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Webでは本冊子の内容に加え、以下の情報
をご紹介しています。

水と生きる SUNTORY 2006
水と生きるに込めた
思いや具体的な取り
組み内容について、
従業員にスポットを
あててご紹介した冊
子。

「水と生きる SUNTORY」の考え方や活動
内容などの全容をわかりやすく紹介する
ホームページ。

CSR関連情報の一覧 編集方針 01

ステークホルダーの皆様へ 03

サントリーのCSRビジョン

水と生きる SUNTORY 05

Theme Ⅰ
水とともに生きる 07

Theme Ⅱ
社会にとっての水となる 09

Theme Ⅲ
水のように自在で、しなやかにありたい 11

 マネジメント体制
 コーポレート・ガバナンス 14

 コンプライアンス 16

 リスクマネジメント 19

 社会との共生
 お客様への責任と行動 22
  品質保証・ユニバーサルデザイン・
  お客様コミュニケーション・適正飲酒

 お取引先への責任と行動 31

 従業員への責任と行動 33

 企業市民としての責任と行動 39

 自然との共生
 環境経営の推進 44

 実績と評価 48

 生産における取り組み 51

 容器・包装における取り組み 57

 調達･物流における取り組み 61

 販売･オフィスにおける取り組み 63

 自然保護活動 65

 環境教育・コミュニケーション 67

 事業活動の概要
 サントリーグループの概要 70

 グループ会社の活動紹介 73

2006年サステナビリティ･ボード 75

第三者意見 77

サントリーのあゆみ 78

C O N T E N T S

http://suntory.jp/MIZU/
CSRレポートに関するお問い合わせ先

サントリー株式会社 CSR 推進部

〒135-8631 東京都港区台場 2-3-3

TEL:03-5579-1501 FAX:03-5579-1743

発行責任者 : 内貴 研二

編集方針

本レポートは、「水と生きる SUNTORY」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報告するものです。「水と生き

る SUNTORY」に込められた3つのテーマ─“水とともに生きる”“社

会にとっての水となる”“水のように自在で、しなやかにありたい”

と、それぞれのテーマに関するサントリーの主な活動や方針をわか

りやすくご理解いただけるような編集を心がけました。

また、工場での節水活動や製品の品質保証、お取引先との関係、従

業員に関する情報など、さまざまなステークホルダーへの責任と行

動について、情報開示に努めました。

さらに今回は、サントリーの活動内容をより多くの方々にお伝えする

ため、右記のような冊子、ホームページを作成しました。

対象範囲

対象組織 : サントリー株式会社単体の活動を中心に掲載してい

ます。

対象期間 : データは2005年1月1日～2005年12月31日の実績で

す。活動については、直近のものを含みます。

参考にしたガイドライン

GRIサステナビリティ･リポーティング･ガイドライン2002

環境省 環境報告書ガイドライン（2003年度版）

発  行 : 2006年6月（次回発行は2007年6月予定）

※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

水と生きるWeb

冊子版レポートと同じ内容

CSRレポート2006

各工場と一部のグループ会社の環境関連データと
トピックス

サイトレポート2006

環境省「環境報告書ガイドライン（2003年度版）」との
対照表

環境省ガイドライン対照表

ＧＲＩ「サステナビリティ・リポーティング・
ガイドライン2002」との対照表

GRIガイドライン対照表

環境用語の解説

環境用語集

環境に関する質問にお答えするコーナー

Ecoship Q&A

� サントリー CSRレポート 2006
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高齢社会化が進む中での人口減少という未曾有の状況に

ある今日、私たちはこれからどのような社会を作り上げてい

かなければならないのか。国民の一人ひとりが真剣に考え

なければならない問題であり、産業界に対しても旧来の発

想を捨て去り、企業経営の革新を通じて新たな社会的価値

を創造していくことが求められています。

また、企業による不祥事も後を絶たず、企業の活動、そして

その倫理観に対して、厳しい市民の目が向けられています。

企業として、どのような価値を社会に提供していくことがで

きるのか、また、どのような行動（考動）が社会の期待に応え

うるものなのか。今日、企業を経営するものに求められるの

は、「この企業は何のために存在しているのか、何を実現し

ようとしているのか」ということを自らに問い続けることで

はないでしょうか。

さらに、地球環境の保全という人類共通の大きな課題も存

在しています。あらゆる分野で「サステナビリティ (持続可能

性)」がキーワードとなっていますが、個々の企業が、そして

市民一人ひとりが、サステナビリティについて理解を深め、

実践していくことが求められています。

このような時代に、サントリーはどのような経営を行ってい

くべきか。そう考えるとき、私は常に「人と自然と響きあう」

という企業理念に立ち戻ります。この企業理念は、「世界の

人々、人々を取り巻く様々な自然環境と響きあいながら、

人々のニーズにもとづいた生活文化の豊かな発展と、その

存続基盤である地球環境の健全な維持をめざして企業活

動に邁進し、真に豊かな社会の実現に貢献したい」というサ

ントリーの存在理由ならびに到達目標を表しています。そし

て2005年、この企業理念をより広く社会と共有するため

に、コーポレートメッセージ「水と生きる SUNTORY」を新

たに掲げました。「水」というものに柔らかさやしなやかさ、

潤い、自然、自在さ、フレッシュな活力を見いだし、そこにサ

ントリーらしさを重ね合わせたものです。「地球にとって有

限で貴重な資源である水を守る」ことに加え、「文化・社会

貢献活動を通じて社会と共生する、社会を潤す水となりた

い」、さらにはサントリアン一人ひとりが「水のように柔軟で

エネルギーにあふれ、常に新しいテーマに挑戦していこう」

というサントリーの決意も表しています。

私は、この「水と生きる」に込めた思いをサントリーの企業

活動のあらゆる現場で実現していくことを通じて、直面する

様々な課題を乗り越えていくことこそ、経営者としての使命

であると信じております。

サントリーの経営は、地球の自然環境によって支えられてい

ます。なかでも水は経営基盤そのものであり、水の恵みを消

費者にお届けすることが事業活動の根幹です。サントリー

に働く者すべてが、水というかけがえのない資源を使わせて

いただいているという認識をもって業務に取り組むことが

必要だと考えています。生産現場においては、いかに水を大

切に、丁寧に取り扱うかを徹底して追及しています。また、

ビールやウイスキーに欠かせない天然水を守り育むことも

サントリーの責務です。2003年、熊本県南阿蘇からスター

トした水源涵養を目的とするサントリー「天然水の森」も、

2005年には全国8 ヶ所に拡大しました。この森では、社員

による枝打ちなどの森林整備を実施しているほか、こども

たちにダイナミックな水の循環と森の果たす役割を体感し

てもらう環境教育として「森と水の学校」を開催しています。

サントリーの創業者・鳥井信治郎は、事業で得た利益は「事

業への再投資」「お客様・従業員への還元」「社会への貢献」

の三つに分けるべきだ、という「利益三分主義」を信念として

おりました。会社やその事業が存続できるのは社会から有

形、無形の支援を得ているおかげであり、社会へお返しをし

ていくのは当然である、という経営姿勢がそこにあります。

その姿勢は100年余にわたって脈々と受け継がれてきまし

た。鳥井信治郎は熱心に社会福祉に取り組みました。その

後、サントリーは信治郎の社会貢献を引き継ぎながら、新た

に「サントリー美術館」や「サントリーホール」など文化活動

にも力を注ぎました。

私はそれらをしっかりと受け継いでいくとともに、新たな貢

献として次世代育成の支援に取り組みたいと考え、2004年

にサントリー＜キッズ・ドリームプロジェクト＞を開始いたし

ました。日本の将来を担うこどもたちが、一流のアーティス

トやアスリート、あるいは優れた作品など、本物との触れ合

いを通じて未来に向けての夢や挑戦の気概を育んでほしい

との願いから、様々なプログラムを展開しております。

創業以来、受け継がれているもうひとつの精神、それは「やっ

てみなはれ」。明治時代に洋酒事業にチャレンジし、わが国の

生ビール時代を切り拓いたサントリーを支えてきた、チャレン

ジ精神です。サントリーのいきいきとした、自由闊達な社風

は、「やってみなはれ」精神の賜物です。大きく変化しようとし

ている21世紀のわが国において、将来にわたってサントリー

が活躍していくには、この社風をより活性化していく必要が

あると考えています。そのため、社員一人ひとりの個性と能力

を最大限に発揮してもらう様々な制度を整備しています。

今、サントリーが社会から求められていることに対して、ま

だまだ適切にお応えできていないかも知れません。しかし、

創業の精神である「やってみはなれ」と「利益三分主義」を

軸として、社会との共生をめざした経営に努力してきたと考

えております。これからもステークホルダーの皆様のお声に

耳を傾けながら、着実に、誠実に経営に取り組んでまいる所

存でございます。今後とも、ご指導賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。

2006年6月

かん社是

人間の生命の輝きをめざし
若者の勇気に満ちて

価値のフロンティアに挑戦しよう

日日あらたな心
グローバルな探索
積極果敢な行動

企業理念

人と自然と響きあう

社 是
企業理念

: 1973年制定
: 1989年制定

ステークホルダーの皆様へ

サントリー株式会社 代表取締役社長

「水と生きる SUNTORY」を実践し、
企業の社会的責任を果たしていきます

創業の精神「利益三分主義」「やってみなはれ」を
継承し、誠実な経営を推進します

わが国の社会は今、
大きな転換期を迎えています
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価値のフロンティアに挑戦しよう

日日あらたな心
グローバルな探索
積極果敢な行動

企業理念

人と自然と響きあう

社 是
企業理念

: 1973年制定
: 1989年制定

ステークホルダーの皆様へ

サントリー株式会社 代表取締役社長

「水と生きる SUNTORY」を実践し、
企業の社会的責任を果たしていきます

創業の精神「利益三分主義」「やってみなはれ」を
継承し、誠実な経営を推進します

わが国の社会は今、
大きな転換期を迎えています
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サントリーのCSRビジョン

持続可能な社会の実現に寄与するために、
「水と生きる」企業ならではの価値を提供していきます

サントリーグループは、その存在理由ならびに到達目標を「人と自然と響きあう」という企業理念に定めています。
「水と生きる ＳＵＮＴＯＲＹ」は、その思いを広く社会と共有するために、より具体的に、わかりやすく表現したメッセージです。
私たちは「水と生きる」の実践を通じて、持続可能な社会の実現に貢献し、
真に人々や社会から信頼され、選ばれる、価値ある企業になることをめざします。

サントリーのCSRの3つのテーマ

有限で貴重な資源である
水を守りたい

水とともに生きる

水のように柔軟で常に新しい
テーマに挑戦していきたい

水のように自在で、
しなやかにありたい

社会を潤す水のように
なりたい

社会にとっての水となる
「水と生きる」というメッセージには、“地球にとって

有限で貴重な水を守り”“文化・社会貢献活動を通じ

て社会と共生する、社会にとっての水となる”という

ことに加えて、“水のように柔軟で常に新しいテーマ

に挑戦していこう”というサントリーグループの決意

が込められています。

こうした３つの思いの実現に向け、お客様、社会の声

に耳を傾けながら真摯に活動に取り組むことが、サ

ントリーのCSRであると考えています。
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Theme Ⅰ

水とともに生きる
あらゆる生命の源であり、サントリーにとってもかけがえのない水 ── 
この自然の恵みである水は、無限ではありません。
サントリーは、水を守り、育むことを事業の一環として捉え
これからも水とともに生きていきます。

「天然水の森  子持山」(2004～)

「天然水の森 赤城」(2005～)

「天然水の森 白州」(2004～)

「天然水の森 湯の峰」(2005～)

「天然水の森 塩尻」(2005～)

天王山周辺
森林整備推進協議会
(2005～)

西山森林整備推進協議会
(2005～)

「天然水の森 阿蘇」(2003～)

水の品質保証
事業の生命線ともいえる大切な主原料、

「水」の品質を究める──サントリーは業界

で他に類を見ない専門の分析機関を社内に

おき、工場で使うすべての水を定期的に分

析しているほか、国内外のさまざまな水に

関する研究活動を続けています。

徹底した試験・分析によって
「安全・安心」をお客様に約束します。

詳細はP.23

森林保全による
水源涵養

サントリーの主な事業は、いずれも水や農作物といった自然の恵みに支えられています。原

料としての水の品質にこだわり、安全・安心を追求することはもちろん、製造工程において

水を大切に扱い、そして可能な限り良質の水を自然界へ還元していくことが「水と生きる」

企業としての社会的責任であると認識しています。

さまざまな資源の枯渇が叫ばれるなか、自然の恵みをもたらしてくれる地球環境を次の世

代に引き継ぐために、私たちは地球環境循環型もの造りへの一層の進化をめざしています。

現在、全国７府県８ヶ所で展開する森林保全活動には、水源の涵養ほか、地球温暖化対策や

生態系の保全などの多様な効果が期待されています。「人と自然と響きあう」持続可能な社

会をめざして、今後もこうした活動を積極的に展開していく所存です。

良質な「水」を育む森林を守るために、サントリーは 2003 年から「天

然水の森」と名付けた水源涵養活動を全国に展開しています。2005

年度は新たに５カ所の森林で保全活動を開始しました。

全国８ヶ所で森林保全活動を展開し、
きれいな水と森を守っています。

詳細はP.65

製造工程での
節水

ビールの製造工程で使用する「水」をでき

る限り節約し、有効活用するために、排水

の質を把握・解析する水の「ピンチテクノ

ロジー」を導入。回収した排水を浄化し、タ

ンク洗浄などに再利用するリサイクルシ

ステムを構築しています。

水の「ピンチテクノロジー」を活用して、
工程用水の循環利用を実現しています。

詳細はP.55

これからも、水の恵みを提供し、守り続けます

取締役 技術開発部長／生産技術部長 環境部担当　小嶋 幸次

Activities 1

Activities 3

Activities 2

かん
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豊かな
生活文化への
貢献

音楽や美術、学術文化の発展に寄与する目

的で、サントリーホール、サントリー美術館、

サントリーミュージアム[天保山]の運営や日

本の音楽文化の向上に寄与する音楽財団

や学術的研究への助成を行う文化財団への

支援を行っています。また、スポーツを通じ

て夢と感動を与えたいという思いから、ス

ポーツ団体への協賛や自社チームによるス

ポーツ活動を展開しています。

人々に心の潤いをお届けしたいと考えています。

詳細はP.39

地域社会との
協働

「社会の公器」としての企業には、その時々の社会が直面する課題に対して何ができるかを考

え、実行していくことが求められます。サントリーにおいても、創業者・鳥井信治郎は恵まれな

い境遇の方々への社会福祉活動、慈善活動に力を注ぎました。それを引き継いだ第二代社長

佐治敬三は、心の豊かさが求められる時代に、コンサートホールや美術館の運営など、特に文

化の面で貢献しました。いま人口減少、少子高齢化の時代を迎え、社会の活力をどう維持して

いくかが大きな課題となっています。将来を担うこどもたちがすくすくと健やかに成長するよ

う、お手伝いすること──これがいまの時代にサントリーが果たすべき役割と考え、次世代育

成支援の取り組みを強化しています。

これからもサントリーが持てる力を社会のお役に立つような形で展開し、社会に潤いを与える

水のような存在となることを、一貫して追求してまいります。

地域の自然環境を守り、周辺の方々の生活にも貢献する森林保全活動を全国各地で国

や自治体、地域と協力しながら推進しています。また、全国の工場、事業所などでは、地

域の清掃活動にも積極的に取り組んでいます。

地域と協力した森林保全活動を推進します。

詳細はP.42　P.65

次世代を担う
こどもたちの
育成支援

スポーツ・音楽・美術・環境などさまざまな

分野で、こどもたちが体験・体感する機会を

提供する〈キッズ・ドリームプロジェクト〉を

展開。森と水をテーマにした五感による体

験学習「森と水の学校」に加え、2006年か

らは、「水」をテーマにした独自の教育プロ

グラム「水育（みずいく）」を開始しました。

次世代を担うこどもたちの夢や挑戦する気持ちを応援します。

詳細はP.41

時代を見つめた社会貢献のあり方を追求していきます

常務取締役 文化・社会貢献本部長／次世代研究所長　筑紫 勝麿

Theme Ⅱ

社会にとっての水となる
人々の生活や文化をより豊かに、実りあるのもとするために ── 
サントリーは、音楽や美術、スポーツへの貢献、次世代を担うこどもたちの育成支援、
地域社会と協力して取り組むさまざまな活動を通じて
社会を潤す水のような、価値ある存在となることをめざしています。

Activities 1

Activities 3

Activities 2
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水のように自在で、
しなやかにありたい
フレッシュで活力ある企業風土は、業務の担い手であり、
また一人の生活者でもある従業員によって支えられています。
従業員が水のように自在で、常に新しいテーマに挑戦していくことができるよう、
さまざまな支援に取り組んでいます。

次世代育成支援対策推進法や、高年齢者雇用安定法など、現代社会が抱えるさまざまな課

題に対し、労働環境の改革への要請が高まっています。さらに、厳しい市場環境のなか、サン

トリーがより良い製品・サービスを生みだしていくためには、従業員が水のように自由に、柔

軟に、常に新しいテーマに挑戦しながら、持てる能力を十分に発揮することが不可欠です。

そのためには、意欲ある従業員を育成しながら、ワークライフバランスの観点から仕事と家

庭生活の両立を支援することが、会社としての重要な責務だと認識しています。

会社の最も大切な財産である「人」の成長を支援し、従業員一人ひとりの自主性・創造性を

いかんなく発揮できる人事制度・職場環境づくりに取り組んでいきます。

従業員の意欲に応える職場環境をつくります

取締役 人事部長 キャリア開発部担当　栗原 信裕

従業員の健康を
サポート

従業員一人ひとりの健康をサポートすること

は、企業の大切な責任である──という認識

のもと、サントリーは、従業員の心身の健康

に配慮した、さまざまな制度を設けていま

す。2006年度からは定期健康診断の内容を

さらに充実し、産業医によるフォロー体制も

整備するなど、元気で充実した会社生活の

実現に向けてサポートしています。

従業員の健康維持・増進を図るため、
さまざまなしくみを整えています。

詳細はP.38

仕事と育児の
両立

生活スタイルも、仕事と家庭生活とのバラン

スも人それぞれ。その一人ひとりに力を発揮

してもらいたい──そこで、サントリーは従

業員の多様性、個人の事情に配慮した人事

制度を構築。2005年には、そのひとつである

出産・育児支援制度を拡充しました。

多様な働き方をサポートすることで、
一人ひとりの働く意欲に応えています。

詳細はP.37

Activities 1

従業員の
キャリア開発を

支援

自らが習得したいスキルを選び参加する

「応募型研修」や、異動希望の意思を、直接

異動を希望する部署に伝えられる「キャリ

アデザイン制度」により、従業員の能力開発

とキャリア育成の支援をしています。

意欲ある従業員を支援する
さまざまなキャリア開発支援プログラムを提供しています。

Activities 2

Activities 3

Theme Ⅲ

詳細はP.36
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水のように自在で、
しなやかにありたい
フレッシュで活力ある企業風土は、業務の担い手であり、
また一人の生活者でもある従業員によって支えられています。
従業員が水のように自在で、常に新しいテーマに挑戦していくことができるよう、
さまざまな支援に取り組んでいます。

次世代育成支援対策推進法や、高年齢者雇用安定法など、現代社会が抱えるさまざまな課

題に対し、労働環境の改革への要請が高まっています。さらに、厳しい市場環境のなか、サン

トリーがより良い製品・サービスを生みだしていくためには、従業員が水のように自由に、柔

軟に、常に新しいテーマに挑戦しながら、持てる能力を十分に発揮することが不可欠です。

そのためには、意欲ある従業員を育成しながら、ワークライフバランスの観点から仕事と家

庭生活の両立を支援することが、会社としての重要な責務だと認識しています。

会社の最も大切な財産である「人」の成長を支援し、従業員一人ひとりの自主性・創造性を

いかんなく発揮できる人事制度・職場環境づくりに取り組んでいきます。

従業員の意欲に応える職場環境をつくります

取締役 人事部長 キャリア開発部担当　栗原 信裕

従業員の健康を
サポート

従業員一人ひとりの健康をサポートすること

は、企業の大切な責任である──という認識

のもと、サントリーは、従業員の心身の健康

に配慮した、さまざまな制度を設けていま

す。2006年度からは定期健康診断の内容を

さらに充実し、産業医によるフォロー体制も

整備するなど、元気で充実した会社生活の

実現に向けてサポートしています。

従業員の健康維持・増進を図るため、
さまざまなしくみを整えています。

詳細はP.38

仕事と育児の
両立

生活スタイルも、仕事と家庭生活とのバラン

スも人それぞれ。その一人ひとりに力を発揮

してもらいたい──そこで、サントリーは従

業員の多様性、個人の事情に配慮した人事

制度を構築。2005年には、そのひとつである

出産・育児支援制度を拡充しました。

多様な働き方をサポートすることで、
一人ひとりの働く意欲に応えています。

詳細はP.37

Activities 1

従業員の
キャリア開発を

支援

自らが習得したいスキルを選び参加する

「応募型研修」や、異動希望の意思を、直接

異動を希望する部署に伝えられる「キャリ

アデザイン制度」により、従業員の能力開発

とキャリア育成の支援をしています。

意欲ある従業員を支援する
さまざまなキャリア開発支援プログラムを提供しています。

Activities 2

Activities 3

Theme Ⅲ

詳細はP.36
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マネジメント体制
サントリーは、酒類、飲料をはじめとする食品の総合企業としての責任を果たすため

法規制の遵守はもちろんのこと、

透明性の高い経営・組織体制を構築・維持しながら、

ステークホルダーとともに持続可能な成長をめざしています。
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グループ企業理念「人と自然と響きあ

う」を実現するためには、まず、私たち

自身が人々から信頼され、必要とされ

る企業でなければなりません。そこで

サントリーではコーポレート・ガバナン

スの充実に努めています。経営の効率

性を高めながら適法性と透明性を保

ち、お客様・お取引先・従業員・地域社

会といったすべてのステークホルダー

への社会的責任(CSR)を果たしていけ

る経営体制を構築するーーこのことが、

各ステークホルダーからの信頼を得る

ための基本であると考えています。

サントリーは、グループ経営の意思決

定機関である取締役会のもと、サント

リーグループ内の個々の事業運営に

ついては、事業分野ごとの組織を独

立性のある企業と同等に扱う「カンパ

ニー制」を採用。グループ内の多彩な

事業それぞれの特性を踏まえながら

も、全体を統制しやすい経営体制を敷

いています。

また、取締役会による経営を監視・監

督する仕組みとして、監査役制度を採

用しています。

●グループ経営を担う取締役会と
　グループ経営戦略会議

取締役会は、代表取締役社長以下32

名の取締役で構成し、経営方針、事業

計画、組織、資金調達など、経営上の

重要な事項を審議・意思決定していま

す。また、各部門(各カンパニーおよび

コーポレート部門、ビジネスサポート

部門)、各グループ会社から業務執行

状況について報告を受け、監督してい

ます。なお、取締役の任期は、経営環

境の変化に応じた最適な経営体制を

機動的に構築するために1年間として

います。

また、取締役会のもとにトップマネジ

メント層から構成される「グループ経

営戦略会議」をおき、部門・カンパニー

の枠を超えて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、

効率的かつ効果的に全体を運営して

います。

●カンパニー制による自立した
　事業運営

サントリーグループでは、ビジネスモデ

ルに応じた事業単位ごとに「食品カン

パニー」「酒類カンパニー」「外食・開発カ

ンパニー」という3つのカンパニーを編

成しています。各カンパニー長は、取締

役会から権限委譲を受けて各事業の

運営責任を負い、迅速な意思決定と市

場対応力の強化に努めながら、擬似独

立会社としての“経営”を進めています。

一方、グループ経営をより効率的に推

進していくために、各カンパニーとは

別に「コーポレート部門」と「ビジネス

サポート部門」をおいています。「コー

ポレート部門」はグループ全体の企業

価値向上を図る経営企画やコンプラ

イアンスなどの機能を、「ビジネスサ

ポート部門」は品質保証や調達開発

など、カンパニー間で共有するメリッ

トが大きい事業運営機能をそれぞれ

担っています。

   コーポレート・ガバナンス体制

株 主 総 会

監査役会
各委員会

コーポレート部門

経営企画部、コンプライアンス推
進部、CSR推進部など

ビジネスサポート部門

品質保証本部、調達開発部など

グループ経営戦略会議

取 締 役 会

食品
カンパニー

酒類
カンパニー

外食・開発
カンパニー

コンプライアンス
委員会

品質保証
委員会

個人情報
保護委員会

環境
委員会

ARP※

委員会

内部監査部門

取締役、監査役の構成（2006年3月31日現在）

●取締役32名
社長、副社長4名、専務取締役2名、
常務取締役5名、取締役20名

●監査役4名
常勤監査役2名、社外監査役2名

会計監査人

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

ガバナンスの体制を整備

マネジメント体制

コーポレート・ガバナンス
公正で効率的な企業経営を行うために、
コーポレート・ガバナンスの充実に努めています

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

コ
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ポ
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・
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ン
ス
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●経営を監視・監督する監査体制

サントリーの監査役会は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、取締役会やグ

ループ経営戦略会議などの重要な会

議に出席し、取締役の職務執行をはじ

め、内部統制システムの整備状況、グ

ループ経営に関わる職務執行状況に

ついて監査しています。これに加え、外

部監査法人が会計監査を実施し、会

計および会計に関する内部統制の適

正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、各カンパニーをはじめとするグ

ループ各部門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」をおいています。グルー

プ監査部は、社内規定に基づいてサン

トリーの各部門およびグループ会社

の業務執行を監査し、その適正さと健

全性の維持に努めています。

監査役会とグループ監査部は、定期

的に、また必要に応じて、各々の監査

によって判明した重点課題や、監査計

画などに関する意見交換などを通じ

て監査の実効性を確保・向上させてい

ます。また、監査役およびグループ監

査部の責任者は、会計監査人による

監査結果報告の場に参加し、相互に

意見交換や情報の共有化を図ってい

ます。

サントリーは、企業として取り組むべ

き諸課題について、専任の担当部署を

おいて活動してきました。

1991年に、環境保全活動を推進する

「環境室（現・環境部）」と、アルコール

関連問題に取り組む「ARP事務局（現・

ARP･UD室）」を発足させたのをはじ

め、2003年にはグループ全体でコン

プライアンス活動を徹底していくため

の「コンプライアンス推進部」などを

設置。そして、2005年4月には、サント

リーグループのCSR活動を統括してい

くために、経営企画本部内に「CSR推

進部」を設置しました。これらの部署

は現在、サントリーのCSR推進体制の

一翼を担っています。

●専門的な見地から
リスクマネジメント体制を構築

サントリーは、CSRへの取り組みをグ

ループ全体で組織的に推進・強化して

いくために、2003年から2004年に

かけて、「コンプライアンス」「品質保

証」「個人情報保護」「環境」「ARP」に

関する5つの専門委員会を設置しまし

た。これらの委員会は各々の担当役

員を委員長とし、複数の関連部署か

らメンバーを選出。それぞれ専門的な

見地からCSRに関わるリスクの分析・

評価を行い予防策を講じるとともに、

万が一問題が生じた場合にも的確に

対応できるリスクマネジメント体制の

構築に取り組んでいます。また、CSR

推進部は、各委員会と密接な連携を

図りながら各課題への対応を推進し

ています。

●「企業倫理綱領」を制定

CSRに関わる取り組みをグループ全体

で進めていくにあたり、サントリーは

2003年、「サントリーグループ企業倫

理綱領」(P.16)を制定、社内外に表明

しました。

これは、サントリーグループの企業理

念と、それを実現していくために全役

員・従業員が共有すべき価値軸を定め

た「企業倫理憲章」、業務における行

動指針を明文化した「企業行動規範」

をまとめたものです。

これらを名刺サイズの携行用「サン

トリーシップカード」に記載し、サント

リーの従業員に配布を行い周知徹底

を図っています。

●「水と生きる」CSRへの
取り組みを推進

CSRへの取り組みをより確かなもの

としていくためには、あらゆる企業行

動の前提として、「企業倫理綱領」に

基づく“正しい企業行動”が求められ

ます。そして、こうした基盤の上に“サ

ントリーならではの企業行動”を積み

重ねていくことで、社会からその存在

意義を評価いただけるのだと考えて

います。

こうした考えのもと、CSR推進部では

「水と生きる」をサントリーのCSRを貫

くテーマとして位置付け、環境保全や

文化・スポーツ支援などの取り組みを

推進するほか、あらゆる部門、従業員

一人ひとりの意識向上に向けた取り組

みを展開しています。

サントリーシップカード

専 任 部 署・委員会を設 置し、
CSR経営を推進

コーポレート・ガバナンス
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企業理念を実現し、社会への責任を

果たしていくための基本は、社会の

ルールを尊重し、コンプライアンスを

最優先する組織・風土をもつことだと

考えています。従来からサントリーグ

ループは「お客様の満足」を第一に、

さまざまな自主基準の設定や、お客

様相談窓口の設置など、社会的責任

を果たしていくための取り組みに注力

してきました。

そして2003年、全従業員があらため

て企業活動のあり方を確認し、共通

の価値軸で業務を推進できるよう「企

業倫理綱領」を制定。この綱領に基づ

いて、グループの全役員・従業員が常

に高い倫理観に裏打ちされた意思決

定や行動を徹底するとともに、お客様

をはじめとするステークホルダーと常

に対話しながら改善を続けていくこ

とが大切だと認識しています。

グループ横断的な視点からコンプラ

イアンス体制を構築・運用していくた

めに、サントリーは2003年に専門部

署「コンプライアンス推進部」を設置

しました。あわせて、コンプライアンス

推進部を事務局とし、担当役員を委

員長とする「コンプライアンス委員会」

を設置しています。

同委員会は、グループのコンプライア

ンス経営に関わる方針決定をはじめ、

推進体制のモニタリングや、万一、違

反行為があった場合の調査および是

正措置の実施を担います。コンプライ

アンス推進部は、方針に沿った具体

的な諸施策の立案・実施や各職場で

の現状把握、課題に対する提言・助言

などを担います。

また、全職場に「コンプライアンス・

リーダー」をおき、各職場でコンプライ

アンスの周知徹底や諸施策を実施し

ています。一方、主要部門や国内外の

グループ会社には「コンプライアンス

推進責任者」をおき、それぞれの課題

に対応した独自の行動指針を策定・周

知するなど、主体的な推進活動を行っ

ています。

サントリーグループ企業倫理綱領（2003年制定） 抜粋

　コンプライアンス推進体制

委員長:コンプライアンス担当役員コンプライアンス委員会

グループ経営戦略会議

サントリー・サントリーフーズ

推進
責任者

リ
�
ダ
�

リ
�
ダ
�

リ
�
ダ
�

国内グループ会社 海外グループ会社
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全従業員共通の価値軸を
示した「企業倫理綱領」

この綱領は、サントリーグループが社会の信頼を得るために私たち役員および従業員

一人ひとりが、サントリーグループの企業理念を共通の志として事業に邁進するべく、

企業倫理の観点から準拠すべき普遍的価値を「倫理憲章」として定め、これを誠実に

実践するための行動基準を「行動規範」として制定したものです。

Ⅰ.サントリーグループの企業理念

「人と自然と響きあう」

Ⅱ.企業倫理憲章
サントリーグループで働く私たちは、上記の企業理念を胸に刻み、下記の倫理的価値

を遵守して、担当業務に邁進します。

お客様、お得意様、それをとりまく世界全体に対して、

誠実であること

公平で公正であること

透明であること

社会的な責任をはたすこと

多様な価値観の存在を受け入れること

信頼と思いやりをもって接すること

Ⅲ.企業行動規範

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製品や

サービスを提供します。

法令を遵守し社会的倫理に則った活

動を進めます。

公正で透明な事業活動を展開します。

よき企業市民として積極的に社会貢

献活動を行います。

地球環境の保全・保護に積極的に取

り組みます。

安全で働きやすい職場の確保に努め

ます。

会社財産や情報等の適切な保全・管

理に努め第三者の権利を尊重します。

現場に根ざした推進体制

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1．

2．

3．

4．

5．

6．

マネジメント体制

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

コンプライアンス

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

お客様から信頼され社会への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
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サントリーでは、「行動規範」に抵触す

る行為があったことを従業員が知った

場合、まず上司に報告・相談することを

基本としています。しかし、そうした報

告・相談が適さない場合にも問題を早

期に発見し解決するため、コンプライ

アンス推進部と社外の法律事務所の

2カ所を窓口とする「コンプライアンス・

ホットライン(内部通報制度)」を2003

年に設置しました。あわせて、通報し

た従業員が職場での差別など不利益

を被ることがないことを就業規則に

定めました。

通報案件(2005年24件)に対しては、

コンプライアンス推進部がプライバ

シー保護に配慮しながら調査を実

施。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。

全従業員に対して、コンプライアンス

への意識啓発や諸規定の周知徹底を

図るために、「企業倫理綱領」の内容

を小冊子にまとめた「コンプライアン

ス・ハンドブック」を作成。2003年に

国内のグループ全従業員に配布し、翌

2004年には英語版、2005年には中

国語版を作成して海外のグループ会

社にも配布しました。

このほか、階層別研修や、コンプライ

アンス・リーダー研修、イントラネット

上に設けた「コンプライアンス・ネット」

での情報発信などを継続的に実施し

ています。

2005年は、コンプライアンスに関す

る基本知識を全22項目に集約した資

料に基づき、サントリーのほぼ全部署

が職場勉強会を実施しました。そして

2006年にはその理解度を測る自己

チェックテストを全従業員が実施し、

さらなる定着を図っています。

●全従業員が
「コンプライアンス誓約書」を提出

2005年には「企業倫理綱領」を実践

していく意志を従業員自身が確認す

るために、国内サントリーグループ全

員が「コンプライアンス誓約書」を提

出しました。今後も、毎年度の初めに

コンプライアンス遵守を誓約していく

計画です。

　コンプライアンス推進の仕組み

体　制 活動サイクル

推進組織 
コンプライアンス委員会 
コンプライアンス推進部 

企業倫理綱領
企業倫理憲章
企業行動規範

ホットライン

状況把握 
●浸透度調査 

規範策定 

実 行 

 

周知・啓発
●階層別研修 
●職場勉強会 
●情報発信    

 

組織風土醸成

●企業倫理綱領
●グループ共通行動指針
●各部門・各社行動指針

コンプライアンス・ハンドブック

コンプライアンス・リーダー研修

従業員一人ひとりの意識啓発
を定期的に実施

問題の早期発見・解決のための
コンプライアンス・ホットライン

コンプライアンス
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コンプライアンス浸 透の状 況をグ

ループ全体にわたって把握するため、

2004年8月グループ全従業員を対象に

「コンプライアンス浸透度調査」を実

施。従業員一人ひとりの意識を調査・把

握して、その結果を今後の活動方針・施

策や各部署での取り組みに反映してい

ます。この調査は隔年で実施していくこ

ととしており、2006年には第2回目を

実施しました。

「企業倫理綱領」に基づき、公正で透

明な事業活動などコンプライアンス上

の主要課題についても各部門や専門

チームによる自主基準の設定・運用な

どに全社横断的に取り組んでいます。

●公正な事業活動を徹底

サントリーは「独占禁止法」をはじめと

する各種法令を遵守し、公正な活動を

行うことを事業の大前提としています。

1992年に「独占禁止法遵守指針」を

定めて以来、法改正、環境変化に合わ

せて改定、運用。さらに「キャンペーン

に関する独禁法・景表法上の留意事

項」「下請法遵守マニュアル」のイントラ

ネットへの掲載や各部門、グループ会

社向けの定期的な説明会の実施など

「独占禁止法」および関連法令の周知

と遵守徹底を図っています。

また、お取引先やお客様に対する日々

の活動において公正さを確保するべ

く、製品開発、販売、マーケティングの

企画段階から専門部署が積極的に関

わり、法令遵守の観点から関係部署の

対応方針や活動を検証しています。

●事業活動の透明性を保つために
贈収賄などを禁止

サントリーは「企業行動規範」の中で

「公正で透明な事業活動を展開する

こと」を明記しています。

事業活動においては、政治・行政・関連

団体や企業など、相手がいかなる法人・

個人・団体であっても過度な接待・贈答

を禁止し、法令を遵守した健全で透明

な関係を保つことを定めています。

また、この内容を業務上関わる相手と

の関係や、業務の中でよくある場面に

あてはめて具体的にとるべき行動や判

断の指針を示した「共通行動指針」を

作成し、イントラネットに掲載。グルー

プの全役員・従業員に周知徹底を図っ

ています。

2006年4月、「公益通報者保護法」が

施行されました。サントリーでは2003

年の「コンプライアンス・ホットライン」

の設置と同時に、就業規則で通報者

が不利益を被るような取り扱いを禁

止していますが、法施行にともなって、

新たに「内部通報規定」を制定し、通

報対応後に通報者をフォローアップす

ることを明記するなど、通報者保護の

ルールを強化しました。

また、コンプライアンス・プログラムの

適用対象をグループの従業員だけで

なく、派遣社員および請負会社の従業

員へと拡大し、サントリーのホットライ

ン窓口を提示。倫理綱領に反する行為

や問題発生の恐れがある場合につい

て通報を促しています。さらに、2006

年4月以降、一部取引先従業員にも順

次適用を進めています。

 

　コンプライアンス・ホットライン対応フロー

受付窓口

調査必要性検討理由報告

調査

是正必要性検討

是正措置完了

フォローアップ

被

通

報

者
・
部

署

Yes

是正措置

再発防止策

Yes

No

理由報告 No

完了報告

問題改善・
不利益取扱いの有無 問題改善

通報

通

報

者

海外グループ会社でのコンプライアンス説明会

「公益通報者保護法」への対応

日常業務における
「企業倫理綱領」の実践

さらなる定着をめざして
浸透度調査を実施

マネジメント体制

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
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サントリーのリスクマネジメントは、各

カンパニー、各部門等、業務執行レベ

ルでのPDCAサイクルに基づく自己管

理を原則としています。各担当取締役

は、その対応について責任をもち、重要

なリスク案件については取締役会また

はグループ経営戦略会議へ報告、付議

することになっています。

経営全般にわたる重要なリスクについ

ては、取締役会の委嘱を受けた「コン

プライアンス」「品質保証」「個人情報

保護」「環境」「ARP」の各委員会が、専

門的な見地から全社横断的にリスク

の分析・評価を行い予防策を講じると

ともに、その強化を図っています。

なお、サントリーではリスクマネジメン

トに関わる体制・状況について、定期的

にグループ監査部による監査を行い、

指摘があった場合には直ちに改善策

を講じる体制としています。

サントリーグループは情報セキュリ

ティポリシーのもと「個人情報や機密

情報の安全管理と漏洩防止」「情報セ

キュリティ遵守意識の維持・向上」「情

報システムの安全かつ円滑な稼動の

堅持」のために適切なセキュリティ対

策を講じています。

2005年には「不正競争防止法」が一

部改正施行されたほか、経済産業省か

ら「情報セキュリティガバナンス」の考

え方が提示されるなど、企業のセキュ

リティ強化に対する社会的要請はま

すます高まっています。そのことを認識

し、サントリーは今後、「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、グループ全体で

従来以上に厳格かつ適切な情報管理

を進めます。そのために、「ルールの再

構築・徹底」「教育・啓発活動」「監査」と

いったPDCAサイクルに沿って取り組

みを進めていける体制の整備に2005

年12月から取り組んでいます。

●機密情報の管理・保護

経済産業省の「営業機密管理指針」

を参照しながら、個人情報を含む機

密情報の管理体制の構築を進めてい

ます。

物理的・技術的管理の強化

商品開発センターに加え、2005年に、

サントリーワールドヘッドクォーター

ズ(お台場オフィス)および赤坂オフィ

スにIDカードを用いた入館管理シス

テムを導入しました。また、全社の情報

システムに、このIDカードとパスワー

ドによる認証機能を追加し、アクセス

管理を強化しました。

この他、情報漏洩防止のためのパソ

コン持ち出し制限、社外からの不正ア

クセス・攻撃防止のためのファイアー

ウォール設定など情報管理を徹底し

ています。

人的・法的管理の強化

2003年10月に情報システム利用上

の詳細規定をまとめた「情報システム

セキュリティ保持規定」を、翌年11月に

「サントリーグループ機密情報管理規

定」をそれぞれ制定。機密情報の管理

に関するグループ全体での基本的な

規定を明文化しました。

また、これら規定を確実に遵守してい

くために、2004年にはグループの全

従業員を対象にe-ラーニングを実施

したほか、各種機密情報の管理に関

する情報をイントラネット上に掲載し

て周知徹底を図りました。

さらに、全従業員は、2005年から毎

年提出する「コンプライアンス誓約書」

によって機密情報を適切に管理する

ことを誓約しています。

●お客様の個人情報を保護

サントリーグループ各社は、事業活動

の中で、商品の販売促進キャンペーン

へご応募いただいたお客様や健康食

品などの通信販売をご利用のお客様

をはじめとする多くの方の個人情報を

お預かりしています。

これらの大切な個人情報を守るため、

サントリーは2001年4月に「プライバ

シーポリシー※」を定めて適切な取り

扱いに努めてきました。

2004年4月には、個人情報保護体制

を一層強化していくため、「個人情報保

護委員会」を設置。個人情報保護法・ガ

イドラインなどに基づき、e-ラーニン

グによる従業員教育を実施するなど、

グループ全体で個人情報保護に取り

組んでいます。

お台場オフィスの入館管理システム

eラーニング画面

※ サントリーの「プライバシーポリシー」URL
http://www.suntory.co.jp/privacy/

リスクマネジメントへの
取り組みを強化

情報セキュリティ体制を強化

マネジメント体制

リスクマネジメント
社会の信頼と期待に応え、事業を継続的に営んでいくために、
リスクの把握とそれに対処する体制を整えています
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キャンペーン履歴管理システム

キャンペーンについては、業務委託先

との間で機密保持契約書を締結した

うえで、「キャンペーン履歴管理システ

ム」によって情報の入手から廃棄に至

るプロセスを管理しています。

また、保管が必要な個人情報は、社内

に構築されたデータベースで一元管

理するなど、お客様の情報を確実に保

護するよう努めています。

通信販売顧客の情報管理

通信販売顧客の情報は、通信管理セ

ンター内に整備した専用のクローズド

システムで一元管理し、センターへの

入退出者については静脈認証により

厳重に管理しています。

2005年度は、これらの仕組みの整備・

強化に加え、社内に保管していた個人

情報の峻別・廃棄とその実施確認、「個

人情報保護法」に関わる従業員およ

び業務委託先などへの教育・研修、各

部署・グループ会社・キャンペーン事務

局の監査などに取り組みました。

社会における知的財産に対する意識

の高まりや国による数々の施策により

知的財産の重要性は年々増してきて

います。サントリーは、2003年に知的

財産権を統括する部署として「知的財

産部」を設置し、製品や技術の研究・開

発を通じて獲得した成果を知的財産

として権利化・活用し、サントリーなら

ではの高付加価値商品を継続して供

給するための活動を進めています。

また、研究・開発活動の現場に密着し

て、情報収集に努め、他人が保有する

知的財産権に配慮し、それを侵害し

ないよう留意しています。たとえば、新

しい技術の採用にあたっては他社の

特許が存在しないか、また商品名の

採用に関しては、類似商品が登録さ

れていないかなどを調査し、他人の知

的財産権に類似するか否かの判断に

あたっては、必要に応じて専門家の意

見も仰いでいます。

会社にとっての危機を未然に防ぐた

めの「リスクマネジメント」とあわせて、

万一、危機的状況が発生した場合に

備えておく「クライシスマネジメント」

も重要です。サントリーでは、2003

年12月に「有事対応基本方針」を策

定。この方針に沿って、危機が発生し

たときに、迅速な意思決定と情報伝

達、具体的かつ適切な対処ができる

体制の強化を進めています。

なお、「有事対応基本方針」では、お客

様をはじめとするステークホルダー

の安全を最優先とすること、適切な

情報開示を行うこと、全従業員が当

事者意識をもって速やかかつ誠実に

対処することなどを定めています。

クライシスマネジメント体制の例

●製品品質問題

製品の品質や表示に問題が発生した際に、迅速な対応によってお客様の被害を最小限

にとどめ、損害の影響を極小化することを目的に、対応マニュアルを策定しています。こ

の中の基本方針として「お客様の安全・安心を最優先すること」「一貫して誠実に対応す

ること」「適切な情報開示を行い説明責任を果たすこと」を明記。あわせて、問題発生時

の対応体制と判断基準、再発防止策を確実に実施することなどを明確にしています。

●大規模地震

大規模地震が発生した場合には、従業員に対して本人および家族の安全確保を最優

先するとともに、会社への安否連絡をすることを定めています。また、「対策本部」を設置

し、その下に、総務部、人事部を中心に「対策本部事務局」を設置します。対策本部事務

局では、主として従業員や家族の安否情報の確認や被害情報の収集・整理などを実施

します。また、各部が作成している災害発生時の活動方針に沿って実施する「事務所機

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」などの活動と連動します。これらの体制や手順については、総務部のイントラネット

の「防災」欄の「震災時危機管理体制について」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。

さらに、災害発生時にも重要事業をできるだけ中断せず、ステークホルダーに対する責

任を果たしていくために、生産、物流、情報システム等について事業継続計画(BCP)を

策定しています。

通信管理センターの静脈認証

クライシスマネジメント体制を
整備

知的財産権を活用・尊重

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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社会との共生
サントリーの事業は、さまざまな人々、社会によって支えられています。

水があらゆる生命の渇きを癒し、輝きを与えるように、

サントリーも、社会に潤いをもたらす「水」になりたい。

そのような願いから、より良い商品・サービスの提供はもとより、

より豊かな生活文化への貢献を目指して、

さまざまな文化・社会活動にも取り組んでいます。
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お客様に安心してご利用いただける安

全な商品・サービスを提供することは、

メーカーのもっとも基本的な責務で

す。この認識のもと、サントリーは創業

以来「お客様第一」の姿勢で商品・サー

ビスの品質を追求し続けてきました。

2004年3月には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「All for the Quality」を 制 定。

マーケティングから研究開発、商品企

画・開発、原料調達、生産、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。

グループ全体の品質保証を推進し、ひ

いてはグループの社会的信頼性の維

持・向上を図ることを目的として「品質

保証委員会」を設置しています。委員

会では、グループにおける品質に関す

る重大リスクの抽出とその低減を図る

とともに、製品品質・品質保証に関する

情報開示の推進に取り組んでいます。

また、委員会での討議内容は「グルー

プ経営戦略会議」に適宜報告すること

で、品質に関わる問題をグループの経

営課題として共有・解決しています。

こうした品質保証体制をより強化する

ため、2005年9月には「品質保証本部」

を新設、その下に「品質保証推進部」

と「安全性科学センター」を配置しま

した。品質保証本部は、サントリーグ

ループ全体の品質保証活動を牽引す

る役割を担い、「お客様視点の品質保

証」をキーワードとしてお客様の声に

真摯に耳を傾け、品質・サービスの改

善や改革につなげながら品質保証活

動を行っています。

2005年度は「原料」「販促物品(景品)」

「健康食品用素材」の3つを品質重点

課題と位置付けて、下記の取り組みを

行いました。

●原料の品質保証を強化

製品の品質保証の第一歩は、原料の

安全性と品質を確保することです。サ

ントリーは、関連法規よりも厳格な独

自の基準を設けて、基準を満たしたも

のだけを調達しています。

2005年1月には、商品開発・原料調達・

品質保証・生産の各部門管理者で構

成する「安全性リスク管理者グループ」

を設置。原料ごとにリスク管理者を定

め、その生産から製品の使用に至る

全段階でのリスクを解析し、すべての

段階で関連法規への適合と安全性を

確認しています。

サントリーグループ品質方針
(2004年制定)

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. 安全性は全てに優先して徹底します。

5. 21世紀、グローバルな時代に、国際標

準の考え方を活かして最高の品質を

追求し続けます。

All for the Quality

品質保証委員会委員

グループ会社
コーポレート部門

ビジネス
サポート部門

食品
カンパニー

酒類
カンパニー

外食・開発
カンパニー

委員長:品質保証本部長品質保証委員会

グループ経営戦略会議

グループ品質保証推進体制

グループ品質方針
「All for the Quality」を推進

品質保証体制の強化

2005年度の
品質重点課題への取り組み

※ サントリーの安全・安心への取り組みURL
http://www.suntory.co.jp/company/
quality/

お客様への責任と行動

品質保証への取り組み
品質を企業活動における最も重要な柱と認識し、

「お客様第一」の姿勢で品質保証に取り組んでいます

お
客
様
へ
の
責
任
と
行
動

品
質
保
証
へ
の
取
り
組
み
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取引先の選定・評価

生産者、原料メーカー、商社などサプラ

イヤー (原料の供給者)の形態ごとに

評価・選定基準を設け、その基準に適

合したサプライヤーから原料を調達し

ています。新規取引を開始する場合や、

新たな原料を調達する場合などには、

当社の原料品質保証担当者がサプラ

イヤーのもとへ品質監査に赴き、品質

保証の仕組みやその運用状況につい

て問題がないことを確認しています。

独自の規格に基づいて
原料の品質を確保

すべての原料について、関連法規だけ

でなく、法規よりも厳格な独自の基準

に照らし、これらに適合したものだけ

を使用しています。この独自基準は、当

社が蓄積した各種評価・分析結果と科

学的根拠に基づき策定したものです。

また、各サプライヤーからは、納入する

原料が関連法規や独自基準に適合し

ていることを明記した「品質保証書」

を取得しています。さらに、納入された

原料の成分などを社内外の機関で分

析することで保証内容の妥当性を確

認しています。

●販促物品の品質保証を強化

サントリーでは、販促物品(景品)の大

半を社外から調達しています。これらに

起因する事故を防止するため、品質保

証推進部、包材開発部、お客様コミュ

ニケーション部、法務部などで「販促物

品品質保証審査チーム」を組織し、独

自の基準を設けて、設計から製造・検

査に至る各工程で販促物品の安全性・

機能性などを厳しく審査しています。

2005年には、中国など海外製造の販

促物品についても品質保証をより強化

していくことを目的に、中国の試験・検

査会社と提携して現地で検品や衣料

の検針ができる体制を構築しました。

●健康食品用素材の
　安全性評価基準を強化

健康食品の摂取による健康被害が報

じられるなか、厚生労働省は2005年2

月「健康食品に係る制度」の見直しを

通知し、その中で錠剤、カプセル状食

品に対する安全性の確保に関するガイ

ドラインを示しました。

「セサミン」をはじめとした健康食品を

販売する当社においても、明確なルー

ルに基づく科学的な安全性の保証が

重要だと判断し、2005年4月に2つの

新たな試みを実行に移しました。

1つめは「健康訴求素材ならびに健康

訴求素材使用製品の安全性評価規定」

を制定し、運用方法を明文化したこと。

2つめは、これまで複数部署に分散して

いた安全性評価機能を自社の分析機

関である「安全性科学センター 生物安

全グループ」に集約したことです。

生物安全グループは、実験動物や培

養細胞等を用いて製品の生物学的安

全性を分析・評価している専門機関で

す。この機能を活用して、サントリーは

科学的根拠に裏付けられた安全性を

保証していきます。

2006年度は、以下の4つを品質重点

課題として設定し、取り組みを進めて

います。
●グループ全体の潜在リスクの抽出と
リスク低減活動の推進

●残留農薬等ポジティブリスト制度へ
の対応ほか重要品質課題の推進

●製品品質、品質保証に関する情報開
示の推進

●グループ全体の品質保証力の基盤
強化

原料ごとの特性をふまえた品質保証を推進

●酒類・飲料製品の主原料である水の品質保証に注力

サントリーでは、自社の分析機関「安全性科学センター」が国内外の工場からすべての

水(製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、その安全性を保証しています。定期検査の項目数は「食品衛生法」「水道法」など

に基づく項目と、サントリー独自の項目をあ

わせて約160にのぼります。

このほか、サントリーでは、良質な水源を維

持するために全国の工場周辺の森林で水源

涵養活動(P.65)を推進。さらに「水科学研究

所」が中心となって、新たな水源地の発掘や、

国内外のさまざまな水の性質を把握・活用す

るための研究活動にも力を注いでいます。

●原料の残留農薬分析を徹底

原料を調達するさいには、農薬の使用実態を把握するとともに事前にサンプルを取り

寄せて分析し、法定の残留農薬基準をクリアしていることを確認しています。分析対象

には、生産農家が使用している農薬のほか、国や自治体などが検査して残留がみられた

ものや、国が検査対象としているものも含めています。2006年5月には「食品衛生法」

の残留農薬基準が改正され、ポジティブリスト化されたことから、これに対応して農薬

使用実態の把握や生産地の訪問・指導をいっそう強化しています。

すべての水を分析・検査

2006年度の品質重点課題

品質保証への取り組み
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「安全性科学センター」内の3つの分析

機関「分析科学グループ」「微生物保

証グループ」「生物安全グループ」は、

関連法規よりも厳格で多岐にわたる

独自の規格に基づいて製品の品質を

保証しています。

各グループでは、原料の成分や製品だ

けでなく、容器包装の材質、製品の中

味に接触する生産設備の材質なども

検査・分析して安全性を確認。残留農

薬や食品添加物、アレルゲン、遺伝子

組換え食品などについても検査を行う

ほか、それらに関する情報を社内外か

ら収集して最新の評価技術や手法の

開発・導入にも努めています。

このような分析機関を自社内に備えて

いることで、サントリーでは食品の安

全性に関する多様な問題を自ら発掘

し、速やかに分析・考察することを可能

にしています。

サントリーは、仕込み・調合・充填・包

装などすべての製造工程において品

質管理を徹底しています。

最新の検査機器を用いて、容器や中

味への異物混入や、容器の傷・中味漏

れなどがないかを確認。これら検査

機器を定期的に保守・点検して信頼

性を維持しているほか、機器による検

査に目視検査などを組み合わせて品

質を何重にもチェックしています。

また、正しいプロセスで製品づくりを

行うため、原料の受入れから包装に

至るすべての工程で作業内容を記録・

管理しています。

品質保証体制を高いレベルで維持・管

理していくため、品質マネジメントシス

テムの国際規格である「ISO9001」の

認証や「HACCP(総合衛生管理製造過

程)」承認の取得、全員参加での設備をメ

ンテナンスする体制づくり「TPM(Total 

Productive Maintenance)」の導入

を進めています。

容器包装は、製品の品質を保つため

の大切な要素のひとつです。その安

全性を確保するため、サントリーは独

自の厳格な規格を設けています。

容器包装資材の調達においては、公

的機関による「分析試験成績書」を包

材メーカーから入手するとともに、自

社分析機関でも最先端の試験・分析

技術を用いて性能や安全性を多面的

に評価し、容器包装の構成材料が関

連法規に適合していることを確認し

ています。

さらに、容器が製品の中味に影響を

与える可能性や容器への中味成分の

吸着の有無、酸素や外光が中味品質

へ影響を及ぼす可能性の有無なども

詳しく分析・評価し、安全な容器包装

の選定や新規開発につなげています。

QRコードを用いたトレーサビリティシステムを構築

サントリーでは、品質保証への取り組みの一環として、原料から製造・流通工程に至る

履歴を追跡(トレース)できるようにしておくトレーサビリティシステムの構築を1997年

に開始。1999年にはQRコード(2次元バーコード)を利用したトレーサビリティシステ

ムを大阪工場に導入し、以後、全工場への展開を順次進めています。

QRコードは、複数ある2次元バーコードの中でも、小さなスペースに大容量のデータを

記録でき、高速で読みとれるという特長があります。このQRコードから原料の種類・調

達先・入荷日、また使用したタンク、瓶詰ラインなどの工程情報や充填した日付を記録し

ています。これらの記録により、お客様のもとに届いた製品に関する履歴を必要に応じ

て即座に確認することが可能です。また、万一、製品を出荷した後に原料や容器・表示な

どに何らかの問題があり得ると判明した場合にも、出荷先を速やかに特定して回収す

るなどの対処をとることができる体制を整えています。

※ 「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。

海外

国内

●京都ビール工場　●大阪工場
●利根川ビール工場　●梓の森工場
●登美の丘ワイナリー　●山崎蒸溜所
●武蔵野ビール工場
●食品生産部＋飲料生産部＋4 工場（榛名

工場、木曽川工場、サントリー天然水白州
工場、高砂工場）

●ハーゲンダッツジャパン（株）　ロジス
ティクス本部・品質保証部、群馬工場

●日本ペプシコーラ製造（株）

●ルイ ロワイエ（フランス）
●江蘇サントリー（中国）
●セレボス・パシフィック（タイ、台湾、中

国、マレーシア）ほか

●サントリー天然水白州工場　●木曽川工場　
●高砂工場　●榛名工場　
●ハーゲンダッツジャパン（株）群馬工場
●日本ペプシコーラ製造（株）羽生工場
●サントリー食品工業（株）多摩川工場

●武蔵野ビール工場　●利根川ビール工場
●大阪工場　●京都ビール工場
●梓の森工場　●白州蒸溜所
●サントリー天然水白州工場　●木曽川工場
●サントリー食品工業（株）宇治川工場
●サントリー食品工業（株）多摩川工場

ISO9001認証取得

HACCP(総合衛生管理製造過程)承認

TPM賞受賞工場

製造工程の品質管理を徹底

自社内の分析機関による
品質保証を徹底

製品品質を保つために
容器包装を徹底分析

お客様への責任と行動

お
客
様
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お客様に安心してお召し上がりいただ

くために、製品容器などへの表示や宣

伝・広告表現について、「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

署と連携し、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も原料を調査し

て、食品については「食品衛生法」で

表示を義務付けられている5品目だけ

でなく、表示を推奨されている20品目

も製品への表示対象としています。

酒類については表示を免除されてい

ますが、ビールやチューハイなどの低

アルコール製品については自主的に

同法を準用し、表示をしています。

徹底的に品質にこだわってつくった製

品だからこそ、「最高の品質」のままお

客様のお手元にお届けできるよう、サ

ントリーではさまざまな工夫をしてい

ます。

たとえば、協力運送会社に対しては、

製品の品質が運送や保管の状況に

よって左右されることについてご理

解・ご協力を得るための啓蒙活動を行

うほか、製品保管倉庫へサントリーの

担当者が直接赴き、倉庫内の設備、温

度、安全衛生面などの管理状況を確

認しています。

また、樽生ビールをお取り扱いいただい

ている飲食店様などを対象に、お客様

においしく飲んでいただくためのセミ

ナーを実施しています。そのほか、定期

的に飲食店様を訪問して店内の衛生管

理や品質管理をサポートするなど、製

品の流通・販売、飲用時までの品質を保

証するための活動を展開しています。

サントリー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、品質保証に対する姿勢

や具体的な活動をしっかりお伝えして

いくことが重要です。こうしたことも企

業が果たすべき責任であるという認識

に立ち、品質保証の徹底に努めながら

も発生してしまった問題も含めて適切

な情報開示を行ってまいります。

2005年から2006年4月にかけては、

以下2件の自主回収を実施しました。
●コントレックス1.5ℓ

…2005年8月、製品ラベルの誤り

●ジョッキ生350mℓ・500mℓ
…2006年4月、味・香りのバラツキ

これら2件の製品自主回収について

は、新聞への社告掲載、ホームペー

ジへの掲示によりお客様にお知らせ

するとともに、徹底した原因追求のも

と、再発防止に向けた品質保証体制

の一層の強化を行いました。

お客様、お取引先、関係先の皆様に、

多大なご迷惑をおかけしましたことを

深くお詫びいたします。

製品への
適切な表示・広告に配慮

お客様においしく飲んでいただくために
TOPICS

サントリーでは、樽生ビールをお取り扱いいただいている飲食店様などを対象に、ドラ

フトセミナーを実施しています。同セミナーでは、お客様に樽生ビールをおいしく楽しん

でいただくための流通段階での注意点やビールの注ぎ方、サービスの仕方などを実技

を交えて、説明しています。2005年には全国で

287回開催し、4,046人の方に参加いただきま

した。また、過去にセミナーを受講し、とくに優れ

た品質管理やサービスを実践されている飲食

店様には、「樽生の達人の店」という認定証を発

行しています。

このほか、全国約200人の「ドラフトアドバイ

ザー」が定期的に飲食店様を訪問し、樽生サー

バーなど機材の点検やご相談に応じ、品質管理

活動をサポート。さらに、「樽生コールセンター」

を開設し、電話でのご相談が受け付けられる体

制も整えています。

誤認飲酒防止のための
表示例

妊産婦飲酒の
注意表示例

チューハイな

どをソフトドリ

ンクと誤 飲す

ることがない

よう、商品パッ

ケージに「お酒

のマーク」を表示。そのほか、缶蓋に

「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。

妊産婦の飲酒に

ついて注意を喚

起するために「妊

娠中や授乳期の

飲酒は、胎児・乳

児の発育に悪影

響を与えるおそれがあります」と表

示しています。

ドラフトセミナーの様子

おいしく飲んでいただけるよう
流通、サービス段階の品質を確保

適切な情報開示の推進

品質保証への取り組み
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酒類から清涼飲料、健康食品など多岐

にわたるサントリーの商品は、老若男

女を問わず多くのお客様にご愛用いた

だいています。こうしたお客様お一人お

ひとりの身体的条件は決して同じでは

なく、実にさまざまです。

そこでサントリーは2000年に「ユニ

バーサルデザイン基本方針」と「サン

トリーのユニバーサルデザイン6原

則」を制定しました。同時に、ユニバー

サルデザインを実践していく専任組織

「UD室」（現・ARP-UD室）を設置。以

来、高品質であることはもちろん、年

齢・性別・身体能力に関わらず誰にとっ

ても安心で使いやすい商品・サービス

の提供をめざして、ユニバーサルデザ

インへのたゆまぬ取り組みを続けてい

ます。

サントリーではこの方針と原則に沿っ

て、お客様相談窓口に寄せられるご

意見やご要望などを取り入れながら

お客様の声に応える容器の開発な

どに努めていますが、取り扱いやすさ

に関するお客様の具体的なご意見を

より積極的に収集するため、2002

年から消費者モニター調査を実施し

ています。この調査では、消費者モニ

ターの方々に既存商品を比較・評価し

ていただいています。

たとえば、PETボトル入りの清涼飲料

については、容器の持ちやすさや注ぎ

やすさ、容器ラベルの成分・注意表示

の読みやすさ、さらには容器ラベルの

剥がしやすさといった、さまざまな調

査項目を設定。利用する立場からの率

直な評価をお聞きし、商品開発や容器

の改善につなげています。今後は、新し

い商品や容器の開発段階から、試作品

をユニバーサルデザインの観点で評価

していただく機会を増やしていく予定

です。

多くのお客様がご来場される工場につ

いても、2000年以降、順次ユニバー

サルデザインを導入してきました。車

椅子でも見学できる段差のない通路

の整備などを進め、生産設備の説明

や順路やトイレなどの表示をわかりや

すく、見やすく改善するなど、ハード・ソ

フト両面で、さまざまな配慮をしてきま

した。

また、2003年に竣工した九州熊本工

場と2005年1月に竣工したサントリー

ワールドヘッドクォーターズ（お台場オ

フィス）では、設計段階からユニバーサ

ルデザインを採り入れています。

今後、サントリー美術館、サントリー

ホールなどの文化施設についても、順

次ユニバーサルデザインを導入してい

く計画です。

商品開発でのユニバーサルデザイン
TOPICS 

●持ちやすく注ぎやすい

　「ゆびスポットボトル」

持ち上げたときに指先が安定しやすいよ

う、ボトル胴部に凹み（ゆびスポット）をつ

けたほか、手の小さな女性にも持ちやすい

よう胴部全体を細くしました。2005年の

発 売 以 来、

多くのお客

様から喜び

の声を頂戴

しています。

●手にやさしく取り出しやすい

　「波型カットダンボール」

缶ビール・発泡酒のダンボールを開ける際

に、指がすべって手を傷つけてしまう場合

があります。開封部分の形状を波型にす

ることで、安全性の高いダンボールとなり

ました。

サントリーユニバーサルデザイン基本方針（2000年制定）

お客様の求める多様なニーズに応えるため、“全ての人とやさしく響きあいたい”という

全社的理念のもと、社員の一人一人がユニバーサルデザインに取り組み、これを積極的

に推進する。

サントリーのユニバーサルデザイン6原則

原則1:

原則2:

原則3:

原則4:

原則5:

原則6:

必要な情報が、見やすく、識別しや
すく、理解しやすいこと。

少ない力で楽に使用できるなど、身
体的負担が出来るだけ小さいこと。

物理的、化学的に安全・安心で、
うっかりミスが直ちに危険につな
がらない配慮（フールプルーフ設
計や、フェール・セーフ設計）がなさ
れていること。

誰にでも公平に使用・利用出来、差
別感や屈辱感が生じないように配
慮すること。

アクセスしやすいスペースと大き
さを確保すること。

使い手にとって「やさしく、美しい、
魅力あるデザイン」であること。

ゆびスポットボトル（2ℓ） 波形カットダンボール

専任組織を設置して
ユニバーサルデザインを追求

消費者モニター調査を実施

保有施設での
ユニバーサルデザインを推進

お
客
様
へ
の
責
任
と
行
動

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
追
求

お客様への責任と行動

多くのお客様にやさしい商品・サービスをめざして、
ユニバーサルデザイン（UD）を積極的に推進しています

ユニバーサルデザインの追求
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お客様により良い商品・サービス・情報

が提供できるよう、サントリーではお客

様との対話を重視した事業活動に取り

組んできました。1976年には「消費

者室」（現・お客様コミュニケーション

部）を設置、お客様に直接対応する体

制を整備しました。現在、お客様コミュ

ニケーション部では「お客様センター」

と「マーケティングサポートセンター」

が連携し、お客様の声一つ一つに真摯

にお応えするとともに、お客様の声を広

く企業活動全体に反映させていくよう

努めています。

●「お客様満足のための基本方針」

従業員一人ひとりが常にお客様への満

足の提供を意識した行動を進めてい

くために、1999年「お客様満足のた

めの基本方針」を明文化。あわせて、お

客様からの連絡窓口となるお客様セン

ターの「行動指針」を制定し、これらを

実践することの大切さをあらためてセ

ンター全担当者に徹底しました。

●2005年「お客様対応規定」を改定

2005年11月、JIS Q 10002※1「品質

マネジメント-顧客満足-組織における

苦情対応のための指針」に則って「お

客様対応規定」を改定しました。お客

様センターの担当者だけでなく、全従

業員がお客様に対して適切かつ迅速

に対応し満足度を高めていけるよう、イ

ントラネットなどを通じて周知徹底を

図っています。

お客様センターに電話やeメールなど

で寄せられるお問い合わせやご意見・

ご指摘は、年間約11万件にのぼりま

す。お客様センターでは、ご連絡を受

けた時点でその内容を社内情報システ

ム「HarmoniCS※2」に入力。担当部門

と連携しながらお問い合わせなどにお

応えして、その結果も入力しています。こ

の仕組みを活用することで、お客様の

声に迅速・的確に対応するだけでなく、

お客様からいただいた貴重な情報を全

社でリアルタイムに共有し、品質改善や

商品開発、リスクマネジメント強化など

につなげています。

お客様満足のための基本方針
（1999年制定）

サントリーグループは、社会のよき一員と

しての役割を果たすため、さまざまな活

動を通じてあらゆるお客様の更なる満足

の確保、維持、向上に努めます。お客様と

のコミュニケーションを大切にし、お客様

に信頼され、喜んでいただける安心・安全

な製品、サービス、情報の提供を行うとと

もに、お客様の声を企業活動に反映させ

ていきます。

1. お客様からのお問い合わせ・ご指摘等

に対して、迅速かつ適切に、真摯に対

応してまいります。また、公平、公正で

あるように努めてまいります。

2. お客様に信頼され、喜んでいただける

さまざまな情報を、お客様に積極的に

提供いたします。

3. お客様のご意見・ご要望や社会の求め

るものを、社内に適切に反映させてま

いります。

4. お客様の権利を保護するため、消費者

保護に関する法規および社内の自主

基準を遵守いたします

お客様センターの行動指針
（1999年制定）

お客様情報の流れ

関
連
部
署

分析

調査

開発

サ
ン
ト
リ
�

お
客
様
セ
ン
タ
�

営業支社
支店

お
客
様

お問い合せ・ご指摘・ご提案

お客様の生の声

ご対応

品質改善・商品開発

お客様情報の内容(2005年実績)

ご指摘 16%

その他 3%
お問い合わせ
・ご意見 80%ご提案 1%

情報の内訳

製品関連 51%購入方法 20%

キャンペーン 
14%

宣伝関連 7%経営・社会動向など
8%

お問い合わせ・ご意見内容

「お客様第一」を従業員に徹底

※1 JISQ10002
国際規格ISO 1002の発行を受けて、2005
年6月にJIS Z 9920（苦情対応マネジメント
システムの指針、2000年10月制定）から改
定された新JIS規格。

※2 HarmoniCS（ハーモニクス）
お客様から得た情報を共有・蓄積するため
のデータベースシステム。ハーモニクスとい
う名称は、「Harmony（お客様と響きあう）」
と「Customer Satisfaction（お客様満足）」
を組み合わせた造語です。

お客さまの声を全社で共有・活用

お客様とのコミュニケーション
お客様への責任と行動

より良い商品・サービスの提供ができるよう、
お客様とのコミュニケーションを大切にしています
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お客様に役立つ情報を提供するため

に、ホームページやメールマガジンな

どを積極的に活用しています。

たとえばホームページでは、商品に

関するさまざまなQ&Aを提供するほ

か、こどもたちに飲み物の知識を楽し

く伝える『デスクトップミュージアム』

を開設しています。また、投稿サイト

『みんなの広場』では、お客様の声を

伺い、双方向コミュニケーションを進

めています。

お客様満足を追求する新たな取り組み
TOPICS 

●「お客様視点プロジェクト」

事業活動のあらゆる側面でお客様の視点に立った行動を進めていくために、2005年

7月、サントリーは新たに「お客様視点プロジェクト」をスタートさせました。

これは、日常業務のなかでお客様から直接ご意見をうかがう機会の少ない部門も含

め、すべての従業員がお客様の視点から行動する企業風土を醸成していこうという試

みです。お客様コミュニケーション部が企画・実行主体となり、「お客様視点気づき講

座」と「お客様視点体感プログラム」という2つのプログラムを軸に展開。今後、参加対

象者を拡大して継続していく計画です。

●「お客様視点気づき講座」

お客様コミュニケーション部の担当者が講師役を務め、お客様センターに寄せられ

た情報をもとにして、お客様の意識や関心の変化、企業への期待、また、お客様の意

識と企業の思い込みのズレなどを、具体的な事例を通して紹介し、共有していくプロ

グラムです。

たとえば商品の表示では、「作り手側は伝えているつもりでも、お客様の立場で見ると、

専門用語がわかりにくかったり、説明が不十分だったりで、伝わっていないことがある」

といった事例から、お客様の視点で考えることの大切さと難しさを学びます。

2005年はこの講座を計6回開催し、マーケティングおよび開発・研究部門から230人が

参加しました。

●「お客様視点体感プログラム」

マーケティング部門・研究開発部門などに所属する従業員が、1日、お客様センターで

の電話応対を実際に体験するプログラムです。お客様の声を直接お聞きして、その真意

を感じとり、自らお応えすることで、お客様を体感することを目的としています。

プログラム参加者には事前に対応研修を実施し、また、実際に電話応対する際には隣

に座ったお客様センターの担当者が指導や

アドバイスを行います。

2005年度このプログラムに参加した研究

開発部門の部門長たちの感想は、「商品へ

のお客様の思いを肌で実感した」「お客様の

サントリーへの期待がヒシヒシと伝わってき

た」といったもの。お客様視点で行動するこ

との大切さを実感できるプログラムとして、

今後も継続していきます。

お客様センターへのご意見・
お問い合わせはこちらへ
●フリーダイヤル：
0120-139-310

受付時間：

月～金曜日の午前9:00～午後7:00、

土曜日の午前9:00～午後5:00

（日・祝日を除く）

●eメールアドレス：
webmaster@suntory.co.jp

eメール拝見時間：

月～金曜日の午前9:00～午後5:00

（土日祝日を除く）

お客様センターホームページアドレス：
http://suntory.jp/CUSTOMER/

※残念ながら、いただいたeメールの全て
にはお返事を差し上げられない場合が
ございます。あらかじめご了承ください。
また、当社ネットワークのセキュリティー
上、添付ファイルはご遠慮ください。

「お客様視点体感プログラム」

お客様センター

デスクトップミュージアム

お客様に積極的に情報を発信

お
客
様
へ
の
責
任
と
行
動

お
客
様
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

28サントリー CSRレポート 2006



お酒は古くから百薬の長といわれ、生

活の潤いと円滑なコミュニケーション

を人々にもたらすものです。その一方

で、致酔性・依存性を有することから、

不適切な飲み方にともなってさまざ

まな問題が生じる恐れがあることも

事実です。このような特性をもつ酒類

製品を製造・販売する企業として、サン

トリーはアルコール関連問題の予防

と適正飲酒の啓発を目的としたさま

ざまな活動を続けています。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。1991年に

はARP※（アルコール関連問題）委員

会およびその事務局であるARP事務

局（現ARP-UD室）を設置しました。こ

うしてサントリーでは、自信をもってお

届けする製品を、正しい理解のもとで

おいしく召し上がっていただけるよう、

適切なマーケティング活動と積極的

な情報発信を続けています。

適正飲酒推奨のための宣伝と販売

活動に関する自主基 準の遵守は、

ARP-UD室の重要な活動のひとつで

す。酒類製品に関するあらゆるマーケ

ティング活動について、関連部署と連

携を図りながら、その適法性・妥当性

について社内事前審査を実施してい

ます。

酒類メーカーとしての存在意義を社

会に認知いただき、企業として存続し

ていくためには、お酒の特性や適切

な飲み方をお客様に正しくご理解い

ただかねばなりません。

そこでサントリーは1986年に「モデ

レーション（適度・節度）・キャンペー

ン」を開始。以来20年間にわたって、

業界で唯一「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

開しています。「適正飲酒」「未成年者

飲酒」「妊婦とお酒」「イッキ飲み」「肝

臓」「スポーツとお酒」などをテーマに

掲載を続け、その数は2005年末で

102回を数えました。

この継続的なキャンペーン活動が評

価され2002年には第22回新聞広告

賞「広告主企画部門優秀賞」を受賞す

るなど、その後も各方面から高い評価

をいただいています。

適正飲酒のために──
サントリーの基本理念・行動指針（2002年制定）

基本理念

サントリーグループは、アルコール飲料の

特性を認識し、アルコール関連問題の予

防に努めるとともに、適正飲酒の考え方

を普及させることによって、人々のより健

康で文化的な生活のために貢献します。

1.アルコール飲料の持つ致酔性、依存性
が、身体的、精神的、社会的な問題を引
き起こすことを認識し、アルコール関連
問題の予防をめざします。

2.体質の違いや身体の状況、飲酒に対す
る考え方の違いが尊重されるより良い
飲酒環境の形成をめざします。

3.節度をわきまえた適度な飲酒(適正飲
酒)は、心身の健康に役立ち、人間関係
の潤いを与えるとの認識に立って、お
酒の科学的研究の推進と、その正しい
つきあい方についての知識の普及に努
めます。

行動指針

1.飲酒に関する正しい知識の啓発に努め
ます。

2.社会活動に積極的に協力します。
●未成年者飲酒防止
●イッキ飲み防止
●飲酒運転防止など

3.法令、当社ならびに業界自主基準を厳
守します。

4.アルコールと健康に関する医学研究に
自ら取り組み、また、支援します。

2003年
第43回消費者のためになった広告コンクール

「新聞広告部門Aブロック(企業PR)金賞」

2005年
第45回消費者のためになった広告コンクール

「新聞広告部門Aブロック(企業PR)金賞」

モデレーションコースター
2003年
第56回広告電通賞「ポスター広告電通賞」

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

専門組織でアルコール
関連問題への取り組みを推進

社内審査で不適切な
マーケティング活動を排除

節度ある飲み方を伝える
「モデレーション・キャンペーン」

お客様への責任と行動

適正飲酒の啓発
お酒と正しくおつきあいいただくための
情報を発信し続けています

29 サントリー CSRレポート 2006



「イッキ飲ませ」によって亡くなった

方々のご遺族が中心となり、1992年

10月、「イッキ飲み防止連絡協議会」

が結成されました。サントリーは、同

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およびノベ

ルティープランニングに無償で協力を

続けています。

「イッキ飲み・イッキ飲ませ」に起因す

る事 故 が 相 次いだ1993年、サント

リーは適正飲酒を啓発するために業

界初の小冊子「酒は、なによりも、適

量です——その正しいつき合い方を考

えよう」を発行しました。

それ以来、不適切な飲酒や飲酒運転

の危険性について説明したこの冊子

を、ARP関連学会や保健所、企業の従

業員研修、酒販組合などを通じて無償

配布しています。その部数は2005年

末現在で20万部を超えました。

サントリーは、アルコール関連の各種

研究にも注力しています。

たとえば、アルコールが人体に及ぼす

影響をプラス・マイナスの両面から研

究する「アルコールと健康研究会」を

1992年から主催・運営。毎年テーマを

設定して、同会の会員となっている大

学病院医師の方々に研究を委託して

います。

また、アルコール医療の発展に貢献す

べく、2004年には国内唯一のアルコー

ル依存症専門病院、独立行政法人国

立病院機構 久里浜アルコール症セン

ターと長期の研究委託契約を締結し

ています。

サントリーは、ビール酒造組合など業

界団体の一員としての活動にも積極

的に参画しています。業界ではこれま

でに、中高生を対象とした未成年者飲

酒者防止のためのポスター・標語募集

キャンペーンや、新聞・雑誌での啓発広

告展開、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

施してきました。

2005年10月には「酒類中央連絡協議

会」が主導して、参画している複数の業

界団体の自主規制を統一した共通自

主基準コードを新たに制定。この中で

は「2リットル以上の容器には過度な

飲酒に対する注意表示をする」など、

基準を強化し、より適切なマーケティ

ングの推進に配慮しています。

未成年者飲酒防止に関する学習教材を発行
TOPICS 

サントリーは、2005年11月、児童とその保

護者を対象に未成年者飲酒の弊害をテーマ

にした学習教材「親子で学べる未成年者飲

酒防止教材」を発行しました。

首都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）の教育機

関などに案内したところ、発行後わずか1カ月

で初版17万部を超える配布要請を受けるほ

どの反響がありました。

今後は配布対象範囲を全国へ拡大し、未

成年者飲酒の防止に役立てていただく予

定です。

2006年「イッキ飲み防止キャンペーン」の
ポスター

適正飲酒啓発パンフレット

保護者・指導者用

児童・生徒用

「STOP! 未成年者飲酒
 キャンペーン」ロゴ

「イッキ飲み防止キャンペーン」に
協力

適正飲酒を啓発するための
各種ツールを発行

専門医と協力し、アルコールが
体に及ぼす影響を研究

業界各社との連携にも注力

お
客
様
へ
の
責
任
と
行
動

適
正
飲
酒
の
啓
発
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サントリーでは、事業活動において各種

製品の原料のほか、びん・缶・PETボトル

などの容器や、ボトルキャップ、段ボール

などの容器・包装資材を使用します。

これらを円滑かつ効率的に調達する

ために、原料は「原料部」、容器・包装

資材は「包材開発部」が、それぞれ一括

管理しています。

取引にあたっては「原料部購買管理規

定」「取引先選定評価基準」（以上、原

料部）や「取引先選定基準」（包材開発

部）に則って、各社に対して公平な競争

機会を提供しています。同時に、各社の

製品・サービスの品質や供給力、財務

状況、環境への配慮などを公正に評価

して、取引先を選定あるいは取引継続

の可否を判断しています。

なお、サントリーは「企業倫理綱領」を

実践していくための「企業行動規範」

にもお取引先との関係について明記

し、従業員に対して収賄や過度な接待

を受けることを禁止しています。

2004年11月には改正「下請中小企業

振興法」（以上「下請法」）が、2005年

4月には、改正「下請代金支払遅延等

防止法」が施行されました。

サントリーの原料･資材調達先には「下

請法」適用対象企業※１が含まれてお

り、これら新たな法令に対応した経理

システムを運用しています。このシステ

ムでは、原料・資材の発注段階で支払

条件などの情報を登録。当初の予定ど

おり支払手続きがなされていない場合

には管理者画面に警告表示すること

で、支払遅延などのトラブルを未然防

止するようにしています。

原料や資材調達においても企業の社

会的責任（CSR）を果たしていくため

に、サントリーでは、すでに運用してい

る「取引先選定基準」などの中で、環境

への配慮やコンプライアンスなどCSR

に関わる事項に言及しています。そして

今後、調達における社会的責任をさら

に明確にしていくために、その具体的

な内容を規定・基準として明文化してい

くことを検討しています。

たとえば、原料部では「食品衛生法」

の改正にともなう残留農薬規制のポ

ジティブリスト制※２への移行をふまえ

て、取引先に産地での適正な農薬使用

指示を徹底しています。農薬を適正に

使用することは「食品衛生法」「農薬取

締法」などの遵守だけでなく、土壌汚

染や水質汚濁など環境問題解決のた

めにも重要であるため、こうしたCSRの

観点から取引先評価・選定の規程・基

準としていく必要があります。

また、包材開発部でも現在、各社の財

務状況や損害担保力、懲罰の有無、機

密保持体制などCSRに関わる項目を

含めた「包材開発部規定」の策定を進

めています。

サントリーは、原料･資材調達先である

個々のお取引先との日常業務の中で

の対話を重視しています。毎年１回、取

引先評価の結果を良否に関わらず各

社に伝達することはもちろん、品質な

どに問題や懸念があった場合は、直ち

に協議して改善やトラブルの未然防止

を図っています。

また、各社とより緊密かつタイムリー

に情報・意見交換を行い、お取引先と

サントリー双方の品質向上・業務改善

を進めていくために、個別に「品質会

議」の場を設け、品質向上などに関す

る協議などを実施しています。2005

年は、「廃掃法」に対応するための梱

包材処理について、各社と覚書を取り

交わしています。

このほか、環境負荷低減やユニバーサ

ルデザインにつながる資材の採用や共

同開発も積極的に進めています。

サントリーグループ企業倫理綱領（抜粋）

Ⅲ.企業行動規範

3．公正で透明な事業活動を展開します。

ア．取引先・競争会社との関係において
は、不当あるいは不正な手段による利
益追求を排除し、自由で公正な競争
に基づいた企業活動を展開します。

イ．取引先の選定においては、第三者との
取引を含む合理的で公正な比較・評
価に基づいて行います。

ウ．取引先等との接待や贈答品の授受に
ついては、公私のけじめを明白にして、
健全な商慣習や社会的常識の範囲内
で行います。

取引先からの受入確認

明確な基準で
公正な取引を徹底

CSRを考慮した取引の
しくみづくりを推進

「下請法」に対応した
経理システムを運用

サプライヤーとの
良好な関係を維持

※1 サントリーの「下請法」適用対象調達先
2005年12月現在のサントリーの「下請法」
適用取引先（仕入先）数は、原料部で27社（取
引金額比率で17%）、包材開発部で16社（取
引金額比率で約0.7％）。

※2 ポジティブリスト制
農薬等が残留する食品の使用を原則として
全て禁止し「残留を認めるもの」だけを一覧
表に示す方式。従来のネガティブリスト制は
原則として使用は自由で、「残留してはなら
ないもの」を一覧表にして示す方式。

お取引先への責任と行動

お取引先との関わり
公正なお取引きを追求するとともに、
互いの品質向上・安全性の確保と発展をめざしています
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サントリーでは、事業活動を支えてく

ださるお取引先における業務上の安

全に配慮することも企業の大切な責

任だと考えています。

そこで、製品の輸配送業務を委託して

いる物流協力会社とともに安全確保・

リスクマネジメント・環境配慮などへの

取り組みを推進しています。

物流における安全確保については、た

とえば、2000年にサントリーとサン

トリーフーズの物流部が主導して安

全推進プロジェクトをスタートさせ、

両社の物流協力会社の参加を得て

「安全推進委員会」を発足（当初19社、

2005年度末には23社）。以後、「物流

安全5原則」を制定して各社従業員へ

周知徹底を図っているほか、委員会

事務局※1が各社拠点を巡回して安全

策実施状況を点検。さらに、安全確保

に向けた各社の活動事例発表会を開

催するなど、各社の業務上の安全に

資するさまざまな取り組みを続けて

います。

●「安全推進大会」を開催

「安全推進委員会」では、毎年参加各

社の代表者および輸配送や保管を委

託している各社の全国107拠点より責

任者が集り、「安全推進大会」を開催し

ています。

この大会では、当年度の活動を振り

返って評価するとともに、次年度の活

動方針を各社で確認。また、安全運転

教育の徹底や優れた取り組み事例の

紹介を通じて情報を共有し、各社での

取り組み強化につなげています。

●「安全性優良事業所」の認定取得を

推進

物流協力会社各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

善していくために、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物流協力会社の輸

配送事業所全76拠点の2005年度末

の認定取得状況は68拠点、2004年

度末の58拠点から10拠点増加しまし

た。全拠点数に占める認定取得事業

所数の比率は89.5%、これはトラック

運送業界全体での認定取得率10.9%

（2005年8月トラック協会調査）を大き

く上回っています。

●「グリーン経営」認証取得の推進

「安全推進委員会」では、物流にともな

う環境負荷低減をめざして「グリーン

経営※2」認証取得を推進しています。

この認証は、国土交通省環境行動計

画に基づいて設立された「交通エコロ

ジー･モビリティ財団」が推進している

ものです。

サントリーグループの物流協力会社

では、2005年末までに全76拠点の

51％にあたる39拠点がこの認証を取

得。この51%という認証取得率は物流

業界全体での取得率2.6％を大幅に

上回るものです。「安全推進委員会」で

は、今後さらに認証取得を推進してい

きます。

2004年12月31日現在

05年更新  32拠点

04年取得 23拠点

03年取得  35 拠点

04年取得 23拠点 07年計画 4拠点

06年計画 4拠点
05年計画 
11拠点 05年新規取得 

13拠点

06年計画 7拠点

2005年12月31 日現在

更新
資格未達 2 拠点
更新もれ 1 拠点

対象76拠点
取得68拠点

89.5％

対象76拠点
取得58拠点

76.3％

安全推進委員会ポスター
「物流安全5原則」

安全性優良事業所の取得状況

第5回 安全推進大会

物流協力会社と連携して
安全確保・環境保全に注力

※1  委員会事務局
サントリー（株）およびサントリーフーズ（株）
両物流部、サントリーロジスティクス(株)安
全推進部のマネージャーおよび担当者で構
成しています。

※2 グリーン経営
ISO14031（環境パフォーマンス評価に関
する国際規格）の考え方に基づいた「グリー
ン経営推進マニュアル」に沿って環境負荷
の少ない事業運営 を一定のレベル以上で
行っている事業者に対して、交通エコロジー
･モビリティ財団が認証機関となり、審査の
上認証・登録を行うもの。

お
取
引
先
へ
の
責
任
と
行
動

お
取
引
先
と
の
関
わ
り

32サントリー CSRレポート 2006



サントリーは「成果を競い合う中にも

一体感と求心力の強い風土」を実現

するために、「一人ひとりが自立したプ

ロフェッショナルとして、新たな価値を

生み続ける集団」となることをめざし

ています。そのために、「やってみなは

れ」に象徴されるベンチャー精神に溢

れた、常に自身の可能性を広げようと

する人材を広く募り、それぞれの能力

を最大限に発揮できる場を提供する

ことで、従業員と会社双方の成長をめ

ざしています。

これらを実現していくために、性別・国

籍などによる差別をしない「人物本位

での採用」、個々の能力を活かすため

の「適材適所の人員配置」、個々人の

役割と成果に応じた「実力本位の処

遇」を人事の基本的な考え方としてい

ます。

2005年12月末日現在、サントリーの

正社員数（出向者を含む）は4,802人

で、うち男性は3,932人（81.9％）、女

性は870人（18.1％）です。また、嘱託

およびアルバイト（短期は除く）など

の契約社員は304人（6.3％）です。

2005年度の退職者（役員就任者を除

く）は、177人（離職率：3.6%）でした

が、そのうち98人は、自由選択定年※

を含む定年退職者でした。一方、新卒

採用165人、経験採用33人の計198人

（男性：156人、女性：42人）が入社して

います。なお、新卒採用者の入社３年

以内の在職率は93.2%以上、入社５

年以内でも82.5%以上の水準を保っ

ています。

●女性の活躍の推進に向けて

サントリーでは、性別による雇用およ

び処遇の区別はなく、意欲と能力のあ

る社員には職務範囲を限定すること

なく積極的に登用しており、営業や商

品企画やマーケティング、スタッフな

どあらゆる部門で女性のマネジャー

が活躍しています。このような女性の

採用や職域拡大、女性が能力を発揮

しやすい職場環境の実現に向け、「男

女雇用機会均等法」の成立以前から

自主的に取り組んできたことが評価

され、2000年6月に均等推進企業表

彰「大阪労働局長賞」を受賞しました。

2005年12月現 在、マネジャー相当

職の女性比率は3.3％となっており、

年々増加しています。今後も意欲ある

従業員が長期的に活躍できるよう、人

材の育成と、環境の整備を積極的に

行っていきます。

正社員数の推移（2005年12月31日現在）

従業員数（人）

男性

女性

平均勤続年数

平均年齢

年齢（歳）

2003

4,760

872

2004

4,756

2005

4,8025,000
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3,000
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17.0 17.0 17.1

39.9 39.9 39.3

3,888

860

3,896

870

3,932

新卒採用者の在職率
在職者の割合（%）

経過年（年 )
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87.6
82.5

（98・99・00 年入社の新卒採用者を対象に計算）

役員・従業員数の内訳
（2005年12月31日現在） 

男

33

1,420

2,512

3,932

109

女

0

48

822

870

195

計

33

1,468

3,334

4,802

304

役員

マネジャー相当職

メンバー相当職

社員 計

嘱託等

女性マネジャー
相当職人数（人）

女性マネジャー
相当職比率（%）

2003

36

2004 2005

48

70

60

50

40

30

20

10

0

3.5

3.0

2.0

2.5

0.0

2.5

2.9

3.3

1.5

0.5

1.0

42

女性の登用状況

人事の基本的な考え方

従業員雇用の状況

※   自由選択定年
勤続20年以上かつ満45歳以上の従業員
が、満60歳の定年を迎える前に、第2の人生
を歩むために自己都合退職する場合に適用
される制度。規定の退職金に加え一時金を
支給しています。

従業員への責任と行動

人材の活用とキャリア支援
「人」を企業における最も大切な資源（財産）と認識し、
従業員を大切にし、従業員に応える企業でありたいと考えています
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障害者雇用率は、2005年6月1日時

点で1.66％（62人、うち重度障害者

23人）。退職者の補充時期のずれから

前年同時期の1.84%から低下して法

定雇用率（1.8%）を下回りましたが、

その後、採用によって雇用率の改善を

進めています。

さらに、サントリーワールドヘッド

クォーターズ（お台場オフィス）、商品

開発センターを中心にトイレなどのバ

リアフリー化を進めるなど、誰もが不

便なく働ける職場環境の整備も進め

ています。

今後も適用業務の拡大を図りながら、

ハローワークなどを通じて継続的な

採用活動に取り組むとともに、当社

ホームページや障害者就職情報サイ

トにも求人情報を掲載し、障害者雇用

を促進していきます。

定年退職した後も引き続き就業した

いという従業員の希望に応えるため

に、サントリーは2000年から「エル

ダーパートナー制度」を導入していま

す。これは、定年退職予定者に就業の

意思を確認したうえで、希望者に業務

を紹介する制度で、2005年度は希望

者54人のうち48人を再雇用しました。

また2006年からは、公的年金支給開

始年齢の引き上げや「高年齢者雇用

安定法」の改正※施行(2006年4月)を

ふまえて、この「エルダーパートナー

制度」を一部改定。退職月12ヶ月前に

面談を行って就業の意思を確認し、健

康状態や通勤などに関して一定条件

を満たせるすべての希望者に業務を

紹介しています。また従来は2年間と

していた再雇用期間を、改正法に沿っ

て段階的に最長5年間まで延長してい

くことにしました。さらに、加齢にとも

なって十分な健康管理が重要になる

こと、また地域社会で自主的活動を行

うケースが多いことを考慮し、法定基

準を上回る日数の年次有給休暇を付

与しています。

サントリーでは今後も、定年退職者が

長年培った経験と知識を活かして活

躍できるよう、職域の開発・拡大を図り

ながらこの制度を拡充していきます。

サントリーの標準的な事業所での所

定内勤務時間は1日7.5時間、休日数

は年間121日、年間所定内勤務時間

は1,830時間です。時間外労働(残業・

休日出勤)時間や有給休暇取得日数

を算入した2005年の年間総実労働

時間は、2,020時間でした。

社員一人ひとりがいきいきと働ける風

土づくりをめざし、2003年度から労

使が協力して「いきいきワーク運動」

を展開しています。サービス残業禁止

の徹底をはじめ、「早帰りデー」の設

定、休暇取得の促進などに継続して取

り組んでいます。これら施策や諸規定

をまとめた「労働時間ハンドブック」

は、イントラネットに掲載し、周知徹底

を行っています。

従来よりサントリーでは、労働時間は

自己申告を基本としていますが、その

申告が正しく実施されているのか検

証するために、パソコンのログオン・

ログオフ時刻などの客観的な記録に

よって確認し、必要に応じて指導を行

うなど、労働時間管理の実効性を高

めています。
定年退職者再雇用実績

再雇用者数（人） 再雇用率（%）

2003 20052004
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障害者雇用数と雇用率の推移

障害者の在籍者数（人）

重度障害者数

障害者雇用率（%）
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68
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2005

62
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年間総労働時間の推移

2005

2,020

1,738
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0
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2,010

1,732
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1,998

282278281

1,716

年間労働時間（時間）

時間外労働時間所定内--休暇取得時間

定年退職者再雇用制を拡充

障害者雇用を促進 就業の状況

※ 「高年齢者雇用安定法」の改正
定年の定めをしている事業主は、雇用する高
年齢者の６５歳までの安定した雇用を確保す
るため「当該定年の引き上げ」「継続雇用制度
の導入」「当該定年の定めの廃止」のいずれか
を講じねばならない、とされています。
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人材の活用とキャリア支援
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サントリーの人事制度は、従業員一人

ひとりの能力開発・能力の発揮という

面に主眼をおくとともに、能力の発展

段階と発揮した成果に応じた公正で

納得性のある処遇を行うことを理念

としています。

その重要テーマは、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

人事制度の基盤となるのが「職能資

格制度」と「役割等級制度」です（図

参照）。

「職能資格制度」は、職務遂行能力に

応じたランク（職能資格）を従業員に

適用するもので、入社後、ビジネスの

プロをめざして経験を積み重ねていく

段階にある「メンバー相当職」の従業

員を対象としています。2005年には

もの造り現場の従業員を対象として

新たに「Tコース」を導入し、それぞれ

の職能資格ごとの定義、すなわち求め

られる職務遂行能力を明確にするこ

とで、能力に応じて従業員を公正に評

価・処遇するとともに、従業員の向上

心や目標達成意識を啓発しています。

一方の「役割等級制度」は、職務遂行

能力ではなく、果たすべき役割・責任ご

とに等級を設けたもので、培った経験

や能力を発揮していく段階にある「マ

ネジャー相当職」の従業員に適用して

います。

実力本位の企業風土を定着させてい

くためには、従業員一人ひとりをその

役割や成果に応じて公正に評価・処遇

する必要があります。

そこで、サントリーでは年４回上司と

部下が面接し、従業員一人ひとりが納

得できる人事考課に努めています。

職能資格制度の適用対象となるメン

バー相当職の従業員は、年初に行う

「設定面接」で「業務計画書」を作成

し、半期ごとの「振り返り面接」でその

計画に対する業務実績や取り組みの

プロセスを振り返り、それらについて

上司と話し合いながら評価を実施。上

司は、この面接に基づいて部下を考課

し、「フィードバック面接」でその結果

を伝えるとともに、期待している点や

不足している点を具体的に話し合い、

一人ひとりに考課への理解と能力開

発・成長を促しています。

また、部下をもつマネジャー相当職層

の考課では、上司による評価に加え

て、部下からの評価も参考にしながら

多面的に「担うべき役割をどれだけ果

たしたか」を評価していきます。

このように、具体的な事実に基づき、

納得性の高い制度を運用することが、

実力本位の社風を定着させ、一人ひと

りが高い向上心をもって働ける環境

を維持していくことにつながると考え

ています。

労働組合と協同で
人事考課制度を適正に運用

サントリーでは、年４回の面接につ

いて、労働組合が組合員に対してア

ンケートを実施しています。このアン

ケートは「上司との面談は十分に行

われたか」「考課結果を理解できた

か」など、組合員一人ひとりの意識を

調査するものです。

この結果は、経営陣にも伝えられ、人

事制度の運用や改定に役立てるとと

もに、面談内容などに不十分な点が

あった場合には、担当した上司にヒ

アリング、助言を行うこともあります。

このように、サントリーでは、従業員

を公正に評価・処遇するため、労使で

協力して人事考課制度の適正な運用

に努めています。

人事制度

成長・発展ステージ（対象：メンバー相当職）

Cコース
もの造り現場以外の従業員を対象とし、
担当業務に対する職務遂行能力に応じて
3つの職能資格に分類

Tコース
もの造り現場で働く従業員を対象に、
個 の々現場で必要なスキル・能力に応じて
6つの職能資格に分類

自立・発揮ステージ（対象：マネジャー相当職）

職能
資格制度

Ｍ（マネジメント）層
部長・課長など、組織のマネジメントを
担う役職者の等級

Ｓ（スペシャリスト）層
特定分野に関する高い能力・知識を
活かす専門職の等級

Ｐ（プロフェッショナル）層
ビジネスのプロとして自立し、培った
経験や能力を発揮する従業員の等級

役割
等級制度

これまでに培ってきた経験や能力を発揮する段階

ビジネスのプロをめざしてさまざまな経験を積み重ねていく段階

Ｅ（エキスパート）層
M（マネジメント）層から移行して後進の
サポートなどの役割を担う役職勇退※者の等級

従業員が能力を高めていける
評価・処遇制度を構築

※ 役職勇退
組織の全体最適のために、一定年齢に達した役職者が後進に役割を譲っていく仕組み

「職能資格制度」と
「役割等級制度」

公正で納得性の高い
人事考課の実施

人材の活用とキャリア支援
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●人事考課と連動した
賃金制度を運用

サントリーの人事考課では「成果」

と「考動」を評価の指標としています。

「成果」は、「業務計画書」に基づく目

標の達成度で、単なる結果だけでは

なく、業務のプロセスもしっかり評価

しています。また、サントリーの従業員

として各資格ごとに自ら考え行動する

望ましいあり方を定めており、これを

「考動」とよんでいます。この「成果」と

「考動」の２つの評価指標が、昇給や賞

与に結びつく賃金制度となっており、

20年以上前からこの仕組みを運用

し、改定させてきています。

2004年・2005年にはこの制度をさら

に進化させ、マネジャー相当職につい

ては、担った役割とその役割のもとで

果たした成果に応じて処遇する賃金

制度に改定しました。また、会社業績

を一定ルールで指標化し、それに賞与

原資を直接連動させる「業績連動賞

与」および、長期的安定的な退職給付

を確保する「新退職金年金制度」を導

入しています。

2005年4月「改正特許法」が施行され

ました。サントリーは、この改正法に対

応するとともに従業員の発明・考案等

の積極的な奨励と活用のため、労働組

合と協議したうえで、「発明・考案規定」

を改定し、評価基準および報償金制度

を明確に規定しました。評価ランクお

よび報償金額の決定については、「職

務発明等の報償に関する基準」に則し

て、同時に設置した「発明委員会」が

行い、会社業績への寄与度に応じた実

績報償を支払うことにしています。

従業員が能力を高めていくためには、

本人のチャレンジ精神を支援していく

仕組みを提供することが大切だとサ

ントリーは考えています。そこで、入社

から退職までの人材マネジメントサイ

クルに応じた基本研修プログラムの

ほか、従業員が任意で受講できるさま

ざまなキャリア開発支援プログラムを

整えています。

また、サントリーは従業員のポテン

シャルを最大限に引き出し、適材適

所を実現していくために、配属や異動

において一人ひとりの職域を限定して

いません。たとえば、2004年に設け

た「キャリアデザイン制度」は、各部署

の業務目的や意義を全従業員に広報

し、各人は自らのキャリアデザインの

実現に向けて異動意志を自ら希望先

の部署に直接伝えることができ、従業

員の自発的なキャリア開発に役立っ

ています。

キャリア開発体系
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内定

新人教育 昇格候補者試験

退職入社 異動・昇格・昇進

eラーニング
通信教育・通学
応募型研修（マネジャー向け含む）

語学研修
パソコン研修

キャリアデザインセミナー

自己申告制度
キャリアデザイン制度

要員社内公募制度
留学公募制度
異業種交流

主な研修・自己啓発支援制度および2005年度の受講者数

人数 内容研修の種類

応募型研修※

語学研修
【英語・中国語】※

パソコン研修※

eラーニング

通信教育・通学費
補助制度

800人

139人

208人

100人

270人

従業員が自ら描くキャリアプランを実現していくために必要なビジ
ネススキルの習得を主眼とした研修

【英語】英語でのビジネスコミュニケーション能力を強化するための
集合研修

【中国語】発音を徹底的に学ぶ入門研修及び、初歩的な会話を練習する
初級研修

業務効率化に向けてパソコンスキルを高めるための研修

業務遂行のレベルアップ・業務革新手段の習得を目的とした研修。ビ
ジネススキル・語学・パソコンスキル等の60種類以上のコースを整備

能力向上を目的とした通信教育・通学にかかる費用の半額を会社が
補助する制度（上限あり）。対象となる講座は、業務遂行上必要なスキ
ル・計数・法知識等の習得、語学向上、資格取得など約400種

従業員のキャリア開発の支援

※ 本人の意志に基づく任意参加制であり、研修費用の一部を会社が負担します。

職務発明に対する報償制度

従業員への責任と行動
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個人の人権と人格を尊重し、誰もが安

心して働くためには、すべての役員・従

業員が「人権」について正しく認識す

る必要があります。

そこでサントリーは、全社で人権への

理解を深め、性別・人種・国籍などによ

る差別を排除するために、各部署の

コンプライアンス・リーダーへの研修

を通じて職場での継続的な意識啓発

に取り組んでいます。さらに、新任マネ

ジャー研修、e-ラーニングなどでも

人権教育・啓発のプログラムを設けて

います。

●セクシャルハラスメントの防止

1999年に「セクシャルハラスメント防

止マニュアル」を作成、イントラネット

で協議し、周知徹底するとともに、社

内外に相談窓口を設けています。さら

に新任マネジャー研修など通じて、継

続的にセクシャルハラスメントへの注

意を喚起しています。

多様な従業員が個々の能力を存分に

発揮していくためには、そのための職

場環境づくりが重要です。また、そうし

た環境を整備することは「利益三分

主義」に基づいた従業員への利益還

元にもつながるとサントリーは考えて

います。

サントリーは従来から、法定以上の福

利厚生制度を追求し、生活と仕事のバ

ランスを保ちながら個々の事情に応じ

て働ける制度の拡充に努めています。

●仕事と育児の両立を支援

サントリーでは育児休職のほか、妊娠

期〜育児期まで利用できる短時間・時

差勤務制度を導入しており、2005年

度には、育児休職30人、短時間・時差

勤務19人の利用がありました。

2005年4月「次世代育成支援対策推

進法」に沿って一般事業主行動計画を

提出し、これに基づいて、2006年1月

から出産・育児支援制度を拡充。「原則

満１歳6 ヶ月まで」としていた育児休

職の取得可能期間を「満３歳まで」に、

育児短時間・時差勤務についても「子

の満３歳誕生日の前日まで」から「小

学校４年生進級まで」と、法定を上回

る大幅な延長をしました。また、保育

園などの送迎やこどもの生活時間に

あわせられるよう、時差勤務制度の設

定時間帯の幅も拡大しました。

また、2005年の育児休職からの復

職率は100%であり、その後も継続し

て働いていることから、これら諸制度

には一定の効果があると評価してい

ます。

サントリーでは、従業員の現状や仕

事に対する意識を確認するため、毎

年、年初に全従業員を対象とした「自

己申告」を実施しています。

これにより、本人の健康・家族・身上に

関することや、異動希望、現在の担当

職務などについて調査しています。

2005年度は、担当職務については、

83%の従業員が仕事について興味

があり、80%がやりがいを感じてい

るという結果になっています。

内容 2005年度
取得者数項目

病気・
怪我・
災害

育児・
介護

余暇・
休暇

長期傷病及び介護
の特別休業制度

差額ベット代補助

育児のための休職・
短時間・時差勤務

介護のための休職・
短時間・時差勤務

ホームヘルパーの
利用補助

在宅保育サービス

リフレッシュ休暇
制度

本人の業務外の傷病及び家族の介護のため、取得できなかった有
給休暇を年間10日を限度に60日まで積立て可能

入院の際の健康保険の適用外となる部屋代について、かかった費
用の70%を補助

〔休職〕原則、子が1歳6 ヶ月に達するまでの間取得可能

〔短時間・時差勤務〕
子が満３歳誕生日の前日まで、一定の範囲内で勤務形態を選択

〔休職〕最長1年間または通算93日まで取得可能、給付金5万円/月

〔短時間・時差勤務〕
原則、最長２年間または93日まで、一定の範囲内で勤務形態を選択

本人又は家族の介護でホームヘルパーを利用した際、利用料金の
70%を補助

ベビーシッターによる家庭内での保育及びそれに伴う保育所への
送迎実施に関わる費用の補助

勤続10年、15年、20年、25年、30年、35年、40年、45年に達した人
に特別休暇及び奨励金付与

29人

69人

30人

19人

1人

0人

1人

2人

503人

2005年度従業員意識調査結果
（2006年2月実施）

比較的ある
34%

あまりない 
1%

ある 49%

普通 
15%

ない 1%

仕事への興味

比較的感じる
37%

普通 
17%

あまり感じない 
2%

感じる 43%感じない 1%

仕事へのやりがい

福利厚生各種制度

従業員の意識調査を
継続的に実施

人権尊重と差別排除

ワークライフバランスに
配慮した支援や制度の拡充

従業員への責任と行動

働きやすい職場環境づくり
誰もが安心して、健やかに、
いきいきと働ける職場づくりに力を注いでいます
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企業にとって何よりも大切な財産であ

る従業員の身体と心の健康に配慮す

ることは、企業のもっとも重要な責務

のひとつです。社員一人ひとりが元気

で活躍するために、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。

●健康増進体制の強化

サントリーでは、法定項目により詳細

な検査項目を加えた健康診断を従来

から実施しています。2006年よりそ

の内容をさらに拡充し、40歳以上の

従業員は毎年の定期健康診断に代え

て人間ドックを受診することにしてい

ます(費用は原則全額会社負担)。産

業医は、全従業員の健診結果を確認

し、有所見者には面談を行い、健康指

導を実施しています。

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の体制を整えて

いるほか、生活習慣病予防の通信型

健康教室なども導入し、従業員の健

康維持・増進を支援しています。

●メンタルヘルスケアの体制づくり

専門医や社外カウンセラーによる相

談制度の整備や、新任マネジャーを対

象とした管理者向けの研修など、症状

の早期発見と適切なケアが行える体

制づくりに努めています。

●過重労働者への対応

従業員の健康維持を図るため、労使で

「いきいきワーク運動」を行い、労働時

間の適正化に向けたさまざまな活動

を行っています。それでも過労死認定

基準をオーバーする過重労働者が発

生した場合には、産業医との面談によ

り健康状態の確認と助言指導を義務

付けているほか、上司と業務の見直し

を行い、今後の方策の検討を行うこと

にしています。

工場においては、「安全」を職場業績

評価基準のひとつに掲げ、「安全衛生

委員会」が中心となって各職場の業務

特性や実情にあわせた取り組みを推

進しています。

2005年度の労働災害発生件数は24

件、度 数 率※１は2.47、強 度率※２は

0.01でした。今後も引き続き、業務時・

通勤時双方で安全への対策強化と従

業員の意識向上に努めていきます。

サントリーの労働組合ではユニオン

ショップ制を採用しており、マネジャー

相当職および経営に直接関わる部署

の人員を除く全社員が「サントリー労

働組合」に加入しています。2005年12

月31日現在の同組合への加入者数は

3,271人。これはサントリー全従業員

の約7割にあたります。

重要な経営上の課題について労使間

で検討・協議する「社長協議会」「決算

協議会」「部門・テーマ別協議会」など

を定期的に開催し、さまざまな経営施

策について労働組合より業務の現場

の状況をふまえた提言を受けていま

す。また、従業員の重要な労働条件と

なる人事・労務関連の諸制度について

は、労使双方の問題認識について十分

に協議しながら、新制度の導入や、改

定を行っています。こうした労使関係に

より、企業運営の客観性や透明性とと

もに諸施策の実効性を高めています。

2005年は約40回の協議会を実施し、

労働協約および賃金人事制度の改定

に向けた協議を実施したほか、労働時

間問題検討委員会にて労働時間の短

縮にむけて具体的な施策などを労使

で検討しました。今後も労使が協力し

て従業員がいきいきと働ける環境づく

りに努めていきます。

各種健康施策

2005年度
利用（受診）者数各種制度

人間ドックの利用

生活習慣病予防支援

歯科健診

健康電話相談システム

心の相談・電話相談

30歳以上の人（被扶養者も含む）は、日帰りコース1万円、1泊コース
2万円の個人負担で利用可能（年1回を限度）

単身赴任者は、個人負担なしで受診可能（年1回を限度）

節目年齢（40、45、50、55歳）の人（被扶養者も含む）が、人間ドック
を利用した場合、通常の日帰り受診コースなら個人負担無しで受診
可能。一泊コースは１万円の負担で受診可能（年１回）。

通信型健康教室
コナミスポーツ専門スタッフが3 ヵ月間にわたって電話で運動・食
生活を指導（個人負担5,000円、修了すれば全額免除）

年1回実施

社外専門スタッフが対応

社外専門スタッフが電話相談・面談に対応
（面談の個人負担1回1,000円）

本人 ： 1,045人
家族 ：   488人
計 ： 1,585人

3人

2,600人

449人

のべ179人

労災発生件数

休業災害件数
（有休・代休含む）

不休災害件数

計

2005

5

19

24

2004

15

25

40

2003

5

16

21

労働安全への取り組みを推進

※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

労使が協力して従業員が
働きやすい職場づくりを推進

健康維持・増進を支援

従
業
員
へ
の
責
任
と
行
動

働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
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サントリーの文化・社会貢献活動の原

点は、創業者鳥井信治郎の「利益三分

主義」の精神にさかのぼります。信治

郎は、事業による利益は事業の拡大の

みならず、顧客・従業員へのサービス、

そして社会への還元に使わなければ

ならないという信念を持ち、社会貢献

活動に強い熱意を示しました。1921

年には邦寿会を創設し、無料診療院

などを開設。のちに社会福祉法人とな

り現在では特別養護老人ホームや保

育園を運営しています。また幼稚園か

ら高等学校までを運営する学校法人

「雲雀丘学園」の活動をサポートする

など、さまざまな活動を手がけました。

この社会還元の精神は現在まで脈々

と受け継がれ、「一人でも多くのお客さ

まに夢と感動をお届けする」という基

本方針のもと、美術館や音楽ホールな

どの文化施設運営から音楽・学術支

援、次世代育成支援、地域貢献活動ま

で、多彩な活動を展開しています。

人々に心の潤いを提供したいという思

いから、音楽分野ではサントリーホー

ル、美術分野ではサントリー美術館、

サントリーミュージアム[天保山]を運

営しています。また、（財）サントリー文

化財団、（財）サントリー音楽財団が文

化や音楽の発展に尽くしているほか、

（財）サントリー生物有機科学研究所

を設置するなど、研究開発活動にも取

り組んでいます。

●サントリーホール

“世界一美しい響き”をめざし1986年

に誕生、2006年に20周年を迎えま

した。国内外の一流アーティストによ

る名演奏が連日繰り広げられていま

す。また新たな音楽文化の発展に参画

していくために「ホール・オペラ」など

多彩な自主企画公演を多数開催して

います。

●サントリー美術館

1961年の開館以来「生活の中の美」を

テーマに活動し、2007年春、六本木

に新美術館として生まれ変わります。

日本の古美術、華麗なガラス工芸品な

ど約3,000点の館蔵品による展覧会を

はじめ、多彩な企画で、より身近で楽し

く新しい美の世界を提案します。

●サントリーミュージアム

　［天保山］

1994年、サントリー創業の地、大阪・

天保山にオープン。「アート＆デザイ

ン」をテーマに企画展示を行う「ギャ

ラリー」や、巨大立体映像の「アイマッ

クスシアター」などの複合文化施設で

す。ギャラリーでは15,000点を超える

著名作家のポスターや、西洋絵画の所

蔵品による企画展のほか、アート、工

芸、建築など多彩なジャンルの展覧会

を開催しています。

サントリーホール20周年 世界に響け20年の夢
TOPICS

東京で初めてのコンサート専用ホールとして開館以来、本年6月ま

でに1,200万人のお客様をお迎えしました。20周年をひとつの節

目に、これからも「世界のサントリーホール」をめざして、より充実し

た独自の企画を発信していきます。

なお、2006年は20周年記念フェスティバルを軸に、さまざまな公

演の開催を予定しています。

邦寿会が運営している高殿苑とつぼみ保育園 サントリーホール  

サントリー美術館外観イメージ
（2007年完成予定）

サントリーミュージアム[天保山]  ギャラリー

原点は「利益三分主義」の精神 豊かな生活文化への貢献

企業市民としての責任と行動

文化・社会貢献活動
人々のより豊かで健康的な生活文化への貢献、地域社会での取り組みを通じて、
社会と共生する企業であり続けたいと考えています

39 サントリー CSRレポート 2006



●サントリー音楽財団

日本の洋楽の発展と音楽文化の向上

に寄与するため、1969年に設立。洋

楽の分野で優れた業績をあげた個人

や団体を顕彰する「サントリー音楽賞」

や、意欲的挑戦的な音楽公演に贈られ

る「佐治敬三賞」の贈呈をはじめとし

た、日本人作曲作品の振興など幅広い

活動を行っています。

●サントリー文化財団

創業80周年の記念事業として1979

年に設立。社会と文化をめぐる国際

的、学際的な研究への助成、優れた人

材の育成・援助を行っています。「サン

トリー学芸賞」や「地域文化賞」の贈

呈、学術研究や海外出版の助成やシ

ンポジウムの開催を通じて、世界的学

術・文化の交流・発展に努めています。

●サントリー生物有機科学研究所

終戦直後1946年に「国民の健康と

栄養の向上」の社会寄与を目的に「食

品化学研究所」として設立。1979年

に現名称に変更し、有機化学を主と

した生物、物理を含む生命科学分野

の学際的な研究活動を行っています。

最先端の機器を用い、“青いバラ”の

化学構造研究など基礎科学研究を通

じ、サイエンス面での社会貢献を行っ

ています。

サントリーではかねてよりラグビーと

バレーボールの自社チームを組織し

アマチュアスポーツへ参加する一方

で、地域に根ざしたスポーツ支援活動

を行うなど、さまざまな活動を展開し

てきました。

こうした活動を統括し、より多くの

人々にスポーツを通じた「夢」と「感動」

をお伝えすべく、2003年には「スポー

ツフェローシップ推進部」を設置。ス

ポーツ団体への支援やトップアスリー

トとのパートナーシップ活動も行い

ながらスポーツ振興を図るとともに、

スポーツにおける次世代育成支援を

行うなど、スポーツを通じた社会との

つながりをさらに深めるべく、今後も

活動の場を広めていきます。

受賞団体

全国太鼓
フェスティバル

全国かかし祭

全日本
チンドンコンクール

浅の川園遊会  

嘉穂劇場

岩手県陸前高田市

山形県上山市

富山県富山市

石川県金沢市

福岡県飯塚市

※ 同賞は、財団創立の1979年に制定。音楽、演
劇、美術、歴史・伝統継承、国際交流、コミュニ
ティ活動を対象に、これまで全都道府県にわ
たって149件を顕彰しています。

2005年第27回「サントリー地域文化賞」
受賞者

サントリー音楽財団 
第4回佐治敬三賞受賞公演「三井の晩鐘」

サントリー文化財団
第27回サントリー地域文化賞 贈呈式

最新鋭質量分析装置

バレーボール部「サンバーズ」

ラグビー部「サンゴリアス」

サントリー〈キッズ・スポーツアカデミー〉

「夢」と「感動」を伝える
スポーツ活動を推進 企

業
市
民
と
し
て
の
責
任
と
行
動

文
化
・
社
会
貢
献
活
動
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少子化が進み次世代育成の重要性が

高まるなか、これからの時代を担う人

づくりも企業の使命であると考えて

います。こどもたちの健やかな成長を

応援する「サントリー＜キッズ・ドリー

ムプロジェクト＞」を展開するほか、こ

どもたちを取り巻く環境などについて

の調査研究、情報発信を行う「サント

リー次世代研究所」を設立するなど、

次世代育成支援の取り組みを立体的

に実施しています。

●「こどもたちよ、やってみなはれ」
　サントリー
　＜キッズ・ドリームプロジェクト＞

2004年から次世代を担うこどもた

ちを対象にした体験型プログラム「サ

ントリー＜キッズ・ドリームプロジェク

ト＞」を展開しています。

サントリーが保有する文化施設でこ

どもたちが優れた音楽や美術に触れ

る機会を提供するほか、水や水を育て

る森の大切さを学ぶ「森と水の学校」

「水育（みずいく）」の展開、さらには

トップアスリートとともにスポーツを

楽しむプログラムの実施など、多くの

体験・体感の場をこどもたちに提供す

ることで、こどもたちの“夢”や“挑戦

する気持ち”を応援しています。

●サントリー次世代研究所

こどもたちや若者たちの課題に取り

組むため、2005年3月「次世代研究

所（旧不易流行研究所）」が設立され

ました。こどもたちや若者の実感を探

り、彼らを育む家族や社会環境につい

ての調査研究を進めるとともに、出版

などを通じて広く社会に情報を発信

しています。

「水」をテーマにした体験型学習「水育(みずいく)」をスタート
TOPICS

こどもたちに水の大切さを知ってもらうため、「水」

をテーマにした体験型学習「水育」を2006年から

開始しました。これは、サントリーが独自に開発し

た学習支援プログラムで、小学校4〜6年生のクラ

ス単位で実施する「水育」出張授業と、当社ホーム

ページ上の新サイト「サントリーこども水育わくわ

く大百科」を中心に展開しています。

2006年サントリー「森と水の学校」を拡大
TOPICS

こどもたち対象の森と水(自然)をテーマにした五

感による体験学習「森と水の学校」は、2004年

にサントリー「天然水の森 阿蘇」(熊本県)で開

校以来、約3,000名の方に参加いただいています。

2006年はより内容を充実させ、従来の熊本県阿蘇

郡で展開していた日帰りプログラムに加えて、南阿

蘇外輪山<宿泊プログラム>、山梨県北杜市白州町

<宿泊プログラム>を新設しました。このプログラム

は、「サントリー天然水(南アルプス)」のふるさとである、サントリー白州工場周辺で2日

間にわたり実施。水のプログラム、森のプログラム、地元のプログラムを地域の協力を

得ながら行い、水の大切さ、水を守り、森を守ることの大切さを伝えていきます。

サントリー「森と水の学校」ホームページ  http://suntory.jp/GAKKO/

子ども環境サミット2005ワークショップを開催 
TOPICS

2005年7月26日〜29日にかけて愛知県で開催さ

れた『子ども環境サミット』(主催:国連環境計画

(UNEP))に参加。サントリーは “水”をテーマとした

ワークショップ「水の大切さを楽しく学ぼう」を開

催し、20名のこどもたちを招待しました。 

出張授業の様子

サントリー  
キッズ・スポーツ
アカデミー

サントリーホール  
「こどもの日」コンサート

次世代研究所設立記念フォーラムでは、
「若者のワークスタイル」について
トークセッションを開催

ワークショップの様子

サントリー「森と水の学校」

次世代を担うこどもたちの
育成を支援

文化・社会貢献活動
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地域の一員として社会と共生する企

業であり続けるために、被災地支援や

チャリティへの協力はもとより、地域

に根ざした貢献活動を展開するなど、

幅広い活動を行っています。

●チャリティへの協力

サントリーオープン、サントリーレディ

スオープンの2つのゴルフトーナメント

では、大会活動のチャリティ収入など

から毎年それぞれの地元の自治体に

寄贈をしています。千葉県印西市には

福祉車両を贈っており、兵庫県神戸市

へは阪神・淡路大震災直後からこれま

でに消防車66台と台車付小型動力ポ

ンプ34台を寄贈しています。

●地域と協働して
　森林保全活動を実施

全国8ヶ所の水源涵養林で、国や自治

体、学識経験者、地域の住民の方々と

ともに水源涵養活動を進めています。

また、2004年から展開している「森

と水の学校」では、阿蘇校・白州校がそ

れぞれの地域の協力を得ながら次世

代への環境教育を推進しています。

（P.65「自然保護」参照）

●全国の事業所で

　環境美化などの活動などを実施

全国にあるサントリーの各事業所で

は、周辺の清掃をはじめ、自治体が主

催するごみ拾いなどの環境美化活動

や、夏及び歳末助け合い運動におけ

る募金活動などに積極的な参加を行

い、地域に根ざした活動を継続的に

実施しています。

●従業員の社会貢献活動を支援

社員のボランティア活動を側面から支

援するための「ボランティア休暇制度」、

社会福祉・環境保全・国際交流の分野

で社員が自主的に活動している非営

利団体に備品や機材などの購入資金

を援助する「ボランティア活動支援制

度」を設けています。

主な義捐金の拠出
<2005年>

●スマトラ沖地震による津波災害
・・・ 2億円

●福岡県沖地震災害
・・・ 500万円

●米国のハリケーン被害
・・・ 5,500万円

●パキスタン北部地震災害
・・・ 1,000万円

<2006年>

●インドネシアジャワ島中部地震災害
・・・ 1,000万円

このほかにも2005年にはサントリー
レディスオープンのチャリティ収入
から、新潟中越地震及び福岡県沖地
震へ各500万円救援金を寄贈してい
ます。

緊急時飲料提供ベンダーの設置推進
TOPICS

災害時に飲料を無償提供できる自動販売機「緊急時飲料提供ベンダー」を

開発し、現在設置を進めています。通常は自販機として飲料を販売し、災害

などの緊急時には誰でも簡単に飲料を取り出すことができます。行政施設

や病院などを中心に230台を設置しており、今後も引き続き普及のために取

り組んでいきます。

中国・上海の大学を対象とした奨学金制度
「三得利国際集団奨学金」創設

積極的に事業を展開している中国・上海エリアの皆様に利

益を還元するため、奨学金制度を2006年に創設しました。

単一企業の奨学金としては最大規模となる総額384万元

（約5,500万円）を、2006年から4年間で、上海の将来を担

う意欲ある大学生160名に寄贈します。

TOPICS 

2005年度のボランティア活動

実施事業所など

サントリー 11 事業所、
グループ会社 8 社

サントリー 4 事業所

サントリー労働組合、
グループ会社 1 社

サントリー全事業所、
サントリー労働組合

内容

事業所周辺、
近隣地域の清掃活動

環境イベント等への
参加、協賛

地域での各種
ボランティア活動

歳末・夏の
助け合い活動

参加者

1,513

117

229

─

1,859合計
消防自動車の寄贈

多摩川の清掃活動（武蔵野ビール工場）

奨学金の寄贈

緊急時飲料提供ベンダー

地域社会への貢献

企
業
市
民
と
し
て
の
責
任
と
行
動

企業市民としての責任と行動

文
化
・
社
会
貢
献
活
動
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自然との共生
サントリーにとって、地球環境そのものが大切な経営資源です。

お客様に水の恵みをお届けする一方で、

美しく清らかな水を守り、大切に使い、良質の水を自然界にかえすことは、

水とともに生きる企業として、重大な責任と考えています。

これからも水の恵みから新しい価値を生み出し続けることができるように、

「人と自然と響きあう」持続可能な社会をめざして、

環境保全活動に積極的に取り組んでいきます。

サントリー CSRレポート 200643



私たちは、清らかな水や果実･穀物、森

林や川･海･大気、そして生き物が創り

出す自然の生態系という素晴らしい

循環システムそのものがサントリーグ

ループにとって何ものにも替えること

のできない大切な経営資源だと認識

しています。

しかし、21世紀に入った今、この大切

な地球環境には赤信号が点ってしまっ

ています。

サントリーグループは、環境を悪化さ

せることなく豊かで持続可能な社会

を構築するため、右に掲げる環境負荷

削減の活動に最大限の努力をはらっ

ていきます。

サントリーは、地球環境の保全が人類

共通の最重要課題の一つであること

を認識し、1992年に定めた「サント

リー環境行動指針」をもとに、1997

年に「サントリー環境基本方針」を制

定(2001年12月改定)しました。この

方針は、サントリーグループすべての

事業活動における基本的な考え方と

なっています。

サントリー環境基本方針 (1997年制定、2001年改定)

基本理念
地球環境保全は、21 世紀における人類

の最も重要な課題です。そのためサント

リーグループは、地球環境を経営資源

の一つと認識して環境保全活動に真剣

に取り組み、次の世代に「人と自然と響

きあう」持続可能な社会を引き渡すこと

が出来るよう努力します。

行動指針(1992年制定)
1.環境関連の法規制・協定を遵守すると

ともに、自主管理基準を設定して事業

活動に取り組みます。

2.環境マネジメントシステムを構築し、環

境目的・目標を設定して環境保全活動

に取り組み、継続的改善につなげます。

3.商品・サービスの開発にあたり、ライフ

サイクルの全ての段階における環境負

荷に十分に配慮します。

4.省資源・省エネ、グリーン購入の推進に

より、資源の利用量低減に努力します。

5.地球温暖化物質・環境汚染物質などの

排出抑制、廃棄物の減量化・再資源化

及び容器リサイクルの推進を図ります。

6.地球環境保全のための社会貢献活動

を進めます。

7.広く社会に環境情報を開示し、社会と

のコミュニケーションを推進します。

8.環境教育・啓発などを通じ、グループ全

員が環境意識をもって行動します。

地球にやさしく、より豊かなくらしのために

●エコプロダクツの開発と安全・安心・高品質な調達・生産
●エコファクトリーの推進

─ 省エネ、CO2削減、自然エネルギーの活用
─ 用水量の削減、水質管理の徹底
─ 副産物・廃棄物の排出量抑制と再資源化

●容器の循環利用の推進と効率的な物流システム構築

将来のより良い地球環境の実現をめざして

●森林整備による水源地の涵養
●生物多様性の保全
●未来を担うこどもたちへの環境教育

また以下の新たな活動を積極的に展開してまいります。

かん

持続可能な
社会システム構築のために

サントリー環境基本方針

環境経営の推進

環境活動ビジョン
自然界の循環システムと共生する事業活動をめざして、
環境負荷の削減と自然環境の保護に取り組んでいます

環
境
経
営
の
推
進

環
境
活
動
ビ
ジ
ョ
ン
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サントリーグループでは、「グループ経

営戦略会議」で策定された方針をもと

に、「環境委員会」が各年度の具体的

な環境活動の計画、目標を立ててい

ます。また、環境マネジメントシステム

の国際規格ISO14001認証を取得して

いる事業所では、各サイトの環境保全

委員会を中心とした活動に取り組ん

でいます。

ISO14001認証を取得していない国

内のグループ会社を含め、グループの

環境活動方針・計画が共有化できる場

を設けています。

サントリーの全工場と生産系のグ

ループ会社では、工場環境管理責任

者が参加する「製造場環境管理者会

議」（2006年6月より「エコファクト

リー部会」に改称）を年2回開催。販

売・サービス系のグループ会社では、

32社が参加する「グループ会社環境

推進部会」を定期的に開催し、グルー

プの環境方針を各社の環境活動計画

に反映しています。

また、外食・開発カンパニーの5社を

対象に「グループ会社外食部会」を開

催し、「食品リサイクル法」への対応状

況や改善活動事例などの情報を交換

し、グループ全体の取り組みを強化し

ています。

そのほか、グループの環境活動に関わ

るさまざまな重要事項について、各部

会や合同会議、社内イントラなどを通

じて告知し、周知徹底を図っています。

サントリーグループは、1998年から

環境マネジメントシステム（EMS※1）

の国際規格であるISO14001認証取

得を開始。2005年度までにサント

リー主要12工場※2、生産系のグルー

プ会社4工場、海外グループ会社6工

場、販売系のグループ会社7社で取得

を完了しました。

ISO14001認証を取得している各工

場では、それぞれ内部環境監査員を

拡充するとともに、他の認証取得工

場の内部環境監査に相互参加して情

報を共有し、内部監査の質的向上を

図っています。

2003年12月末

250（30）計

2004年12月末

254（37）

2005年12月末

278（44）

国　内年　度 海　外

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

・利根川ビール工場

・武蔵野ビール工場

・白州蒸溜所&天然水白州工場・木曽川工場
・高砂工場・大阪工場

・登美の丘ワイナリー・山崎蒸溜所
・千歳工場（2006年3月閉鎖）・京都ビール工場
・梓の森工場・榛名工場

・近畿ペプシコーラ販売（株） 

・日本ペプシコーラ製造（株）
・カンバク（株）
・サントリー食品工業（株）宇治川工場
・（株）ダイナック（三木サービスエリア）

・中国ペプシコーラ販売（株）
・南九州ペプシコーラ販売（株）

・サントリー食品工業（株）多摩川工場
・日本ペプシコーラ販売（株）
・東北ペプシコーラ販売（株）
・沖縄ペプシビバレッジ（株）

・ボウモア蒸溜所（イギリス）

・セレボスタイランド
・セレボス台湾

・オーヘントッシャン蒸溜所（イギリス）
・グレンゲリー蒸溜所（イギリス）

・三得利　酒（上海）有限公司（中国）
サントリービール

社 長
（佐治 信忠）

グループ経営戦略会議

委 員：
事 務 局：

関係部署担当部長
環境部（部長 　屋 雅光）

環境委員会（委員長：環境担当役員 小嶋 幸次） 

各カンパニー・
ビジネスサポート・コーポレート

エコプロダクツ部会

エコファクトリー部会

ロジスティクス部会

エコオフィス部会

環境コミュニケーション部会

国内グループ会社環境推進部会

海外生産拠点・グループ会社環境推進部会

グループ環境経営推進体制
(2006年6月現在)

ISO14001認証取得工場・グループ会社一覧（2006年4月現在）

内部監査員数の推移 （人）

グループ会社環境部会

グループでの環境経営を推進

グループ全体で
環境方針・計画を共有

国内外の主要工場、グループ
会社でISO14001認証を取得

※ （　）内は内部監査リーダー実務経験者

※1 EMS
Environmental Management System

※2 2003年7月に竣工した九州熊本工場は、
2006年に認証を取得予定。

環境経営の推進

環境マネジメント
すべての事業所で活動方針を共有し、
グループ一丸となった環境経営を推進しています
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サントリーでは、環境マネジメントの

一環として、一つの商品が開発・企画

されて、廃棄・リサイクルにいたるまで

のライフサイクル全体を通して、環境

負荷低減に取り組んでいます。

水資源保全 自然エネルギーの活用

びん  476百万本
アルミ缶  2,127百万本
スチール缶  2,111百万本
PETボトル  2,862百万本

びん 67千t
アルミ缶 29千t
スチール缶 35千t
PETボトル 53千t
段ボール箱 68千t
その他 14千t

大気汚染・
温暖化対策

容器リユース
リターナブルびん
延べ130百万本
を回収、再使用

INPUT

OUTPUT

調達

原料
223千t

包装資材
265千t

用水
16,456千m3

生産量
酒類・飲料
2,213千kℓ

（自社工場のみ）

燃料 71,761 kℓ
（原油換算）
電気 211,243 千kWh

大気排出

CO2 95千t
SOx 103t
NOx 257t

物流生産 消費

空容器
7,706百万本

びん 90.7%
アルミ缶 86.1%
スチール缶  87.1%
PETボトル※2 62.3%

容器リサイクル率
参考：容器リサイクル率※1

※1 各界業界団体データより（2004年4月〜2005年3月実績）
※2 事業系回収を含む

再資源化

副産物
廃棄物
157千t

水質管理

排水
13,077千m3

公共水域への
排出BOD

31t

大気汚染・
温暖化対策

大気排出

CO2 233千t
SOx 25t
NOx 102t

消費

廃棄

副産物・廃棄物

再資源化

グリーン購入
（P.61〜62）

環境リスクマネジメント
（P.47）
環境汚染事故を未然に防止

技術開発
（P.55〜56）
環境負荷低減のための技術開発

調達
環境負荷が少ない資材
などを優先的に使う

グリーン調達
（P.61〜62）

開発・企画
環境に配慮した商品

「エコプロダクツ」の
企画・開発

（P.57〜58）

生産
環境と調和した工場
「エコファクトリー」

での生産
（P.51〜56）

容器
リサイクル

お客様や業界団体と
協力しながら

容器リサイクルを推進
（P.59〜60）

物流
効率的な輸送で

環境に与える
負荷を低減
（P.63）

販売
省エネルギー及び
ノンフロンタイプの

自動販売機や
空容器回収ボックスの

設置を推進
（P.64）

商品の
ライフサイクル

物質とエネルギーの流れ (対象期間 2005年1月1日〜12月31日)

商品のライフサイクルに
配慮した活動を展開

環
境
経
営
の
推
進

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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サントリーの商品は自然の恵みであ

る農産物や水を主原料としているた

め、原材料に由来する環境リスクは他

の産業に比べ小さいと考えられます。

しかし、工場では燃料や工程の洗浄・

殺菌用の薬品も使用しているため、あ

らゆる異常・緊急事態を想定して発生

するリスクを評価し、対応策を講じて

います。

●大気汚染防止 

工場ごとに自主基準値を設定して、ボ

イラーなどからの排出ガス中の大気汚

染物質を管理しています。2005年度

の実測値はいずれも自主基準値以内

の値でした。なお当社では、いおう含

有のないガス燃料への転換や低NOx

バーナーの 採 用などにより、SOx・

NOxの排出削減に努めています。

●水質汚濁防止 

工場ごとに自主基準値を設定し、排水

を管理していますが、2005年度は3

工場で、それぞれ日間COD総量・全窒

素濃度・pH値の自主基準値超過（い

ずれも法・条例の規制値以下）があり

ました。

いずれも一時的なもので、すぐに安定

しました。

排水処理設備の運転マニュアルを見

直し、再発防止を徹底しています。

●土壌・地下水汚染対応

2003年に、分析用試薬などの化学物

質管理および土壌汚染調査の考え方

を整理した「土壌汚染対策ガイドライ

ン」を制定し、運用しています。

なお、2005年度は瀬戸ワイナリー（岡

山県瀬 戸町 2001年3月閉 鎖）跡地

で、土壌より当社の使用履歴にはない

物質が、指定基準を超過していること

が判明しましたが、行政の指導のもと

汚染の除去を実施しました。

●アルコール蒸散対応

ウイスキーの貯蔵工程からのアルコー

ル蒸散に対しては、貯蔵庫の密閉化や

回収機器の設置などの対応策を順次

実施しています。

●化学物質管理

当社では「特定化学物質の環境への

排出量の把握等及び管理の改善の促

進に関する法律（PRTR法）」「毒物及

び劇物取締法」「消防法」などの関連

法規に加え、独自の「PRTR法に基づ

く化学物質管理ガイドライン」（2003

年1月制定）をもとに化学物質を管理

しています。

●廃棄物適正処理管理

マニフェスト制度の遵守と廃棄物情

報の一元管理を目的に1999年に「廃

棄物等情報システム」を開発し、廃棄

物の適正管理を徹底しています。マニ

フェストの交付・返却を管理する同シ

ステムは、グループ会社3社・4事業所

を含む23事業所で利用しています。

また、処理委託基準・マニフェスト制

度などを解説した「廃棄物適正処理

ガイドライン」を2003年に発行し、翌

2004年には契約書作成のチェックリ

ストを兼ねた「産業廃棄物処理委託

契約書作成の手引き」を作成し運用し

ています。なお、PCB使用機器の使用・

保管状況は次の通りです。

これらのPCB廃棄物は廃棄物処理法

に従って適正に保管し、また「PCB特

別措置法」に基づいて、自治体に保管

状況を届け出るとともに、処理事業の

整備状況を確認しながら、処理登録

申請を進め、計画的な処理を図ってい

ます。

●アスベスト含有建材対応

2005年7月に施行された「石綿障害

予防規則」をはじめ、関連する法令や

行政指導をもとに同年8月に約800

の営業拠点、工場、グループ会社店舗

などを対象とした実態調査を行いま

した。その結果、一部の事業所でアス

ベスト含有建材の使用が確認されま

したが、法令に則り適切な措置を行い

ました。

●苦情・事故・訴訟

2005年度は、工場近隣から7件の苦

情を受けました。その内訳は騒音に関

するものが4件、悪臭に関するものが

1件、トラック運行に関するものが2件

でした。

騒音については対象設備に防音ラ

バーやサイレンサーを取り付け、悪臭

については悪臭成分を水中で吸収す

る設備を設置しました。また、トラッ

ク運行については乗務員に車両運行

ルールの遵守を指導しました。

なお、環境問題に関する訴訟は発生し

ていません。

コンデンサ

変圧器

照明器具安定器

保管中

88 台

3 台

1,768 個

使用中

0 台

5 台

0 個

2002年度

2003年度

2004年度

2005年度

事業所

研究センター

研究センター

化学物質名

アセトニトリル

ジクロロメタン

アセトニトリル

該当なし

該当なし

用途

試薬

試薬

試薬

取扱量（t）

1.2

2.4

1.8

1トン以上のPRTR対象物質の取扱量

PCB使用機器の保有数(2006年3月現在)徹底した
環境リスク対策の実施

（注）1 集計期間（年度）は2005年4月〜2006年3月。

2 集計範囲はサントリー単体です。

（注）保管中の変圧器3台のうちの2台、使用中の5台は
低濃度PCB汚染物です。

環境マネジメント
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サントリーは、環境保全活動の効果

を定量的に評価するツールの一つと

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

開示しています。

2005年度は、排水処理および省水対

策などで環境投資額が若干増加しま

したが、環境費用額については過年度

に実施した設備投資の償却が完了し

たため減少しました。

経済効果については、新たに稼動した

コジェネレーションシステムにより燃

料消費量が増加したものの、電気の削

減につながりました。

今後は、集計対象の見直しや開示方法

の工夫を検討していく予定です。

「JEPIX」で環境効率を評価

サントリー全工場の2000年度から

2005年度までの環境効率の推移を

JEPIX※を利用して評価しました。

その結果、工場新設などが影響した

2003年度を除き、2000〜2005年

度は改善傾向が認められています。

汚染物質
排出量削減

CO2
排出量削減

エネルギー
消費量削減

水資源
使用量削減

廃棄物
排出量削減

輸送量削減

SOX

NOX

CO2

燃料

電気

用水

副産物廃棄物
排出量

再資源化率

輸送量(重量×距離)

CO2

25

11

110

50

228

104

66,105

30

211,411

96

16,144

7

159,206

73

100.0

1,457

97

25

11

102

46

233

105

71,761

32

211,243

95

16,456

7

156,520

71

100.0

1,439

95

▲0t

　9t

▲3千t

▲5,036kℓ

　2,150千kWh

▲160千m3

　4,178t

　

　37百万t・km

　　　　3千t

総量（t）

原単位（g/kℓ）

総量（t）

原単位（g/kℓ）

総量（千t）

原単位（kg/kℓ）

原油換算（kℓ）

原単位（ℓ/kℓ）

総量（千kWh）

原単位（kWh/kℓ）

総量（千m3）

原単位（m3/kℓ）

総量（t）

原単位（kg/kℓ）

（％）

（百万t・km）

（千t）

項目 単位 2004年度 2005年度
原単位べースでの
対前年度削減効果

事
業
エ
リ
ア
内

公
害
防
止

地
球
環
境
保
全

資
源
循
環

公害防止コスト
●水質汚濁防止・大気汚染防止　他

地球環境保全コスト
●CO2回収　●省エネルギー　●コジェネレーション
●嫌気処理　他

資源循環コスト
●再循環による節水　●汚泥減量化　●廃棄物再資源化　他

計

上・下流コスト
●容器包装の再資源化委託料　●環境対応容器包装対策　他

管理活動コスト
●社会教育、EMS構築　●CSRレポート、展示会
●天然水の森　他

研究開発コスト
●廃棄物情報システム　他

社会活動コスト
●緑化、愛鳥活動　他

環境損傷対応コスト

合計

34

318

43

395

0

41

0

0

0

436

1,266

1,195

1,325

3,786

1,088

628

12

208

0

5,722

項目
環境投資額

2004年度

環境費用額

102

231

156

489

0

33

0

0

0

522

978

787

1,269

3,034

1,065

632

36

153

0

4,920

環境投資額

2005年度

環境費用額

事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト

（注）1 投資額： 投資目的の50%以上が環境保全を目的としたものは全額環境投資とみなしました(検収ベース)。

2 償却費： 投資の50%以上が環境保全を目的としたものを過去5年間さかのぼり一律10年間の定率償却とし
ました。

3 直接把握が可能な管理活動・社会活動・研究活動の費用は原則として全額を直接把握しました。直接把握が困難
な費用については、工程別に過去の実績調査に基づいた比率で按分・配賦しました。

リサイクル（副産物売却）収入

省エネルギーによる費用削減額

廃棄物処理費用削減額

96

259

▲85

84

▲306

▲164

項目 2005年2004年

エ
コ
ポ
イ
ン
ト(

億)

環
境
効
率(

ℓ
／
エ
コ
ポ
イ
ン
ト)

環境効率（生産数量／エコポイント）環境負荷
あたりの生産量を示しており、数値が大きい程良い

エコポイント（億）総合的環境影響度を示す指標

0

1

2

3

0

4

2

6

8

10 4

2000 2001 2002 2003 2004 2005

サントリー単体の環境保全コスト（対象期間：2005年1月1日〜12月31日） （百万円）

サントリー単体の環境保全効果（対象期間：2005年1月1日〜12月31日）

（注） 本年度から「CO2排出量削減」は「地球環境保全」に、「水資源使用量削減」は「資源循環」の項目にしています。

グループ会社の環境保全コスト
(国内主要25社)

377 2,612

環境投資額
2004年度

環境費用額

17 2,500

環境投資額
2005年度

環境費用額

（百万円）

サントリー単体の経済効果 （百万円）

（注） 経済効果は、実際の金額で把握可能な項目（リサ
イクル収入、省エネルギーによる費用削減、廃棄
物処理費用削減）に限定しました。

（注） 2004年度に発生した公害防止コスト（排水）関連
投資が一巡し、2005年度の環境投資額は減少し
ています。

環境効率の推移

環境会計の開示

2005年度の評価と分析

※ JEPIX（Japan Environmental Policy 
Index：日本における環境政策優先度指数）
各種環境負荷のそれぞれに重み付けを行い
単一評価指数として評価する手法です。「文部
科学省21世紀COEプロジェクト（国際基督
教大学）」の一環としてJEPIX指標実践のため
に開催されたJEPIXフォーラムに2003年か
ら参画しています。

実績と評価

実
績
と
評
価

環境会計

環
境
会
計

環境経営を推進するために、
環境保全に要したコストとその効果を算出・検証しています
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● 本社・お台場オフィス・九州熊本工場
でのISO14001認証を取得

● 国内グループ各社でのEMSレベル
アップ

● エコプロダクツの継続的な開発
（容器包装における3R推進）

● ユーティリティ原単位：
各工場前年度比1%以上削減★

● 用水削減研究継続★
● CO2排出原単位：
各工場前年度比1%以上削減★

（燃料転換による改善を除く削減
目標）

● 燃料転換によるCO2削減推進★

● 国内主要グループ会社での実施
● ネット購買システム導入社数拡大
● グリーン購入ガイドラインの改定

● 工場廃棄物・副産物再資源化率
100%の維持★

● 本社・お台場オフィスでの再資源化率
1％改善★

● 外食グループ会社での食品廃棄物再
生利用等実施率20%以上達成とさら
なる推進

● 効率的・実効的容器リサイクル
システムの構築推進

● 社会・環境活動情報の積極的開示

● 地域と連携した水源保全活動の拡大
● お客様向け環境情報提供・
次世代向け環境教育の実施

● 海外事業所を含むサントリーグループ全体での
環境マネジメントシステム稼動・環境経営度向上

● 容器対応を中心としたエコプロダクツ開発を継続的に推進

● 海外を含む全事業所で実施

● 工場廃棄物・副産物再資源化率100%の維持★
● 本社・お台場オフィスの廃棄物再資源化率100%の達成・維持★
● 食品廃棄物再生利用等実施率20%以上の達成・さらなる推進

● 効率的・実効的な容器リサイクルシステムの構築推進

● 社会・環境活動情報の積極的開示

● 地域と連携し、地球環境保全の活動を多面的に展開

2006年度目標 中期目標（2008年度） 2003年12月改定

ユーティリティ原単位※

燃料
2003年度比5.6%削減★　　　

（1990年度比では56%削減）

電気
2003年度比8.1%削減★

（1990年度比では46%削減）

用水
2003年度比5.5%削減★

（1990年度比では46%削減）

1.環境マネジメント
システム構築

● 本社・お台場オフィスでのISO14001
認証取得に向けての活動開始

● グループ会社における環境
e-ラーニング展開

P.45〜47
P.67

● エコプロダクツの継続的開発（容器
軽量化・リサイクル容易化の推進）

● ユーティリティ原単位：
各工場前年度比1％以上削減★

● 用水原単位のさらなる削減への研究★
● CO2排出原単位：
各工場前年度比1％以上削減

（燃料転換による改善を除く目標）★
● 燃料転換によるCO2削減推進★

● 国内主要グループ会社・
海外事業所での実施

● 工場廃棄物・副産物再資源化率
100%の維持★

● 本社・お台場オフィスの
廃棄物再資源化率2％改善★

● 食品廃棄物再生利用等実施率
20%以上（2005年10月段階での
単月達成）

● 効率的・実効的な容器リサイクル
システムの構築推進

● 社会・環境活動情報の
積極的開示

● 地域と連携した水源保全活動の拡大
● 次世代教育の推進強化
（「森と水の学校」
「エコキッズノート」の活用）

● 国内グループ会社4社であらたにISO14001の認証を取得
● 本社・お台場オフィスの2006年度認証取得に向けた部署を環境部内に設置
● 国内グループ会社中32社、1,696名が環境e-ラーニングを受講、内1,527名が修了
（修了率90%）

● 2005年度PETボトル軽量化比率 76%（2004年度は61%）
サントリーのPETボトルの本数の４分の3以上が軽量ボトルとなりました

● 食品2工場でPETボトル自社成型（インプラント）を開始し、輸送時の環境負荷を低減

● 原単位前年度比
燃料：8%増加（90年度対比52%削減）★
電気：1%削減（90年度比45%削減）★
用水：増減なし（90年度比45%削減）★

● CO2排出原単位前年度比：1%増加（90年度比53%削減）★

● 事務用品におけるグリーン商品購入金額比率 85%
● 事務用品におけるグリーン商品登録比率 83%
● ネット購買システム導入グループ会社拡大社数 4社（計28社）

● 工場での再資源化率 100.0%を維持★
● 工場・研究所計25 ヶ所を対象に「廃棄物適正処理検討会」を実施　
● 本社・お台場オフィスでの再資源化率 97%（前年度比2%改善）★
● 外食グループ会社での、10月時点食品廃棄物再生利用率20%の目標未達成

● 容器包装の各素材別リサイクル促進団体に加入し、
市場でのリサイクルシステム高度化を推進

● 「サントリー CSRレポート2005」を発行
● 第9回環境報告書賞「サステナビリティ報告書賞」(主催：東洋経済新報社 グリーンリ
ポーティング・フォーラム)にて優秀賞受賞

● 「エコプロダクツ2005」に出展、昨年に引き続き次世代教育を主眼とした
ブース作りを行い、1万人を上回る皆様にご見学いただくことができました

● 多様なステークホルダーの方 と々ダイアローグを実施

● 和歌山県「湯の峰」、長野県「塩尻」にて地域連携の森作り制度に参加
「天然水の森」（サントリーの森林保全活動推進地域）は合計8 ヶ所となる
● 大阪府・京都府「天王山」、京都府「西山」で自治体、NPO、学識経験者、地域の皆さんと
森林整備の協議会を設立し、保全計画に則り整備活動を開始

● 全国各地の「天然水の森」など5 ヵ所で、従業員およびその家族約250名、
地域ボランティアの方110名が参加し、枝打ち等の森林保全活動を実施

● 九州熊本工場が第19回「肥後の水資源愛護賞」（主催：（財）肥後の水資源愛護基金、熊
本日日新聞社・熊本県）を受賞

● 2005年度「森と水の学校」参加者約1,400名
（開校以来累計3,000名のこどもたちと保護者の皆様にご参加いただいています）
● 「エコキッズノート」9万部を全国の小学校を中心に配布。第5回「消費者教育教材資料
表彰」（主催：（財）消費者教育支援センター）にて印刷部門「優秀賞」を受賞

2.エコプロダクツ
開発

4.グリーン購入

5.廃棄物の減量化･
再資源化

6.容器リサイクル

7.環境
コミュニケーション

8.社会的活動

3.省資源･
省エネルギー・
地球温暖化防止

重点推進課題 2005年度目標 2005年度実績 評価

CO2排出原単位
2003年度比11.9%削減★

（1990年度比では57%削減）

原単位（ℓ/kℓ）

1990 2003 2005 2008

67.5

32.431.4 29.6

1990 2003 2005 2008

1990 2003 2005 2008

1990 2003 2005 2008

原単位（kWh/kℓ）

172.2

101.7 93.495.5

原単位（kg/kℓ）

223.4

109.9
96.8

105.3

原単位(m3/kℓ）

13.5

7.6 7.27.4

P.57〜58

P.51〜56

P.61〜62

P.53〜54
P.64

P.59〜60

P.68

P.65〜68

掲載ぺージ

2005年度の活動を振り返って
2005年度は、CO2排出量の削減を重点推進課題として位置付け、ビール工場でのコジェネレーションシステムの拡大などに取り組み
ましたが、食品工場での生産量増加、PETボトルの自社成型（インプラント）稼動による燃料・電力の増加が主要因となり、全体での
CO2排出量は原単位で前年比1％増、総量で2％増となりました。
2006年度以降は、中期（2008年度）計画として決定された、京都議定書において事業者に求められるCO2排出総量の削減目標達成
に向け、各生産工場での燃料転換をはじめとする設備投資・対策を、計画に基づき確実に推進してまいります。

取締役 環境部担当 小嶋 幸次

※ 目標・実績はグループ全体。ただし、★はサントリー単体の目標・実績  ●原単位とは製造1kℓあたりの購入量・使用量・排出量を表す

実績と評価

2005年度の実績・評価
2008年度の中期目標達成に向けて、
単年度ごとに実績評価を行い、次年度の活動計画につなげています
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サントリーの環境活動は「ecoship」
サントリーでは環境に対する取り組みを「エコシップ」と
名付けて活動しています。
エコ+シップ。「エコの気持ち」ですべての活動を行ってい
きたい。緑の地球に「e・c・o」で目と鼻を描いたマークとと
もに、すべての活動に「エコシップ」を貫いていきます。

● 本社・お台場オフィス・九州熊本工場
でのISO14001認証を取得

● 国内グループ各社でのEMSレベル
アップ

● エコプロダクツの継続的な開発
（容器包装における3R推進）

● ユーティリティ原単位：
各工場前年度比1%以上削減★

● 用水削減研究継続★
● CO2排出原単位：
各工場前年度比1%以上削減★

（燃料転換による改善を除く削減
目標）

● 燃料転換によるCO2削減推進★

● 国内主要グループ会社での実施
● ネット購買システム導入社数拡大
● グリーン購入ガイドラインの改定

● 工場廃棄物・副産物再資源化率
100%の維持★

● 本社・お台場オフィスでの再資源化率
1％改善★

● 外食グループ会社での食品廃棄物再
生利用等実施率20%以上達成とさら
なる推進

● 効率的・実効的容器リサイクル
システムの構築推進

● 社会・環境活動情報の積極的開示

● 地域と連携した水源保全活動の拡大
● お客様向け環境情報提供・
次世代向け環境教育の実施

● 海外事業所を含むサントリーグループ全体での
環境マネジメントシステム稼動・環境経営度向上

● 容器対応を中心としたエコプロダクツ開発を継続的に推進

● 海外を含む全事業所で実施

● 工場廃棄物・副産物再資源化率100%の維持★
● 本社・お台場オフィスの廃棄物再資源化率100%の達成・維持★
● 食品廃棄物再生利用等実施率20%以上の達成・さらなる推進

● 効率的・実効的な容器リサイクルシステムの構築推進

● 社会・環境活動情報の積極的開示

● 地域と連携し、地球環境保全の活動を多面的に展開

2006年度目標 中期目標（2008年度） 2003年12月改定

ユーティリティ原単位※

燃料
2003年度比5.6%削減★　　　

（1990年度比では56%削減）

電気
2003年度比8.1%削減★

（1990年度比では46%削減）

用水
2003年度比5.5%削減★

（1990年度比では46%削減）

1.環境マネジメント
システム構築

● 本社・お台場オフィスでのISO14001
認証取得に向けての活動開始

● グループ会社における環境
e-ラーニング展開

P.45〜47
P.67

● エコプロダクツの継続的開発（容器
軽量化・リサイクル容易化の推進）

● ユーティリティ原単位：
各工場前年度比1％以上削減★

● 用水原単位のさらなる削減への研究★
● CO2排出原単位：
各工場前年度比1％以上削減

（燃料転換による改善を除く目標）★
● 燃料転換によるCO2削減推進★

● 国内主要グループ会社・
海外事業所での実施

● 工場廃棄物・副産物再資源化率
100%の維持★

● 本社・お台場オフィスの
廃棄物再資源化率2％改善★

● 食品廃棄物再生利用等実施率
20%以上（2005年10月段階での
単月達成）

● 効率的・実効的な容器リサイクル
システムの構築推進

● 社会・環境活動情報の
積極的開示

● 地域と連携した水源保全活動の拡大
● 次世代教育の推進強化
（「森と水の学校」
「エコキッズノート」の活用）

● 国内グループ会社4社であらたにISO14001の認証を取得
● 本社・お台場オフィスの2006年度認証取得に向けた部署を環境部内に設置
● 国内グループ会社中32社、1,696名が環境e-ラーニングを受講、内1,527名が修了
（修了率90%）

● 2005年度PETボトル軽量化比率 76%（2004年度は61%）
サントリーのPETボトルの本数の４分の3以上が軽量ボトルとなりました

● 食品2工場でPETボトル自社成型（インプラント）を開始し、輸送時の環境負荷を低減

● 原単位前年度比
燃料：8%増加（90年度対比52%削減）★
電気：1%削減（90年度比45%削減）★
用水：増減なし（90年度比45%削減）★

● CO2排出原単位前年度比：1%増加（90年度比53%削減）★

● 事務用品におけるグリーン商品購入金額比率 85%
● 事務用品におけるグリーン商品登録比率 83%
● ネット購買システム導入グループ会社拡大社数 4社（計28社）

● 工場での再資源化率 100.0%を維持★
● 工場・研究所計25 ヶ所を対象に「廃棄物適正処理検討会」を実施　
● 本社・お台場オフィスでの再資源化率 97%（前年度比2%改善）★
● 外食グループ会社での、10月時点食品廃棄物再生利用率20%の目標未達成

● 容器包装の各素材別リサイクル促進団体に加入し、
市場でのリサイクルシステム高度化を推進

● 「サントリー CSRレポート2005」を発行
● 第9回環境報告書賞「サステナビリティ報告書賞」(主催：東洋経済新報社 グリーンリ
ポーティング・フォーラム)にて優秀賞受賞

● 「エコプロダクツ2005」に出展、昨年に引き続き次世代教育を主眼とした
ブース作りを行い、1万人を上回る皆様にご見学いただくことができました

● 多様なステークホルダーの方 と々ダイアローグを実施

● 和歌山県「湯の峰」、長野県「塩尻」にて地域連携の森作り制度に参加
「天然水の森」（サントリーの森林保全活動推進地域）は合計8 ヶ所となる
● 大阪府・京都府「天王山」、京都府「西山」で自治体、NPO、学識経験者、地域の皆さんと
森林整備の協議会を設立し、保全計画に則り整備活動を開始

● 全国各地の「天然水の森」など5 ヵ所で、従業員およびその家族約250名、
地域ボランティアの方110名が参加し、枝打ち等の森林保全活動を実施

● 九州熊本工場が第19回「肥後の水資源愛護賞」（主催：（財）肥後の水資源愛護基金、熊
本日日新聞社・熊本県）を受賞

● 2005年度「森と水の学校」参加者約1,400名
（開校以来累計3,000名のこどもたちと保護者の皆様にご参加いただいています）
● 「エコキッズノート」9万部を全国の小学校を中心に配布。第5回「消費者教育教材資料
表彰」（主催：（財）消費者教育支援センター）にて印刷部門「優秀賞」を受賞

2.エコプロダクツ
開発

4.グリーン購入

5.廃棄物の減量化･
再資源化

6.容器リサイクル

7.環境
コミュニケーション

8.社会的活動

3.省資源･
省エネルギー・
地球温暖化防止

重点推進課題 2005年度目標 2005年度実績 評価

CO2排出原単位
2003年度比11.9%削減★

（1990年度比では57%削減）

原単位（ℓ/kℓ）

1990 2003 2005 2008

67.5

32.431.4 29.6

1990 2003 2005 2008

1990 2003 2005 2008

1990 2003 2005 2008

原単位（kWh/kℓ）

172.2

101.7 93.495.5

原単位（kg/kℓ）

223.4

109.9
96.8

105.3

原単位(m3/kℓ）

13.5

7.6 7.27.4

P.57〜58

P.51〜56

P.61〜62

P.53〜54
P.64

P.59〜60

P.68

P.65〜68

掲載ぺージ

目標を達成することができました。

目標達成が70%以上です。

目標達成が70%未満です。

※ 2004年度より、燃料・CO2の2008年度中期目標および過年度実績の原単位算出方法を以下のとおりに変更しています。
①燃料:A重油換算から原油換算に変更　②CO2:燃料・発酵・工程・排水由来から、燃料・電力由来に変更

実
績
と
評
価

2
0
0
5
年
度
の
実
績
・
評
価
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サントリーの商品は自然の恵みである

農作物や水を原料とし、それを用いて

生産するうえで燃料や電気を使用して

います。その燃料・電気などのエネル

ギーは限りある天然資源から作られ

ています。当社は省資源・省エネ、CO2

の排出量などに対して中期ならびに

年度目標を策定し、消費ならびに排出

に係る総量と原単位の削減に努めて

います。また生産活動にともなって発

生する副産物や廃棄物は再利用可能

な貴重な資源であり、各工場では副産

物・廃棄物の減量化とともに100％再

資源化による「ごみゼロ」に取り組ん

でいます。さらにグリーン購入・自然エ

ネルギーの利用を含めさまざまな角

度から環境負荷低減に取り組み、環

境に調和する「エコファクトリー」をめ

ざしています。

サントリーは、地球環境を重要な経営

資源と捉えて、グループ環境方針に基

づく環境保全活動を推進しています。

この活動を持続的かつ発展的に推進

するための仕組みが各工場で構築し

ている環境マネジントシステムであり、

その仕組みをもとに環境と調和する

生産活動を行っている工場を当社では

「エコファクトリー」と定義しています。

なお、各エコファクトリーでは、環境マ

ネジメントのツールとしてISO14001

認証の取得を推進しています。

肥料

環境マネジメントシステム 

地球温暖化防止 汚染防止

資源の保全 資源の循環利用
● 水資源の保全
● 工場の緑化
● 自然保護

● ISO14001
● 継続的な改善
● 地域社会との調和

● 工程用水のリサイクル
● 雨水の利用
● 副産物・廃棄物の

100%再資源化

● CO2排出量削減
● 省エネルギー
● 廃熱利用
● 自然エネルギーの利用など

● 大気汚染・
水質汚濁防止

● 土壌・地下水
汚染の防止

Check

Action Do

Plan

中期(2008年度)原単位目標

燃料

電気

用水

CO2

56％削減

46％削減

46％削減

57％削減

5.6％削減

8.1％削減

5.5％削減

11.9％削減

1990年度比 2003年度比

当社最新の環境配慮型工場 九州熊本工場

生産活動での環境負荷削減

環境に調和した
「エコファクトリー」

生産における取り組み

エコファクトリーの推進
「人と自然と技術が響きあう」環境に調和した、
地球にやさしい工場をめざしています
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2005年度は、電気が原単位で1%減

少したものの、燃料・用水使用量が食

品工場の生産量増加などの影響で前

年度より増加しました。今後も全工場

で、さらなる省エネルギー活動や工程

用水の循環利用などに取り組んでい

きます。また、太陽光発電設備を高砂

工場（兵庫県）及び九州熊本工場（熊

本県）に導入し、さらに風力発電設備

を高砂工場に設置して、自然エネル

ギーの利用に努めています。

地球温暖化や酸性雨の原因となる

CO2、SOx、NOxの排出量削減に取り

組んでいます。

2005年度は食品工場の生産量増加

などの影響でCO2排出量が原単位で

1%増加したものの、SOx、NOxにつ

いてはガス燃料への転換、ガスタービ

ンから発生する排ガスの蒸気噴霧設

備拡充などに取り組んだ結果、SOxは

前年度並、NOxは前年度よりも原単位

で8％減少しました。今後もガス燃料

への転換を進めることで、CO2、SOx

の排出量削減を推進していきます。

また2005年度にCO2以外のメタン、

一酸化二窒素、ハイドロフルオロカー

ボン、パーフルオロカーボン、六フッ

化硫黄の5種類の温室効果ガスの排

出量を「事業者からの温室効果ガス

排出量算定方法ガイドライン（試案）

ver1.6」（環境省）に基づき算定しまし

た。その結果、総排出量はCO2換算で

1,258トンと化石燃料由来のCO2排出

量の0.5％でした。

燃料（原油換算）購入量
 購入量(千kℓ)  

1990 2003 2004 2005

53

68

60
66

72

原単位(ℓ/kℓ)

31 30 32

80

60

40

20

0

80

60

40

20

0

電力購入量
 購入量(千kWh)

1990 2003 2004 2005

135,894

172

194,296
211,411 211,243

原単位（kWh/kℓ）

102 96 95

200

150

100

50

0

250,000

200,000

150,000

150,000

50,000

0

CO2排出量
排出量（千t）

1990 2003 2004 2005

176

223
210

228 233

原単位（kg/kℓ）

110 104 105

250

200

150

100

50

0

250

200

150

100

50

0

用水使用量

 使用量（千m3）

1990 2003 2004 2005

10,638

13.5
14,595

16,144 16,456

原単位（m3/kℓ）

7.6 7.4 7.4

18,000

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

0

16.0

12.0

8.0

4.0

0

SOx（いおう酸化物）排出量
 排出量（t）

1990 2003 2004 2005

161
204

原単位（g/kℓ）

12 11 11

180

150

120

90

60

30

0

250

200

150

100

50

0

22 25 25

NOx（窒素酸化物）排出量
 排出量（t）

1990 2003 2004 2005

134

169

原単位（g/kℓ）

63
50 46

160

120

80

40

0

180

120

60

0

120
110

102

● 2005年度の結果:総量で前年比9％の増加、
原単位では前年比約 8％の増加

（1990年比 原単位52％の減少）

● 主な要因:食品工場の生産量増加に伴う消費
量増加、ビール工場でのコジェネ運転により、
電力は減少したものの燃料消費が増加

● 2005年度の結果:総量では前年度比微減、
原単位では前年比1％の減少

（1990年比 原単位45％の減少）

● 主な要因:食品の生産量増により増加。新た
に2工場でコジェネが稼動し、使用量・原単位
ともに減少

● 2005年度の結果:総量で前年比2％増加、原
単位では1％増加

（1990年比 原単位53％の減少）

● 主な要因:食品工場の生産量増などにともな
う燃料消費量増

● 2005年度の結果:総量は前年比2％の増加、
原単位は横ばい

（1990年比 原単位45％の減少）

● 主な要因:総量については、食品工場の生産
増で増加。食品の製品殺菌後の冷却水量が
夏場の温度上昇により増加

● 2005年度の結果:総量・原単位とも前年と横
ばい

（1990年比 原単位95％の減少）

● 主な要因:燃料の総消費量は増加した一方
で、ガス燃料への転換が進んだことにより
SOx排出量は昨年並み

● 2005年度の結果:総量で前年比7％の減少、
原単位で8％の減少

（1990年比 原単位73％の減少）

● 主な要因:ビール工場でガスタービンの排ガ
スへの蒸気噴霧設備を改善したことにより、
NOx濃度が大きく低下

省資源・省エネルギーの取り組み

CO2、SOx、NOx排出量の削減

生
産
に
お
け
る
取
り
組
み

エ
コ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
の
推
進
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サントリーの国内工場では、生産工程

で発生する副産物・廃棄物の100%

再資源化と排出量削減に取り組んで

います。

2005年度は、国内全工場から発生し

た副産物・廃棄物は156,520トンとな

り、前年度より総量で1.7%、原単位で

2.7%減少しました。また、再資源化率

は100.0%になりました。

2005年度は、すべての生産・研究拠

点を対象とした「廃棄物処理検討会」

を実施。環境部が国内工場およびグ

ループ会社、研究所の計25事業所を

順次訪問し、リサイクル推進状況、廃

棄物処理法改正への対応状況などを

確認したほか、現場情報の収集や他

事業所との情報共有化を行いました。

また、検討会とあわせて「廃棄物処理

法勉強会」を開催し、廃棄物処理に関

する従業員教育を実施しました。

●種類別に再資源化の用途を開拓

生産工程で発生する副産物・廃棄物

の中で最も量が多いのは、製品の原料

である農作物から出る植物性残さで、

次いで多いのは排水処理から発生す

る汚泥です。これらについては、それぞ

れ次の用途で再資源化しています。

植物性残さ
（麦芽糖化粕、茶粕、コーヒー粕など）

ウイスキーやビールの原料である大麦

麦芽の糖化粕（穀皮）は、事業開始以

来、家畜の飼料として販売しています。

また、ウーロン茶やコーヒー豆の抽出

粕は有機肥料の原料として利用され

ています。

汚泥

酒類・飲料工場から発生する汚泥は有

害物質を含まず、土壌や生物への影

響がないことから、有機肥料としてリ

サイクルしています。また、各工場では

嫌気性排水処理法を採用し、汚泥発

生量を削減しています。

●樽やびんを家具・建材に再利用
樹齢100年を超えるオーク材ででき

ているウイスキー樽は70年間もの間

ウイスキーを貯蔵します。サントリー

は役目を終えたウイスキー樽を、家

具・内装材のシリーズ「樽ものがたり」

として再生しています。

また、何度も再使用して役目を終え

たビールびんは、回収後、破砕・加工し

て、再びビールびんの原材料に使用す

るほか、カレット再生タイルに加工し、

工場の外壁を覆うタイルや場内の舗

道の敷石などに使用しています。

副産物・廃棄物の排出量とその原単位

1990 2003

136,140

2004 2005

156,520

200,000

150,000

100,000

50,000

0

244

71 73 71

250

200

100

150

0

50

159,206

 排出量（t） 原単位（kg/kℓ）
192,718

副産物・廃棄物の排出量、再資源化率および用途（全工場）

2002年 2003年 2004年 2005年

88,270

20,055

8,876

7,704

2,485

2,120

3,186

568

133,264

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

93,440

21,552

8,764

4,886

3,133

2,268

2,025

71

136,140

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

110,888

26,055

8,950

4,043

3,746

2,806

2,171

547

159,206

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

99.9

100.0

108,115

27,657

8,002

3,830

3,698

3,015

1,951

253

156,520

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0※

植物性残さ
(糖化粕・茶粕・
コーヒー粕など)

汚泥
(余剰汚泥など）  

木くず
(樽材、パレット)     

紙くず
(ダンボール、
ラベル粕など)

廃プラスチック類     

金属くず(アルミ、鉄)     

その他

ガラス・陶磁器くず     

飼料・肥料    

肥料    

家具材・
合板原料

ガラス材料・
路盤材   

再生紙・
ダンボール
原料     

パレット・
固形燃料・
補助燃料   

アルミ・
スチール原料 

排出量

t % t % t % t %

再資源化
率 排出量 再資源化

率 排出量 再資源化
率 排出量 再資源化

率排出物の種類 主要用途

合計

中期（2008年度）副産物・廃棄物目標

再資源化率100％を維持

サントリー樽ものがたり
http://suntory.jp/TARU/

再資源化率100%を維持

※ 廃棄物中の約5.5トンについては該当工場で再資源化できる業者が見つからず、埋立処分を行いました。今後は再資源
化ができる業者の情報について全工場で共有化を徹底し、再発防止に努めます。

※ 「樽ものがたり」はサントリーの登録商標です

エコファクトリーの推進
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サントリーは国内で保有している工場

敷地面積の約2分の1以上（290ha）

を緑地化しており、緑化優良工場とし

て各地の工場が表彰を受けています。

また、2005年1月には、「地域にとって

緑豊かなレクリエーション空間を提供

している」などが評価され、九州熊本

工場が熊本県の「第17回くまもと景

観賞・地域景観賞」を受賞しました。

近江エージングセラー（滋賀県）では

1996年から松枯れの森林の再生に

取り組んでいます。

南アルプス甲斐駒ケ岳のふもとにある

サントリーの白州蒸溜所、天然水白州

工場（山梨県）では、採水地のきれいな

水を守るために、82.5haの土地を確

保し、森林の維持管理や地下水の適正

な利用、水質保全に取り組んでいます。

副産物・廃棄物の再利用フロー図

仕込 発酵 出荷箱詰ブレンド貯蔵樽詰蒸留洋
酒

びん
缶詰

仕込 発酵 出荷箱詰ろ過貯酒
ビ
�
ル

びん
缶詰

工場
排水

工場
排水

抽出 出荷箱詰殺菌調合食
品

ウ
�
ロ
ン
茶

茶葉
分離

びん
PETボトル

缶詰

工場
排水

お
客
様

飼料

再
利
用
用
途

PETボトル
繊維製品

など

有機
肥料

糖化粕

酵母

茶葉 PET
ボトル

家具

樽材 びん排
出
物

びん
タイル

ラベル
粕

アルミ缶
スチール缶

アルミ缶
スチール缶
鋼材再生

プラスチック
パレット
固形燃料

トイレット
ペーパー

再生
ダンボール

合板用
チップ

有機肥料燃料

メタンガス

ダンボール

汚泥プラスチック
ケース

木製
パレット

排水
処理

緑化優良工場等表彰一覧
（主催：日本緑化センター）

白州蒸溜所

山崎蒸溜所

利根川ビール工場

梓の森工場

内閣総理大臣賞(1989年）
通商産業大臣賞(1986年）
東京通商産業局長賞(1982年）

経済産業大臣賞（2002年）
大阪通商産業局長賞（1985年）

東京通商産業局長賞(1987年）

通商産業大臣賞(1993年）
関東通商産業局長賞(1990年）

その他緑化関連表彰一覧

九州熊本工場

利根川ビール工場

くまもと景観賞・地域景観賞
（2005年）主催：熊本県

全国植樹祭開催記念 
環境緑化コンクール特別大賞

（1997年）主催：群馬県

九州熊本工場の緑化された工場敷地

白州蒸溜所、天然水白州工場

工場の緑化 水質保全への取り組み

生産における取り組み

生
産
に
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る
取
り
組
み
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サントリーでは、環境負荷の継続的な

改善をめざし、技術開発と先端技術の

導入に取り組んでいます。

●水の「ピンチテクノロジー」を導入
〜武蔵野ビール工場

ビールの生産においては、中味に使用

する天然水以外にも、製造工程でタン

クや配管などの装置を洗浄したり冷却

するための用水が必要です。工場にお

いては貴重な資源のひとつである水の

有効活用に取り組んでいます。

武蔵野ビール工場では工程用水の使

用量削減の手法として水の「ピンチテ

クノロジー」を用いています。生産プロ

セスで装置の洗浄、冷却において必要

とされる水の質、量と、使用した後の水

の質、量について細かく把握・解析を行

い、使用後の水の再利用先を明らかに

して用水利用の最適化を図りました。

具体的にはビール醸造で使用するタ

ンクの洗浄で、従来は新水のみを使用

していましたが、最終のタンクのリンス

（すすぎ）に用いた水を回収し、膜ろ過

装置で清浄度をあげて、プレリンス工

程用にリサイクルしました。

本システムの導入によりタンク洗浄

水としての使用量が半減でき、武蔵

野ビール工場全体でも水原単位が

0.2m3/kℓ改善しました。

●コジェネレーションシステムを導入
〜利根川ビール工場

2005年12月、サントリーでは5工場目

となるコジェネレーションシステムを

導入し稼動を開始しました。ガスエン

ジン式で発電電力が2400kWの機種

を2基採用し、この自家発電により工

場の年間消費電力の87％をまかなう

予定です。

燃料に天然ガスを原料とした都市ガ

スと、工場排水の嫌気性処理により発

生するメタンガスを主成分とするバイ

オガスを混合し燃焼させることで、当

社工場で導入されたシステムの中で

は、最も高い発電効率を可能にしまし

た。また発電にともない発生する排熱

を温水として回収し温水焚吸収式冷

凍機の熱源として利用することで、60

〜65%が一般的なガスエンジン式の

コジェネレーションシステムのエネル

ギー効率を、本システムでは75％とい

う高効率を達成しました。またCO2排

出削減においても2003年時点に比べ

12,510トン（2003年比31％）の削減

を達成できる見込みです。

従来

リサイクル

プレリンス

排水処理

洗浄・殺菌 最終リンス

プレリンス

排水処理

膜ろ過装置
回収

1回あたりの使用水量が約半分になる　0.2m3/kℓ削減

除菌ろ過

洗浄・殺菌 最終リンス

新水

新水

新水

利根川ビール工場コジェネレーションシステム

ボイラ

場内で
使用

場内で
使用

場内で
使用

質電

場内空調（冷暖房）

蒸気

蒸気

都市ガス

蒸気
ヘッダー

電力

冷水

排ガス

バイオガス
排水処理より

導入システム

温水

受変電設備

冷水
タンク排ガス

ボイラー

2400kW
ガスエンジン

×2

温水焚吸収式
冷凍機×2

洗浄水再利用 (武蔵野ビール工場)

武蔵野ビール工場

利根川ビール工場

省資源・省エネルギーの
具体的な取り組み

エコファクトリーの推進

55 サントリー CSRレポート 2006



●省エネルギーセンター会長賞受賞
〜京都ビール工場

平成17年度省エネルギー優秀事例

全国大会（主催：（財）省エネルギーセ

ンター）で京都ビール工場から応募し

た「冷凍システム改善とガスエンジン 

コ・ジェネ導入による省エネルギー」が

省エネルギーセンター会長賞を受賞

しました。これは京都ビール工場で実

施した、

①冷却すべき温度毎に冷凍システム

を分離することによる冷凍効率向上

②ガスエンジン コジェネレーション

システムの導入による自家発電比率

向上と排熱の最大限の有効利用

により、省エネルギー量2,233kℓ/年

（原油換算）、CO2排出削減量1,741

トン/年という大きな成果と技術が評

価されたものです。今年度の受賞は食

品業界では当工場のみでした。

●サントリービバレッジプロダクツ株式会社　神奈川綾瀬工場
業界トップの省資源・省エネ工場をめざして建設開始

伸長を続ける食品事業の首都圏生産拠点として、2005年12月にサントリービバレッジ

プロダクツ（株）神奈川綾瀬工場が着工しました。

「人と自然と響きあう都市型工場」をコンセプトに2007年春の竣工に向け、クリーンエ

ネルギーの導入、冷却水の循環利用等を設計

に盛り込んで現在建設中です。また工場建設の

段階から仮設建材のリサイクル・リユースに配慮

し、さらには建設資材のエコ調達、排出ガス対

策型の建設機械の使用などで環境負荷の低減

に努めています。

竣工後は敷地内に設置を予定している公園を

一般に開放するほか、地域の美化運動などへの

積極的な参加・協力を行っていく予定です。

●株式会社ティップネス
店舗の省エネルギーを促進するために
コジェネレーションシステムを導入

サントリーのグループ会社ティップネス

は「健康で快適な生活文化の提案と提

供」をモットーに、現在、首都圏・関西圏・

中京・東海圏で47店舗（2006年4月現在）

のフィットネスクラブを運営しています。

同社では、健康で快適な暮らしのお手伝

いをする企業として環境保全活動にも積

極的に取り組み、クリーンなエネルギー

であるガスへの燃料転換を図っている

ほか、2002年12月には西葛西店（東京

都江戸川区）にコジェネレーションシス

テムを導入。翌年3月にはESCO（Energy 

Service Company：省エネルギーサービ

ス）事業者による省エネルギー診断・適

切なシステムの提案・資金調達を受けて、

六本木店（東京都港区）と草加店（埼玉県）

にコジェネレーションシステムを導入し、

現在までに8店舗に導入されています。

このシステムで店舗内の使用電力の一部

をまかなうと同時に、運転時に発生した

熱を利用してシャワー給湯用の温水を作

成しています。

六本木店の省エネルギー効果

年間エネルギー使用量（GJ※1/年）

エネルギー削減量＝452GJ/年
導入後導入前

8,000

4,000

2,000

0

6,000
6,015

6,467

7.0％
削減※2

※1 GJ
ギガジュール：1×109J

※2 対象範囲に対する割合

神奈川綾瀬工場完成イメージ

京都ビール工場

室内プール

生産における取り組み
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サントリーでは、酒類から清涼飲料にい

たる各種商品を、さまざまな容器に入

れてお届けしています。しかしお客様が

消費された後にはこれらの容器の多く

は廃棄物になります。サントリーはその

社会的影響を強く認識し、LCA※の観

点からのエコプロダクツ（環境に配慮

した商品）づくりに取り組んでいます。

環境負荷低減に配慮した容器包装や

販促品とするために、1997年から自

主基準（「環境に係る容器包装等設計

ガイドライン」）を設定して取り組んで

います。2004年には見直しを行い、

3Rの優先順位を明確にして、エコプロ

ダクツづくりに取り組んでいます。

エコボトル
原料にその他色（透明、茶色以外）カレット※を
90%以上使用
※カレット

使用済ガラスびんを細かく砕いたもの

キャップシール
焼却時にダイオキシン発生の恐れのある
塩ビ製からPET樹脂製に変更

バガス紙ラベル
森林資源に配慮してサトウキビの絞りかすを
ラベル原料に使用軽量びん

びん原料の使用量削減と運送による環境
負荷削減のために軽量化

樹脂キャップ
ガラスびんリサイクルで問題ないように
キャップ材質を金属製から樹脂製に変更

こんなエコプロダクツを開発しています
「ザ・サントリーオールド」

3R+2のエコプロダクツづくり

使う量を減らす
資源を大切にするため、

容器を軽くするなど原料の
使用量を減らす工夫を

しています。

3R+2の
エコプロダクツづくり

資源として使う
リサイクル素材を

積極的に使っています。
よりリサイクルしやすい

工夫を加えています。

くりかえし使う
ビールびんや樽、

業務用の清涼飲料びん
などは、何度もくりかえし

使っています。

安全にしています
人体や環境に害の

ないものを
使っています。

無害化

すべての人にやさしく
すべてのお客様に

やさしい商品・サービスの
提供をめざして

います。

ユニバーサル
デザイン

※ LCA（Life Cycle Assessment）
商品が生産され、消費・廃棄されるまでの全
サイクル（原料採取→素材製造→容器製造
→中味充填→流通→消費→廃棄→リサイク
ル）で環境負荷を測定・検討する手法。

容器包装や販売促進用ツールの
ガイドラインを設定

環境や社会への影響を考慮

容器・包装における取り組み

エコプロダクツの企画・開発
消費後の容器の社会的影響を強く認識し、
環境に配慮した商品づくりを進めています

57 サントリー CSRレポート 2006



省資源化や輸送時の環境負荷低減の

一環として、PETボトル、ガラスびん、

缶、ギフトパッケージなど総合的に容

器・包装の軽量化に取り組んでいま

す。また、一部の工場ではPETボトル

を自社内で成型することで、容器メー

カーからの輸送工程で発生していた

環境負荷を削減しています。

ライフスタイルや流通構造の変化に

よってリターナブル容器の比率は減少

していますが、ビールや飲食店用の清

涼飲料等のリターナブルびんは自社

ルートで回収、洗浄し何度も使用して

います。（P.59「容器リサイクルの推進」

参照」）

リサイクル品の品質確保のために国

産品のPETボトルは、全て無色透明に

しています。フランス産ミネラルウォー

ター「Vittel」は、世界中で薄いブルーの

ボトルで販売されていましたが、当社取

り扱いにあたり変更を要請し、日本で

は無色透明ボトルで販売しています。

また、お客様からのラベルの剥がしや

すさに対するご要望を踏まえて、炭酸

飲料のミシン目入りラベルに新素材を

導入しています。「天然水（2リットル）」

のロールラベルでは「はがし口」の

表示を端に入れるなど様々な改善を

行っています。

●ガラスびん

色調の問題から再生しづらいとされて

いる「その他色カレット」を90％以上

原料としたガラスびん「エコボトル」を

採用しています。「無色ガラス」としてリ

サイクル可能なように表面に樹脂コー

ティングした色びんも採用しています。

容器軽量化の取り組み

●サントリーのPETボトルの76%を軽量化

さまざまなPETボトル軽量化に取り組み、2005年には当社PETボトルの76％を軽量化

しています。

簡単にはがせて分別しやすい
新ラベルを開発

「はがしやすいラベルにしてほしい」

というお客様の声にお答えし、寿精

版印刷（株）と共同で清涼飲料や酒

類のガラスびんに使用する新ラベル

「易
 い はく り かんねつ

剥離感熱ラベル」を開発。第1弾と

して2005年6月から「デカビタC」に

同ラベルを採用し、2006年1月から

はこのラベルに対応した設備を国内

全工場に導入しました。

TOPICS

●さまざまな商品を軽量化

約7,400t削減

2004年度

約9,100t削減

2005年度

［PET樹脂量］ 
約5,200t削減

2003年度

軽量化
53%

未軽量化
47%

軽量化
61%

未軽量化
39% 軽量化

76%

未軽量化
24%

PETボトル
「サントリー天然水」
2ℓPETボトル

59g 47g

6缶マルチパック
他社に先駆けて軽量化を推進

39g 36g 47g 44g1380
g

1280
g

ガラスびん
「角瓶」ジャンボボトル

100
mm

85
mm

樹脂ラベル
「DAKARA」280mℓPETボトル
ラベルサイズを縮小

縦幅

レギュラー缶マルチパック ロング缶マルチパック

樹脂コーティングびん
泡盛「天龍蔵」

はがしやすいデカビタCのラベル

容器の軽量化を推進

設計段階からリサイクルの
しやすさに配慮

容器の回収・再利用

容
器
・
包
装
に
お
け
る
取
り
組
み

エ
コ
プ
ロ
ダ
ク
ツ
の
企
画
・
開
発
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使用済みの飲料容器をリサイクルする

ことは、容器の原料となる資源を節約

できるだけでなく、容器の製造に使う

エネルギーの大幅な削減にもつながり

ます。サントリーでは、業界団体や自治

体と連携し、また、お客様にもご協力

いただきながら容器リサイクルを推進

しています。「容器リサイクル法」の浸透

により、いずれの素材の容器とも、回

収率、リサイクル率が年々向上し、世界

でも最高のレベルに達しています。

ビール・発泡酒や飲食店用の清涼飲

料のリターナブル容器は、自社ルート

を使って回収し、何度も繰り返し使用

しています。一方、ウイスキーなどのワ

ンウェイ容器は多品種が流通し、しか

も回収時に各社の容器が混在するた

め、各市町村などによる効率的な回収

ルートを活用しています。

2005年のリターナブルびん回収総量

は130百万本でした。

●事業系ガラスびんの回収

酒販店様や飲食店様から排出される

事業系ガラスびんについては、1974年

に専門の業者による回収ルートを構

築し、流通チャネルでの回収活動を支

援して円滑な回収が行われています。

リサイクルシステムの構築・円滑な運営

のため、業界や社会での活動にも積極

的に参画しています。1997年に施行

された容器包装リサイクル法は、消費

者・市町村・事業者の責任分担を明確

にしたものです。

サントリーは、法を遵守し、再商品化委

託料を負担することで事業者としての

リサイクルの義務を果たすとともに、各

種リサイクル業界団体に積極的に参画

し効率的なリサイクルシステム構築と、

リサイクルの推進に努めています。

容器包装リサイクル法とは？

家庭から排出される容器包装廃棄

物のリサイクルを義務付ける法律。

消費者の分別排出、市町村の分別回

収・保管、そして事業者（容器包装の

製造業者、容器包装を利用した商品

の製造業者、小売業などの包装利用

事業者）の再商品化（＝リサイクル）

という役割分担を定めています。これ

に基づき事業者は（財）日本容器包

装リサイクル協会に再商品化委託料

を支払い、同協会がリサイクル事業

者に委託料を支払って再商品化を委

託しています。

容器回収率の推移

各業界団体データより（%）

※ 各リサイクル率の2005年度数値は、2006年7月頃公表される予定です。

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004（年度）
0

20

40

60

80

100

スチール缶 
79.6

72.6

67.4

82.5

74.7

73.9

78.6
82.9

78.5

84.280.6

77.8

85.2
82.8

82.0

86.1
83.1

83.3

87.5

81.8

90.3

86.1

90.787.1

9.8
16.9

22.8

34.5

44.0

53.4

61.0 62.3
アルミ缶 

PETボトル
（市町村＋事業系回収率） 

ガラスびん 

容器包装リサイクル法のしくみ

リサイクル
の委託 

商品の購入 

委託料
支払い  

リサイクル
事業の
委託  

消費者 市町村 

事業者 
容リ
協会※ 

分別排出の役割 

再商品化の役割 

分別収集の役割 

リサイクル
事業者

※ （財）日本容器包装リサイクル協会

サントリーが参画している
リサイクル業界団体

●（財）日本容器包装リサイクル協会
http://www.jcpra.or.jp
活動：容器包装リサイクル法の推進、情報提供
役職：総務企画委員・ガラスびん事業委員・

PETボトル事業委員
●（社）食品容器環境美化協会
http://www.kankyobika.or.jp/
活動内容：飲料容器の散乱防止
役職：企画委員

●ガラスびんリサイクル促進協議会
http://www.glass-recycle-as.gr.jp/
活動内容：ガラスびんのリサイクル推進
役職：運営委員、企画委員、ボトラー委員

●PETボトルリサイクル推進協議会
http://www.petbottle-rec.gr.jp/
活動内容：PETボトルのリサイクル推進
役職：理事、推進委員、再利用委員等

●アルミ缶リサイクル協会
http://www.alumi-can.or.jp/
活動内容：アルミ缶のリサイクル推進
役職：理事、企画委員、広報委員

●全国清涼飲料工業会（環境委員会、自販機委員会等）
http://www.j-sda.or.jp/

●ビール酒造組合（容器環境部会）
http://www.brewers.or.jp/index.html

●日本洋酒酒造組合（社会環境問題対策委員会）
●日本蒸留酒組合（社会環境問題対策委員会）
http://www.shochu.or.jp/

●日本洋酒輸入協会（空容器再利用委員会）など
（2006年4月1日現在）

酒類・飲料業界団体の
環境関連委員会への参画

容器回収への取り組み

業界や社会での活動に
積極的に参画

酒類・清涼飲料
メーカーとしての責任

容器・包装における取り組み

容器リサイクルの推進
容器を大量に使用する企業の社会的責任として、
自治体、業界団体、お客様と連携した活動を強化していきます
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●マテリアルリサイクル

回収された使用済みのPETボトルは、

異物などが除去されて洗浄された後、

フレーク（薄片）やペレット（粒）に加

工されます。さらに、これらを溶かして

糸状にしたものはシャツなどの繊維製

品に、フィルム状に薄く伸ばしたものは

卵パックなどのシート製品に、成型し

たものはプランターや文房具などに生

まれ変わります。

こうしたリサイクル手法を「マテリアル

（材料）リサイクル」といいます。

サントリーは、工場やグループ会社従

業員の制服、自動販売機横の容器回

収ボックスなどにPETボトルの再生品

を使用しています。（P.61「グリーン購

入」参照）

容器の回収〜リサイクルの流れ

●PETボトルの回収

PETボトルの回収量･回収率は着実に伸

び、回収率は60%を超えています。また、

これに使用済みPETボトルの資源として

の輸出量（中国などで繊維の原料として

使用）を加えると、実質のリサイクル率は

さらに高いものになっていると考えられ

ます。

●ガラスびんの回収

飲料容器としての歴史の長いガラスびん

は、その回収・リサイクルのためのルートも

確立されています。使用済みのガラスびん

は、回収され、カレット（ガラスびんを細か

く砕いたもの）に加工された、主にガラスび

ん製造の原料に使用されていますが、断熱

材やタイル・路盤材など、びん以外の用途

にも活用されています。

●缶の回収

使用済みの飲料缶（アルミ、スチール）は、

資源として有価で取引され、様々なルート

を経由して、再び缶や、自動車・建設資材な

どに再生されています。リサイクルすれば、

ボーキサイト（アルミの原料）や鉄鉱石（鉄

の原料）から作るときと比べて、アルミ缶で

97%、スチール缶で75%ものエネルギー

を節約できるのです。

ケミカルリサイクル「ボトルtoボトル」とは？

使用済みの食品用PETボトルを化学分解して

PET樹脂の原料に戻し、再び食品用ボトルとし

て再生することを「ボトルtoボトル」と呼びます。

この技術は世界で初めて日本で開発されたもの

で、安全性についても「食品安全委員会」で確認

されたことから2004年に実用化されました。

「ボトルtoボトル」は、回収したボトルを分子レベ

ルまで分解することで石油から製造されるもの

と同等の高純度のPET樹脂原料が得られ、資源

とエネルギーの節減につながっています。

商品 

配送 

商品 

配送 

中味
メーカー

リサイクル
工場

容器メーカー

︿
ボ
ト
ル
to
ボ
ト
ル
﹀

繊維
メーカー

など

繊維製品など 

飲食店
・

自販機

お客様 空PETボトル 

自治体回収

回収業者

空PETボトル 

●PETボトルの回収・リサイクル

飲食店・
自販機

カレット
業者

製びん
メーカー

他

商品 

配送 

中味
メーカー

回収業者

新びん 

空びん 

お客様

お客様
中味

メーカー 卸店
商品

空びん
びん商

配送

商品

自治体回収
空びん

●リターナブルびん

●ワンウェイびん

小売店

 

自
治
体
回
収

合金
メーカー

空き缶 

飲料缶（アルミ・スチール）

スチール

アルミ空き缶

お客様

スチール

アルミ
建
築
資
材
な
ど

製缶
メーカー

配送 商品

商品配送

飲食店・
自販機

中味
メーカー

●缶の回収

回
収
業
者

回収業者 製鉄
メーカー

「ボトルtoボトル」の仕組み

「ボトル to ボトル」ルート 
従来の原料を材料としたルート 

化学分解法 
自治体
分別収集 

原
 

油 

ナ
フ
サ

P
E
T
原
料

P
E
T
樹
脂

P
E
T
ボ
ト
ル

飲
料
メ
�
カ
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消
費
者

サントリー工場ご案内担当者の
PETボトル再生繊維製の制服

PETボトルのリサイクル製品の
活用

容
器
・
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装
に
お
け
る
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り
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器
リ
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   PETボトル再生素材の購入

再生原料

再生 PET 繊維

製品

工場ユニフォーム

グループ会社の
ユニフォーム

1998

3,325

ー

3,325

1999

8,961

ー

8,961

2000

4,508

ー

4,508

2001

9,198

8,080

17,278

2002

10,233

14,025

24,258

2003

10,437

13,858

24,295

2004

11,978

16,027

28,005

合計

67,757

77,579

145,336

2005

9,117

25,589

34,706合計

(着)

グリーン調達とは、生産に必要な容器

包装資材などを購入する際に、環境に

配慮した製品を優先的に選択するこ

とです。

サントリーでは「グリーン調達基本方

針」「グリーン調達ガイドライン」を定

め(1999年)、個々の資材に対して基

準を設けると同時に、各サプライヤー

に環境対応を要請しています。

現在、取引先工場の8割が環境マネジ

メントシステムISO14001を認証取得

するなど環境対応が向上し、「グリー

ン調達ガイドライン」の取引先評価基

準に基づくグリーン調達総合評価で

も、2005年対象の36社の平均は3.7

点(5点満点、2004年も平均3.7点)と

なりました。今後もさらなる向上を目

指していきます。

今後は、サプライヤーと協働したCSR

の観点にたった取組みが不可欠にな

るため、サントリーではグリーン調達

から進化したCSR調達の展開に向け

て検討を進めています。

サントリーは、1996年からグリーン

購入に取り組み、2000年には、「サン

トリーグリーン購入基本方針」を制定

し、運用しています。

一層の推進を図るため、「グリーン商

品」が豊富に品揃えされているネッ

ト購買システムを2001年に導入し、

2003年4月からはグループ各社にも

拡大、2005年度は4社増えて計28社

となりました。

今後もネット購買システムをグループ

会社に広げ、グループ全体のグリーン

購入を進めていきます。

●さまざまな機会を

通じてグリーン購入を推進

ネット購買システムでは「グリーン商

品」を定番商品(推奨商品)として設

定しています。アイテム数では83%

が「グリーン商品」となり、2005年

度のグリーン購入金額比率は85%

になりました。なお、容器リサイクル

推進にもつながるガラスびんカレット

をタイル・ブロックに再生した製品を、

1998年の購入開始以降これまでに

約4,600㎥利用するとともに、ペット

ボトル再生繊維の制服も積極的に採

用しています。

また営業車への低公害車導入も積極

的に推進し、全760台に対して採用率

が85%となりました。これからもあら

ゆる機会を通じてグリーン購入を推進

していきます。

九州熊本工場では、工場が竣工した2003年から製造ラインの缶を搬送するコンベア

に再生プラスチックチェーン「エコチェーン」を使用しており、購入から3年経った現在

も新品と全く変わらない性能を発揮しています。また、その他の6工場では、2003年か

ら2004年にかけてチェーン再生に関してコンベアメーカーと契約を結び、使用済みの

チェーンをリサイクル材として提供しています。現在までに約3トンの使用済みチェーン

を提供し、その一部はすでに約900m分のリサイクルチェーンとして再生されています。

商品を搬送するエコチェーン(九州熊本工場)

エコチェーン

PETボトル再生繊維の
ユニフォーム

グリーン購入の推進

工場におけるグリーン購入〜エコチェーンの導入〜

グリーン調達・グリーン購入
調達・物流における取り組み

お取引先とともに環境負荷の少ない資材・原材料や 
製品・サービスの調達・購入を優先的かつ積極的に進めています

グリーン調達の推進
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サントリーグリーン調達基本方針（1999年制定）

資材の評価基準

１.再生資源ならびにエネルギーなどに関する法律・条例に適合し

ていること

２.法律およびサントリーの定める使用禁止物質を含有していな

いこと

３.廃棄にあたり、化学物質、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染発生

の環境負荷が低いこと

４.再生資源の使用や小型化などにより省資源や省エネルギー化

が図られていること

５.リサイクル設計がなされていること

６.処理や処分が容易なこと

７.資材に関する環境情報を公開していること

取引先の評価基準

Ａ.ISO14001を取得していること

Ｂ.ISO14001を取得していない場合、下記ガイドラインの項目に

従って経営管理されていること

１.環境保全に関する企業理念・方針を有し関連会社を含む全部門、

全従業員に周知すると共に、一般の人々にも開示していること

２.環境保全活動を推進する組織および環境管理計画を有すること

３.法規制や環境側面を評価・管理するシステムを構築していること

４.省資源、省エネルギーの生産管理体制になっていること

５.省資源、省エネルギー及び排ガス抑制等のための物流合理化

に取り組んでいること

６.環境保全に関する教育・啓発を従業員および関連する業務従

事者に対し行っていること

７.環境負荷低減に関する情報を積極的に提供すること

サントリーグリーン購入基本方針（2000年制定）

持続可能な社会の構築のために、環境に与える負荷ができるだけ小さい原材料・製品・サービスなどを

優先的に購入する活動である「グリーン購入」に、サントリーグループ全体で積極的に取り組む。

１.購入の基本的な考え方

●地球資源保護のため、必要な量だけ購入する。

●環境に与える負荷が小さい物品・サービスを優先的に購入

する。

●環境保全に積極的な取り組みをしている取引先からの購入を

優先する。

２.物品購入などの基本的な考え方

●法律、関係団体の規定、社内基準などがある場合はそれに

従う。（社内基準とは、商品設計ガイドラインなど）

●関係する基準がない場合は、以下を判断基準とする。

①第三者機関が発行する「環境ラベル」（エコマーク等）の取得

②下記の視点で、より環境負荷が少ないこと

・環境汚染物質などが使用されていない、または削減の工夫

がある

・製造・流通・使用の各段階で、資源やエネルギーの消費量が少

ない

・生態系を壊さない資源採取をおこなっている

・修理・部品交換などにより長期間使用可能である

・再使用が可能である

・リサイクルが可能である（分別が容易な設計、リサイクルシス

テムがあるなど）

・再生素材および再使用部品の使用率が高い

・処分（焼却・埋立）された時に有害物を出さない

３.対象とする物品など

オフィス用品、資材、原料、設備などサントリーグループが購入

するすべての物品・サービス

調
達
・
物
流
に
お
け
る
取
り
組
み

グ
リ
ー
ン
調
達
・
グ
リ
ー
ン
購
入
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サントリー 

輸送依頼情報
(洋酒・ビール・ワイン)  

サントリーフーズ

輸送依頼情報
(清涼飲料)

包材メーカー

輸送依頼情報
(缶・びん・ダンボール他) 

他 社 

輸送依頼情報
(電化製品など)  

サントリー (株) 

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

③ 1台あたりの売上がより高く
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。 

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 

 A 運送会社 B 運送会社 C 運送会社 D 運送会社

    輸送時におけるCO2排出

出荷数量2000年度比(%) 輸配送量(百万tkm)

CO2排出量(千t) 

輸配送量

出荷数量

0

400
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1,200

1,600

0

30

60

90

120

103

1,333

90

2003

111

1,457

97
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113

1,439

95
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   モーダルシフト比の推移

2003 2004 2005

海上輸送 トラック輸送 鉄道輸送
 (%)

67

4

33％29

72 72

5 4

23 28％ 28％24
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25

0

統合配車®システムのイメージ

   大型化率の推移

大型化率
 (%)

2003 2004 2005

58

42

100
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25

0

69

31

77

23

サントリーは、原料・包資材の調達から

商品をお客様にお届けするまでの一

連の物流・輸送業務に関して、地球環

境への負荷を軽減するため、モーダル

シフトの推進とともに、自社で開発した

「Web統合配車®システム」を活用し、

高効率輸送を実施しています。

2005年度の輸配送量(重量×距離)は

前年度比1%減でしたが、輸送効率の

改善により、CO2排出量は前年度比

3%減の2,600トン削減、またSOxおよ

びNOxの排出量はそれぞれ5%減とな

りました。

国土交通省が推進するグリーン経営

認証については、2005年度末現在

39拠点が取得しています。（P.32「お

取引先との関わり」参照）

また、2006年4月の「改正省エネ法」

施行に先立ち、輸配送業務を委託して

いる物流協力会社の月別・車両別走行

距離、燃料使用量、積載量などをもと

に、CO2排出データを収集し、実態の

把握および今後の具体的な削減目標

を策定するなど、サントリーグループ

一体となった、環境保全に配慮した物

流の実践に努めています。

サントリーグループでは、「統合配車®

システム」により、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、環境負荷の一層の軽減を

図っています。

また、物流協力会社に対しては、停車

時にエンジンを止めるアイドリングス

トップ、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。

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トレーラー

や25トン車といった大型車両への変

更を進めています。2005年度末時点

での大型車両の比率は77%となり、

前年度比で8ポイント向上しました。

今後も統合配車とあわせて大型化を

推進していく計画です。

中長距離輸送については、トラックに

比べてCO2排出量が少ない鉄道・海上

船舶輸送に配送方法を変更するモー

ダルシフトを推進しています。2005

年度は海上輸送が5％増、鉄道輸送は

前年度並みとなり、モーダルシフト率

は前年度比5ポイント増の33％となり

ました。また500km以上の輸送では、

モーダルシフト率64.8％をすでに達成

しており、国土交通省の目標（2010年

までに50％）を大きく上回っています。

環境に配慮した物流の実践で
CO2削減

統合配車の拡大・拡充

使用車両の大型化を推進

モーダルシフトの推進

物流における環境配慮
調達・物流における取り組み

高効率輸送を実現する独自の配送システムを構築し、
地球環境への負荷を軽減しています
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   全自動販売機に占めるエコベンダーの割合

サントリーは1996年度から従来の自

動販売機よりも消費電力が少ない「エ

コベンダー」を導入。2005年度末時

点で、サントリーの全自動販売機約41

万台中の96％にエコベンダーを使用

しています。

また、自動販売機の長寿命化・リユー

ス推進のため、自動販売機メーカーに

対して部品の標準化や構造の改良を

提案しています。これにより、廃棄した

自動販売機部品の再利用、メンテナン

スが容易になりました。

●自動販売機廃棄処理の適正化と

ノンフロンベンダーの推進

業界に先駆けて廃棄自動販売機を回

収・リサイクルする「自動販売機廃棄

処理システム」を構築し、1997年1月

から全国規模で展開しています。

また、2001年4月の「廃棄物処理法」

の改正を受け、廃棄自動販売機の事

前選別から最終処分にいたるまで、厳

しく管理しています。

特に、自動販売機の冷媒として使用さ

れるフロンについては、2002年4月

施行の「フロン回収・破壊法」に基づい

て回収量の把握・適正破壊処理を実

施し、2005年には約7.7トンのフロン

を回収・破壊しました。

さらに、2005年度からフロン不使用

の自動販売機を導入し、2006年2月

時点で200台を設置しています。今後、

2年間で約1500台の設置をめざして

います。

●空容器の散乱防止対策を推進

飲料業界6団体による（社）食品容

器環境美化協会の主要メンバーとし

て、環境美化のため空容器の散乱防

止活動に取り組み、自動販売機1台

に1個を基本に空容器回収ボックス

を設置しています。この回収ボックス

は、再生PET樹 脂 製で、2005年 度

には164トンの樹脂を使用しました。

また自動販売機に散乱防止のため

の統一美化マークと管理責任を明確

にする「管理者統一ステッカー」を貼

付しています。

なお、2005年からは屋外の自動販

売機に設置場所を示す「住所表示

ステッカー」を貼付し、事件・事故・災

害時の緊急通報に役立てています。

2005年度は約67%に貼付しました。

オフィスでの環境負荷低減のため、各

事業所でさまざまな活動を行ってい

ます。特にごみの減量化と再資源化に

重点をおいて取り組み、本社・お台場

オフィスでは、ごみの分別ルールを徹

底した結果、2005年度の再資源化

率は2004年度より2%改善し97%と

なりました。また「ペーパーレス」や「用

紙の裏面利用」など、紙の使用量削減

活動も継続的に実施しています。本社

では、廃棄物の減量推進および適正

処理が評価され、6年連続で「ごみ

減量優良建築物表彰」(大阪市)を受

賞しています。

また、2005年は「チーム・マイナス

6%」に参加し、クールビズ・ウォームビ

ズを実施するなど、温暖化防止対策

の取り組みを行っています。

回収ボックス

住所表示ステッカー

エコベンダー

統一美化マーク リサイクルボックス

オフィスにおける環境活動

自動販売機における環境配慮 販
売
・
オ
フ
ィ
ス
に
お
け
る
取
り
組
み

エコベンダー (環境配慮型の自動販売機)導入や
オフィスにおけるごみの減量化・再資源化など、さまざまな取り組みを展開しています

販売・オフィスでの環境配慮
販売・オフィスにおける取り組み

販
売
・
オ
フ
ィ
ス
で
の
環
境
配
慮
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「天然水の森 赤城」(2005～)

「天然水の森  子持山」(2004～)

「天然水の森 白州」(2004～)

「天然水の森 
湯の峰」
(2005～)

「天然水の森 塩尻」(2005～)

西山森林
整備推進協議会 (2005～)

天王山周辺
森林整備推進協議会 (2005～)

「天然水の森 阿蘇」
(2003～)

❶

❸

❹❺
❻ ❽

❼

❷

製品づくりに水が欠かせないサント

リーにとって、水源涵養活動は社会的

責任と認識して、森林保全活動の場を

サントリー「天然水の森」と名付け、各

地で展開しています。

❶「天然水の森 阿蘇」(熊本県)

2003年に竣工した九州熊本工場の

水源地にあたる熊本県南阿蘇外輪山

の国有林102haで、国と協働して60

年間にわたる水源涵養機能の高い森

づくりに取り組んでいます。

なお、2005年に九州熊本工場は第

19回「肥後の水資源愛護賞」（主催：

(財)肥後の水資源愛護基金、熊本日日

新聞社・熊本県）を受賞しました。

❷「天然水の森 白州」(山梨県)

2004年から白州蒸溜所、白州水工場

近くの森林約62haを(社)国土緑化推

進機構と協働で整備することで合意

し、第１期整備に着手しました。

❸「天然水の森 子持山」(群馬県)

2004年、「法人の森
も り

林」制度を利用

し、北群馬郡子持山の国有林約5ha

を国と協働して35年間にわたり水源

涵養林として整備しています。

また隣接する約4haの森林を「ボラン

ティアの森」として環境教育などで活

用しています。

❹❺天王山周辺森林整備推進協議会・

西山森林整備推進協議会

  (天王山 ： 大阪府・京都府、

 西山： 京都府)

大阪と京都にまたがる天王山周辺（約

250ha）の保全・整備に向けて、2005

年2月に行政・学識経験者・所有者・地

域住民・ボランティアなどの関係者と

「天王山周辺森林整備推進協議会」を

設立し、森林整備活動に取り組んでい

ます。

また、京都府長岡京市西部に位置す

る西山（約800ha）についても2005

年6月に「西山森林整備推進協議会」

を設立し、同様の取り組みを行ってい

ます。

「天然水の森 赤城」

「天然水の森 阿蘇」

「天然水の森 白州」

天王山 西山

「天然水の森 子持山」

各地で森林保全活動を展開

サントリーの森林保全活動

全国で自然保護活動を展開
自然保護活動

地球環境を守り、持続可能な社会に貢献できるよう、 
水源涵（かん）養をはじめとする自然保護活動を全国各地で展開しています
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財団法人 日本鳥類保護連盟

トキの野生復帰連絡協議会

財団法人 山階鳥類研究所

北海道海鳥センター友の会

NPO法人 ナベヅル環境保護協会

NPO法人 どうぶつたちの病院
ヤンバルクイナ保護プロジェクト

東京都

新潟県

千葉県

北海道

山口県

沖縄県

放置テグス（釣り糸）の野生鳥類への被害減少のための活動

トキの野生復帰のための協働連携事業
（トキの生息環境創出のための機材整備と各集落への普及啓発）

ヤンバルクイナの保護回復に関する研究

ウミガラス繁殖地におけるコロニーの回復と海洋環境保全啓発

ツルと人の共生の里づくり

ヤンバルクイナの絶滅回避のための飼育および
野生復帰に関する研究

  50万円

200万円

250万円

150万円

100万円

200万円

助成金額団体名 所在地 助成の対象となった活動

公益信託「サントリー世界愛鳥基金」
「鳥類保護団体への活動助成」部門 2006年度助成先一覧

❻「天然水の森 塩尻」(長野県)

2005年11月に長野県塩尻市と「森
も

林
り

の里親」契約を締結し、塩尻市が所有

する2つの区画（計18ha）の森林整備

に取り組んでいます。

❼「天然水の森 湯の峰」（和歌山県）

2005年11月から和歌山県が実施す

る「企業の森」事業に参画し、田辺市

本宮町内において世界遺産である「熊

野古道」沿いの約4haを、地域や行政

と協力して森林環境の保全・育成を推

進しています。

❽「天然水の森 赤城」（群馬県）

2005年12月に利根川ビール工場の

水源地にあたる赤城山の国有林約

10haを「法人の森
も

林
り

」制度を利用して、

30年に渡って国と協働して整備して

いく契約を締結しました。群馬県では

2ヶ所目の活動となります。

2004年3月、こどもたちに水を育む森

の大切さを学んでもらう次世代教育サ

ントリー「森と水の学校」を「天然水

の森 阿蘇」に開校しました。

「森と水の学校」は、地元の森林イン

ストラクターやネイチャーゲームリー

ダーにより、運営されています。プログ

ラムの中には九州熊本工場見学もあ

り、企業の環境保全に対する取り組み

についても学んでいただけます。

2005年度は、合計28回の開催で約

1,400名の親子にご参加いただきま

した。また、2006年からは「阿蘇」と

「白州」で宿泊型の「森と水の学校」も

開始しました。

サントリーは1973年に野鳥の保護を

通じて自然保護活動に取り組む愛鳥

キャンペーンを開始しました。

同年には民間企業として初の「バード

サンクチュアリ(野鳥の聖域)」を白州

蒸溜所に開園し、探鳥会や巣箱掛け

などの愛鳥活動を行っています。また

絶滅の危機にあるアホウドリの復活

を支援する募金活動、野鳥保護の啓

発リーフレットの制作・販売など、さま

ざまな活動を行っています。

1990年には公益信託「サントリー世

界愛鳥基金」を創設し、国内外の鳥

類保護団体の活動に関する助成を行

い、大きな成果をあげています。

●「鳥類保護団体への活動助成」部門

国内外の鳥類保護団体の活動に対し

て、1990年 度の第1回から2006年

度の第17回までにのべ79団体に2億

200万円の助成を行っています。

●「地域愛鳥活動助成」部門  ＜新設＞

鳥類保護活動の裾野を広げるため

に、2006年度より「地域愛鳥活動

助成」部門を新設。身近な鳥類保護・

観察活動を行う学校のクラブ、ボラン

ティア団体などの地域グループに対

し、第1回目の2006年度は、計14件、

195万円の助成を行いました。

 

絶滅危惧種の保護
山崎蒸溜所と京都ビール工場では、地元に

ある「乙
おとくに

訓自然を守る会」から委託を受け、

場内で絶滅危惧種に指定されている植物

を栽培・育成しています。山崎蒸溜所では「カ

リガネソウ」（稀少植物）や「サワキキョウ」

「フジバカマ」など、京都ビール工場では「カ

リガネソウ」と「ミズアオイ」を栽培・育成しています。また同工場では、生育している約

150の植物を掲載した図鑑「京都ビール工場の花木たち」を作成。自由に閲覧できます。
サントリー「森と水の学校」

カリガネソウ

啓発リーフレット

森や自然の大切さを学ぶ
サントリー「森と水の学校」

野鳥保護を通じた自然保護活動
愛鳥キャンペーン

自
然
保
護
活
動

全
国
で
自
然
保
護
活
動
を
展
開
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2005年度 環境教育実施時間
(集合研修)

子持山（群馬県）

阿蘇（熊本県）

白州（山梨県）

天王山（大阪府・京都府）

西山（京都府）

合計

10/29

11/12

11/19

11/26

11/26

約 20 人

約 90 人

約 40 人

約 40 人

約 60 人

約 250 人

実施場所 実施日 参加者数

対象

新入社員全員

工場従業員全員

廃棄物処理法勉強会
（コンプライアンスリーダー）（35 部署）

お客様センター対応メンバー全員

従業員森林保全活動　( 約 250 名）

年間研修時間

50 分／人

4 時間／人

0.5 時間／人

2 時間／人

4 時間／人

2005年度昇格候補者試験環境項目
受験者数

受講者 428 人

環境e-ラーニング

サントリー

サントリーグループ

年間研修時間

2.5 時間／人

2.5 時間／人

対象 受講者

2,399人

1,527人

2005年度森林保全活動

環境経営を推進していくためには、一

人ひとりの環境に関する知識と意識

の向上が必要であるとの考えから、サ

ントリーは、新入社員に対する入社時

の研修や昇格候補者試験など、さま

ざまな機会をとらえ、環境教育・啓発

活動を展開しています。

●イントラネットを活用して
環境関連情報を発信

イントラネット上に環境に関する基礎

知識や業務に関係する環境関連法

規、社内ガイドラインなどを公開して

います。

また、最新の環境関連情報、動向など

については「ecoshipニュース」として

全従業員に発信しています。

●グループの従業員に
「環境e-ラーニング」を実施

2004年からグループの従業員を対象

とした「環境ｅ-ラーニング」を実施し

ています。

すでに、サントリーおよびグループ会

社従業員計3,926名が受講するとと

もに、海外駐在員も受講しています。

なお、このシステムを共同開発したグ

ループ会社の（株）サンモアテックで

は、「環境e-ラーニング 基礎編」を外

部企業に販売しています。

●社内報を通じて従業員と
その家族への啓発活動を展開

サントリーグループの環境活動や環境

情報については、社内報「まど」でも紹

介しています。この社内報は、従業員の

意識啓発だけでなく、従業員の家族か

らの理解促進にも役立っています。

●森林保全活動への参加による
環境教育

サントリーでは、環境教育で知識を習

得するだけでなく、「天然水の森」など

において森林保全活動を実践するこ

とによって、自然保護への理解を深め

ています。

2005年はサントリー「天然水の森 

阿蘇」をはじめ、全国５カ所で実施。グ

ループの従業員とその家族、約250名

が森林保全活動に参加しました。

環境e-ラーニング受講風景

「天然水の森 白州」での森林保全活動新入社員研修

社内報「まど」
天王山での森林保全に向けた竹林整備

さまざまな機会で
環境教育を推進

従業員のエコシップ向上のために 
一人ひとりの環境知識と意識啓発活動に取り組んでいます

環境知識・意識の啓発
環境教育・コミュニケーション
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　環境レポート・CSRレポート発行実績

年度

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

環境レポート

環境レポート

環境レポート

環境レポート

環境レポート

環境レポート（詳細版）

Ecoship レポート
（ダイジェスト版）

サステナビリティレポート

Ecoship レポート

CSR レポート（詳細版）

CSR レポート

発行部数

10,000

10,000

12,000

25,000

30,000

15,000

30,000

WEBのみ

30,000

WEBのみ

35,000

ページ数

24

28

36

52

54

64

20

78

42

74

56

レポートの種類

2/7

6/13

7/11

10/2

10/14

11/10、11

11/28

12/10

第 3 回サステナビリティボード

企業の環境経営

企業の環境経営

水源涵養活動

企業の環境経営

サントリーの水源涵養活動、次世代環境教育

グリーン調達、トレーサビリティの考え方、
環境コミュニケーション

市民のエコライフ啓発～次世代環境教育

環境・社会・企業の有識者

東京都内大学

自治体、企業

自治体、NPO、有識者

企業

消費者、NPO、企業他

消費者、NPO、企業他

消費者、NPO 他

9

30

150

120

50

150

30

300

開催日 内容 主な参加者 人数（名）

　2005年度の代表的なステークホルダーダイアローグ開催事例

サントリーはステークホルダーの皆様

との対話を大切にしています。各種ダ

イアローグに加え、ホームページの専

用アドレス「エコメール」、レポートや

ホームページのアンケート、お客様コ

ミュニケーションセンターへのお問い

合わせなど、さまざまな形で皆様のご

意見・ご要望を頂戴し、目標・活動の改

善に活用しています。

「サントリー環境基本方針」に基づい

た継続的な取り組みをレポートにまと

め、1998年から毎年発行しています。

「 環 境 へ の 取 り 組 み SUNTORY 

ECOSHIP」で環境活動を紹介してい

ます。また、専用の電子メールアドレ

ス（eco@suntory.co.jp）を設けるな

ど、ステークホルダーの皆様と双方向

コミュニケーションに努めています。

2005年12月に国内最大級の環境イベ

ント「エコプロダクツ2005」に出展し、

当社の環境活動を紹介しました。

夏休みには、こどもたちに楽しみなが

ら環境への取り組みに触れてもらう

「親子見学会」を開催しています。また、

サントリーの環境活動を紹介したミニ

パンフレット「水と生きる 地球環境へ

の取り組み」を配布しています。

2001年から「地球環境そのものがサ

ントリーの大切な経営資源」という活

動ポリシーを伝える環境広告を展開し

ています。

小学校での環境学習用教材として

2005年に発行し、これまでに約9万

部を全国の小学校などに配布してい

ます。2006年4月には「第5回 消費

者教育教材資料表彰」（主催(財)消費

者教育支援センター）で印刷資料部門

「優秀賞」を受賞しました。

「水を育む森」をイメージしたブース

親子見学会

エコキッズノート

「水と生きる　地球環境への取り組み」

http://suntory.jp/ECO/

環境広告
環境報告書・CSRレポートの発行

ホームページ

環境教育の支援教材
「エコキッズノート」発行

「エコプロダクツ2005」への出展

工場でのコミュニケーション

ステークホルダーとの対話

環境保全活動をより充実していくために、 
お客さまとともに環境を考えていきたいと考えています

環境コミュニケーションの推進
環境教育・コミュニケーション

環
境
教
育
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

環
境
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
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事業種別売上構成（2005年度連結）

酒類
（ビール、洋酒、焼酎、
RTD、ワイン） 
5,109 億円

その他
（花苗、外食、スポーツ、レジャー他）

1,171 億円

食品
（飲料、健康食品、加工食品）

7,457 億円 日本 12,131 億円

アジア・オセアニア
805 億円

欧州 87 億円

米州 714 億円

連結売上高（億円） グループ（人） サントリー（人）連結経常利益（億円） 単体売上高（億円） 単体経常利益（億円）

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

16,000

12,000

8,000

4,000

0

1,000

750

250

500

0

10,000

7,500

5,000

2,500

0

600

450

150

300

0
2001 2002 2003 2004 2005

14,343

501

13,839

690

13,198

562

13,167

542

13,737

585

8,334

208

22,800

4,952

21,653

4,625

18,059

4,544

18,429

4,582

19,462

4,615

8,160

361

7,660

254

7,889

176

7,856

244

25,000

20,000

15,000

10,000

8,000

0

会社概要

サントリーグループ 

グループ会社   172社（2005年12月31日現在）

従業員数   19,462名（2005年12月31日現在）

連結売上高   13,737億円（2005年1月1日～2005年12月31日）

連結経常利益   585億円（2005年1月1日～2005年12月31日）

サントリー株式会社 

本社所在地   大阪府大阪市北区堂島浜2-1-40

サントリーワールドヘッドクォーターズ所在地 東京都港区台場2-3-3

創 業   1899年 

設 立   1921年12月1日 

資本金   300億円 

従業員数  4,615名（2005年12月31日現在）

売上高   7,856億円（2005年1月1日～2005年12月31日）

経常利益   244億円（2005年1月1日～2005年12月31日）

連結売上高・経常利益 単体売上高・経常利益 従業員数

地域別売上構成（2005年度連結）

事業活動の概要
サントリーグループは、企業理念「人と自然と響きあう」のもと、

世界の人々、人々を取り巻くさまざまな自然環境と響きあいながら、

お客様のニーズに的確にお応えする商品・サービスを提供すべく、

事業経営を推進しています。
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事業種別売上構成（2005年度連結）

酒類
（ビール、洋酒、焼酎、
RTD、ワイン） 
5,109 億円

その他
（花苗、外食、スポーツ、レジャー他）

1,171 億円

食品
（飲料、健康食品、加工食品）

7,457 億円 日本 12,131 億円

アジア・オセアニア
805 億円

欧州 87 億円

米州 714 億円

連結売上高（億円） グループ（人） サントリー（人）連結経常利益（億円） 単体売上高（億円） 単体経常利益（億円）

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

16,000

12,000

8,000

4,000

0

1,000

750

250

500

0

10,000

7,500

5,000

2,500

0

600

450

150

300

0
2001 2002 2003 2004 2005

14,343

501

13,839

690

13,198

562

13,167

542

13,737

585

8,334

208

22,800

4,952

21,653

4,625

18,059

4,544

18,429

4,582

19,462

4,615

8,160

361

7,660

254

7,889

176

7,856

244

25,000

20,000

15,000

10,000

8,000

0

会社概要

サントリーグループ 

グループ会社   172社（2005年12月31日現在）

従業員数   19,462名（2005年12月31日現在）

連結売上高   13,737億円（2005年1月1日～2005年12月31日）

連結経常利益   585億円（2005年1月1日～2005年12月31日）

サントリー株式会社 

本社所在地   大阪府大阪市北区堂島浜2-1-40

サントリーワールドヘッドクォーターズ所在地 東京都港区台場2-3-3

創 業   1899年 

設 立   1921年12月1日 

資本金   300億円 

従業員数  4,615名（2005年12月31日現在）

売上高   7,856億円（2005年1月1日～2005年12月31日）

経常利益   244億円（2005年1月1日～2005年12月31日）

連結売上高・経常利益 単体売上高・経常利益 従業員数

地域別売上構成（2005年度連結）

事業活動の概要
サントリーグループは、企業理念「人と自然と響きあう」のもと、

世界の人々、人々を取り巻くさまざまな自然環境と響きあいながら、

お客様のニーズに的確にお応えする商品・サービスを提供すべく、

事業経営を推進しています。

事業活動の概要

サントリーグループの概要
サントリーは、酒類、食品、健康食品、外食、花など
幅広い分野で活動を展開しています

事
業
活
動
の
概
要

サ
ン
ト
リ
ー
グ
ル
ー
プ
の
概
要
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●モリソンボウモア ディスティラーズ［イギリス］ 
●サントリーヨーロッパ［イギリス］ 
●サントリーロンドン支店［イギリス］ 
●ロバートヴァイル醸造所［ドイツ］ 
●トカイ ヒツル［ハンガリー］ 
●サントリーフランス［フランス］ 
●シャトー ラグランジュ［フランス］ 
●グラン ミレジム ド フランス［フランス］ 
●シャトー ベイシュヴェル［フランス］ 
●シャトー ボーモン［フランス］ 
●バリエール［フランス］ 
●ルイ ロワイエ［フランス］ 
●ルジェ ラグート［フランス］ 

●上海サントリー梅林北京 ［中国］ 
●江蘇サントリー ［中国］
●サントリーワールドヘッドクォーターズ ［日本・東京］
●サントリー本社 ［日本・大阪］
●ソンボ ［韓国］
●サントリー台湾 ［台湾］
●サントリー台北事務所 ［台湾］
●レストランサントリー台北店 ［台湾］
●サントリー上海支店 ［中国］
●サントリー中国投資 ［中国］
●サントリービール （上海） ［中国］
●サントリービール （昆山） ［中国］
●サントリー （上海） 販売 ［中国］
●上海サントリー梅林食品 ［中国］
●サントリー上海食品 ［中国］
●東海ビール ［中国］
●レストランサントリー上海店 ［中国］
●ゴールド ノール［香港］ 
●セレボ ス・ パシフィック ［シンガポール］ 

●サントリーオースト ［オーストラリア］
●フロリジン ［オーストラリア］

●オフィス
●レストラン
●関係会社、ワイナリー、その他工場

事業系統図
サントリーグループは、サントリー（株）、子会社140社および関連会社32社より構成されています。
主要な会社は次のとおりです。

サントリーフーズ（株）
ハーゲンダッツジャパン（株）
PEPSI BOTTLING VENTURES LLC.
CEREBOS PACIFIC LTD.
上海三得利梅林食品有限公司
三得利（上海）食品有限公司

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.
CHATEAU 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
上海東海 酒有限公司
中国江蘇三得利食品有限公司
SUNTORY （AUST.） PTY.LTD.

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クス（株）

その他事業

食品事業 酒類事業

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

製品・サービスの流れ

サントリーグループの主な会社一覧（2006年4月現在）

●サントリーインターナショナル［アメリカ］ 
●ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ［アメリカ］ 
●レストランサントリーグアダハラ店［メキシコ］
●サントリーメヒカーナ［メキシコ］ 
●レストランサントリーメキシコ デル・バージェ店［メキシコ］ 
●レストランサントリーメキシコ ローマス店［メキシコ］ 
●SHU［メキシコ］ 
●レストランサントリーアカプルコ店［メキシコ］ 
●レストランサントリーホノルル店［アメリカ］ 

アメリカ事業展開

ヨーロッパ事業展開

アジア／オセアニア事業展開

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）  サントリーグループ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）ファインズ  ファインワインの輸入・販売 
（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販売（株） 

自動販売機チャネルを主とする清涼飲料の販売

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）  
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＆オペレーターズ  外食に関する企画・設計・経営の総合コンサルティングほか
（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コンサルタンツ 世界で展開する「レストランサントリー」の運営およ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、指定管理者として公共施設運営ほか
（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 広告・PR事務を取扱う総合広告代理店
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. 

ワインの製造・販売

GRANDS MILLÉSIMES DE FRANCE S.A.
CHÂTEAU BEYCHEVELLE
CHÂTEAU BEAUMONT 
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
SHANGHAI DANGHAI BREWERY CO., LTD.  ビールの製造・販売
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.  清涼飲料の販売BEIJING BRANCH

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 (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 PTY.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 

海外レストラン（和食）

レストランサントリーグアダハラ店
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
SHU
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 
レストランサントリー上海店

サントリーグループの概要

世界に広がるサントリーグループ（2006年4月現在）
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●モリソンボウモア ディスティラーズ［イギリス］ 
●サントリーヨーロッパ［イギリス］ 
●サントリーロンドン支店［イギリス］ 
●ロバートヴァイル醸造所［ドイツ］ 
●トカイ ヒツル［ハンガリー］ 
●サントリーフランス［フランス］ 
●シャトー ラグランジュ［フランス］ 
●グラン ミレジム ド フランス［フランス］ 
●シャトー ベイシュヴェル［フランス］ 
●シャトー ボーモン［フランス］ 
●バリエール［フランス］ 
●ルイ ロワイエ［フランス］ 
●ルジェ ラグート［フランス］ 

●上海サントリー梅林北京 ［中国］ 
●江蘇サントリー ［中国］
●サントリーワールドヘッドクォーターズ ［日本・東京］
●サントリー本社 ［日本・大阪］
●ソンボ ［韓国］
●サントリー台湾 ［台湾］
●サントリー台北事務所 ［台湾］
●レストランサントリー台北店 ［台湾］
●サントリー上海支店 ［中国］
●サントリー中国投資 ［中国］
●サントリービール （上海） ［中国］
●サントリービール （昆山） ［中国］
●サントリー （上海） 販売 ［中国］
●上海サントリー梅林食品 ［中国］
●サントリー上海食品 ［中国］
●東海ビール ［中国］
●レストランサントリー上海店 ［中国］
●ゴールド ノール［香港］ 
●セレボ ス・ パシフィック ［シンガポール］ 

●サントリーオースト ［オーストラリア］
●フロリジン ［オーストラリア］

●オフィス
●レストラン
●関係会社、ワイナリー、その他工場

事業系統図
サントリーグループは、サントリー（株）、子会社140社および関連会社32社より構成されています。
主要な会社は次のとおりです。

サントリーフーズ（株）
ハーゲンダッツジャパン（株）
PEPSI BOTTLING VENTURES LLC.
CEREBOS PACIFIC LTD.
上海三得利梅林食品有限公司
三得利（上海）食品有限公司

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.
CHATEAU 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
上海東海 酒有限公司
中国江蘇三得利食品有限公司
SUNTORY （AUST.） PTY.LTD.

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クス（株）

その他事業

食品事業 酒類事業

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

製品・サービスの流れ

サントリーグループの主な会社一覧（2006年4月現在）

●サントリーインターナショナル［アメリカ］ 
●ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ［アメリカ］ 
●レストランサントリーグアダハラ店［メキシコ］
●サントリーメヒカーナ［メキシコ］ 
●レストランサントリーメキシコ デル・バージェ店［メキシコ］ 
●レストランサントリーメキシコ ローマス店［メキシコ］ 
●SHU［メキシコ］ 
●レストランサントリーアカプルコ店［メキシコ］ 
●レストランサントリーホノルル店［アメリカ］ 

アメリカ事業展開

ヨーロッパ事業展開

アジア／オセアニア事業展開

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）  サントリーグループ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）ファインズ  ファインワインの輸入・販売 
（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販売（株） 

自動販売機チャネルを主とする清涼飲料の販売

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）  
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＆オペレーターズ  外食に関する企画・設計・経営の総合コンサルティングほか
（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コンサルタンツ 世界で展開する「レストランサントリー」の運営およ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、指定管理者として公共施設運営ほか
（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 広告・PR事務を取扱う総合広告代理店
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. 

ワインの製造・販売

GRANDS MILLÉSIMES DE FRANCE S.A.
CHÂTEAU BEYCHEVELLE
CHÂTEAU BEAUMONT 
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
SHANGHAI DANGHAI BREWERY CO., LTD.  ビールの製造・販売
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.  清涼飲料の販売BEIJING BRANCH

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 (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 PTY.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 

海外レストラン（和食）

レストランサントリーグアダハラ店
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
SHU
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 
レストランサントリー上海店

事
業
活
動
の
概
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事業活動の概要
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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、従来の自販機よりも消費電力の少な
い「エコベンダー」の導入が着 と々進み、2005年には当社自販機
におけるエコベンダーの比率は96%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。廃棄
自販機についても、フロンガスの回収や使用可能な部品の再生、
再使用を推進しています。2006～7年には、ノンフロン自動販売
機新規導入1,500台を目標にしています。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。
コンプライアンスの面でも、内部統制の整備や研修会の実施な
どを進めています。また、災害時に飲料を無償提供できる「緊急
時 飲 料 提 供 ベ ン
ダー」を行政 施 設や
病 院 な ど に 設 置

（2006年 現 在、230
台設置）するなど、社
会貢献活動も積極的
に推進していきたい
と考えています。

ハーゲンダッツジャパンでは、品質保証体制を強化しています。
ISO9001やHACCP（総合衛生管理製造過程）に基づき、品質
管理を徹底。原料の収穫や加工の現場に立会うなど原料サプ
ライヤーとも協力し、高品質で安全な商品をお届けしています。
さらに、店舗にたいして品質管理の向上を図るための「品質セミ
ナー」を実施ししています。
また、2004年にコンプライアンスハンドブックを作成し、法令
順守を全従業員に周知啓発。2005年からは、メンタルヘルスを
含めた職場環境の実態把握を実施し、あわせて労働時間の適
正管理にも取り組んでいます。
環境保全については、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。工場での生産
における省エネルギーや水使用量、廃棄物の削減などはもちろ
ん、各店舗においては、2005年から、発泡スチロール製の保冷
容器を可燃性のワンダーボード保冷容器に順次切り替えを進
めるなど、環境保全
にも配慮した事業
活動を推進していき
ます。

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
株式を公開した企業として、社会的責任に配慮した事業活動
を展開しています。「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」などを制定するほか、食
の安全を追求し、店舗衛生検査の専任者(３名)を自社社員とし
て設置し、衛生管理を徹底しています。
また、2001年には「環境基本方針」を定め、継続的な環境活動
を 推 進。そ の 一 環 として、
2005年には「オリジナル水
切り機」を開発し、全国店舗
に導入して生ごみの軽量化
を実現しています。

関東、中京・東海、関西エリアに47の直営店舗を展開（2006年
4月現在）するティップネスでは、会員のみなさまに安全に、安
心してご利用いただくために、施設の安全管理や情報セキュリ
ティ対策はもちろん、個人情報e-ラーニングを実施するなど現
場への周知徹底を図っています。また、六本木店ほか8店舗に
コジェネレーションシステムを導入し、省エネルギーをはじめ
環境保全にも努めています。このほか、
各店舗での地域ボランティア活動や、
近隣住民（高齢者、養護学校）を対象と
した体操教室を開催するなど社会貢献
活動も積極的に推進しています。

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
110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。包装・容器などの積極的な
グリーン購入の推進をはじめ、食
品リサイクル法への対応で、「カッ
ト済み野菜の導入による調理残
さの削減」により基準を達成する
など、積極的に環境活動を展開し
ています。

1977年に設立されたファーストキッチンは、商品やサービス
の品質にこだわり、バラエティー豊かなメニューの充実した新
しいスタイルのお店を展開しています。
当社は、企業の社会的責任を果たす取り組みにも配慮してお
り、2004年には、お客様相談室を設置し、改善要望を経営施
策に反映しています。また、アレルギー表示の品目を5品目から
25品目に拡大し、お客様の
安全対策にも注力。環境面
では、生ごみの再利用が可
能な回収業者を拡大するな
ど、CSR活動を進展させてい
ます。

モリソンボウモアディスティラーズは、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、2002年にISO9002とISO14001の両認証の取得を完了し
ており、継続的な環境保全活動を推進しています。
また、数年前からクリスマス
カードを廃止し、その費用相
当額を赤十字社に寄付する
など、社会貢献にも配慮した
経営を継続していきます。

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、
環境保全、品質、衛生管理などの取り組みを推進しています。
また、地域社会への貢献も大切な使命と考え、医療基金や津
波基金などへの寄付のほか、「ブランズ サマーキャンプ」（大学
受験生向けの教育イベント）などの教育支援活動も継続的に
実施しています。

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

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）

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

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

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7F

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

株式会社ティップネス
http://www.tipness.co.jp/
〒101-0044 東京都千代田区鍛治町2-9-12 神田徳力ビル7F

事業内容 フィットネスクラブ「ティップネス」の展開、
 指定管理者として公共施設の運営など

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4F

事業内容 サンドイッチチェーン「サブウェイ」の展開

ファーストキッチン株式会社 
http://www.fkfk.jp
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-34-1 新宿御苑前アネックスビル5F

事業内容 きちんとしたお食事と心地よいおもてなしを
 気軽に楽しんでいただく‘City Convenience Restaurant’
 「ファーストキッチン」の展開

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.

事業内容 スコッチウイスキーの製造・販売

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 健康食品および加工食品の製造・販売

1996年に創業した三得利ビールは、今や上海ビール市場にお
いて、シェア50%を超える上海市No.1ブランドに成長していま
す。
2005年、中国の国家質量監督検疫総局の通達に対応し、「ＱＳ
認証（ISO9001に準ずる品質保証体系）」を取得して、品質保証
体制を強化しました。また、環境面では、省エネ３ヵ年計画の策
定実施により、2002年比で、燃料13%削減、水15%削減、電気
10%削減を達成しました。さらに、2006年1月には仕込蒸気再
利用システムを導入し、燃料
原単位10%削減を目標に活
動を進めています。

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。
また、湖、河川、海浜でボランティアによる清掃活動のスポンサー
をしており、1987年に開始して以来、累計で7百万トン以上のご
みを収集しています。さらに、コミュニティカレッジ（一般に開放
され、誰でも授業を受けられる公立
の大学）への寄付やパーキンソン病
の認知度を広める活動「パーキンソ
ン病の日」のスポンサーになるな
ど、さまざまな社会貢献活動を展
開しています。

三得利 酒（上海）有限公司 ［中国］ 
中華人民共和国上海市浦東沈杜公路1739号

事業内容 サントリービールの製造・販売

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 ペプシ系ボトラー

サ ン ト リ ー ビ ー ル

グループ会社の活動紹介
事業活動の概要

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10グループ会社での活動を紹介します

※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2006」（WEBに掲載）をご覧下さい
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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、従来の自販機よりも消費電力の少な
い「エコベンダー」の導入が着 と々進み、2005年には当社自販機
におけるエコベンダーの比率は96%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。廃棄
自販機についても、フロンガスの回収や使用可能な部品の再生、
再使用を推進しています。2006～7年には、ノンフロン自動販売
機新規導入1,500台を目標にしています。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。
コンプライアンスの面でも、内部統制の整備や研修会の実施な
どを進めています。また、災害時に飲料を無償提供できる「緊急
時 飲 料 提 供 ベ ン
ダー」を行政 施 設や
病 院 な ど に 設 置

（2006年 現 在、230
台設置）するなど、社
会貢献活動も積極的
に推進していきたい
と考えています。

ハーゲンダッツジャパンでは、品質保証体制を強化しています。
ISO9001やHACCP（総合衛生管理製造過程）に基づき、品質
管理を徹底。原料の収穫や加工の現場に立会うなど原料サプ
ライヤーとも協力し、高品質で安全な商品をお届けしています。
さらに、店舗にたいして品質管理の向上を図るための「品質セミ
ナー」を実施ししています。
また、2004年にコンプライアンスハンドブックを作成し、法令
順守を全従業員に周知啓発。2005年からは、メンタルヘルスを
含めた職場環境の実態把握を実施し、あわせて労働時間の適
正管理にも取り組んでいます。
環境保全については、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。工場での生産
における省エネルギーや水使用量、廃棄物の削減などはもちろ
ん、各店舗においては、2005年から、発泡スチロール製の保冷
容器を可燃性のワンダーボード保冷容器に順次切り替えを進
めるなど、環境保全
にも配慮した事業
活動を推進していき
ます。

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
株式を公開した企業として、社会的責任に配慮した事業活動
を展開しています。「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」などを制定するほか、食
の安全を追求し、店舗衛生検査の専任者(３名)を自社社員とし
て設置し、衛生管理を徹底しています。
また、2001年には「環境基本方針」を定め、継続的な環境活動
を 推 進。そ の 一 環 として、
2005年には「オリジナル水
切り機」を開発し、全国店舗
に導入して生ごみの軽量化
を実現しています。

関東、中京・東海、関西エリアに47の直営店舗を展開（2006年
4月現在）するティップネスでは、会員のみなさまに安全に、安
心してご利用いただくために、施設の安全管理や情報セキュリ
ティ対策はもちろん、個人情報e-ラーニングを実施するなど現
場への周知徹底を図っています。また、六本木店ほか8店舗に
コジェネレーションシステムを導入し、省エネルギーをはじめ
環境保全にも努めています。このほか、
各店舗での地域ボランティア活動や、
近隣住民（高齢者、養護学校）を対象と
した体操教室を開催するなど社会貢献
活動も積極的に推進しています。

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
110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。包装・容器などの積極的な
グリーン購入の推進をはじめ、食
品リサイクル法への対応で、「カッ
ト済み野菜の導入による調理残
さの削減」により基準を達成する
など、積極的に環境活動を展開し
ています。

1977年に設立されたファーストキッチンは、商品やサービス
の品質にこだわり、バラエティー豊かなメニューの充実した新
しいスタイルのお店を展開しています。
当社は、企業の社会的責任を果たす取り組みにも配慮してお
り、2004年には、お客様相談室を設置し、改善要望を経営施
策に反映しています。また、アレルギー表示の品目を5品目から
25品目に拡大し、お客様の
安全対策にも注力。環境面
では、生ごみの再利用が可
能な回収業者を拡大するな
ど、CSR活動を進展させてい
ます。

モリソンボウモアディスティラーズは、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、2002年にISO9002とISO14001の両認証の取得を完了し
ており、継続的な環境保全活動を推進しています。
また、数年前からクリスマス
カードを廃止し、その費用相
当額を赤十字社に寄付する
など、社会貢献にも配慮した
経営を継続していきます。

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、
環境保全、品質、衛生管理などの取り組みを推進しています。
また、地域社会への貢献も大切な使命と考え、医療基金や津
波基金などへの寄付のほか、「ブランズ サマーキャンプ」（大学
受験生向けの教育イベント）などの教育支援活動も継続的に
実施しています。

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

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）

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

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

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7F

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

株式会社ティップネス
http://www.tipness.co.jp/
〒101-0044 東京都千代田区鍛治町2-9-12 神田徳力ビル7F

事業内容 フィットネスクラブ「ティップネス」の展開、
 指定管理者として公共施設の運営など

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4F

事業内容 サンドイッチチェーン「サブウェイ」の展開

ファーストキッチン株式会社 
http://www.fkfk.jp
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-34-1 新宿御苑前アネックスビル5F

事業内容 きちんとしたお食事と心地よいおもてなしを
 気軽に楽しんでいただく‘City Convenience Restaurant’
 「ファーストキッチン」の展開

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.

事業内容 スコッチウイスキーの製造・販売

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 健康食品および加工食品の製造・販売

1996年に創業した三得利ビールは、今や上海ビール市場にお
いて、シェア50%を超える上海市No.1ブランドに成長していま
す。
2005年、中国の国家質量監督検疫総局の通達に対応し、「ＱＳ
認証（ISO9001に準ずる品質保証体系）」を取得して、品質保証
体制を強化しました。また、環境面では、省エネ３ヵ年計画の策
定実施により、2002年比で、燃料13%削減、水15%削減、電気
10%削減を達成しました。さらに、2006年1月には仕込蒸気再
利用システムを導入し、燃料
原単位10%削減を目標に活
動を進めています。

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。
また、湖、河川、海浜でボランティアによる清掃活動のスポンサー
をしており、1987年に開始して以来、累計で7百万トン以上のご
みを収集しています。さらに、コミュニティカレッジ（一般に開放
され、誰でも授業を受けられる公立
の大学）への寄付やパーキンソン病
の認知度を広める活動「パーキンソ
ン病の日」のスポンサーになるな
ど、さまざまな社会貢献活動を展
開しています。

三得利 酒（上海）有限公司 ［中国］ 
中華人民共和国上海市浦東沈杜公路1739号

事業内容 サントリービールの製造・販売

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 ペプシ系ボトラー

サ ン ト リ ー ビ ー ル

事
業
活
動
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要
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介
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一般社員に企業理念やCSRの浸透を
なぜ企業倫理やCSRを考えなければならないのか─私は究
極的にいうと、企業は経済活動によって何らかのメリット
を社会に与える一方、直接的なコストのほかに環境負荷な
どの見えないコストを発生させており、コストがメリット
を上回る企業には存続の価値がないからだと考えます。
大半の企業では、CSR担当部署の社員はCSRに対する意識が
高いですが、一般社員の関心は薄いのが実情です。
サントリーには、「水と生きる」という素晴らしい理念を全
社員に浸透させ、CSR活動をさらに充実させていただきた
いと思います。
企業が行う文化活動の意義を広報して
ある作家が｢企業の使命は、良い製品を作り、賃金を払い、

対話を重ねて、社会から求められる企業に 

ステークホルダーの代表の皆様には、サントリーの活動に対して深いご理解とご評価、そして今後に対する熱い期

待を寄せていただき、ありがとうございました。非常に興味深い視点、具体的な提案もたくさんいただきました。い

ずれも難しい課題でありますが、真摯に受けとめ一つひとつ実現に向けた努力を重ねていきたいと考えています。

CSR活動を推進する者の責任は、想像力の範囲を時間的にも空間的にも広げていくことだと改めて感じています。

それをいかに経営にフィードバックしていくかが大事です。ステークホルダーとのコミュニケーションを重ねなが

ら、新しいライフスタイルを提案し、将来にわたって社会に求められる企業をめざしていきます。

2006年3月2日（木）11:00～17:00
サントリー京都ビール工場

「現在のサントリーのCSR活動に対する評価」
「今後のサントリーのCSR活動に望むこと」

開 催 日 時：
場  所：
テ ー マ：

サントリーはCSR(企業の社会的責任)活動をさらに充実させるため、
2003年からマルチステークホルダーによるダイアローグ

「サステナビリティボード」を開催しています。
2006年は、企業、地球環境や社会分野の専門家の方々から提言をいただきました。

サントリー株式会社 専務取締役 経営企画本部長 内藤 俊一

2006年 サントリー・サステナビリティボードの概要

税金を納めることにある。文化云々なんておこがましい」
と言っていましたが、私は間違いだと思います。持てる資
金を文化活動に投じ、そのことが、多彩な文化の振興に寄
与すると同時に、企業の経営資源ともなる。というのが、企
業の文化活動の意義でしょう。サントリーはそういう観点
から、文化活動に長年取り組んでこられたのだと思いま
す。その価値を社内外に理解してもら
えるよう、もっと広報されることを望
んでいます。

大阪大学 名誉教授
関西学院大学大学院 教授

宮本 又郎氏

「水と生きる」責任をより深く広く追求して
誠実にCSR活動に取り組んでいるサントリーだからこそ、よ
り高い次元をめざしていただきたいという思いがあります。
たとえば、工場でビール1リットルをつくるのに使う水の量
も、まだまだ改善の余地があるはずです。原料の麦やトウモ
ロコシの灌漑用水を主とするバーチャルウォーターも含め
ると、相当量の水を使っていることになります。一方で世界
に目を向けると、欲しくてもすぐに水を得られない人たちが
11億人います。そういう人たちに対してどのように責任を
感じて、どういう活動をしていくのかが見えれば、「水と生き
る」サントリーのCSRはさらに充実するでしょう。
水をコンピテンシーに文化提案を
法令を遵守し、倫理に従い利益を追求していくことがCSR

の必要条件で、十分条件は価値を提供することではないで
しょうか。
サントリーのコンピテンシーは「水」にあると思います。水
を軸に成長し、文化を創造し、それを社会に還元して人々の
幸せをつくってきました。その文化創造を活動の中でより
明確にしていくことで、サントリーらしいCSRが全うできる
のではないでしょうか。こうした活動の
成果が数多く発信されることを期待し
ています。

ジャパン・フォー・サステナビリティ
ゼネラルマネージャー

小田 理一郎氏

少し先の将来に視点を置いた取り組みを
現在進行している地球上の水蒸気の増加に対し、危機感を
持っているのは一部の学者か企業だけで、一般の人は自分
の痛みとして感じていません。サントリーは今、「森と水の
学校」で森を散策して自然の仕組みを教えておられますが、
少し視点を遠くへ置いて、水の循環を含めた性質などを学
ぶプログラムを組み込んでも良いという気がしています。
自然保護活動による地域経済への好影響に期待
私はサントリー「天然水の森」の白州をはじめとしたいく
つかの森の管理に関わっていますが、白州の森は今、素晴
らしい状態になっています。鳥類トップの猛禽類から下の
層まで生息し、生態系に厚みが出てきました。生物多様性
への対応は、TPOが重要です。ビール4工場もそれぞれ水

系・気候帯が異なるため、地域に応じてリージョナルプラ
ンニングからサイトプランニングまで落とし込んでいく
必要があります。
2005年4月に改正施行された文化財保護法により、重要文
化的景観が保護の対象になりました。これに指定されると、
地域経済にも好影響を及ぼします。自然保護分野のトップ
ランナーであるサントリーには、地域の
森が文化性を備えた景観に成熟するま
でを支援していただきたいと思います。

東京農業大学 助教授

濱野 周泰氏

水源涵養のような長期的視野に立った活動に感銘
昨年のサステナビリティボードに参加して、サントリーの

「水と生きる」というコーポレートメッセージを掲げること
の重さを知って感動しました。地球上で今、水が本当に大事
なことはわかりますが、その水を育む「森を守る」という発
想が、排水をきれいにしようといった目先の活動とは全然
レベルが違うので非常に感銘を受けました。どこまでを自
社の責任範囲として捉えるかの違いといえるでしょう。
持続可能な社会を実現するためには、サントリーの水源涵
養のような何代も先の世代まで見据えた長期の視点が必要
だと思います。

命をつなぐことの大切さを消費者に発信して
暮らしのキーワードは「命」だと思います。いろいろな命を
つないでいけなければサステナブルでないし、命をつなぐ
には自然が重要です。少なくとも今ある多くの命を維持し
ていけるように、サントリーには今後も継続的に自然保護
や水資源保全に取り組んでいただき、あ
らゆる場面で、消費者に向けて情報発信
して欲しいと期待しています。

(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
理事・環境委員長

辰巳 菊子氏

わかりやすく客観性ある情報開示に共感
同じく企業でCSR活動を推進する立場から、サントリーの
昨年度版CSRレポートを興味深く拝見しました。素晴らし
いと思ったのは、「水と生きる」というコーポレートメッ
セージと「水の恵みを活かして」「水を育む」といった具体的
な活動とがリンクしていて、大変わかりやすいことです。
コミュニケーションによる文化創造で企業価値向上を

「水と生きる」という理念と活動のリンクにおいて、現状は
まだ分断的に事業に落とし込まれている部分もあるように
思います。しかし本来はもっと普遍的なことで、森が生き、
生物が生きることによって、おいしい水が飲め、生活が豊か
になるという、自然や水との関わりをコミュニケーション

するのもひとつの文化ではないでしょうか。いろいろな活
動とのリンクを一気通貫したカタチでコミュニケーション
し、それが多くの人たちに伝わると、文化の高揚につなが
り、サントリーの企業価値は数倍高まります。
芸術やアートだけが文化ではありません。環境や多様性も
文化になりうると考えれば、企業価値を
高める道はほかにもあるはずです。

株式会社資生堂 執行役員 企業文化部長

大矢 和子氏

持続可能性を追求することが大切な時代に
38億年にわたる地球の歴史の中で、現在は6番目にあたる
種の絶滅時代だと言われています。地球環境が持続可能で
なければ、社会も人類も存続し得ません。持続可能であるた
めに、企業は社会に対してどのような価値を提供するのか
CSR活動の最大の課題だと思います。

「水と生きる」の理念はすばらしいと感じますし、情報開示
とコミュニケーションの実践も高く評価しています。今後
はさらに、その情報やコミュニケーションをどのように企
業経営にフィードバックするのかが課題となるのではない
でしょうか。
CSRの一環として生物多様性の観点を
1992年に開催された地球サミットで、「気候変動枠組条約」

と「生物多様性条約」が採択されました。しかし日本では、前
者ばかりが取り上げられ、後者はなおざりにされているの
が実情です。
サントリーが取り組んでおられる森林保全活動は、生物多
様性という観点から非常に重要です。こうした観点から、そ
の意義をもっと明確に打ち出されたらよいと思います。そ
うすれば社員はもちろん、一般の方々の
認識も高まります。今後の課題として、
生物多様性の観点をCSR活動に加えて
いただければと期待しています。

環境監査研究会代表幹事・GRI理事

後藤 敏彦氏

2006年サントリー・サステナビリティボード
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一般社員に企業理念やCSRの浸透を
なぜ企業倫理やCSRを考えなければならないのか─私は究
極的にいうと、企業は経済活動によって何らかのメリット
を社会に与える一方、直接的なコストのほかに環境負荷な
どの見えないコストを発生させており、コストがメリット
を上回る企業には存続の価値がないからだと考えます。
大半の企業では、CSR担当部署の社員はCSRに対する意識が
高いですが、一般社員の関心は薄いのが実情です。
サントリーには、「水と生きる」という素晴らしい理念を全
社員に浸透させ、CSR活動をさらに充実させていただきた
いと思います。
企業が行う文化活動の意義を広報して
ある作家が｢企業の使命は、良い製品を作り、賃金を払い、

対話を重ねて、社会から求められる企業に 

ステークホルダーの代表の皆様には、サントリーの活動に対して深いご理解とご評価、そして今後に対する熱い期

待を寄せていただき、ありがとうございました。非常に興味深い視点、具体的な提案もたくさんいただきました。い

ずれも難しい課題でありますが、真摯に受けとめ一つひとつ実現に向けた努力を重ねていきたいと考えています。

CSR活動を推進する者の責任は、想像力の範囲を時間的にも空間的にも広げていくことだと改めて感じています。

それをいかに経営にフィードバックしていくかが大事です。ステークホルダーとのコミュニケーションを重ねなが

ら、新しいライフスタイルを提案し、将来にわたって社会に求められる企業をめざしていきます。

2006年3月2日（木）11:00～17:00
サントリー京都ビール工場

「現在のサントリーのCSR活動に対する評価」
「今後のサントリーのCSR活動に望むこと」

開 催 日 時：
場  所：
テ ー マ：

サントリーはCSR(企業の社会的責任)活動をさらに充実させるため、
2003年からマルチステークホルダーによるダイアローグ

「サステナビリティボード」を開催しています。
2006年は、企業、地球環境や社会分野の専門家の方々から提言をいただきました。

サントリー株式会社 専務取締役 経営企画本部長 内藤 俊一

2006年 サントリー・サステナビリティボードの概要

税金を納めることにある。文化云々なんておこがましい」
と言っていましたが、私は間違いだと思います。持てる資
金を文化活動に投じ、そのことが、多彩な文化の振興に寄
与すると同時に、企業の経営資源ともなる。というのが、企
業の文化活動の意義でしょう。サントリーはそういう観点
から、文化活動に長年取り組んでこられたのだと思いま
す。その価値を社内外に理解してもら
えるよう、もっと広報されることを望
んでいます。

大阪大学 名誉教授
関西学院大学大学院 教授

宮本 又郎氏

「水と生きる」責任をより深く広く追求して
誠実にCSR活動に取り組んでいるサントリーだからこそ、よ
り高い次元をめざしていただきたいという思いがあります。
たとえば、工場でビール1リットルをつくるのに使う水の量
も、まだまだ改善の余地があるはずです。原料の麦やトウモ
ロコシの灌漑用水を主とするバーチャルウォーターも含め
ると、相当量の水を使っていることになります。一方で世界
に目を向けると、欲しくてもすぐに水を得られない人たちが
11億人います。そういう人たちに対してどのように責任を
感じて、どういう活動をしていくのかが見えれば、「水と生き
る」サントリーのCSRはさらに充実するでしょう。
水をコンピテンシーに文化提案を
法令を遵守し、倫理に従い利益を追求していくことがCSR

の必要条件で、十分条件は価値を提供することではないで
しょうか。
サントリーのコンピテンシーは「水」にあると思います。水
を軸に成長し、文化を創造し、それを社会に還元して人々の
幸せをつくってきました。その文化創造を活動の中でより
明確にしていくことで、サントリーらしいCSRが全うできる
のではないでしょうか。こうした活動の
成果が数多く発信されることを期待し
ています。

ジャパン・フォー・サステナビリティ
ゼネラルマネージャー

小田 理一郎氏

少し先の将来に視点を置いた取り組みを
現在進行している地球上の水蒸気の増加に対し、危機感を
持っているのは一部の学者か企業だけで、一般の人は自分
の痛みとして感じていません。サントリーは今、「森と水の
学校」で森を散策して自然の仕組みを教えておられますが、
少し視点を遠くへ置いて、水の循環を含めた性質などを学
ぶプログラムを組み込んでも良いという気がしています。
自然保護活動による地域経済への好影響に期待
私はサントリー「天然水の森」の白州をはじめとしたいく
つかの森の管理に関わっていますが、白州の森は今、素晴
らしい状態になっています。鳥類トップの猛禽類から下の
層まで生息し、生態系に厚みが出てきました。生物多様性
への対応は、TPOが重要です。ビール4工場もそれぞれ水

系・気候帯が異なるため、地域に応じてリージョナルプラ
ンニングからサイトプランニングまで落とし込んでいく
必要があります。
2005年4月に改正施行された文化財保護法により、重要文
化的景観が保護の対象になりました。これに指定されると、
地域経済にも好影響を及ぼします。自然保護分野のトップ
ランナーであるサントリーには、地域の
森が文化性を備えた景観に成熟するま
でを支援していただきたいと思います。

東京農業大学 助教授

濱野 周泰氏

水源涵養のような長期的視野に立った活動に感銘
昨年のサステナビリティボードに参加して、サントリーの

「水と生きる」というコーポレートメッセージを掲げること
の重さを知って感動しました。地球上で今、水が本当に大事
なことはわかりますが、その水を育む「森を守る」という発
想が、排水をきれいにしようといった目先の活動とは全然
レベルが違うので非常に感銘を受けました。どこまでを自
社の責任範囲として捉えるかの違いといえるでしょう。
持続可能な社会を実現するためには、サントリーの水源涵
養のような何代も先の世代まで見据えた長期の視点が必要
だと思います。

命をつなぐことの大切さを消費者に発信して
暮らしのキーワードは「命」だと思います。いろいろな命を
つないでいけなければサステナブルでないし、命をつなぐ
には自然が重要です。少なくとも今ある多くの命を維持し
ていけるように、サントリーには今後も継続的に自然保護
や水資源保全に取り組んでいただき、あ
らゆる場面で、消費者に向けて情報発信
して欲しいと期待しています。

(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
理事・環境委員長

辰巳 菊子氏

わかりやすく客観性ある情報開示に共感
同じく企業でCSR活動を推進する立場から、サントリーの
昨年度版CSRレポートを興味深く拝見しました。素晴らし
いと思ったのは、「水と生きる」というコーポレートメッ
セージと「水の恵みを活かして」「水を育む」といった具体的
な活動とがリンクしていて、大変わかりやすいことです。
コミュニケーションによる文化創造で企業価値向上を

「水と生きる」という理念と活動のリンクにおいて、現状は
まだ分断的に事業に落とし込まれている部分もあるように
思います。しかし本来はもっと普遍的なことで、森が生き、
生物が生きることによって、おいしい水が飲め、生活が豊か
になるという、自然や水との関わりをコミュニケーション

するのもひとつの文化ではないでしょうか。いろいろな活
動とのリンクを一気通貫したカタチでコミュニケーション
し、それが多くの人たちに伝わると、文化の高揚につなが
り、サントリーの企業価値は数倍高まります。
芸術やアートだけが文化ではありません。環境や多様性も
文化になりうると考えれば、企業価値を
高める道はほかにもあるはずです。

株式会社資生堂 執行役員 企業文化部長

大矢 和子氏

持続可能性を追求することが大切な時代に
38億年にわたる地球の歴史の中で、現在は6番目にあたる
種の絶滅時代だと言われています。地球環境が持続可能で
なければ、社会も人類も存続し得ません。持続可能であるた
めに、企業は社会に対してどのような価値を提供するのか
CSR活動の最大の課題だと思います。

「水と生きる」の理念はすばらしいと感じますし、情報開示
とコミュニケーションの実践も高く評価しています。今後
はさらに、その情報やコミュニケーションをどのように企
業経営にフィードバックするのかが課題となるのではない
でしょうか。
CSRの一環として生物多様性の観点を
1992年に開催された地球サミットで、「気候変動枠組条約」

と「生物多様性条約」が採択されました。しかし日本では、前
者ばかりが取り上げられ、後者はなおざりにされているの
が実情です。
サントリーが取り組んでおられる森林保全活動は、生物多
様性という観点から非常に重要です。こうした観点から、そ
の意義をもっと明確に打ち出されたらよいと思います。そ
うすれば社員はもちろん、一般の方々の
認識も高まります。今後の課題として、
生物多様性の観点をCSR活動に加えて
いただければと期待しています。

環境監査研究会代表幹事・GRI理事

後藤 敏彦氏
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企業活動 社会・環境活動

鳥井信治郎大阪市に鳥井商店を開業
甘味ぶどう酒「赤玉ポートワイン」発売

株式会社寿屋を設立
京都郊外・山崎に日本初のウイスキー蒸溜所の建設に着手

日本初の本格ウイスキー「サントリーウイスキー白札」発売
日本最大の自家ぶどう園「山梨W（現・登美の丘W）」開設

「サントリーウイスキー角瓶」発売
戦後初の一般市場向けウイスキー「トリスウイスキー」発売

「サントリーウイスキーオールド」発売
創業60周年記念製品「サントリーウイスキーローヤル」発売

社名を「サントリー株式会社」に変更
サントリー初のビール工場武蔵野B開設。「サントリービール」発売
日本初の非熱処理ビール「サントリービール純生」発売
京都B開設

白州D開設

消費者室（現・お客様コミュニケーション部）を設置
国産初の貴腐ワイン発売

「サントリーウーロン茶」発売
利根川B開設

「シャトーラグランジュ」（フランス･ボルドー）の経営開始
「サントリーピュアモルトウイスキー山崎」発売
麦100%生ビール｢モルツ｣発売
中国に江蘇サントリービール工場開設
文化事業部を設置
ドイツの｢ロバート・ヴァイル醸造所」の経営開始

創業90周年記念ウイスキー｢響｣発売。ペチュニア新品種「サフィニア」発売
アジア有数の食品会社｢セレボス･パシフィック社｣の経営開始
サントリー「南アルプス天然水」発売
環境委員会、環境室（現・環境部）を設置。ARP事務局（現・ARP-UD室）を設置

飲料専用工場榛名P竣工。缶入りコーヒー「BOSS」発売

発泡酒のパイオニア｢ホップス〈生〉」発売
上海三得利梅林食品有限公司・三得利酒（上海）有限公司設立
ゴマの健康食品｢セサミンE｣発売
世界初の青いカーネーション｢ムーンダスト｣発売

ペプシブランドのマスターフランチャイズ権を獲得
創立100周年。環境調和型食品工場高砂P開設

昆山ビール工場（中国・上海）竣工
サントリーフラワーズ（株）設立

業界初のハイブリッド工場九州熊本P竣工
商品開発センター設立。三得利（上海）食品有限公司設立
社内カンパニー制を導入。コンプライアンス推進部を設置
世界初「青いバラ」を開発。緑茶「伊右衛門」発売

「サントリー＜キッズ・ドリームプロジェクト＞」開始
お台場に新オフィス（サントリーワールドヘッドクォーターズ）開業
CSR推進部を設置

「ザ・プレミアム・モルツ」第44回モンドセレクションビール部門で日本発の最高金賞受賞
文化・社会貢献本部を設置
ネスレウォーターズ社と事業提携し、輸入ナチュラルミネラルウォーター発売

社会福祉法人邦寿会を創設

サントリー美術館開館

サントリー音楽財団設立
大阪万博にサントリー館出展
白州Dにバードサンクチュアリ開園。愛鳥キャンペーン開始
サントリーオープンゴルフトーナメント開催
事業系ガラスびん回収システムを構築

サントリー文化財団設立
白州D「自然保護優良工場」環境庁長官賞受賞
千歳P「緑化優良工場」通産大臣賞受賞

サントリーホール開場

白州D「緑化優良工場」総理大臣賞受賞
公益信託｢サントリー世界愛鳥基金｣創設
ビール業界初のステイオンタブ缶ビール発売

「サントリー環境行動指針」制定
梓の森P「緑化優良工場」通産大臣賞受賞
｢サントリーミュージアム〔天保山〕」開館

｢統合配車®システム｣開発
｢サントリー環境基本方針｣制定

「環境に係る商品設計ガイドライン」を制定
環境レポート発行開始。全ビール工場が100％再資源化達成

「消費者志向優良企業」通産大臣表彰、「グリーン調達基本方針」制定
｢廃棄物等情報システム｣開発。「第9回環境広告コンクール」大賞受賞

「グリーン購入基本方針」を制定。環境シンボルマーク｢エコシップ｣制定
グループ全25工場で再資源化率100％を達成
主要14工場のISO14001認証取得完了
高砂P「3Ｒ推進功労者等表彰」農林水産大臣賞受賞
山崎D「緑化優良工場」経済産業大臣賞受賞
サントリー｢天然水の森 阿蘇｣森林保全活動開始

京都B「京都府環境トップランナー賞」受賞
サントリー「森と水の学校」開校。環境レポート大賞・環境報告書賞に入賞
改定版「環境に係る容器包装等設計ガイドライン」制定
環境コミュニケーション大賞で3部門受賞。環境報告書賞優良賞受賞

サステナビリティ報告書賞優秀賞受賞

※工場名の後のアルファベットは、次のように工場の種類を表します。
D＝蒸溜所、B＝ビール工場、W＝ワイナリー、P＝食品工場・びん詰め工場等

「赤玉ポートワイン」
の広告

「トリスを飲んで
ハワイへ行こう」

キャンペーン広告

「金曜日はワインを
買う日」のCM

「サフィニア」

「セサミンE」

サントリー
昆山ビール工場

第一次世界大戦
（1914～18）

第二次世界大戦終結
（1945）

東京オリンピック開催
（1964）

大阪万国博覧会
（1970）

東西ドイツ統一
（1990）

京都議定書発効
（2005）

リオデジャネイロで
「地球サミット」開催

（1992）

容器包装リサイクル法施行
地球温暖化防止

京都会議（COP3）開催
（1997）
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第三者意見書

各社のレポートを専門的観点からご覧になられている緑川芳樹氏に、
2003年から第三者意見をいただいています。
今年の「CSRレポート2006」については、2006年3月から5月にかけて3度にわたって
レビューをいただき、掲載内容と活動についてのご意見をいただきました。
ご意見は、できる限り本レポートに反映しております。
今回反映できなかった部分についても、今後の活動および次年度のレポートに
活かしてまいります。

第三者意見をいただいて

バルディーズ研究会
共同議長

グリーンコンシューマー研究会
代表

第三者意見 サントリーのあゆみ

本年のレポートは、初の「CSRレポート」であった昨年版のレビューを踏まえ、構成を大幅に改めました。
まず、レポート本来の役割として網羅的情報開示を充実させた本レポートに加え、より多くの読者を想
定して「水と生きる」の代表的な取り組みをわかりやすくご紹介する冊子「水と生きる 2006」を別途作
成いたしました。その試みに対する読者の皆様の率直なご評価をお待ちいたしております。
本レポートの編集にあたっては、「水と生きる」をテーマとして取り組んでいるサントリーのCSR活動の全
体像を描くことと、個々の活動を詳しくお伝えすることの両立を心掛けました。掲載事項は大幅に増えて
おりますが、１年間におけるパフォーマンスの進展についての具体的な言及が、まだまだ十分とはいえな
いと認識しております。今後、第三者意見でご指摘いただいております人事施策や環境への取り組みの
みならず、活動のあらゆる分野で眼に見える結果をレポートすることができるよう、積極的な取り組みを
継続してまいります。

サントリー株式会社
CSR推進部長

内貴 研二

CSRビジョン「水と生きる」が３つのサブテーマの設定により幅広い具体的なCSR活動として展開さ
れています。レポートの全体構成もビジョン・３テーマの総論と社会・環境の各論が連携され、立体
的に組み立てられています。また、レポートは前年版より大幅な増頁がなされ、パフォーマンス情報
は一層豊富になりました。
テーマ１「水とともに生きる」のアクテビティでは、自社事業に利用する天然水の水源涵養活動を本
業にかかわる「社会的責任」と認識し、2005年に従来の3 ヶ所から8 ヶ所に増やしたことを高く評
価します。食品メーカーの生命線である品質管理の記述も充実しています。
テーマ２「社会にとっての水となる」は、サントリー得意の分野として定着している文化・芸術活動を
はじめ、幅広い展開があります。
テーマ３「水のように自在で、しなやかにありたい」では、社会関連CSRの日本における最重要課題
である雇用・労働問題が選択されています。

[社会との共生]
終わりなき課題のある食品の品質管理活動は、たとえば「水」については160もの項目を持つ独自の
安全性基準があり「他に類を見ない専門の分析機関を社内に置く」との自負が示され、2005年度も
新たにいくつかのシステムが構築されています。ステークホルダーの項は的確なタイトルで統一さ
れ、「従業員への責任と行動」は、従業員の構成・採用・労働時間などの基礎データの記載も多く、か
なり網羅的な開示になっています。特筆したいのは、労働時間の推移がわかりやすく図示され、さら
に労働時間管理の説明が加えられていることです。日本企業が長時間労働を基盤として成長する不
公正な企業として国際的な批判を受けるというリスクがあり、労働時間短縮は今後の長期的な重点
課題です。賃金制度の説明も改善の方向性が理解できます。ワークライフバランス対策では水準の
高い制度と実績がつくられています。労使関係の記述も人事考課における協同など具体的です。

「お取引先への責任と行動」では、物流協力会社への安全確保の働きかけとその活動の記述が印象
的です。積極的な取り組みと開示を挙げきれませんが、今後の課題は、情報開示度の一層の向上は
もちろん、女性の管理職登用の計画策定や心の健康管理の目標設定などCSR活動全般のPDCAサ
イクルの構築と指標づくりであり、それを一覧性のある「総括表」で示すよう望みます。

[自然との共生]
環境報告は読みやすく情報量も豊富です。年々向上が見られ、エコファクトリーの考え方も明確に
なりました。JEPIXによる環境経営指標が導入され、環境効率の上昇が示されています。今後は各工
場のエコファクトリー度を測る評価基準設定を検討してほしいと考えます。また、取り組みの企業
格差の大きい物流対策について、モーダルシフト率33％への上昇に敬意を表し、今後のCO２排出
量削減を期待いたします。
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企業活動 社会・環境活動

鳥井信治郎大阪市に鳥井商店を開業
甘味ぶどう酒「赤玉ポートワイン」発売

株式会社寿屋を設立
京都郊外・山崎に日本初のウイスキー蒸溜所の建設に着手

日本初の本格ウイスキー「サントリーウイスキー白札」発売
日本最大の自家ぶどう園「山梨W（現・登美の丘W）」開設

「サントリーウイスキー角瓶」発売
戦後初の一般市場向けウイスキー「トリスウイスキー」発売

「サントリーウイスキーオールド」発売
創業60周年記念製品「サントリーウイスキーローヤル」発売

社名を「サントリー株式会社」に変更
サントリー初のビール工場武蔵野B開設。「サントリービール」発売
日本初の非熱処理ビール「サントリービール純生」発売
京都B開設

白州D開設

消費者室（現・お客様コミュニケーション部）を設置
国産初の貴腐ワイン発売

「サントリーウーロン茶」発売
利根川B開設

「シャトーラグランジュ」（フランス･ボルドー）の経営開始
「サントリーピュアモルトウイスキー山崎」発売
麦100%生ビール｢モルツ｣発売
中国に江蘇サントリービール工場開設
文化事業部を設置
ドイツの｢ロバート・ヴァイル醸造所」の経営開始

創業90周年記念ウイスキー｢響｣発売。ペチュニア新品種「サフィニア」発売
アジア有数の食品会社｢セレボス･パシフィック社｣の経営開始
サントリー「南アルプス天然水」発売
環境委員会、環境室（現・環境部）を設置。ARP事務局（現・ARP-UD室）を設置

飲料専用工場榛名P竣工。缶入りコーヒー「BOSS」発売

発泡酒のパイオニア｢ホップス〈生〉」発売
上海三得利梅林食品有限公司・三得利酒（上海）有限公司設立
ゴマの健康食品｢セサミンE｣発売
世界初の青いカーネーション｢ムーンダスト｣発売

ペプシブランドのマスターフランチャイズ権を獲得
創立100周年。環境調和型食品工場高砂P開設

昆山ビール工場（中国・上海）竣工
サントリーフラワーズ（株）設立

業界初のハイブリッド工場九州熊本P竣工
商品開発センター設立。三得利（上海）食品有限公司設立
社内カンパニー制を導入。コンプライアンス推進部を設置
世界初「青いバラ」を開発。緑茶「伊右衛門」発売

「サントリー＜キッズ・ドリームプロジェクト＞」開始
お台場に新オフィス（サントリーワールドヘッドクォーターズ）開業
CSR推進部を設置

「ザ・プレミアム・モルツ」第44回モンドセレクションビール部門で日本初の最高金賞受賞
文化・社会貢献本部を設置
ネスレウォーターズ社と事業提携し、輸入ナチュラルミネラルウォーター発売

社会福祉法人邦寿会を創設

サントリー美術館開館

サントリー音楽財団設立
大阪万博にサントリー館出展
白州Dにバードサンクチュアリ開園。愛鳥キャンペーン開始
サントリーオープンゴルフトーナメント開催
事業系ガラスびん回収システムを構築

サントリー文化財団設立
白州D「自然保護優良工場」環境庁長官賞受賞
千歳P「緑化優良工場」通産大臣賞受賞

サントリーホール開場

白州D「緑化優良工場」総理大臣賞受賞
公益信託｢サントリー世界愛鳥基金｣創設
ビール業界初のステイオンタブ缶ビール発売

「サントリー環境行動指針」制定
梓の森P「緑化優良工場」通産大臣賞受賞
｢サントリーミュージアム〔天保山〕」開館

｢統合配車®システム｣開発
｢サントリー環境基本方針｣制定

「環境に係る商品設計ガイドライン」を制定
環境レポート発行開始。全ビール工場が100％再資源化達成
「消費者志向優良企業」通産大臣表彰、「グリーン調達基本方針」制定
｢廃棄物等情報システム｣開発。「第9回環境広告コンクール」大賞受賞

「グリーン購入基本方針」を制定。環境シンボルマーク｢エコシップ｣制定
グループ全25工場で再資源化率100％を達成
主要14工場のISO14001認証取得完了
高砂P「3Ｒ推進功労者等表彰」農林水産大臣賞受賞
山崎D「緑化優良工場」経済産業大臣賞受賞
サントリー｢天然水の森 阿蘇｣森林保全活動開始

京都B「京都府環境トップランナー賞」受賞
サントリー「森と水の学校」開校。環境レポート大賞・環境報告書賞に入賞
改定版「環境に係る容器包装等設計ガイドライン」制定
環境コミュニケーション大賞で3部門受賞。環境報告書賞優良賞受賞

サステナビリティ報告書賞優秀賞受賞

※工場名の後のアルファベットは、次のように工場の種類を表します。
D＝蒸溜所、B＝ビール工場、W＝ワイナリー、P＝食品工場・びん詰め工場等

「赤玉ポートワイン」
の広告

「トリスを飲んで
ハワイへ行こう」

キャンペーン広告

「金曜日はワインを
買う日」のCM

「サフィニア」

「セサミンE」

サントリー
昆山ビール工場

第一次世界大戦
（1914～18）

第二次世界大戦終結
（1945）

東京オリンピック開催
（1964）

大阪万国博覧会
（1970）

東西ドイツ統一
（1990）

京都議定書発効
（2005）

リオデジャネイロで
「地球サミット」開催

（1992）

容器包装リサイクル法施行
地球温暖化防止

京都会議（COP3）開催
（1997）
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第三者意見書

各社のレポートを専門的観点からご覧になられている緑川芳樹氏に、
2003年から第三者意見をいただいています。
今年の「CSRレポート2006」については、2006年3月から5月にかけて3度にわたって
レビューをいただき、掲載内容と活動についてのご意見をいただきました。
ご意見は、できる限り本レポートに反映しております。
今回反映できなかった部分についても、今後の活動および次年度のレポートに
活かしてまいります。

第三者意見をいただいて

バルディーズ研究会
共同議長

グリーンコンシューマー研究会
代表

第三者意見 サントリーのあゆみ

本年のレポートは、初の「CSRレポート」であった昨年版のレビューを踏まえ、構成を大幅に改めました。
まず、レポート本来の役割として網羅的情報開示を充実させた本レポートに加え、より多くの読者を想
定して「水と生きる」の代表的な取り組みをわかりやすくご紹介する冊子「水と生きる 2006」を別途作
成いたしました。その試みに対する読者の皆様の率直なご評価をお待ちいたしております。
本レポートの編集にあたっては、「水と生きる」をテーマとして取り組んでいるサントリーのCSR活動の全
体像を描くことと、個々の活動を詳しくお伝えすることの両立を心掛けました。掲載事項は大幅に増えて
おりますが、１年間におけるパフォーマンスの進展についての具体的な言及が、まだまだ十分とはいえな
いと認識しております。今後、第三者意見でご指摘いただいております人事施策や環境への取り組みの
みならず、活動のあらゆる分野で眼に見える結果をレポートすることができるよう、積極的な取り組みを
継続してまいります。

サントリー株式会社
CSR推進部長

内貴 研二

CSRビジョン「水と生きる」が３つのサブテーマの設定により幅広い具体的なCSR活動として展開さ
れています。レポートの全体構成もビジョン・３テーマの総論と社会・環境の各論が連携され、立体
的に組み立てられています。また、レポートは前年版より大幅な増頁がなされ、パフォーマンス情報
は一層豊富になりました。
テーマ１「水とともに生きる」のアクテビティでは、自社事業に利用する天然水の水源涵養活動を本
業にかかわる「社会的責任」と認識し、2005年に従来の3 ヶ所から8 ヶ所に増やしたことを高く評
価します。食品メーカーの生命線である品質管理の記述も充実しています。
テーマ２「社会にとっての水となる」は、サントリー得意の分野として定着している文化・芸術活動を
はじめ、幅広い展開があります。
テーマ３「水のように自在で、しなやかにありたい」では、社会関連CSRの日本における最重要課題
である雇用・労働問題が選択されています。

[社会との共生]
終わりなき課題のある食品の品質管理活動は、たとえば「水」については160もの項目を持つ独自の
安全性基準があり「他に類を見ない専門の分析機関を社内に置く」との自負が示され、2005年度も
新たにいくつかのシステムが構築されています。ステークホルダーの項は的確なタイトルで統一さ
れ、「従業員への責任と行動」は、従業員の構成・採用・労働時間などの基礎データの記載も多く、か
なり網羅的な開示になっています。特筆したいのは、労働時間の推移がわかりやすく図示され、さら
に労働時間管理の説明が加えられていることです。日本企業が長時間労働を基盤として成長する不
公正な企業として国際的な批判を受けるというリスクがあり、労働時間短縮は今後の長期的な重点
課題です。賃金制度の説明も改善の方向性が理解できます。ワークライフバランス対策では水準の
高い制度と実績がつくられています。労使関係の記述も人事考課における協同など具体的です。

「お取引先への責任と行動」では、物流協力会社への安全確保の働きかけとその活動の記述が印象
的です。積極的な取り組みと開示を挙げきれませんが、今後の課題は、情報開示度の一層の向上は
もちろん、女性の管理職登用の計画策定や心の健康管理の目標設定などCSR活動全般のPDCAサ
イクルの構築と指標づくりであり、それを一覧性のある「総括表」で示すよう望みます。

[自然との共生]
環境報告は読みやすく情報量も豊富です。年々向上が見られ、エコファクトリーの考え方も明確に
なりました。JEPIXによる環境経営指標が導入され、環境効率の上昇が示されています。今後は各工
場のエコファクトリー度を測る評価基準設定を検討してほしいと考えます。また、取り組みの企業
格差の大きい物流対策について、モーダルシフト率33％への上昇に敬意を表し、今後のCO２排出
量削減を期待いたします。
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