
創業者・鳥井信治郎が、大阪で

ぶどう酒を取り扱う小さな店を

開業した1899年、

サントリーグループの歴史は

始まりました。

その111年の道のりは、

未踏の事業分野に挑戦する

「やってみなはれ」精神と

常に社会との共生を実践する

「利益三分主義」を

2本の轍(わだち)のように刻み続けた

足跡でもあります。

サントリーグループ　
111年の
あゆみと発展

鳥井信治郎は、ことあるごとに
「やってみなはれ」と社員を鼓
舞しました。「赤玉ポートワイン」
に始まり、ウイスキー、ビール、食
品・清涼飲料と、未知の分野に
果敢に挑戦し、グローバルな総
合酒類食品企業へと発展した
原動力は、脈々と受け継がれる
フロンティア精神にあります。

受け継がれる
“やってみなはれ”の
精神

企業の
あり方を説いた
“利益三分主義”
創業者は「商いによる利益は、
社会やお客様・お得意先への
サービスとして還元し、残りを
事業への再投資とする」との信
念から、慈善・福祉事業に熱意
を注ぎました。その精神は、いま
もなお企業市民としての多彩な
活動に受け継がれています。

1899～

1907

1899

甘味果実酒「赤玉ポートワイン」発売

鳥井信治郎が
大阪市に鳥井商店を開業

1907 事業活動の原点
「赤玉ポートワイン」誕生

1937 「サントリーウイスキー角瓶」発売

1936 日本最大の自家ぶどう園
「山梨ワイナリー（現・登美の丘
ワイナリー）」開設

1946 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

1923
1921

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

1929 日本初の本格国産ウイスキー
「サントリーウイスキー白札」発売

株式会社寿屋を創立

1921 社会福祉法人  邦寿会を創設

1921 社会貢献の組織「邦寿会」を創設

「トリスを飲んでハワイ
キャンペ

「日本人に飲んでもらうには、美しい色や
適度な甘酸っぱさ、ころあいの酒精分が
必要だ。本場のポートワインとは味も香り
も色も違うかもしれない。しかし、この酒は
世界のどこにもない日本のぶどう酒だ」と
信治郎の創意と思いがこめられた「赤玉ポ
ートワイン」は、サントリーグループの製品
づくり・事業活動の原点といえるものです。

大阪の商家育ちの信治郎は、商いへの熱
意とともに、他者への思いと社会奉仕の
心情を忘れませんでした。苦学生への匿
名奨学金、年末の貧しい人々への餅くば
り、無料診療所の開設などを行っており、
そして、妻の死去を機に「邦寿会」を組織
し、老人ホームや保育園の運営など社会
活動に一段と力を注ぎます。

事業活動のあゆみ

社会・環境活動のあゆみ



1929 本格国産ウイスキー「白札」販売開始

1950 「サントリーウイスキーオールド」発売
1960 創業60周年記念ウイスキー

「サントリーウイスキーローヤル」発売

1963 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
武蔵野ビール工場開設
「サントリービール」発売

1967 日本初の非熱処理ビール
「サントリービール（純生）」発売

1969 桂ビール工場（現・京都ビール工場）開設

1972 サントリーフーズ設立

1973 白州蒸溜所開設

1976 消費者室（現・VOC推進部）を設置

1978 国産初の貴腐ワイン発売

1977 ファーストキッチン設立

イへ行こう」
ペーン広告

1980 ペプシ系ボトラー会社のペプコムを
買収し、アメリカの清涼飲料市場に参入

1981 「サントリーウーロン茶」発売

1982 利根川ビール工場開設

1983 「シャトー ラグランジュ」
（フランス・ボルドー）の経営開始

1986 ティップネス設立

1984 「サントリー シングルモルト
ウイスキー山崎」発売
スーパープレミアムアイスクリーム
「ハーゲンダッツ」発売

1986 麦100%生ビール「モルツ」発売

1987 中国に江蘇サントリービール工場開設

プレス（現・プロントコーポレーション）
設立

1988 ドイツの「ロバートヴァイル醸造所」の
経営開始

1989 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

1990 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「南アルプスの天然水」発売

1992 清涼飲料専用工場榛名工場竣工
缶入りコーヒー「BOSS」発売

1994 発泡酒のパイオニア｢ホップス〈生〉」
発売

1963 ビール発売とともに社名を「サントリー」に

1961 サントリー美術館設立

1969 サントリー音楽財団創設

1986 サントリーホール設立

1990 公益信託「サントリー世界愛鳥基金」創設

サントリーレディスオープンゴルフ
トーナメント開催

1992 「サントリー環境行動指針」制定

1991

1994 「サントリーミュージアム〔天保山〕」開館

1970 大阪万博にサントリー館出展

1973 白州蒸溜所にバードサンクチュアリ開園
「愛鳥キャンペーン」開始

1979 サントリー文化財団創設
サントリー生物有機科学研究所設立

愛鳥キャンペーンポスター

1979 サントリー文化財団を

1973 心の中にトリの保護区を─
自然保護を通じた愛鳥活動

1961 “生活の中の美”を理念に
「サントリー美術館」設立

技術者をスコットランドに派遣し、日本
では不可能といわれた本格的なウイス
キーづくりに着手。京都郊外の山崎蒸
溜所に原酒を仕込んで5年。日本初の
本格国産ウイスキー「白札」を完成さ
せ、「サントリーウイスキー」と命名して
販売を始めました。戦後、洋酒ブームを
もたらし、日本に洋酒文化が根づきま
した。

創業者の意志を継いだ2代目社長
の佐治敬三は、“クリーン＆マイル
ド”な味わいをもつビール開発に乗
り出し、この年に「サントリービー
ル」を発売。同時に、社名を寿屋か
ら「サントリー」に改め、ブランドと
企業イメージの統一を図りました。
総合酒類企業に向けた、第二の創
業期の幕開けです。

2代目社長・佐治敬三は「生活の
中の美から新しい日本を発見す
る」という主旨で、サントリー美術
館を設立しました。以後、一貫し
て独自のテーマ性を重視した展
覧会を開催。1975年に赤坂見附
に、2007年に六本木に移転し、美
を介した出会いと感動をお届けし
ています。

科学技術が重要視される時代に、サ
ントリーは「常に人間のための科学
技術を考えることが重要で、その意味
で文化の果たす役割は大きい」とし
て、創業70周年に音楽財団を、80周
年に文化財団を創設しました。いず
れも独自の視点から幅広いジャンル
の業績に光を当て、多くの才能を発掘
し、世に送り出しています。

ウイスキーづくり50周年記念事
業として「愛鳥キャンペーン」を
開始。自然保護団体・研究団体
と協力し、愛鳥思想の普及や環
境保護活動の助成をしています。
また、この年に完成した白州蒸溜
所の敷地内に広大な「バードサン
クチュアリ」を開園しました。

1950～ 1980～ 1985～

環境室（現・エコ戦略本部）を設置
ARP事務局（現・ARP室）を設置

ビール業界初のステイオンタブ
缶ビール発売



1997 世界初の青いカーネーション
｢ムーンダスト｣発売

1996 ゴマの健康食品｢セサミン＋E｣発売

1998 ペプシブランドの
マスターフランチャイズ権を獲得

1999 環境調和型食品工場高砂工場開設

1995 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

1972 清涼飲料事業を新しい柱に 2009 オレンジーナ社を傘下に入れ
グローバル戦略を加速

外食・花・スポーツ事業の展開で多角化へ

2001 昆山ビール工場（中国・上海）竣工

2002 サントリーフラワーズ（株）設立

2003 業界初のハイブリッド工場
九州熊本工場竣工
商品開発センター設立
三得利（上海）食品有限公司設立

2004 世界初「青いバラ」を開発
緑茶「伊右衛門」発売

2006 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

2007 サントリービバレッジプロダクツ（株）
神奈川綾瀬工場竣工

タイで清涼飲料を製造・販売する
「ティプコ F&B社」と資本提携

2008 サントリー天然水（株）奥大山ブナの
森工場竣工
井筒まい泉（株）の全株取得

2009 ニュージーランドの清涼飲料メーカー
「フルコアグループ」買収

創立110周年。純粋持株会社制に移行

フランスの清涼飲料メーカー
「オレンジーナ・シュウェップス」買収

青いバラ「SUNTORY blue rose 
APPLAUSE」発売

2005 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

1997 「サントリー環境基本方針｣制定
1998 「環境レポート」発行

2001 主要14工場のISO14001認証取得完了

2003

2004 サントリー水育「森と水の学校」開校

2005 CSR推進部を設置
「CSRレポート」発行

2006 サントリー水育「出張授業」開始

2009 環境中期目標の設定
公益財団法人 サントリー芸術財団創設

2007 東京ミッドタウンに
新たにサントリー美術館オープン

2008 複合介護施設「どうみょうじ高殿苑」を開業

環境緑化ビジネスに本格参入

サントリーと東京大学が「水の知」
（サントリー）総括寄付講座を開設

創設

2003 「天然水の森」活動の開始

2008 環境緑化事業「midorie（ミドリエ）」を開始

超酒類企業をめざし、清涼飲
料事業を新たに展開。ミネラ
ルウォーターなどの製品と自
動販売機の大量投入で販売
基盤を整備し、やがて天然果
汁志向を捉えた「オレンジ
50」や「ウーロン茶（缶）」の大
ヒットで、この分野での地歩
を固めました。

炭酸飲料「オレンジーナ」や「シュウェッ
プス」で知られる欧州の清涼飲料メー
カー「オレンジーナ・シュウェップス」の
全株式を取得。アジア・オセアニア地域
のフルコアグループ、ティプコＦ＆Ｂ社、
セレボス社などの相乗
効果を図り、サントリ
ーグループのグローバ
ル戦略を加速します。

1965年頃から居酒屋やバ
ー、レストランの経営を開始。
1977年には、ファーストフード
チェーンを経営するファースト
キッチンを設立。以来、さまざ
まな業態の外食産業やさらに
は花事業、スポーツ関連など
生活を心豊かに彩る事業の
多角化を図ってきました。

豊かな水を育む森を守るた
め、2003年より九州熊本
工場の水源涵養エリアであ
る阿蘇外輪山の国有林約
102haの涵養活動を開始。
これが「天然水の森」活動
の第一歩となりました。翌
年には、水をテーマにした
「森と水の学校」もスタート
しました。

地球温暖化やヒートアイランド現
象が懸念される中で、環境緑化に
よる社会への寄与をめざし「環境
緑化事業midorie（ミドリエ）」を
立ち上げました。これは土を使わ
ない独自の新素材「パフカル」に
よる水耕栽培で、建物に負担の少
ない屋上緑化（緑の屋根）・壁面緑
化（花のかべ）を実現するシステム
です。

1995～ 2000～ 2005～

コンプライアンス推進部
（現・コンプライアンス室）を設置

サントリー「天然水の森 阿蘇」で
水源涵養活動開始




