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【事業内容】アイスクリームの輸入・製造・販売およびショップの展開

ハーゲンダッツジャパンでは、1999年に環境基本
方針を制定し、環境に対する取り組みを継続して

推進してきました。本社においては、①文具・事務

用品のグリーン購入や作業服のペット再生品の

使用などグリーン購入の推進、②容器包装・販促

物品のエコプロダクツ化の推進、③モーダルシフ

ト等による物流の環境負荷低減、④事務のペーパーレス化、などに取り組んできまし

た。また、2001年3月にISO14001認証を取得した群馬工場においては、エネルギー
使用量の削減、水資源使用量の削減、廃棄物の削減などの環境目標を立てて取り組

んできました。2005年度は廃棄物の飼料化、メタンガス化による再利用などによっ
てリサイクル率の向上を図るとともに、各機器のウォーミングアップ時間の見直し、

液体窒素の排ガス利用による冷凍機の効率アップなどの省エネ対策を進めていま

す。また、コンプライアンス推進のための取り組みとしては、2004年度に「企業倫理綱
領」、「企業行動規範」を制定し、従業員への周知徹底を図っています。

ハーゲンダッツジャパン株式会社 http://www.haagen-dazs.co.jp/
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー5F

ハーゲンダッツカフェ青山

【事業内容】サントリー飲料の販売、ミネラルウォーターの宅配事業（首都圏、近畿圏）
サントリーが製造する清涼飲料の販売会社サントリーフーズでは、2001年11月に環境
委員会を設置して「環境基本方針」を制定し、さまざまな環境活動に取り組んでいます。

自動販売機関連では、地球温暖化防止につながる省エネルギー化を推進すると同

時に、環境美化のための空容器の散乱防止、廃棄自販機の適正処理に取り組んで

います。当社も参画して一台当たりの年間消費電力30%削減を目標に研究を進め
ている「エコベンダー」の導入が着々と進み、2004年には当社自販機におけるエコ
ベンダーの比率は93%に達しました。
また、飲料業界で設定した「自動販売機自主ガイドライン」の遵守を徹底し、空容器

の散乱防止のための啓発活動に参画し、廃棄自販機についても、フロンガスの回

収（2004年回収総量：約12.7トン）とその無害化に努めるとともに、使用可能な部
品の再生、再使用を推進しています。

商品の輸送については、サントリーが開発した「統合配車®システム」を活用すると

ともにモーダルシフトとトラックの大型化を進め、CO2排出量削減を目指していま

す。また、「サントリーグリーン購入基本方針」に基づいてグリーン購入を進めると同

時に、販売促進のための景品や物品にペットボトルの再生品を積極的に採用してい

ます（2004年度の再生ペット使用量：約190トン）。
今後も、自動販売機のオペレーションに従事する各地のグループ会社との連携を強

化して、容器リサイクルと空容器の散乱防止に努めるとともに一層のエコオフィス

化を推進していきます。また、社員の環境意識を高めて、地域の環境活動にも積極的

に参画していきたいと考えています。

グローバルに事業を展開するサントリーグループのCSRへの取り組みの一例として
海外4社を含む8グループ会社での活動をご紹介します。

サントリーグループの主要工場の環境活動については、「サイトレポート2005」（WEBに掲載）をご覧下さい。

サントリーフーズ株式会社 http://www.suntoryfoods.co.jp/
〒135-8632 東京都港区台場2-3-3

グループ会社ミニレポート
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【事業内容】サンドイッチチェーン「サブウェイ」の展開

オーダーメイドシステムのファーストフード店サブウェイは、1992年の第1号店を皮

切りに、直営とフランチャイズ合計で約100店を展開しています。

2002年に環境委員会を設置し「環境基本方針」および「グリーン購入基本方針」を策

定、本格的な環境活動をスタートさせました。POP、クーポン、メニューちらし等は古

紙100%に、トレーはペット再生素材にとリサイクル素材を積極的に活用してきまし

た。また、陶製カップなどリユース食器を導入しています。食品リサイクル法への対応

では、「カット済み野菜の導入による調理残さの削減」を中心に進め、20%削減という

目標をほぼ達成できる見込みです。仕入価格が上昇し店舗経営にも影響のある

カット野菜の導入ですが、オペレーションの改善等で対応し、2004年8月までにすべ

ての直営店に導入しました。

今後も環境活動をさらに推進するため、店舗設備の見直し、包材の見直しなどに継続

して取り組んでいきます。

日本サブウェイ株式会社 http://www.subway.co.jp/
〒107-8515 東京都港区赤坂3-8-8 赤坂フローラルプラザビル4階

【事業内容】スコッチウイスキーの製造・販売

モリソンボウモア ディスティラーズ社は、シングルモルトを中心にスコッチウイス

キーを製造販売しています。所有する3つの蒸溜所（アイラ島で最も古いボウモア、
ローランドモルトNo.1のオーヘントッシャン、ハイランドの伝統を守るグレンギリー）
のすべてで環境に配慮した経営に取り組み、継続的な改善活動を実施しています。

2002年には3蒸溜所すべてが、ISO9002とISO14001の両認証の取得を完了してい
る当社は、これまでもさまざまな環境関連の賞を受賞していますが、2004年度には、
欧州15カ国100社の中から、英国を代表して欧州環境経営賞を受賞しました。
伝統的な製法を順守して自然との共生の中でウイスキー作りを行っているモリソン

ボウモア社の経営姿勢が、欧州全体からも高く評価された証として、これからも環

境に配慮した経営を継続していきます。

モリソンボウモア ディスティラ－ズ［イギリス］ http://www.morrisonbowmore.co.uk/
Springburn Bond,Carlisle Street,Glasgow G21 1EQ,U.K.

サブウェイ青山一丁目店

英国を代表して欧州環境経営賞を受賞

【事業内容】多業態飲食店の経営、ゴルフ・リゾートレストランの運営受託

「食の楽しさをダイナミックにクリエイトする」ダイナックは、2000年10月にサントリーグ
ループとして初めて株式を公開し、社会においてより高い責任を果たすために事業活

動を展開しています。その拠りどころとして、「企業倫理綱領」「コンプライアンス規定」

「個人情報保護規定」「民暴対策規定」などを制定するとともに社員への啓発、周知徹

底を図っています。

また、2001年には「環境委員会」を設置して「環境基本方針」を定め、継続的な環境活
動に取り組んでいます。その一環として、2003年には山陽自動車道三木サービスエ
リア内で当社が受託運営しているレストランではISO14001の認証を取得しまし
た。食品リサイクル法への対応のため、分別の徹底、食べ残しの減少へ取り組んで発

生量を抑制するとともに、水分除去による減量化を行うなど、再生利用等の実施率

20%を目指しています。また、ビール工場から排出される汚泥から作られた有機肥
料で栽培された野菜を調達するなど「食の循環」の推進を図っています。

株式会社ダイナック http://www.dynac.co.jp/
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-8-1 大橋御苑駅ビル7階

ダイバキッチン



【事業内容】健康食品および加工食品の製造・販売

チキンエッセンスを中心に健康補助食品を製造・販売する東南アジア有数の食品会社セレボスの主力工場では、ISO9001、GMP、
HACCP、ISO14001などのさまざまな国際規格の認証を取得しています。
お客様に品質の高さをご理解いただけるよう、台湾工場に「ヘルスミュージアム」を新設し、タイ工場にも見学ルートを併設しています。

日本の皆様にも是非お越しいただき、セレボスの品質の高さと環境への取り組みを実感していただきたいと思います。

地域社会への貢献も大切な使命と考え、2004年度には、給食費を払えない子どもたちのために総額13万シンガポールドル（約850万
円）を拠出、また人材育成のために30カ国117大学が参加した、“Global Business Plan Contest”にも協賛しました。この他、医療基
金への寄付、“チャリティーマラソン”、健康増進セミナーの開催など、さまざまなサポートプログラムをアジア、オセアニア各国で行っ

ています。これからもさまざまな場面での社会貢献活動を目指していきます。

セレボス・パシフィック［シンガポール］ http://www.cerebos.com/
18 Cross Street #12-01/08, China Square Central, Singapore 048423

【事業内容】ペプシ系ボトラー

全米でも最大級のリサイクル活動推進団体「カロライナ・リサイクル協会」の設立時からのキーメンバーであ

るペプシボトリングベンチャーズ（PBV）では、州政府、大学、産業界と協働して環境保護、廃棄物削減、資源
リサイクルの促進・啓発などの活動を行っています。

PBVでは、製造・出荷・流通の各段階から出る包材のほとんどをリサイクルして再利用していますが、炭酸飲
料容器の製造者・販売者による回収が義務付けられているニューヨーク州、デラウェア州では、消費者とも

協力した活動に取り組んでいます。

PBVは、毎年多数のボランティアが参加する、州を挙げての清掃キャンペーン“North Carolina Big Sweep”
などへの協賛を始め、多くの環境保全運動にスポンサーとして協力し、ポイ捨て禁止運動コンテストを通じ

た公立学校へ教育資金の提供も行っています。その売上が州の環境運動の資金となるポイ捨て反対マーク

入りナンバープレートの購入もその一例で、当社が所有する200台の車にはこのナンバープレートがつけら
れています。

ペプシ ボトリングベンチャーズ［アメリカ］ 4700 HOMEWOOD COURT, SUITE 200 RALEIGH, NC 27609 USA.

【事業内容】サントリービールの製造・販売

創業の年1996年には僅か千トン余りだった三得利ビールの
生産量は、2004年には30万トン強（日本の大瓶換算約2,350
万ケース）となり、上海市No.1ブランドに成長しています。ま
た、2005年初めには地元の東海ビールを買収して、1,300万
人以上の人口を抱える上海ビール市場におけるシェアは

50%を超えました。
2004年11月には、「企業改革が著しい」、「技術的進歩が際立っている」、「従業員の管
理を含めた工場運営が秀でている」、「環境保全活動に熱心」等々多方面での活動が高

く評価され、中国醸造協会から三得利　酒（上海）有限公司には「先進企業賞」が、また

高副総経理と王包装部長には「先進個人賞」が授与されました。今回の受賞を励みとし

て、2003年に取得したISO14001認証に基づいて環境活動の継続的な改善を図りな
がら、より一層の成長が達成できるよう、従業員一同頑張っていきます。

中華人民共和国上海市浦東沈杜公路1739号三
サ ン

得
ト

利
リ

三得利　酒（上海）有限公司［中国］
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サントリーグループは、サントリー（株）、子会社136社および関連会社34社より構成されています。
主要な会社は次のとおりです。

事業系統図

国内
グループ会社名 事業概要
●酒類
サントリーアライド（株） ウイスキー・ブランデーなどの輸入・販売
サンリーブ（株） サントリー製品の店頭販売促進活動
サングレイン（株） グレンウイスキー（原酒）・スピリッツなどの製造
カンバク（株） ウイスキー・ビール用麦芽の製造・保管および倉庫業
（株）岩の原葡萄園 ぶどうの栽培およびワインの製造・販売
九州サントリーテクノプロダクツ（株） 九州熊本工場における酒類・清涼飲料の製造作業請負
●食品
サントリーフーズ（株） サントリー飲料の販売、ミネラルウォーターの宅配事業
サントリー食品工業（株） サントリーの清涼飲料の製造
日本ペプシコーラ製造（株） サントリーの清涼飲料の製造
北海道ペプシコーラボトリング（株）
東北ペプシコーラ販売（株）
信越ペプシコーラ販売（株）
日本ペプシコーラ販売（株）
東海ペプシコーラ販売（株）
北陸ペプシコーラ販売（株） 自動販売機チャネルを主とする清涼飲料の販売
近畿ペプシコーラ販売（株）
中国ペプシコーラ販売（株）
南九州ペプシコーラ販売（株）
沖縄ペプシビバレッジ（株） 清涼飲料・食品の販売
ハーゲンダッツジャパン（株） アイスクリームの輸入・製造・販売、ショップの展開
サンカフェ（株） コーヒー豆の焙煎加工およびコーヒー・茶類のエキス製造
●外食
（株）ダイナック 「響」「膳丸」「鳥どり」などの多業態飲食店の経営
ファーストキッチン（株） ファーストフード「ファーストキッチン」の展開
日本サブウェイ（株） サンドイッチチェーン「サブウェイ」の展開
（株）プロントコーポレーション 「プロント」の経営・フランチャイズ展開
（株）ミュープランニング＆ 外食に関する企画・設計・経営の総合コンサルティング
オペレーターズ ほか
（株）H.B.I 多店舗展開をめざす外食企業の事業推進を幅広く支援
（株）レストランサントリー 世界で展開する「レストランサントリー」の運営およ
コンサルタンツ び経営コンサルティング
●花
サントリーフラワーズ（株） 花苗の品種開発・販売および園芸資材等の販売
●スポーツ
（株）ティップネス フィットネスクラブ展開ほか
（株）昇仙峡カントリークラブ ゴルフ場「昇仙峡カントリークラブ」の経営
榛名スポーツ開発（株） ゴルフ場「響の森カントリークラブ」の経営
●通販・広告・サービス・情報
（株）サントリーショッピングクラブ 通信販売、法人販促活動請負
（株）サン・アド 広告・宣伝・販促の企画・制作
（株）アドギア 総合広告代理店
サントリーパブリシティサービス（株） サントリー工場での案内、セミナー・イベント企画運営ほか

（株）サンモアテック
システム開発、業務パッケージ開発、情報インフラ設
計・構築ほか

●流通
サントリーサービス（株） ワインの店「カーヴ・ド・ヴァン」ほかの経営
サントリーコーポレートビジネス（株） 交通、法人等を対象としたサントリー製品の販売ほか
沖縄サントリー（株） 沖縄県におけるサントリー製品の販売ほか
モンテ物産（株） イタリアワイン・食品の専門商社

●物流

サントリーロジスティクス（株）
サントリーグループの物流機能の中核会社。サントリー
製品の輸送・保管

●不動産
サントリー興産（株） 不動産賃貸・管理
（株）辻長 不動産賃貸および倉庫業
海外
グループ会社名 事業概要

SUNTORY INTERNATIONAL CORP. 米国関係グループ会社のホールディングカンパニー
PEPSI BOTTLING VENTURES LLC. ペプシ系ボトラー
SUNTORY MEXICANA, S.A.DE C.V. 酒類（ミドリ）製造・販売
SUNTORY EUROPE PLC 資金調達および欧州グループ会社への貸付
MORRISON BOWMORE DISTILLERS LTD. ウイスキーの製造・販売
SUNTORY FRANCE S.A.S. フランスグループ会社のホールディングカンパニー
LOUIS ROYER S.A.S. ブランデー・リキュールの製造・販売
LEJEY LAGOUTE S.A.S. リキュールの製造・販売
CHÂTEAU LAGRANGE S.A.S.
GRANDS MILLÉSIMES DE FRANCE S.A.
CHÂTEAU BEYCHEVELLE
CHÂTEAU BEAUMONT ワインの製造・販売
A.& R. BARRIÈRE FRÈRES S.A.
TOKAJ HÉTSZÖLÖ R.T.
WEINGUT ROBERT WEIL
SUNTORY (CHINA) HOLDING CO., LTD. 中国グループ会社のホールディングカンパニー
SUNTORY (SHANGHAI) MARKETING CO., LTD. ビールの販売
SUNTORY BREWING (SHANGHAI) CO., LTD. ビールの製造
SUNTORY BREWING (KUNSHAN) CO., LTD. ビールの製造
CHINA JIANGSU SUNTORY FOODS CO., LTD. ビール・麦芽の製造・販売
SHANGHAI SUNTORY-MALING FOODS CO., LTD. 清涼飲料の製造・販売
SHANGHAI SUNTORY-MALING FOODS CO., LTD. 
BEIJING BRANCH

清涼飲料の販売

SUNTORY GUANGZHOU FOODS LTD. 清涼飲料の販売
GOLD KNOLL LTD. 原料の購入・輸出およびサントリー製品の香港総代理店業務
SUNBO LIQUOR TRADING CO.,LTD 酒類の輸入・販売
SUNTORY TAIWAN LTD. サントリー製品の輸入・販売
CEREBOS PACIFIC LTD. 健康食品および加工食品の製造・販売
SUNTORY (THAILAND) LTD. サントリー製品の輸入・販売
SUNTORY (AUST) PTY.LTD. サントリー製品およびバーボン・リキュール類の輸入・販売
FLORIGENE LTD. バイオテクノロジー技術による植物の新品種開発
レストランサントリーホノルル店
レストランサントリーメキシコデル・バジェ店
レストランサントリーメキシコローマス店
レストランサントリーアカプルコ店
レストランサントリー 台北店 海外レストラン（和食）
レストランサントリー 上海店
レストランサントリー 大連店
レストランサントリーシンガポール店
レストランサントリークアラルンプール店

（2005年4月現在）■ サントリーグループの主な会社一覧

サントリーフーズ（株） 

ハーゲンダッツジャパン（株） 

SUNTORY INTERNATIONAL CORP.
PEPSI BOTTLING VENTURES LLC.
CEREBOS PACIFIC LTD.
上海三得利梅林食品有限公司 

［通販］ 
（株）サントリーショッピングクラブ 

［物流］ 
サントリーロジスティックス（株） 

［花］ 
サントリーフラワーズ（株） 

［外食］ 
（株）ダイナック／ファーストキッチン（株） 

［スポーツ・レジャー］ 
（株）ティップネス 

食品事業計56社 

その他事業計64社 

酒類事業計50社 

サントリー（株） 

サントリーアライド（株） 

モンテ物産（株） 

MORRISON BOWMORE DISTILLERS LTD.
CHÂTEAU LAGRANGE S.A.S.
WEINGUT ROBERT WEIL KG
三得利　酒（上海）有限公司 

三得利　酒（昆山）有限公司 

中国江蘇三得利食品有限公司 
SUNTORY （AUST） PTY.LTD.

製品・サービスの流れ 


