがスポーツ・音楽・美

術・環境教育などのさまざまな分野で、本物や一流に触れ

る機会を提供し、豊かな個性・人格形成を支援しています。

●次世代の演奏家・聴衆を育成
　「サントリーホール」では、アメリカのカーネギーホールと

連携して、3〜6歳の子どもたちがカーペットに自由に座り、

一流演奏家が奏でる音楽を間近で聴くことができる「カー

ネギーキッズ at サントリーホール」を開催しています。

　また、子どもたちが定期的にコンサートホールに行く習

慣を身につけ、生活の中にクラシック音楽を取り入れてほ

しいとの願いから、「こども定期演奏会」も開催しています。

サントリー1万人の第九

カーネギーキッズ2012

「おもしろびじゅつワンダーランド」展

こども定期演奏会

フレンドリートーク

ラグビー部「サンゴリアス」 バレーボール部「サンバーズ」

「邦寿会」での清掃作業 「天然水の森」での森林整備体験
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地域社会との関わり

専門組織が責任をもって対応 飲酒運転撲滅に向けた予防・啓発活動

業界と連携した啓発活動

アルコール関連問題低減に向け世界的に活動

お客様や従業員に適正な飲酒を啓発

アルコール関連問題への取り組み
酒類を製造・販売する企業の責任として、
アルコール関連問題に積極的に取り組んでいます。

　サントリーグループは、1976年に「サントリー宣伝コード」

を制定し、飲酒に関する宣伝・広告表現の自主規制を業

界に先駆けて開始しました。その後、アルコール関連の専

門組織「ARP※委員会」と、その事務局「ARP事務局（現

ARP室）」を設置。社内外への適正飲酒の啓発、販売・宣伝

活動の社内チェック、研究機関への参加・協力・支援など

を行っています。

　広告による飲酒運転警告表示や飲食店へのポスター配

布、Webサイトでの情報発信などを通して、飲酒運転防止

の啓発活動を行っています。

　また、欧米などで先行している「指定ドライバー制度」を

工場見学の受け入れの際に導入しています。受付時と試

飲会場で、2回にわたり確認し、ドライバーの方にはノンア

ルコール飲料を提供しています。

　さらに、アルコール飲料の責任ある広告と販売を実践

するため、酒類商品の店頭試飲会などを中止しました。

　ビール酒造組合、日本洋酒酒造組合など業界団体の一

員として、中高生を対象とした未成年者飲酒防止のため

のポスター、スローガン募集キャンペーン、新聞・雑誌での

啓発広告を展開し、妊産婦飲酒防止に向けた商品パッケー

ジへの注意表示などを実施しています。

　WHO（世界保健機関）は、アルコール関連問題の低減に

向けて、各国政府、公衆衛生機関の専門家などと協議して

活動を続けています。2010年にはアルコールの有害な使

用を低減するために、酒類業界も重要なステークホルダー

と位置づけた世界戦略を採択しました。

　サントリー酒類（株）はGAPG※の構成員として、世界の

主要酒類メーカーと連携。WHOによる2013年の戦略実

行状況レビューに向け、発展途上国・新興国での飲酒運転

防止、自主基準の設定、違法酒への取り組みなどの活動を

支援しています。

　サントリーグループでは、1986年から継続して「酒は、な

によりも、適量です。」というメッセージを伝える「モデレー

ション広告」を主要全国紙で展開。2012年末までに130回

以上掲載しています。

　また、「イッキ飲み防止連絡協議会」が実施している「イッ

キ飲み防止キャンペーン」の趣旨に賛同し、1993年の第1

回キャンペーンからポスター・チラシなどのデザインやノベ

ルティプランニングに協力を続けています。

　あわせて、酒類を製造・販売する企業として、従業員の

適正飲酒に関する意識を高めることも重要だと考え、国

内グループ会社従業員への啓発を行っています。

●マーケティングにおける自主基準を改定
　「飲酒に関する連絡協議会」が制定した共通自主基準を

もとに、社会情勢に対応して自主基準を改定しています。

2010年にはCMに妊産婦飲酒の注意表示を実施。また、

テレビCMの土・日・祝日の自粛時間を延長し、年間を通

して5時00分～18時00分まで酒類のテレビ広告を自粛す

ることとしました。

※ARP（Alcohol-Related Problems）：アルコール関連問題

※ GAPG（Global Alcohol Producers Group）：アルコール関連問題低減に向
け、世界の主要酒類メーカーが加盟している団体

モデレーション広告
（2012年12月掲載）

2013年「イッキ飲み防止
キャンペーン」のポスター

商品パッケージへの
注意表示

「STOP! 未成年者飲
酒キャンペーン」ロゴ
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　サントリーグループでは、お客様に高品質な商品・サー

ビスをお届けするため、安全・安心はもとより環境や社会

にも配慮するなど、サプライチェーン全体においてCSRを

推進していくことが重要だと考えています。

　そして、調達におけるCSR活動をより一層強化するため、

2011年に法令遵守、人権・労働基準、品質、環境、情報セ

キュリティ、社会との共生の6項目を柱とした「サントリー

グループCSR調達基本方針」を制定し、ビジネスパートナー

と連携してCSR調達を推進しています。

　サプライヤーとの取引にあたっては「サントリーグループ

CSR調達基本方針」に基づいた「購買管理規定」や「取引先

選定基準」に則り、各社に公平な競争機会を提供していま

す。同時に、各社の商品・サービスの品質や供給力、財務

状況、安全確保、環境保全、社会貢献などの取り組みを公

正に評価し、ビジネスパートナーを選定あるいは取引継続

の可否を判断しています。

　サントリーグループでは、サプライチェーンのビジネス

パートナーとともに、CSR調達の推進に取り組んでいます。

社内の担当者への教育をはじめ、原材料サプライヤー・製

造委託先・物流協力会社の主要なビジネスパートナーに対

して、CSR調達に関する説明会やアンケートを行い、意識

啓発や活動の支援に取り組んでいます。

●ビジネスパートナー評価の実施
　ビジネスパートナーとサントリーグループ双方の品質向

上・業務改善に向け、毎年1回のお取引先評価と結果報告

を行うほか、原材料サプライヤーを訪問し、生産現場での

品質確認や情報・意見

交換を実施しています。

2012年は、海外を含む

原料サプライヤーおよ

び包材サプライヤーに

ついて、随時現地で品

質監査を行いました。

●事業活動に意見を反映
　ビジネスパートナーとの日常の取引でのやり取りに加え

て、定期的な対話の機会を設けています。方針説明会や品

質勉強会では、サントリーグループの考え方を説明し、そ

の内容についてアンケートを行い、理解の度合いや感想な

どを記入していただいています。アンケートの結果は十分

に分析し、事業活動に反映しています。

CSR調達／ビジネスパートナーとの連携
事業活動を支えてくださるビジネスパートナーとは、公平な競争機会や公正な評価・選定を基盤に、
相互の品質向上・安全性確保に努めるとともに、連携してCSR調達を推進しています。

　サントリーグループは、企業理念「人と自然と響きあう」
と企業倫理綱領に基づき、安全・安心で高品質な商品・
サービスをお届けするために、 公正・公平な取引を実施し、
サプライチェーンのお取引先とともに、人権・労働基準・環
境などの社会的責任にも配慮した調達活動を推進します。
　お取引先との良好なパートナーシップを構築し、真に豊
かで持続可能な社会の実現に貢献します。

1. 法令遵守と国際行動規範の尊重
各国の法令を遵守し、国際行動規範を尊重した公正・
公平な調達活動を推進します。

2. 人権・労働・安全衛生への配慮
基本的人権を尊重し、労働環境や安全衛生に配慮し
た調達活動を推進します。

3. 品質・安全性の確保
「サントリーグループ品質方針」に準拠し、品質・コスト・
供給の最適な水準に基づく高い品質と安全性の確保
をめざした調達活動を推進します。

4. 地球環境への配慮
「サントリーグループ環境基本方針」に準拠し、地球環
境に配慮した調達活動を推進します。

5. 情報セキュリティの保持
調達取引に関わる機密情報および個人情報は厳格に
管理します。

6. 社会との共生
社会との共生に向けた社会貢献への取り組みを推進
します。

サントリーグループCSR調達基本方針
（2011年制定）

ビジネスパートナーとの関わり

CSR調達基本方針の制定 サプライヤーとの公正・公平な取引を徹底

ビジネスパートナーとの連携強化

健康食品「マカ」の原料視察
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ビジネスパートナーとの関わり

　輸配送業務を委託している物流協力会社と連携して発

足した「安全推進委員会」には、2012年末で64社260名が

参加。安全確保・環境配慮・リスクマネジメントなどの取り

組みを推進しています。

●協力会社各社の安全推進を強化
　「安全推進委員会」が制定した「物流安全5原則」を各社

従業員に周知徹底するとともに、委員会事務局※が各社

の拠点を巡回して、安全策実施状況を点検しています。

●安全推進大会で活動を共有
　サントリーグループの配送センターをはじめ物流協力会

社の倉庫、輸配送事業所など全国140拠点の責任者が一

堂に会する「安全推進大会」を毎年開催しています。この大

会では、勉強会やコンテスト実施などによる安全教育の徹

底と優れた事例を紹介して情報を共有するほか、優秀な

ドライバーや拠点を表彰するなど、各社の安全に対する取

り組み意欲の向上や強化につなげています。

●協力会社の安全管理を推進
　物流協力会社の安全管理体制を常に一定水準以上に

保ち、継続的に改善していくため、国土交通省が主導して

いる「安全性優良事業所」の認定取得を推進しています。

　サントリーグループの物流協力会社は、輸配送事業所全

82拠点中79拠点が認定を取得（2012年末）、認定取得率

は96％に達しています。これはトラック運送業界全体の取

得率21.6％（2012年12月トラック協会調査）を大きく上

回っています。また、2008年からは対象範囲を直接業務委

託会社から2次協力会社まで拡大し、輸配送の安全管理

体制の強化を図っています。

●原料サプライヤーとの取り組み
　サントリーグループでは「食品衛生法」「農薬取締法」を遵

守した適正な農薬使用を、ビジネスパートナーを通じて各

産地に依頼、確認しています。これは、安全・安心な原料の

確保だけでなく、土壌汚染や水質汚濁などを未然防止す

る観点からも重要です。このような活動を、CSRの観点か

らお取引先評価・選定の項目として検討していく計画です。

　そのほか、2009年よりビールの主要原料であるホップの

生産農家を経営支援し、原料の安定調達に取り組んでい

ます。

●協力会社の環境認証取得を推進
　物流にともなう環境負荷の低減を目指し、「グリーン経

営※」「ISO14001」や「エコステージ」などの認証取得を協力

会社と推進しています。サントリーグループの物流協力会

社では、2012年末までに全82拠点中88％にあたる72拠

点がこれらの認証を取得。今後もさらに認証取得を支援

していきます。また、「改正省エネ法」への対応として、物流

協力会社の月別・車両別走行距離、燃料使用量、積載量

などからCO2排出量を算出、削減目標を設定して取り組

んでいます。

●環境への配慮を推進
　2008年より、輸送時の荷崩れ防止用のシュリンクフィ

ルムに代わり、繰り返し使用できる「グリーンエコベルト」

を導入しました。全物流協力会社に長距離輸送での使用

を推進し、環境負荷低減を図っています。

●災害時に備えて体制を整備
　災害などの有事に備えて、災害伝言ダイヤル「171」や、

携帯電話による「災害伝言板」の有効活用を目的とした訓

練を物流協力会社とともに実施しています。また、首都圏

および近畿圏直下型地震発生時のアクションプランとして、

被災地に通常の出荷拠点以外から「サントリー天然水」を

緊急出荷する体制や、出荷拠点が被災した場合の代替出

荷拠点の設定など、物流協力会社と対策を共有しています。

安全で環境に配慮した物流の推進

※ サントリービジネスエキスパート（株）物流部、サントリーロジスティクス
（株）安全推進部のマネジャーおよび担当者で構成

※ グリーン経営：国土交通省環境行動計画に基づいて設立された公益財団
法人「交通エコロジー・モビリティ財団」が推進しているもの

第12回「安全推進大会」（2012年） 「安全推進大会」での表彰式（2012年）
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人事の基本的な考え方

人権尊重を推進する委員会の設置

　サントリーグループでは、「Growing for Good」の実現に

向けて、従業員一人ひとりがいきいきと、やりがいをもって

働き、もてる力を最大限発揮している状態を目指し、従業

員の多様さを前提とした「ダイバーシティ経営」を人事の

基本的な考え方としています。

　● 国籍・性別・年齢・障がいなどによる差別をしない「人

物本位の採用」

　●個々人の能力を活かすための「適材適所の人材配置」

　●個々人の役割と成果に応じた「実力本位の処遇」

　サントリーグループでは、「企業倫理綱領」にあらゆる不

当な差別やハラスメントなどを排除することを定めていま

す。そのために、人権の尊重と国籍・性別・年齢・障がいな

どによる差別の排除を目的に「人権教育推進委員会」を設

置。すべての従業員が人権について正しく認識するために、

継続的な意識啓発に取り組むとともに、新任マネジャー研

修、新入社員研修等でも、人権教育・啓発のプログラムを

実施しています。

　また、啓発活動として2011年からの3カ年計画で、各事

業所を訪問し、人権に関するセミナーも実施しています。

●  従業員数データ（2012年12月31日現在） （名）

2010年 2011年 2012年

男性 41 43 42

女性 0 0 1

役員 41 43 43
男性 1,408 1,420 1,489

女性 109 129 140

マネジャー相当職 1,517 1,549 1,629

男性 2,512 2,497 2,447

女性 860 871 900

メンバー相当職 3,372 3,368 3,347

社員 4,889 4,917 4,976
男性 435 431 419

女性 90 80 98

契約社員等※ 525 511 517

派遣社員 723 629 616

※契約社員等：嘱託社員およびアルバイト

●  平均年齢と平均勤続年数（2012年12月31日現在）

2010年 2011年 2012年

平均年齢 38.3歳 38.3歳 38.6歳

平均勤続年数 15.4年 15.4年 15.5年

●  採用人数 （名）

2010年 2011年 2012年

新卒
男性 162 106 75

女性 27 33 50

経験者
男性 18 4 20

女性 5 14 21

合計 212 157 166

●  退職者数と事由 （名）

2010年 2011年 2012年

定年※1 166 99 76

自己都合 25 21 26

会社都合 0 0 0

その他 7 10 5

合計 198 130 107

離職率※2 0.51％ 0.43％ 0.52％

※1   定年には自由選択定年も含む
※2  離職率は、定年退職者を除く退職者をもとに算出

人事の基本的な考え方／雇用・就業状況
サントリーグループで働く従業員一人ひとりがプロフェッショナルとして自立し、
新たな価値を生み続ける集団を目指しています。

従業員との関わり

（％）

（経過年数）
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●  新卒採用者の在職率

※2005～2007年新卒者を対象に計算

※ この章の記載はサントリーホールディングス(株)、サントリー食品イン
ターナショナル（株）、サントリープロダクツ(株)、サントリーウエルネス
(株)、サントリー酒類(株)、サントリービア＆スピリッツ(株)、サントリー
ワインインターナショナル(株)、サントリービジネスエキスパート(株)などに
勤務し、サントリーホールディングス（株）と雇用契約を結ぶ社員4,976
名を対象とします（2012年12月31日現在）
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従業員との関わり

人材育成を主眼に評価・処遇制度を構築

公正で納得性の高い評価を実施

グローバル人材の育成

　サントリーグループの人事制度は、従業員一人ひとりの

能力の開発・発揮に主眼をおき、発展段階と発揮した成

果に応じた、公正で納得性の高い処遇を理念としています。

その基本的な考え方は、以下の3点です。

　● 従業員一人ひとりが向上心をもってより高い目標に

チャレンジすること

　● 会社は従業員に対して能力・キャリア開発の場を提

供し、自己実現を支援すること

　● 役割と成果に見合った、公正でメリハリのある処遇を

すること

　年4回実施する上司と部下の面接を通して、従業員が

納得できる評価に努めています。年初に設定した「業務計

画書」に基づき、業務実績や取り組みのプロセスを振り返っ

て評価します。評価後の「フィードバック面接」では、その

結果を伝えるとともに、期待する点や不足している点を話

し合い、評価への理解とさらなる能力開発・成長を促して

います。

　面接後は、労働組合が組合員にアンケートを実施し、一

人ひとりの納得性を調査しています。結果は経営陣にも伝

えられ、人事制度の運用や改定に役立てています。また、

面談内容が不十分であった場合には、評価者である上司

にヒアリングや指導も行っています。

●チャレンジ目標の導入
　2013年からメンバー相当職を対象として、「チャレンジ目標」

を導入しています。通常業務に加えて、より難易度の高い、意

欲的な目標を各自が設定することで、サントリーグループの

DNAである「やってみなはれ」の風土をより強化していきます。

　サントリーグループが真のグローバル企業として、より

一層飛躍するためには、従業員がグローバルに活躍できる

人材に成長することが重要です。そのため、まずは国内の

従業員がグローバルビジネスで活躍できるよう制度を整え

●グローバルな人材採用・人材交流
　海外グループ各社の人事担当者による「グローバル人事

会議」を開催し、グローバルな活躍の場を提供するなど、

人材の交流・活用を推進しています。

　また、採用活動においても、英語版採用Webサイトの作

成、留学生向けセミナーの開催、海外に赴いての採用活動

など、グローバルな活動を強化しています。

　さらに、2012年には、グローバルな人材交流、サントリー

グループのDNA浸透を目的に「アンバサダープログラム」

を開始。中国、インドネシア、シンガポールなどのグループ

会社から合計8名が日本を訪れてサントリーグループへの

理解を深め、各社へ展開しました。

●  育成制度

名　称 内　　容

グローバルリーダー
シップ研修

サントリーグループのグローバルな成長
を牽引する人材の育成

キャリアチャレンジ グローバル業務遂行に必要なスキルの
習得

ビジネススクール留学 国内・海外のビジネススクールで経営
管理学修士（MBA）を習得

トレーニー グループ会社や未進出エリア（新興国等）
の「外部機関プログラム」または「学校へ
の派遣」を実施し、語学力・コミュニケー
ション力および異文化理解力を習得

人材育成
公正で納得性の高い人事制度を基本に、
能力を開発・発揮しやすい環境づくりに努めています。

ています。

　サントリーグループでは、従業員の自己成長を促すため、

自己啓発支援プログラム「SDP（Suntory Self-Development 

Program）」を導入しています。プログラム数は520種類で、

語学スキルへの支援も充実しています。国内グループ会社

の従業員は誰でも共通のプログラムを受講できます。

●グローバル人材の育成制度の充実
　2010年よりグローバル人材の育成を目的とした制度を

導入しています。2012年は、114名の応募があり、現在32

名がそれぞれのプログラムを習得しています。

　育成制度の1つであるグローバルリーダーシップ研修は、

日本国内の従業員だけでなく、海外グループ会社の従業員

も参加し、日本や事業展開している海外エリアで実施して

います。（2012年は日本・中国・タイで実施）
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●  キャリア開発体系

社員としての成長

内定

新入社員育成 4年次研修

個人の視点に立ったキャリア自律支援
～キャリアデザインワークショップ～

Suntory Self-Development Program
（自己啓発支援プログラム）

新任マネジャー
対象研修

新任プロフェッ
ショナル層研修

入社 異動・昇格・昇進 退職

キャリアサポート
自己啓発

経営ニーズと
リンクした
キャリアストレッチ 自己申告制度／昇格候補者試験／社内公募制度

グローバルな社内育成制度

新任
工場リーダー研修

グローバルリーダーシップ研修／キャリアチャレンジ／
ビジネススクール留学（MBA）／トレーニー

コーチャー制度

●応募型研修
●通信教育

●e-ラーニング
●語学研修  

●  2012年度の仕事に対する意識（自己申告より）

〈仕事への満足〉〈仕事へのやりがい〉

ある
26.8％

比較的ある
50.8％

普通
20.2％

あまりない
1.8％

ない
0.4％

感じる
45.7％

比較的感じる
34.4％

あまり
感じない
2.4％

普通
16.7％

感じない
0.8％

従業員のキャリア開発を支援

　「人が人を育てるプロセスの中で成長する」という人材育

成の連鎖を重視し、現場での育成を大切にしています。また、

入社から退職までの成長・育成のステージごとに「求められ

る姿」「発揮してほしい力」「従業員としてのVALUE」を明示

し、そのステージに合わせた基本研修プログラムを整備。

営業・生産など各部門での実務研修も実施しています。

●一人ひとりのキャリア開発をサポート
　キャリアサポート室を設置し、専門のアドバイザーによる

個別相談やワークショップなどを通して、従業員一人ひと

りの自律的なキャリア開発を支援しています。入社4年次・

10年次は全員に、40代は応募型でキャリアワークショッ

プを実施。65歳定年制のもとで50代でのメニューも充実

させ、自らのキャリアを見直し、以降の人生をよりポジティ

ブなものにしていくサポートをしています。

●適材適所の実現に向けた取り組み
　自らが異動希望を伝える「自己申告制度」（年1回）を基本

に、特定の要員を公募する「社内公募制度」や、1年間の育

成プログラムで実務経験を積む「キャリアチャレンジ制度」

など、自律的なキャリア形成を支援しています。また、若手

従業員の可能性を広げるため、入社後の10年間で3部署

を経験するジョブローテーションを実施。4年次、9年次の

従業員全員を対象に、人事部との個別面談も行っています。

●従業員の意識や会社の風土を調査
　「自己申告」時には、従業員の現状や仕事に対する意識

も確認しています。また「社員意識調査」でも、職場で働く

従業員の意識を継続的にモニタリングし、経営施策に活か

しています。

　2012年10月、22社43名のグループ会社のマネジャーが
参加し、「グループ合同マネジャー研修」を開催しました。「マ
ネジャーの仕事のスタンダードを理解する」という共通目的
のもと、熱い議論が繰り広げられました。さまざまな業種が
集うサントリーグルー
プの強みを活かして
シナジーを発揮し、今
後もグループ各社の
人材開発の支援に貢
献していきたいと考
えています。

「グループ合同マネジャー研修」を開催TOPICS
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●  女性の登用状況

●  障がい者雇用数と雇用率（2012年6月1日時点）

女性マネジャー
相当職人数（名）

女性マネジャー
相当職比率（％）
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障がい者の在籍者数 重度障がい者の在籍者数 障がい者雇用率
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2521 21 22

’12

78

1.94

29

ダイバーシティの推進を加速 障がい者雇用を促進

65歳定年制を導入

女性の活躍を推進

　新たな価値を絶えず創造していくためには、国籍や年齢

などにとらわれることなく、多様な人材、多様な価値観を

積極的に取り入れ、活かすことが重要であるとの考えのも

と、2011年にダイバーシティ推進室を設置。「従業員の属

性の多様化を図り、特性や個性を活かす組織づくり」を推

進しています。2012年には、ダイバーシティ経営の実現に

向けて、4つの重点領域を設定し、「女性の活躍推進」「障

がい者雇用の促進」「65歳定年制導入も含めたシニア層の

活躍推進」「外国人の採用や海外グループ会社との人材交

流」を推進しています。

●従業員参画型のさまざまな活動を展開
　「子育て」「営業部門の女性」「短時間勤務者」などの従業

員参画型プロジェクトを設けて課題抽出を行い、経営層

への答申を経て実現につなげています。また、従業員一人

ひとりが身近な話題・視点を通じて働き方を考え、自ら考

動革新を起こす機会となるよう、「ダイバーシティセミナー」

をシリーズで実施しています。

　障がい者の方の可能性を広げるため、職域を限定せず

に採用活動を行っています。グループ会社全体での雇用促

進も進めており、2012年にはグループ合同での就職ガイ

ダンスを実施。2013年4月の法改正に先駆けて、2013年

1月1日時点での障がい者雇用率は2.07％（雇用者数は80

名、うち重度障がい者32名）となりました。

　シニア層の活躍を推進するため、定年退職者再雇用制

度「エルダーパートナー制度」を導入しており、健康状態や

通勤などの一定条件を満たすすべての希望者に業務を紹

介しています。2012年は定年退職者の約82％が希望し、

希望者の約98％にあたる57名を再雇用しました。さらに、

2013年からは、経験や高いスキルをもったシニア世代のよ

り一層の活躍を図り、従業員の60歳以降の就労ニーズに

応えるべく、65歳定年制を導入しました。

　サントリーグループでは、性別に関わらず、意欲・能力の

ある従業員を積極的に登用しています。2012年末時点、

マネジャー相当職の女性比率は8.6％にまで拡大。「女性

が働きやすい、かつ成果を出している会社」の実現に向けて、

継続的に働き方の革新、意識改革などに取り組んでいます。

ダイバーシティの推進
多様な従業員が「やってみなはれ」を発揮できるよう、従業員の属性の多様化を推進し、
違いを受け入れ、活かす組織づくりに取り組んでいます。

　2013年3月、経済産業省が「多様な人材を活用して、イ
ノベーションの創出、生産性向上等の成果をあげている企業」
を表彰する「ダイバーシティ経営企業100選」に選定されま
した。この選定にふさわしい企業として、これからも多様な
人材、多様な価値観
を積極的に取り入れ、
特性や個性を活かす
組織づくりを推進し
ていきます。

「ダイバーシティ経営企業100選」に選定TOPICS
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1,500

1,700

1,900

2,100
年間労働時間（時間）

所定内勤務時間-休暇取得時間 時間外労働時間

0
’08 ’09 ’10 ’11

2,011

274

2,001

272

1,999

268

1,738 1,729 1,731

2,005

269

1,736

’12

2,012

277

1,735

産前産後休業

育児休職

短時間・時差勤務

フレックス勤務

テレワーク勤務

キッズサポート休暇

復職時のベビーシッター
サービス
ベビーシッター
利用補助
子の病時・緊急時
ベビーシッターサービス

ジョブリターン制度

介護休職

短時間・時差勤務

フレックス勤務

テレワーク勤務

特別休暇

ホームヘルパー
利用補助

ジョブリターン制度

妊娠育児 出産
満3歳の
誕生日

小学
1年生

小学
4年生

中学生

育児・介護以外も利用可

介護事由
発生介護 3年 9年

満1歳の
誕生日

1年 10年

女性のみ

女性のみ

女性のみ

女性のみ

労働時間の適正化 ワークライフバランスに配慮して従業員を支援

ワークスタイルの革新

　従業員が健康でいきいきと働ける風土づくりの一環と

して、労使で協力して長時間労働の削減に取り組んでい

ます。サービス残業の禁止や、早帰り促進のための全社完

全消灯ルールの徹底、業務見直しなどを強化。労働時間の

適正化に関する施策や情報をまとめた「労働時間ハンドブッ

ク」により周知を徹底しています。2009年からは年次有給

休暇の取得率向上に向けて、「計画年休制度」も導入して

います。（2012年取得率53.9％）

　サントリーグループは、以前から法定以上の福利厚生制

度を多く設けるなど、生活と仕事のバランスを保ちながら

個々の事情に応じて働ける制度を拡充しています。

●仕事と育児・介護の両立を支援
　育児休職や短時間・時差勤務制度など諸制度を導入し

ています。2012年には育児休職を新たに55名（取得率

100％、復職率98％、現在取得中の人数は計114名）が活

用し、短時間・時差勤務制度を114名が活用しています。

　また、介護に関する制度も、2011年に休職の適用要件

を明確化するとともに、短時間・時差・フレックス勤務の適

用要件を緩和するなど、拡充を図っています。

　サントリーグループでは、生産性高く働き、質の高い成

果を生み出し、新たな価値創造につなげること、また多様

な従業員がいきいきと働けることを目的とし、ワークスタ

イル革新に取り組んでいます。

　2010年より時間と場所の制約を取り払い、よりフレキ

シブルな働き方を目指してフレックス勤務やテレワーク勤

務※を拡大しています。また、営業活動でのスマートフォン

の活用など、ITを活用した新しい働き方が確実に浸透し

てきています。

　2012年12月からは、さらに一歩踏み込み、もっと創造

的な、サントリーグループらしいワークスタイルに変革して

いくため、新たな取り組みを開始。具体的には、現場体感

や本質を考え抜くための「プレミアムタイム」の設定や、情

報の洪水を防ぐための「メール発信ルール」の導入などで

す。今後も、新たな価値創造、そしていきいきと働ける環境

づくりに取り組んでいきます。
※テレワーク勤務：在宅勤務等、事業所外での勤務のこと

ワークライフバランスの推進
多様な従業員一人ひとりが能力を十分発揮できるよう、
ワークライフバランスに配慮して、働きやすい環境づくりに努めています。

●  年間総実労働時間

●  育児・介護支援施策概要
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労働安全への取り組みを推進 メンタルヘルスへの取り組み

多様な制度を導入し従業員の健康に配慮 労使が協力して「働きやすい職場」に

プログラム導入で生活習慣病を予防

　工場では、「安全」を職場業績評価基準の1つに掲げ、「安

全衛生委員会」が中心となって、各職場の業務特性や実

情に合わせた取り組みを推進しています。2012年の労働

災害発生件数は10件、度数率※1は0.20、強度率※2は0.009

でした。今後も引き続き、業務時・通勤時双方での安全対

策強化と、従業員の意識向上に努めていきます。

　従業員の身体と心の健康に配慮し、一人ひとりが元気

に活躍できるよう、健康診断項目の充実やフォロー体制の

整備を行っています。

●法定項目を超える詳細な健康診断を実施
　法定項目以上に詳細な検査項目で、健康診断を実施し

ています。40歳以上の従業員には、毎年の定期健康診断

に代えて、人間ドックの受診を義務づけています。また、健

康問題に関する電話相談や、カウンセリング窓口なども整

備。生活習慣病の予防・改善を目的とした取り組みも実

施し、従業員の健康維持・増進を支援しています。

　サントリーグループの重要な経営課題については、労使

間で定期的に開催している「社長協議会」「決算協議会」「部

門・テーマ別協議会」などを通じて検討・協議。経営施策

について、労働組合から業務の現況を踏まえた提言を受

け、活発な議論を行っています。人事・労務関連の諸制度

の運用・改定も、労使双方の課題認識をもとに十分に協

議した上で実施しています。

●協議会で労使の協働を推進
　労使共通の重要課題について定期的に協議会を開催し

ており、2012年は約40回の協議会を実施しました。

　食生活や運動習慣等の変化により生活習慣病が増加

するなかで、サントリーグループでは、生活習慣病の予防・

改善を目的とした「生活習慣プログラム（ウォーキングプロ

グラム）」を導入。従業員自身が日々の生活を見直し、自ら

改善していくためのきっかけを提供しています。また、2008

年に法制化された40

歳以上の特定検診お

よび特定保健指導につ

いても、健康保険組合

と協力して実施を進め

ています。

※1 度数率：死傷者数÷延べ労働時間数×100万
※2 強度率：労働損失日数÷延べ労働時間数×1,000

働きやすい職場づくり
従業員がいきいきと元気に働くことが、企業の活力につながると考え、
安心して働ける環境づくりに努めています。

名称 開催頻度 協議内容

経営状況に関
する協議会 年2回 会社の経営方針、経営状況、事業執行状

況等

四半期決算協
議会 年2回 グループ連結業績について情報共有

部門別協議会 年1回
（各部門） R＆D部門・生産部門・営業部門等の課題

労働時間問題
検討会 年3回 労働時間問題の状況確認および改善に

向けて

面接協議会 年4回 人事制度上の各面接実施状況の確認およ
び改善に向けて

　メンタルヘルス疾患の予防と早期発見のため、従業員

本人がストレスに気づいて対応する「セルフケア」と、マネ

ジャーによる職場環境改善や個別相談の実施などの「ラ

インケア」の双方から施策を講じています。さらに、社内専

門医、社外カウンセラーによる相談、メンタルセルフチェッ

クなども適宜実施しています。また、休職者には、専門医

によるサポートを強化するなど、復職支援体制を整備して

います。

経営状況に関する協議会

ウォーキングプログラムの参加チーム
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サントリーグループ全体の
コーポレート・ガバナンス体制

サントリー食品インターナショナル（株）の
コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス
お客様や社会から信頼される企業であり続けるために、
コーポレート・ガバナンスの充実に努めています。

●  コーポレート・ガバナンス体制

サントリーホールディングス（株）

選任・解任 選任・解任

監査役会

グループ経営戦略会議

会計監査人

株主総会

国内・海外グループ会社

取締役会

内部監査部門
（グループ監査部）

委員会

グループリスク
マネジメント委員会

品質保証委員会

　サントリーグループは「グループ経営」と「業務執行」を分

離させる純粋持株会社制によるグループ経営体制を導入

しています。企業理念「人と自然と響きあう」を実現するに

は、社会から信頼され、必要とされる企業グループであり

続けなければなりません。そのために、経営の効率性を高め、

地域社会やお客様、ビジネスパートナーなどのすべてのス

テークホルダーと良好な関係を保ち、また企業としての社

会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの充実

に努めています。

●グループ経営を担う各種会議体
　サントリーホールディングス（株）の取締役会は10名の

取締役で構成され、グループ経営に関わる課題の意思決

定を行うとともに、グループ各社の業務執行を監督する

役割を担っています。取締役会のもとには、トップマネジメ

ント層から構成される「グループ経営戦略会議」を置き、グ

ループ全体の経営課題を具体的に検討・協議することで、

効率的かつ効果的なグループ経営を運営しています。

　また、執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務

執行を分離し、機動的な経営意思決定を実現する体制を

整えています。

●経営を監査する体制
　サントリーホールディングス（株）の監査役会は4名の監

査役で構成されており、うち2名が社外監査役です。監査

役会は、取締役の業務執行をはじめ、内部統制システムの

　2013年7月に東京証券取引所に上場したサントリー食

品インターナショナル（株）では、取締役11名（うち社外取

締役1名）および監査役4名（うち社外監査役2名）で取締

役会を開催し、透明性の高いガバナンスを維持するための

体制を整えています。

　また、「内部統制システム構築の基本方針」を策定した

上で、取締役会の委嘱を受けた「リスクマネジメントコミッ

ティ」や「品質保証委員会」を設置し、グループ経営上重要

なリスクを網羅的・総括的に管理しています。

整備状況、グループ経営全般に関わる業務執行状況につ

いて監査しています。加えて、外部監査法人が会計監査を

実施し、会計や会計に関わる内部統制の適正性および適

法性について、第三者の立場から検証しています。

　また、グループ各社の業務執行状況などを監査・検証す

る内部監査部門としてグループ監査部を置き、社内規定

に基づいて、業務執行の適正性および健全性の維持に努

めています。

●内部統制システムの強化
　サントリーホールディングス（株）の取締役会で決議した

「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、コンプライ

アンスや情報管理、リスクマネジメントなどの取り組みを

強化することで、より実効性のあるガバナンス体制の構築

を目指しています。
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「企業倫理綱領」に基づくコンプライアンス推進 コンプライアンス・ホットラインの運用

コンプライアンス浸透・定着のための活動

コンプライアンス
お客様や社会からの期待に応え、責任を果たしていくために、
コンプライアンスを最優先する組織・風土づくりを進めています。

　サントリーグループの全従業員が共通の価値観をもち、

共通の基準で行動できるよう、2003年に「サントリーグルー

プ企業倫理綱領」を制定しました。この綱領に基づき、グ

ループ横断的な視点からコンプライアンス推進体制を整

備しています。

　2012年4月には、「企業倫理綱領」を、私たち自身の考動

の新たな指針とすべく内容を改定し、企業理念「人と自然

と響きあう」実現のための土台を担う行動原則（Our 

Principles）として位置づけました。この改定にあたっては、

社会的責任に関する国際規格であるISO26000を参照し

ています。

　「企業倫理綱領」に反する行為を早期に発見し解決する

ため、グループ全体の共通窓口としてコンプライアンス室

と社外法律事務所に「コンプライアンス・ホットライン（内

部通報制度）」を設置。また、国内グループ18社が社内に

独自の窓口を設けて運営しており、コンプライアンス室で

は独自窓口担当者の対応力向上を目的に毎年研修を行っ

ています。

　2012年は、労務・人事に関する相談内容など、グループ

全体で106件の通報がありました。通報案件に対しては、

コンプライアンス室やグループ各社担当部署が当該案件

関係者すべてのプライバシー保護に配慮した調査のもと、

是正勧告などの対応を行い、さらに、問題の改善や再発防

止策が徹底されていることを確認しています。

　サントリーグループの全役員・従業員が「企業倫理綱領」

を理解し、日々の行動の中で実践していけるよう、サント

リーグループの理念や「企業倫理綱領」をまとめた小冊子

「SUNTORY SPIRIT」を配布しています。

　また、コンプライアンスの浸透・定着のため、グループ従

業員に向けた各種研修やイントラネット上での情報発信、

意識啓発ポスターの作成などを継続的に実施しています。

　2012年はメンバー層を対象に、事例を通して考えるe-ラー

ニングの受講や、ゲーム要素を取り入れたグループディスカッ

ション形式の研修を行い、グループ会社の店舗スタッフに

対してはモバイルを活用したe-ラーニングを実施しました。

　さらに、コンプライアンス浸透の状況や個別課題の有無

を把握するため、グループ国内全従業員を対象とした「コ

ンプライアンス浸透度調査」を隔年で実施しています（2012

年6月実施）。調査結果から把握された課題については、グ

ループ各社の経営幹

部と共有し、課題解

決のためのさらなる

取り組みにつなげて

います。

Ⅰ.企業倫理憲章
私たちが関わるすべてのステークホルダーに対して、

1．誠実であること

2．公平で公正であること

3．透明であること

4．社会的な責任を果たすこと

5．多様な価値観の存在を受け入れること

6．信頼と思いやりをもって接すること

Ⅱ.企業行動規範
1． お客様の喜びと幸せに貢献できるよう、安全で安心な質の
高い商品やサービスを提供するとともに、誠実で透明なコ
ミュニケーションに努めます。

2． 法令を遵守し高い倫理観に則った活動を進めます。

3． 公正で透明な事業活動を展開します。

4． よき企業市民として積極的に社会貢献活動を行います。

5． 地球環境の保全に真剣に取り組み、自然と調和し生物多
様性に富んだ持続可能な社会を次世代に引き継ぎます。

6． すべての人々の人権を尊重するとともに、働きがいのある企
業グループの実現を目指します。

7． 会社財産や情報等は、適切な保全・管理に努め有効に活
用するとともに、第三者の権利を尊重します。

サントリーグループ企業倫理綱領
（2003年制定、2012年4月改定）

小冊子「SUNTORY SPIRIT」
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CSRマネジメント

トータルリスクマネジメント体制 大規模自然災害への対策

リスクの把握と特定

クライシスマネジメント体制を整備

事業継続計画（BCP）の策定と実施
情報セキュリティの強化

リスクマネジメント
事業を継続して社会に貢献していくために、グループ全体のリスクを把握・分析し、
課題解決に向けた取り組みを行っています。

　サントリーグループのリスクマネジメントは、グループ各

社における業務執行レベルでの自社管理・実行を原則と

しています。一方で、全社横断的なトータルリスクマネジメ

ント体制を強化するため、「グループリスクマネジメント委

員会」と「品質保証委員会」を設置し、リスクに関する課題

解決に取り組んでいます。

●安否確認システムの構築と訓練の実施
　大規模地震・集中豪雨による洪水などの自然災害に備

えて、従業員が所有する携帯電話などの連絡手段を使っ

た安否確認システムを運用しています。安否確認訓練を

年2回実施し、スムーズ

な運用に向けた啓発に

努めています。また、大

規模地震を想定した防

災訓練や徒歩による帰

宅訓練なども定期的に

実施しています。

●災害時の対応
　大規模災害時には、サントリーホールディングス（株）総務

部を中心とした「対策本部」を設置し、傘下に各部門別の「対

策チーム」を配置して、迅速に初動対応を行います。「対策

本部」では、従業員や家族の安否確認や被害情報の収集・

整理をはじめ、各部の活動方針に沿って実施する「事業所

機能復旧」「情報システム復旧」「救援物資等手配」「生産機

能復旧」「得意先・地域社会支援」などを統括します。また、

これらの体制や手順については、イントラネットに掲載し、

従業員がいつでも確認できるようにしています。東日本大震

災が発生した2011年以降、対応マニュアルの見直しや通信

手段の増強、災害備蓄品の増強、グループ会社を含めた災

害発生時の体制強化を図っています。

　サントリーグループでは、毎年グループ全社を対象に自

社リスクの棚卸しを行い、ステークホルダーに大きな影響

を及ぼすおそれのあるリスクの特定と対応策の策定に取

り組んでいます。2012年グループ全体で取り組む最重要

リスク（＝定常リスク）は、「大規模自然災害」「感染症の発生」

「情報漏洩」「メンタルヘルス」「長時間労働・サービス残業」

「適正飲酒（飲酒運転・飲酒時トラブル）」の6項目で、グルー

プ全体でリスクの低減活動を推進しています。

　サントリーグループでは、「リスク・クライシス初動対応マ

ニュアル」（2011年策定）をはじめ、クライシスへの対応基盤

を構築しています。重大な危機が発生した際には、迅速な

意思決定と情報伝達を行い、適切に対処することで、リス

クによる影響および被害を極小化し、グループの社会的信

頼を保持することを目指しています。

　サントリーグループでは、経済・社会活動の継続を脅か

す大規模地震など災害発生時にも事業をできる限り中断

せず、お客様に高品質な商品・サービスを安定的に供給す

るために、事業継続計画（BCP）を策定し、供給責任を果た

すための対策を実施しています。サントリーグループ内の

工場における生産活動だけでなく、原材料調達や物流、営

業活動での事業継続計画を策定するとともに、有事の際

の本部機能やインフラの分散などの対策を講じており、有

事対応体制の強化を継続的に図っています。

　サントリーグループは、「セキュリティ」「情報の活用」「事

業継続性の維持」という3つの観点から「サントリーグルー

プ情報セキュリティガバナンス基本方針」を定めています。

　また、近年ユーザーが急増しているソーシャルメディアで

の情報漏洩などのリスクに備え、2011年にソーシャルメ

ディアの利用姿勢を定めた「サントリーグループソーシャル

メディアポリシー」を制定しました。これらに基づきグルー

プ全体の情報管理を進めるとともに、従業員一人ひとりの

意識強化を図っています。

徒歩による帰宅訓練
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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。
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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。
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グループ会社のCSR活動紹介

国内グループ会社
の取り組み
サントリーグループは、その長い歴史の中で事業を拡大し、

酒類・食品事業にとどまらず、健康食品・外食・花事業な

ど広範な分野で活動しています。多様な事業を展開する

国内グループ会社のCSR活動を紹介します。

コーヒー豆調達先グアテマラでの社会貢献活動

フードバンクにアイスクリームを寄贈

障がい者雇用の推進

資材の減量化により省資源化を推進

「The MYU WAY」を全従業員で共有

　サントリー食品インターナショナル（株）のコーヒー

「BOSS」の原料豆は、多くの生産者の方々に支えられ、世

界各地から供給されています。サンカフェ（株）では、2005

年から毎年、主要調達先である中米グアテマラに従業員を

派遣し、生産者の方との交流や、栽培方法などを学ぶ研

修を行ってきました。さらに、2012年からは、零細コーヒー

農家の生活改善や、医療サポートを通じた持続的なコー

ヒー生産を支援する活

動を展開。有機農業の

普及、診療所の開設、

移動病院の運営など、

長期的な生活環境改

善を目指す活動を支

援しています。

　ハーゲンダッツ ジャパン（株）では2007年より、NPO

法人セカンドハーベスト・ジャパンのフードバンク活動※

に対し、アイスクリームを寄贈しています。また、クリスマ

スプレゼントとして、従業員が直接児童養護施設へアイ

スクリームを届けたり、施設の子どもたちと一緒にお菓

子をつくるボランティ

ア活動なども行って

います。
※ 製造・流通過程などで
出る、安全上は問題が
ないにも関わらず、廃棄
される食品の寄付を受
け、社会福祉施設など
に無償で提供する活動

　（株）ダイナックは、企業の発展には各店舗における地域

への貢献が不可欠と認識しており、特に障がい者雇用は重

要な課題と考えています。外食産業は、障がい者雇用率の

低い業種ですが、（株）ダイナックでは法定雇用率を上回る

2.5％の雇用率を維持しています。（2013年3月末現在）

　現在は雇用率を上げるだけでなく、地域の支援機関・ハ

ローワーク・支援者・保

護者と連携し、障がい

者一人ひとりの働きが

いや生きがいとなるよ

うに、個々にきめ細や

かな対応を心がけて、

活動を継続しています。

　ファーストキッチン（株）は、「環境にやさしいファースト

キッチン」の実現に向け、環境経営に積極的に取り組んで

います。2012年は、デザートプラカップをポリプロピレン

カップに変更することで約1

トン、ポリ手提げ袋を軽量化・

薄型化に規格変更すること

で約2.7トンの樹脂使用量を

削減しました。

　（株）ミュープランニングアンドオペレーターズでは、2012

年に従業員が基本となる価値を共有し、一人ひとりがCSR

を実践するための行動

指針「The MYU WAY」

を制定しました。

　「The MYU WAY」

の浸透を図るため、携

行可能な冊子を作成

し、全従業員に配布し

ました。

グアテマラのコーヒー農家の方たち

改良されたカップ

クリスマスにアイスクリームを届け
る従業員の様子

ダイナック三木サービスエリア店
（兵庫県）にて5年間勤務をしてい
る従業員

サンカフェ（株）

ハーゲンダッツ ジャパン（株）

（株）ダイナック

ファーストキッチン（株）

（株）ミュープランニングアンドオペレーターズ

全従業員が持つ行動指針
「The MYU WAY」

コーヒー豆の焙煎加工など

「ハーゲンダッツアイスクリーム」の輸入・製造・販売

ファーストフードレストラン「ファーストキッチン」の展開

「響」「魚盛」「鳥どり」などの多業態飲食店の経営

外食に関する企画・設計・経営の総合コンサルティングおよび飲食店の経営
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花を通じて地域の活性化を支援

電力監視システム導入による節電への取り組み

グリーン・スタイリストによる品質・サービスの向上

徹底した品質の確保・向上

コンプライアンスの推進

植物工場で環境にやさしい野菜を生産

　“地域に花のあるくらし”を多くの方に体験していただ

くため、公園などに花苗を提供しています。2012年は「赤

い花で日本を元気に！」をスローガンに、全国各地の公

園や公共施設などに花を植え、コミュニティの活性化に

も役立てていただく活

動「赤い花プロジェク

ト」を全国で展開。「サ

フィニア・レッド」の花

苗を全国各地の団体

へ寄贈しました。

　（株）ティップネスではプールろ過ポンプにインバーターを

設置し、無駄のない運転を行うなど以前から省エネに取り

組んできましたが、さらなる節電のため、2012年までにほ

ぼ全店に電力監視システム「デマンドモニター」を導入しま

した。「デマンドモニター」は、リアルタイムで電力使用量の

把握と予測ができ、予測した電力使用量が一定値以上に

なるとアラームが発報

するように設定されて

います。アラームが発

報した場合は、空調や

各種設備運転を調整

し、ピーク時の電力削

減に努めています。

　サントリーミドリエ（株）は、土に代わる新素材「パフカ

ル」をベースに、屋上・壁面・室内緑化に最適な緑化プラ

ンをご提案しています。お客様ごとにグリーン・カルテを

作成し、メンテナンスのプロであるグリーン・スタイリスト

が定期的に植物の健康状態をチェックして、発育環境の

保守・点検を行ってい

ます。グリーン・スタイ

リストの作業記録は

毎月報告され、品質・

サービスの向上や資

材の改良に結びつけ

ています。

　（株）サントリーショッピングクラブでは、企画・開発か

ら、原材料の選定・調達・製造・販売に至るすべてのプロ

セスで、徹底した品質の確保・向上に取り組んでいます。

新規商材においては、

市場ニーズの分析か

ら調達先開拓、試作

モデルの使用検証ま

で一貫して担当し、常

にお客様の立場に立っ

た企画・開発に取り

組んでいます。

　サービス・マネジメント企業としてお客様の期待に応

えるため、サントリーパブリシティサービス（株）では、従

業員へのコンプライアンスの周知・啓発を推進していま

す。研修やe-ラーニング、ハンドブックや社内イントラネッ

トを通じた取り組み

だけでなく、各拠点に

「コンプライアンス・

リーダー」を配置し、

各職場での取り組み

も行っています。

　日本サブウェイ（株）では、野菜の安定調達を目的としたさ

まざまな試みを行っています。その1つが、経済産業省の復興

支援事業の一環として岩手県に建てられた植物工場「グラ

ンパファーム陸前高田」での野菜づくりです。この植物工場

ではできる限り自然の力を活用することをコンセプトに、農

薬の代わりに天敵の虫

を使った害虫駆除など

を行っています。「グラ

ンパファーム陸前高田」

で栽培されたレタスは、

東北地区の店舗の一部

で使用されています。
ドーム型の植物工場
「グランパファーム陸前高田」

サントリーフラワーズ（株）

（株）ティップネス

サントリーミドリエ（株）

（株）サントリーショッピングクラブ

サントリーパブリシティサービス（株）

日本サブウェイ（株）

「デマンドモニター」による時間帯別電
力把握

ハイボール用ジョッキの液温度変化
テスト

イントラネット上でコンプライアンス
に関する啓発活動を実施

2012年「赤い花プロジェクト」の植栽

グリーン・カルテに基づき保守・
点検するグリーン・スタイリスト

フィットネスクラブ「ティップネス」の展開など

世界店舗数No.1サンドイッチチェーン「サブウェイ」の展開 環境緑化システム「花のかべ」「緑の屋根」などの製造・販売・メンテナンス

企業広報・マーケティング支援および施設サービス・マネジメント

企業の販促支援、飲食店向け備品・ツール販売

花苗・鉢花・野菜苗および切花の開発・生産・販売
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清涼飲料の製造・販売

清涼飲料の製造・販売

清涼飲料の製造・販売

清涼飲料の製造・販売

健康食品および加工食品の製造・販売

従業員の労働安全衛生を推進

奨学金・寄付による教育支援

責任あるマーケティングの推進

大洪水で被災した学校の修復を支援

廃棄物を使った創作活動

　フルコア・グループでは企業理念「value you（一人ひと

りを尊重しながら）」に基づき、安全衛生を従業員一人ひ

とりが取り組むべき最重要項目の1つに位置づけていま

す。安全衛生を数値化して管理し、安全運営チームが定

期的に改善すべき課

題を検討しています。

また、外部機関とも積

極的に連携し、国の

基準を上回るように

努めています。

　ティプコグループでは、経済的な問題をかかえる子ど

もの教育を支援する奨学金制度を設けており、これまで

に246名に対し奨学

金を提供しました。ま

た、工場近隣にある

バーンブン学校に対

しては、教職員の雇用

を支援する目的で寄

付を行っています。

　オランジーナ・シュウェップス・グループでは、自社ブラ

ンドが社会に与える影響が大きいことを認識し、2009

年以降、全商品のパッケージに栄養成分を表示する取り

組みを行っています。また、12歳以下の子どもたちに向

けた広告や直接的な

訴求を行わないなど、

責任あるマーケティン

グを行うために自社

で行動規範を策定し、

遵守しています。

　2011年に起きた大洪水で大きな被害を受けた学校の

復旧を支援しようと、シンガポール本社とタイオフィスの

従業員がボランティア活動を実施。アユタヤ郊外の3つ

の学校に対し、より大きな洪水にも耐えられるように、建

物の基礎部分を上げるなどの修復作業を行いました。

　また、修復と同時に行われた施設拡張の手伝い、壁の

塗装、壊れた学校家

具の修理などを通じ、

子どもたちの学習環

境の再整備を支援し

ました。

　サントリーガルーダ・ビバレッジでは、容器やラベルなど

の廃棄物を使って創作活動を行っています。小学校や地

域社会と連携し、それぞれの想像力と創造性を活かしな

がら、回収された廃棄

物を、バッグや植木鉢、

傘などの品物に再利

用する活動を実施し

ています。

フルコア・グループ

ティプコF＆B

オランジーナ・シュウェップス・グループ

セレボス・パシフィック

サントリーガルーダ・ビバレッジ

グループ会社のCSR活動紹介

海外グループ会社
の取り組み
サントリーグループは、アジア・オセアニア、欧州、米州に

おける食品・酒類ビジネスなど、世界各国で幅広く事業

を展開しています。海外グループ会社のさまざまなCSR活

動を紹介します。

オークランド物流センターに勤務
する従業員

ボランティアに参加したシンガポー
ル本社とタイオフィスの従業員

全商品のパッケージに栄養成分を表示

工場近隣の幼稚園・小学校の
子どもへ奨学金を贈呈

約200名の子どもたちがイベントに参加

ニュージーランド

シンガポール

インドネシア

タイ

フランス
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酒類（「MIDORI」など）の製造・販売

ワインの製造・販売

ワインの製造・販売

ペプシ系ボトラー

中国における酒類・飲料の製造・販売

コニャック・リキュールの製造・販売

環境負荷低減に関する認証取得活動

地元のビジネスパートナーとの取り組み

従業員に対する取り組み健康でいきいきと働ける職場づくり

トレーサビリティを強化

従業員の多様な働き方を支援

　2012年4月より、製造業の環境負荷低減促進を目的

とした認証取得を目指して、活動を開始しました。工場

での省エネ・省資源の活動・データ報告を行うことで、認

証の取得が可能にな

ります。具体的な取り

組みとして、三得利（上

海）食品有限公司で

は、ペットボトルの軽

量化を積極的に推進

しています。

　ルイ ロワイエは、コニャックなどの土地に根ざしたもの

づくりを行っているため、地域社会との共生を大切にし

ています。特に、取引を行う地元のビジネスパートナーと

は、相互で品質向上

が図れるよう、納入さ

れたワインをはじめと

する原料の科学的分

析や官能検査の結果

を共有しています。

　サントリーメヒカーナでは、従業員がより安心して仕

事に取り組める職場環境の実現に向け、2007年より

従業員満足度調査を行い、職場の生の声を施策に反映

するよう努めています。また、品質や安全、防災といった

さまざまな教育研修

を行い、従業員の能

力向上を支援してい

ます。

　ペプシ・ボトリング・ベンチャーズでは、従業員が健康で

いきいきと働ける職場づくりを目指し、さまざまな取り組

みを行っています。

　水曜日の昼休みには、ストレッチやウォーキングなどの運

動を行ったり、「金曜日

は新鮮フルーツの日」

を設け、健康的な朝食

や軽食を提供するな

ど、従業員の健康維持・

増進を図っています。

　シャトー ラグランジュでは、すべてのびんのキャップ

シールにコード番号をつけています。原料に加え、ワイン

に使用されるコルク・

びん・ラベル・ケース

などすべての資材を検

査し、その結果をコー

ド番号で記録するこ

とで、ワイン1本1本の

履歴を一貫してトレー

スすることができます。

　ロバート ヴァイル醸造所は、従業員30名の小規模なワ

イナリーですが、ノウハウを蓄積した従業員に長期的に勤

務してもらうために、満足度の高い労働環境を整備して

います。産休・育休制

度に加えて、約2カ月

間の在宅勤務制度を

設けるなど、仕事と家

庭の両立を重視する、

従業員の多様な働き

方を支援しています。

サントリー（中国）ホールディングス

ルイ ロワイエ

サントリー メヒカーナペプシ・ボトリング・ベンチャーズ

シャトー ラグランジュ

ロバート ヴァイル醸造所

ISO9001の勉強会

キャップシールに印字された
コード番号

ロバート ヴァイル醸造所に
勤務する従業員

軽量化を実現したペットボトル

地元のビジネスパートナーとの原
酒購買交渉の様子

「金曜日は新鮮フルーツの日」の様子

フランス ドイツ

フランス

メキシコ

中国

アメリカ
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第三者意見
各社のレポートを専門的観点からご覧になられている石田 寛氏に第三者意見をいただきました。

サントリーホールディングス株式会社
執行役員
コーポレートコミュニケーション本部長

経済人コー円卓会議日本委員会
専務理事兼事務局長
関西学院大学経営戦略研究科 教授
九州大学大学院経済学府 講師

石田 寛

第三者意見をいただいて

　サステナビリティへの取り組みは、ステークホルダーとの対

話や他組織との協働を通じ（挑戦）、継続的な改善と共通の

価値の実現に向けて取り組み続けること（熟成）が求められ

るものですが、「やってみなはれ」精神のもと、グローバル総合

酒類食品企業として「人と自然と響きあう」ことを目指すサ

ントリーグループは、先進的な取り組みを実践する大きな可

能性をもつと考えます。このことを踏まえ、意見を述べます。

【評価したいポイント】

●ステークホルダー（有識者）を交え特定した６つのCSR重

点課題について、「中期目標」と年度ごとの具体的目標に

落とし込んだ「CSR行動計画」として体系的に整理した。

重点課題を「絵に描いた餅」ではなく実際の改善活動を

伴うものにするため、また、そのプロセスについて説明して

いくためにも、このように目標を定め実績を管理すること

はCSRマネジメントの第一歩といえる。

●コーポレートメッセージ「水と生きる」を掲げる企業として、

「生物多様性」にも対応するかたちで水源涵
かん

養
よう

活動を進

化させ続けている。その際、自社だけではなく、専門家、地

　石田先生には貴重なご意見をいただきました。ありがと
うございました。
　サントリーグループは、企業理念「人と自然と響きあう」
に基づき、生活文化の豊かな発展と持続可能な地球環境
の実現に向けた取り組みを積極的に推進し、東日本大震
災復興支援にも継続して取り組んでいます。また、今般、
ISO26000も踏まえながら、サントリーグループのCSR重点
課題と行動計画を策定しました。一連の活動に対し、高い
評価をいただいたことを励みに、今後も、グループを挙げて

CSR活動を推進してまいります。
　一方で、ご指摘いただいたご意見を真摯に受けとめ、今
後の活動に活かしてまいります。「できていないことの情報
開示」については、今後のCSR行動計画の中で着実に開示
を進めていき、「ステークホルダーとの対話を通じた戦略的
CSR推進」というご指摘は、まさにCSR活動の根幹でもあ
ると位置づけており、現在の取り組みをさらに強化してい
く所存です。また、「グローバルな環境・社会課題解決への
貢献」は、今後の重要な課題と考えており、具体的な検討
を開始しています。
　今後とも、サントリーグループは総合酒類食品企業とし
て、「Growing for Good」な企業を目指し、グループCSR活
動の充実と社会的責任の遂行に努めてまいります。本レポー
トに関して、ステークホルダーの皆様から率直なご評価・
ご意見を頂戴できれば幸いです。

域住民、NPO等と協働しながら長期的視点に基づいた

活動を展開している。

● 東日本大震災の被災地において、産業・文化の根幹とも

いえる漁業への支援など、住民の要請や文化に配慮した

中長期的な復興支援を継続している。

【今後期待したいポイント】

●既にできていることだけでなく、できていないことについて

も自社の方針や理由、経過も含め開示してほしい。

●これまでの有識者とのダイアログに加えて今年から消費

者とのダイアログを開始したが、このように、直接影響を

及ぼしているステークホルダーとのダイアログを通じて、

自社のバリューチェーンにおける影響（Impact）について特

定・整理し、サントリーグループとして一貫性のあるストー

リーのもとに戦略的なCSRを展開してほしい。

　ステークホルダーの関心はより広範囲かつ高次元なものへ

と変化してきており、企業は「環境問題」や「貧困問題」といっ

たグローバルな課題解決への貢献を求められるようになって

きています。このような複合的な問題に対応する際に鍵とな

るのが、さまざまなステークホルダーとの連携（協働）です。サ

ントリーグループは、国内でさまざまな取り組みをされていま

すが、自社の経験をグローバルなレベルでの問題解決に応用

するとともに、飽くなき挑戦の精神でサステナビリティにおい

ても「Growing for Good」を実現していただきたいと思います。



　「水と生きる SUNTORY」は、企業理念「人と自然と響き

あう」に基づく私たちの思いを広く社会と共有するための

言葉です。ウイスキーやビール、ワイン、清涼飲料や健康食

品など、お客様に水と自然の恵みをお届けする企業として、

地球にとって貴重な水を守り、水を育む環境を守ること。

そして、水があらゆる生き物の渇きを癒やすように、社会に

潤いを与え続ける企業であること。人と社会、自然との共

生の実現を目指し、私たちは「水と生きる」を実践しています。

コーポレートメッセージ
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