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サントリー⾷品アジアは、サントリー⾷品インターナショナルの完全⼦
会社で、飲料事業と健康⾷品事業の2つの事業をアジア太平洋で統括して
おり、多くのブランドが各国の市場で確固たる地位を築いています。

アジアにおける飲料、健康エンリッチメントの製造・販売
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Suntory Beverage & Food Asia

サントリー⾷品アジア

SBFAのサステナブル戦略

SBFAは、⾃然や社会と響きあい、持続的な成⻑を遂げることを目指しています. サステナブル経営を推進し、地域社会に貢献することを最優先と

しております。私たちにとって「Growing for Good」は、従業員と価値観にとって重要なものです。お客様に最⾼品質の商品やサービスを提供に

努めるとともに、⽂化、⽣活、世界的な持続可能な環境の発展に貢献に尽⼒しています。私たちは、お客様、ビジネスパートナー、従業員、地域

社会と建設的な関係を築く事が⼈、地球、利益のバランスを保つ上で必要だと考えています。

Code of Ethical Conduct

サントリー⾷品アジアは、コーポレート・ガバナンスに⾼い基準を設定しています。また、コーポレート・ガバナンス関連の法律を遵守してお

り、事業活動は幅広く、経験豊かな経営陣によって先導されています。独占禁⽌、腐敗及び利害関係に関する⽅針に基づき、全従業員は研修をう

けて⾃らの⾏動の責任について学びます。サントリー⾷品アジアの⾏動規範は、全従業員の⽇々の判断基準となっております。

品質保証

サントリー⾷品アジアは、ベストプラクティス企業を目指す取り組みの⼀環として、グループ品質・統括部門を⽴ち上げました。両部門の使命

は、研究、企画、開発、調達、登録、⽣産、流通、販売、消費のすべてのプロセスを通して関連法規に基づいた、最⾼の商品とサービスをお客様

に提供することにあります。これはサントリー⾷品アジアの使命、企業理念、ビジョンに沿っており、グループ全体に⼀貫して浸透している原

則、⽅針、基準が⼿引きとなっています。これらの原則、⽅針、基準は、以下の領域に重点を置いています。

Customer Focus︓お客様重視

Enhanced Innovation︓イノベーションの強化

Risk Management︓リスクマネジメント

BRANDʼS Suntory・

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage・

Suntory PepsiCo Beverage Thailand・

Suntory Garuda Group・

主なサステナビリティ活動

サステナブル経営の推進
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Essence of Lean, Clean & Green︓無駄がなく、清潔で、環境にやさしい

Brand Image & Reputation Protection︓ブランドイメージと評価の維持

Ownership, Shared Responsibility & Accountability︓オーナーシップと説明責任

Strategic Partnership︓戦略的パートナーシップ

グループ品質・統括部門は、サプライチェーンのさまざまな機能や管理職と連携し、品質管理に関連するしくみを構築しており、よりよい組織と

品質管理のもと、部門を超えたグループ全体で最⾼品質を実現しています。

お客様満⾜の追求

サントリー⾷品アジアでは、お客様とのよりよい関係を維持することをマーケティングの基本理念としています。その⼀環として、すべての地域

で、CRM（顧客関係管理）システムを運⽤し、お客様ニーズを把握するとともにお客様満⾜の向上につなげています。 当社が管理する顧客データ

は数百万名以上に達し、なお増え続けています。データベースから、お客様と直接コミュニケーションを図るなど、より交流を深めながらブラン

ドへの親近感を⾼めています。

Keeping Customers Safe

ブランズ サントリータイ(BSTL)はタイの⾼速道路交通警察隊と協⼒し、年末の⾃動⾞事故を減らす目的の「Don't Drive Drowsy, Rest and

Drink BRAND'S」（居眠り運転禁⽌。休んでBRAND'Sを飲もう）キャンペーンを12年以上⾏っています。タイの年末は、⻑い休暇を使い多くの

⼈がバンコクから⾥帰りや旅⾏する時期で、事故がもっとも起こる時期です。ドライバー達に居眠り運転防⽌の注意を喚起するために、BSTLは年

末にBRAND'S Essence of Chickenを各県の⾼速道路交通警察署やチェックポイントに提供しています。ドライバーが運転中に疲れを感じた時

に、チェックポイントや提携しているガソリンスタンドによってストレッチやそこで提供されているBRAND'S Essence of Chickenを飲んでリ

ラックスすることを促しています。安全運転への注意喚起するとともに、交通安全に貢献するこの取り組みはBSTLとって意味のある活動です。

ブランズ サントリータイは、アジアで展開する⼈気な健康商品「BRAND'S®（ブランズ）」と同様の栄養分を持ち、さらに新しい味と⾹りをプラ

スした「BRAND'S® We-Like」を発売しました。新しい味の⾹りのついたパッドを⼤衆紙の⼀⾯に載せ、地下鉄利⽤者すべてに配付するという⾰

新的なアイデアで販売を促進しました。また、「BRAND'S®」を買うお客様にFacebookやインスタグラム経由で写真をアップロードしてもら

い、賞品を獲得してもらうオンラインのフォトコンテストも実施しました。

「BRAND'S®」の新しい味と⾹りによって、料理に「BRAND'S®」を使うのを躊躇していた⼈にも受け⼊れられ、今後は従来とは異なる新しい考

えや価値観をもつ10代や若い世代の新たなお客様の獲得にもつながると期待されます。

お客様との交流がデジタル化

コミュニケーションや会話の⽅法は、ここ数年間で劇的に変化しました。こうした変化から、お客様との交流や商品のブランディング⽅法に新し

お客様・お取引先と響きあう
〜商品・サービス〜

お客様との関わり



い視点を取り⼊れています。私たちは徐々に、伝統的なメディア媒体によるキャンペーンから、デジタルマーケティングに注⼒し、デジタル世代

の顧客層へと展開していきます。

デジタル化によって、よりお客様との距離を縮められる可能性があり、このチャンスを活かしてデータ分析とデジタル技術を駆使したお客様との

交流⽅法を実践することにより、お客様のライフスタイルをいち早く把握していきます。また、デジタルマーケティング⼒を強化し、お客様との

関係を維持しながら魅了し続けることで、ブランドに対するロイヤリティを構築し持続可能な成⻑を達成していきます。

初の3DのARインタラクティブゲームに
感動するお客様

ビジネスパートナーとの関わり

サントリー⾷品アジアは、CSR活動におけるベストプラクティス企業を目指す活動の⼀環として、ビジネスパートナーと協業し、⼈権、労働基

準、環境保全などの社会的責任を各⾃が果たすことに取り組んでいます。これによって、サントリー⾷品アジアのビジネス活動だけではなく、ビ

ジネスパートナーのビジネス活動も持続可能になると考えています。また、地域調達⽅針も策定し、調達活動やサプライヤーの選定におけるガイ

ドラインを設けています。

ISO14001認証を取得

サントリー⾷品アジアは12カ国に22の⼯場を有しており、ほぼすべての⼯場がISO14001（環境マネジメントシステム）とISO22000（⾷品安全

マネジメントシステム）の認証を取得しています。特にベトナム、タイ、マレーシアに設⽴した最新⼯場は、環境に配慮した機能を設計段階から

組み込み、運営にも活かしています。アジアでは、すべての事業がISO14001とOHSAS18001（労働安全衛⽣マネジメントシステム）の認証取得

に向けて取り組みを進めており、良好な環境マネジメントを維持しつつ、さらなる改善を目指しています。

⼯場での取り組み

サントリー⾷品アジアのオーストラリアの⼯場は、DUES（Department of Utilities, Energy and Sustainability）とともに、資源の使⽤量削減

とリサイクルに⼒を注いでいます。

現在は、スタッフ啓発プログラム、液体廃棄物処理⽅法の改善、下⽔使⽤量の削減、⽔を使⽤しないボトルコンベヤー注油法の試験導⼊などを進

めています。また、環境に影響を与える包装廃棄物の削減にも取り組んでいるほか、当社は2000年にオーストラリアの包装協定「National

Packaging Covenant」の⽅針への⽀持を表明しています。使⽤済みのパッケージ廃棄量の削減、⽣産プロセスの効率化、パッケージ材料の再利

⽤やリサイクルによる資源の節約等の取り組みを通してパッケージに関わる環境への影響を最⼩限に抑えています。近年オーストラリアでは、

パッケージに関わる環境への影響をさらに抑えるため、デザイン、リサイクル、製品管理責任の具体的な目標を打ち出した5カ年計画を設定しまし

た。ニュージーランドではCerebos Gregg's（セレボスグレッグス）がパッケージの機能、資源利⽤の効率化、環境影響の少ない材料の使⽤、ラ

イフサイクルの終わりへの配慮に焦点を当てたパッケージの製品管理責任スキームに参加しました。

環境に配慮したサステナブルな⼯場が完成

⾃然と響きあう
〜環境〜

環境への取り組み



タイのBRAND'S®ジュニア・チームは、タイ環境教育センター（Environmental Education

Centre Thailand）と協⼒し、科学を通して⾃然に対する意識を向上させるキャンプ体験プログ

ラムを⽴ち上げました。実体験と実験を⾏い、参加した⼦どもたちに⾃然の探求を促していま

す。このプログラムでは、無脊椎動物の観察を通して⽔質を判断する⽅法を学ぶ等⽔の保全に関

わる活動や、ハイキングで森に住む動植物について学ぶことができます。また、⽔資源管理に関

わるフィールドリサーチにも参加します。この活動は、サントリーの⽔理念を体現するだけでな

く、参加する⼦どもたちの問題解決能⼒や、⾃信を⾼めることも目指しています。
キャンプで⽔の保全活動に参加する⼦ど

もたち

サントリー⾷品アジアのシンガポール本社オフィスでは、2010年に廃棄量とリサイクルプログラ

ムを導⼊し、10.4トンの紙と2.97トンのガラスのリサイクルに成功しました。取り組み開始から

5年目には、新たに廃棄物を紙、プラスチック、ガラスの3つに分別するシステムを導⼊しまし

た。⾊分けしたサインをゴミ箱に貼り付け、容易に識別、分別できるようにしています。2015年

第4四半期の開始から、2,030kgの紙、プラスチック、ガラスがリサイクルされています。

シンガポールオフィスで実施された廃棄物削減とリサイクルプログラムの導⼊成功に続き、台湾

でもこのプログラムを実施することになりました。現在、台湾ではエコなライフスタイルが奨励

され、全従業員が⽇々の活動から取り組みを始めており、コンセントをこまめに抜く、両⾯印刷

をする、空調の温度管理をする、といった環境に配慮した数々の省エネ活動を続けています。

「⼩さな努⼒の積み重ねで、地球環境の保全に貢献できる」というメッセージは従業員⼀⼈ひと

りに届き、環境に対する理解が進み、このプログラムは⼤きな成功を収めました。 現在も従業員

に毎⽉エコアイデアを提案し、環境保護のためにできることを続けています。

2017年6⽉にベトナムに開設した最新の⼯場は、2Eの理念（環境配慮、従業員のやる気）に基づいて設計されました。環境配慮に関しては、新し

い排⽔処理のベンチマークを設定し、⽣産で使⽤する⽔の70%を排⽔する前に処理しています。⼯場は全てLED照明を利⽤するとともに、ロッ

カールームや⾷堂で使⽤される温⽔は太陽光発電で⾏っています。また、従業員のニーズも考慮され、円滑なコミュニケーションと効率性を可能

としたモダンで洗練された職場環境になっています。⼯場内には、技術⽂書やスキルブック等が所蔵された中央図書館があり、従業員が休み時間

に利⽤できます。

より詳しいSPVBのサステナビリティ活動の詳細はこちらから。

2010年に開設したタイとマレーシアの2つの新⼯場は、環境にやさしく、エネルギー効率のよさが特徴です。太陽電池、省エネ型電球、⾃然採

光、ボイラーやクーラーを管理する省エネユーティリティシステムと、⽣産ラインで使⽤した⽔を衛⽣システムに再利⽤するしくみなどを取り⼊

れています。この2つの⼯場はGMP（⼯程設計）、ISO9001（品質マネジメントシステム）、ISO14001（環境マネジメントシステム）などの国

際基準の認証を取得しています。さらに、タイ⼯場はOHSAS18001（労働安全衛⽣マネジメントシステム）も取得しています。サントリー⾷品ア

ジアは、今後も環境負荷低減に向けた取り組みを推進し、持続可能な未来に向けて、地域社会とともに成⻑し続けます。

ベトナム国クアンナム省の新⼯場 タイの⼯場での「Bird's Nest」のボトリング⼯程

⾃然を通した次世代教育

廃棄物削減のプログラムを導⼊

社会と響きあう



ブランズ サントリー台湾は、「台湾の⼦どもたちの可能性を引きだそう」プロジェクトを⽴ち上

げました。これは、学校を基点とした「創造性の開発」プログラムと、全国展開している「Hope

in a Bottle（ホープ・イン・ア・ボトル）」プログラムという2つのプログラムで構成されてい

ます。この取り組みは、⾝体的・精神的・知的潜在能⼒を引き出し、夢の実現を⽀援することに

より、台湾の⼦どもたちの⽣活に、よい変化をもたらすことです。

「創造性の開発」プログラムでは、経済的な理由から学業的⽀援が必要な台湾の学校に、芸術と

創造性を重視したカリキュラムを提供しています。セレボスのボランティアスタッフも、地域や

⽂化に関連する⾊やモチーフ、建築様式について学ぶ1⽇がかりのプログラムに毎週学⽣ととも

に参加し、学⽣個々のアートプロジェクトやさらにスケールの⼤きな地域のアートプロジェクト

に発展させています。

「Hope in a Bottle」は、学⽣個⼈やグループに対し、コミュニティに有意義な影響を与える企

画を彼らが考えることを通じて、⼤きな夢を抱くことを⽀援する全国的なプログラムで、

BRAND'S®サントリー台湾は助成⾦を提供しています。また、BRAND'S®サントリーが主催する

「Hope Coaches（ホープ・コーチズ）」や「Hope Team（ホープ・チーム）」のボランティア

が学⽣たちにガイダンスを⾏い、プロジェクトや夢の実現を果たした学⽣チームから学ぶ機会を

提供しています。

次世代のニーズに焦点を当てることで台湾にサステナブルで活気のあるコミュニティを創出する

という当社の⻑期的な取り組みが、このプログラムを通じて実証されています。

「Hope in a Bottle」プログラム参加者

サントリー⾷品アジアのCSR活動はアジアで⾼く評価されています。最近では、シンガポール健

康科学局から「Excellent Stakeholder and Partnership Award」、またシンガポールHRインス

ティテュートから「Leading HR Practices Award」など、企業の社会的責任に関する賞を授与

されています。

また、国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・シンガポール（GCNS）とアジアの現地

ネットワークと強固なパートナーシップを結びました。CSRに関する牽引役の⽴場を確⽴し、

地域に根ざした社会貢献活動

サントリー⾷品アジアが社会的に信頼される企業であるために、地域貢献は重要な要素です。⽇頃から従業員とその家族、恵まれていない⼈たち

の⽣活がより豊かになるよう、⾰新的で意義のある活動を提供する機会を探しています。当社の活動は健康・教育・スポーツ・芸術など幅広い分

野に貢献しています。

地域の取り組みへの⽀援

ブランズ サントリータイでは、タイの⼈々にBRAND's® Bird's Nest ⺟の⽇キャンペーンを通して、ソムサワリー王⼥が後援するQuality Mother

Foundationが設⽴した⼩児がんの⽀援団体（Children Cancer Foundation）への⽀援を促しています。これは私たちの⼦どもたちがタイの将来

を担う存在であり、治療を受け、完治し、⽇常⽣活を取り戻す機会を可能な限り得るべきと認識しているからです。さらに、BRAND'S®は、⽩⾎

病と戦う⼥の⼦とその⺟親が骨髄を提供した事例のテレビCMを制作しています。

夢をはばたかせよう̶「台湾の⼦どもたちの可能性を引きだそう」をブランズサントリーが⽀援

模範的CSRとして評価

〜⽂化・社会貢献〜

地域・社会に対する取り組み



GCNSの年次サミットでも⼤きく取り上げられました。最近では、ASEAN CSRネットワークの地

域ビジネスインテグリティ会議にパネルスピーカーとして招待され、アジアにおける良き企業市

⺠として認められています。

2015年に、セレボスは初めてサステナビリティレポートを発⾏しました。レポートでは、セレボ

ス・グループが近年取り組んでいる活動の概要とともに、持続可能な組織を目指す上での取り組

みも紹介しています。セレボスは、アジアサステナビリティレポートアワード2015でアジアの初

めて発⾏したサステナビリティレポートのカテゴリーで最終候補の1社に選ばれました。

世界各地で多様なCSR活動を展開

2016年11⽉に、各地域で初めてのチャリティーセールを⾏いました。シンガポールの本社を先頭に、各⼦会社もそれぞれの地域社会に貢献する

ために同様のチャリティーセールを⾏いました。⾹港、インドネシア、マレーシア、台湾、タイ、ベトナムのオフィスは、「Growing for Good」

に沿った⼦ども⽀援やフードバンク独⾃のチャリティ組織を⽀援しました。

サントリー⾷品アジアは、タイの⼤学⼊試を控えた学⽣の受験勉強を⽀援する「BRAND'S®サマーキャンプ」など、⻑期的なボランティア活動に

参加しています。BRAND'S®サマーキャンプは、25年以上続いており、⼤学⼊試を⽀援した学⽣が50,000名を超えました。この活動は、2014年

にBRAND'S®ブレーンスタディキャンプとしてミャンマーの⾸都ヤンゴンに広がり、⼊学試験また、シンガポールの従業員は、援助を必要とする

⼦どもたち100名をセレボスのクリスマスパーティに招待し、⼦どもたちのためにプレゼントを贈ったり、特別なプログラムを通して楽しみまし

た。さらに、ボランティアスタッフが、シンガポールの恵まれない家庭に4,000⾷を届ける⼤規模な料理イベントに参加しました。

タイのBRAND'S®サマーキャンプ 「ザ・ストレイト・タイムズ・スクール・
ポケット・マネー・ファンド」による

サントリー⾷品アジア・クリスマスパーティ

料理イベントに参加し、ランチを
料理し配ったサントリー⾷品アジア

ミャンマーでのBRAND'S®

ブレーンスタディキャンプ

BRAND'Sサントリー台湾は、2017に5つの医療関係団体を⽀援し、医学⽣が運営する「健康診断と健康的な⾷⽣活」と題するチャリティープログ

ラムを発⾜しました。地⽅に住む500 ⼈もの⼦どもたちに健康診断や医療に関する相談を⾏う機会を提供しました。従業員ボランティアも、⼦ど

もたちに健康的な⾷⽣活に関して教え、BRAND'S® Essence of Chickenを健康をサポートする⾷品として提供しました。

BRAND'Sサントリー台湾の活動に参加した地⽅の⼦どもたち



・

・

シンガポール

BRAND'S®は「BRAND'S® Funi val（ファンニヴァル）」の期間中、ワールド・ビジョン・

インターナショナルと提携し、「BRAND'S® Essence of Chickenを飲んで、寄付をしよう」

という慈善募⾦活動に従事しました。買い物客は1シンガポールドルで「BRAND'S® Essence
of Chicken」を購⼊し、慈善活動という⼤義のためにその場で飲むという趣旨の活動です。
S$2,000以上が寄付され、開発援助や緊急⼈道⽀援に取り組む国際NGO「World Vision
International（ワールド・ビジョン・インターナショナル）」に贈られました。この寄付⾦
は、弱い⽴場にある⼦どもたちが巻き込まれている世界の貧困問題に、将来積極的に取り組ん
でいくワールド・ビジョンのユース使節団を育成するための資⾦となります。

マレーシア
マレーシアで開催された「Smart Achievers Campaign（スマートアチーバーズキャンペー
ン）」では、研究と課外活動両⽅に秀でた学⽣を表彰しました。また、「Cerebos Charity
Warehouse Sales（セレボスチャリティウェアハウスセールス）」を開催し、14⽇間にわた

る「BRAND'S®キャンペーン」と合わせて、災害救助に対する寄付と助成を呼びかけまし
た。

ワールド・ビジョン・インターナショナ
ルへの募⾦活動のBRAND'S®のボトル

キャップコレクション

サントリー⾷品アジアは、慈善募⾦基⾦「STSPMF（The Straits Times School Pocket Money

Fund）／ストレーツ・タイムズスクールのポケットマネー・ファンド」創設メンバーとして、

2000年の創設以来、継続して協⼒を⾏っています。この団体の活動趣旨は、収⼊の低い家庭の⼦

どもたちが、⽂房具などを購⼊できずに学校に通っていることを、世間にもっと知ってもらうこ

とです。STSPMFは⼦どもたちに対し、給⾷費、バス代や⽂房具代などの援助を⾏っています。

援助を受けた⼦どもたちの数は、2015年時で合計14,000名を超え、⽀援⾦の総額はS$520万に

達しています。
SBFAが2005年より⽀援を続けている

ChildAid

BRAND'S®は、参⼊するアジア市場すべてで「良い⽅向に変える」ことをテーマに恵まれない⼦

どもたちの⽀援をしています。そのために、ワールド・ビジョン・インターナショナルと共同

し、S$180,000を募るともに、180名の⼦どもを⽀援しています。募った寄付⾦はすべて各地の

ワールド・ビジョンの受益者に配布されました。コミュニティや⽀援している⼦どもごとのニー

ズに合わせ、清潔な⽔、学費の⽀援を通した教育、学校の資材や教師の教育、よりよい栄養や医

療を提供しています。

サントリー⾷品アジアの従業員とワール
ド・ビジョンの受益者（ボークレア、タ

イ）

各地域での活動

STSPMFを企業チャリティに設定 and ChildAid Asia Concerts

サントリー⾷品アジアは、ストレーツ・タイムズとビジネス・タイムズが2005年より主催するシンガポールで毎年⾏われる最⼤の⼦ども向けチャ

リティーコンサートのChildAidを⻑年⽀援しています。これは、「STSPMF」と、体系だった芸術教育と、才能を発展させる機会を提供する「ビ

ジネス・タイムズ・バディング・アーティスト・ファンド」を⽀援する活動です。ChildAidの成功に習い、他にも東京、クアラルンプール、ジャ

カルタ等アジア地域で⾳楽やダンスで恵まれない⼦どもたちへの寄付を募る同様のコンサートが開かれました。サントリー⾷品アジアは、

ChildAid のコンサートのスポンサーとして、この地域の⼦どもたちの芸術⾯の才能をサポートすることを誇りに思っています。

ワールド・ビジョン・インターナショナル

地域コミュニティ向け新型コロナウイルス⽀援



SBFAは、地域コミュニティ向けに新型コロナウイルス対策⽀援を積極的に⾏っています。

ブランズ サントリータイは、7千本以上のBRAND'S® Essence of Chickenをバンコクとチョンブリの病院で働く最前線の医療従事者に提供しま

した。また、3万本以上のBRAND'S® Essence of Chickenをタイの⾸相に提供し、タイ国内にある900か所以上の検査所で働く国家公務員に分配

されました。

タイの⾸相に寄付するブランズ サントリータイ

ブランズ サントリータイは、医療従事者、中央政府及び各地⾏政の公務員、運輸業界、隔離ホテルなどを対象に、免疫⼒を⾼めるための

BRAND'S® Essence of Chickenを数万本提供しました。ブランズ サントリー⾹港は、3千本以上のBRAND'S® Essence of Chickenを医療施設

で働く医療従事者に提供しました。

ブランズ サントリミャンマーでは、BRAND'S® Essence of Chicken and BRAND'S® Bird's Nest のカートンや医療⽤マスク、消毒液をヤンゴ

ン、マンダレー、ホウポーンの病院や隔離施設にいる隔離者、医療従事者、ボランティアに提供しました。

シンガポールのSBFA本社は、オンラインチャリティオークションを開催し、最初にシンガポールで新型コロナウイルスの被害をうけたLee Ah

Mooi⽼⼈ホーム向けの寄付⾦をSGD25,500募りました。役員や従業員からの寄付でSGD20,500に上り、SBFAとしてさらにSGD5,000を寄付し

ています。

サントリー⾷品アジアは、ビジネスの成⻑には優れた⼈材が不可⽋であるとの考えから、あらゆる階層で活発なリーダーシップを重視していま

す。サントリー⾷品アジアは、「最もエキサイティングな企業、最も学ぶべき組織、最も必要とされる会社、そして最も給与の⾼い企業」となる

ことを目指しています。商品⾰新、研究開発、お客様との強固な関係により、このビジョンの実現を目指します。

サントリー⾷品アジアは、「GfW（Grow from Within ／内部からの成⻑）」戦略を開発しました。GfWは、サントリー⾷品アジアの従業員の潜

在能⼒を引き出し、サントリー⾷品アジアの成⻑を目指した戦略的意思決定権を従業員に与えることで、ビジョンの達成を⽀援するものです。

⼈材の開発 – Heart of Performance

GfW戦略の基盤であるこの取り組みは、社内からリーダーを育成するために、コーチングのアプローチを⽤いて、サントリー⾷品アジアの管理職

全員にスキルを習得させることを目指しています。サントリー⾷品アジアのリーダーはそれぞれのマネジャーのどのスキルを育成させるべきか⾒

極め、必要なツールを提供します。ラインマネジャーや上級・最⾼経営幹部の⽀援に向け特別に考案された「Heart of Performance」は、パ

従業員と響きあう
〜ダイバーシティ経営〜

従業員に対する取り組み



フォーマンス⼒とリーダーシップ⼒の開発を図ります。

⼈材の開発 - SBFA-NUS リーダーシップ開発プログラム（LDP）

LDPは、サントリー⾷品アジアの将来のリーダーであり、成⻑の牽引役となる中間管理職向けプログラムです。このプログラムには、クアクアレ

リ・シモンズ社による世界⼤学ランキングで、2019年にアジア1位になったシンガポール国⽴⼤学（NUS）との連携プログラムも含まれ、5カ⽉

間にわたるリーダーシップ開発プログラムをサントリー⾷品アジア向けにカスタマイズしています。LDPの基盤となっているのは、リーダーシッ

プ能⼒と戦略的な優先順位づけができる能⼒です。LDPは、学習を参加型で有意義なものとするようにしています。

⼈材開発︓SBFAサプライチェーン・リーダーシップ開発

サントリー⾷品アジアは、事業におけるサプライチェーンの重要性を認識しており、シンガポールマネージメント⼤学と協⼒して、2018年に5⽇

間にわたるサプライチェーン・リーダーシップ開発プログラムを作りました。このプログラムでは、リスク管理、持続可能性、データ分析、デジ

タル化などのサプライチェーンに関することを学びます。地域の参加者とサントリーの今後10年間のサプライチェーン戦略を作り上げることを課

題としてあげられるとともに、実際いくつかのプロジェクトにチームで取り組みました。その後、経営層が参加する発表会で考えた提案を共有し

ました。このプログラムは、SBFAのサプライチェーンにおける課題や機会を提起するもので、次世代のサプライチェーン・リーダーを発掘するこ

とを目指しています。

サントリーグループの理念の推進

SBFAは、サントリーグループの理念を現地向けのアンバサダープログラムを通して積極的に推進しています。例えば、SBFAマレーシア

（SBFM）とブランズ サントリーマレーシア（SBFM）が合同でマレーシア初のアンバサダープログラムに参加しました。サントリー⼤学の協⼒

のもと、SBFA、SBFM、BSMYの各⼈事部が共同で開催され、参加者はサントリーの創業精神やOne Suntoryの精神について学びました。

マレーシアのOne Suntoryアンバサダープログラムにて

従業員の成⻑を⽀援

サントリー⾷品アジアのビジョンであるアジア・太平洋地域で最も優れた健康⾷品・加⼯⾷品会社になるため、従業員、お客様、および株主のた

めに価値を創造するため、従業員の成⻑を⽀援しています。

⻑年にわたり、当社は従業員とつながり、従業員の声に⽿を傾けるプラットフォームとしくみを確⽴してきました。サントリー⾷品アジアは、従

業員調査、半年ごとのタウンホールミーティング、管理職との対話を実施しています。これらの機会で、従業員に⼈事問題に関する疑問を解消し

たり、考えや問題と感じている課題を共有したりする機会を提供します。

このように、従業員が経営幹部と距離を縮め、交流する機会をもつことで、⼈として魅⼒的で気⼒あふれる従業員育成の⼀助となっています。

従業員のボランティア活動を⽀援

サントリー⾷品アジアは、従業員が社会と共⽣するため、サステナビリティ戦略を職場とライフスタイルに組み込んでいます。「健康委員会」

（現在の名称︓クオリティワークライフ委員会）を設⽴し、各部署から代表者が参加し、従業員の関⼼に応じたさまざまな活動を⾏っています。



委員会メンバーは、毎年炊き出しや教科書・⽂房具を恵まれない⼦どもたちに提供するなどの地域貢献活動・ボランティア活動など、従業員の創

造⼒や興味を促すさまざまな企画を⽴案・実施しています。

また、サントリー⾷品アジアは従業員に時間を使うかたちのボランティアの機会も提供しています。シンガポールではボランティア休暇を使い、

慈善団体を⽀援することができます。

健康的な⾏動で社会に貢献

2019年は、サントリーホールディングが主催するグローバルOne Suntoryウォークイベントでビームサントリー、サントリー⾷品インターナショ

ナルと連携してOne Suntory Active Day をシンガポールで開催しました。3社が連携して⾏うこの新しいイベントは、One Suntoryとして各ス

テップで環境に貢献することを目的としています。

2015年に、BRAND'Sサントリー・アジアは公正雇⽤慣⾏のための三者連合が発⾏する本で、優良ワーク・ライフ戦略のトップ50リストに含まれ

ました。先進的な職場の慣⾏により、より多くの従業員が⽣産性に貢献しながら、健康的でアクティブなバランスの取れた私⽣活を過ごせていま

す。

BRAND'Sサントリー・アジアは、本の従業員に積極的にレクリエーションやボランティア活動に参加するように促す組織を取り上げる「Play」セ

クションで特集されました。

また、BRAND'Sサントリー・アジアはシンガポール全国労働組合会議、⼥性開発事務局、公正雇⽤慣⾏のための三者連合が祖組織する「Mums

SG50 Special Award」で最優秀企業に選ばれました。この賞は、法令で求められる以上の柔軟なワーク・ライフ⼿当を従業員の⼈⽣やキャリア

に応じて提供している企業を表彰するものです。


