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

グループ品質保証の推進

お客様との関わり

　安全・安心な商品をお届けするため、海外を含めた

サントリーグループ全体で、徹底した品質保証に取り

組んでいます。

●お客様第一が品質保証の基本
　サントリーグループは創業以来「お客様第一」の姿

勢で、商品・サービスの品質を追求しつづけてきました。

　2004年、品質に対する姿勢を明文化したサントリー

グループ品質方針を制定。全社員が常に品質の確保・

向上に取り組んでいます。

○グループ品質マネジメントシステム（QMS）体系

　2009年、サントリーグループはグループガバナンス

の一環として、「サントリーグループ品質マネジメント

規定」を制定するとともに、グループ各社が遵守すべ

き考え方・行動・判断基準を示した「品質に関するポ

リシーガイドライン」を制定しました。国内外のグルー

プ各社への周知を順次進めています。

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

保証委員会」を設置。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、品質に関する重要戦略課

題の推進に取り組んでいます。委員会での討議内容

　サントリーグループ品質方針のもと、商品企画・開

発、原材料調達、製造、流通、販売・サービスに至るす

べてのプロセスで、全社員が常に品質の確保・向上に

取り組んでいます。

は「グループ経営戦略会議」に適宜報告し、グループの

経営課題として共有・解決しています。

○グループ会社の品質マネジメントシステムの監査

　2009年に引き続き、サントリーホールディングス

（株）品質戦略部長による各事業会社の品質マネジメ

ントシステムの監査を実施しました。この監査は、各

社の経営層および品質担当者に品質マネジメントの

状況について確認するものです。監査を通じて各社の

品質管理状況と改善への取り組みを把握するととも

に、2009年に制定した「サントリーグループ品質マネ

ジメント規定」の周知徹底を図りました。今年度以降も、

国内、海外の主要なグルー

プ会社を中心に精力的に

実施していく予定です。

○海外における品質保証の強化

　サントリーグループのビジネス領域がさらにグロー

バルに拡大していくなか、品質保証強化に重点的に取

り組んでいます。2010年は、中国（上海）品質保証セン

ターの機能拡充、欧州のグループ会社やサプライヤー

の品質レベルの向上を目的とした欧州「ものづくりセ

ンター」の設置、海外へのサントリーブランド展開に向

けた専門組織の設置準備などを行いました。

すべてのプロセスでの品質保証

欧州現地工場での技術指導中国（上海）品質保証センター

All for the Quality

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

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

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

3．法令を遵守します。

4．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。

サントリーグループ品質方針

ティプコF&Bとの会議
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○原料−想定される全リスクを解析

　原料別に「安全性リスク管理者グループ」を組織し、

原料の生産から最終使用する時点までのあらゆる段

階で想定されるリスクを

解析。法規制への適合と

安全性の確保を実現して

います。特に残留農薬の

保証では、農薬の使用実

態を把握するとともに、事 生産地の訪問

●  プロセスの全体像

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

いただくために、科学的な研究や調査、分析や試験を実

施し、「安全性」「法規適合性」を徹底して確認しています。

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

　サントリーグループの科学的品質保証を担う「安全

性科学センター」は、国内外の工場からすべての水（商

品の中味に用いる水、洗浄など工程に用いる水）を定

期的に取り寄せて分析・

検査し、その安全性を確

認しています。

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。

　2010年は、「BOSS」の原料であるコーヒー豆につい

て、残留農薬の保証体制の見直しを実施しました。

○容器包装−独自の基準で成分を厳しく評価

　容器包装の安全性確保のために、独自の厳格な規

格を設けています。資材の調達では、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、安全性科学センターでも検査して、構成材料が

関連法規に適合していることを確認します。この検査

では最先端の試験・分析技術を用いて、性能や安全

性を多面的に評価しています。

　さらに、容器が商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開発につなげています。

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

検査機器を用いて、容器や中味への異物混入や、容

器の傷・中味漏れなどがないか、品質を何重にもチェッ

クしています。また、正しいプロセスで商品をつくるこ

とを品質確保の基本として徹底し、あらゆる工程での

作業内容を記録・管理しています。

　また、製造現場におけるフードディフェンスの強化

のため、2009年に策定した「フードディフェンスガイド

ライン」の運用を食品製造工場および酒類製造工場

で順次開始しています。さらに2010年は、商品保管倉

庫などの物流現場への展開を開始しました。

　グローバルに展開する企業として、現在、品質マネ

ジメントシステムの国際標準である「ISO9001」などの

認証取得をグループ全体で進めています。

Web ●  安全・安心への取り組み

トレーサビリティ

科学的評価（試験・分析）

お届け
商品企画・
開発

水

調達

容器包装

原料 製造

景品

安全性科学センターでの定期検査

缶上部よりフラッ
シュを照射し缶内面
を撮影

コンピューターの画
像解析により異常が
ないかを確認

異常を発見した場合、
右上のノズルからエアー
が出て缶を取り除く
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●  トレーサビリティシステム

トレースバック

原材料メーカー サントリーグループ 流  通 お客様

トレースフォワード

原材料、生産履歴を遡及 流通履歴、出荷先を追跡

原料 包材
一時
保管
倉庫

輸送 出荷

安全性科学センター

●お届け−お取引先にも品質保証を徹底 
　徹底的に品質にこだわってつくった商品だからこそ、

そのこだわりをそのまま、お客様のお手もとにお届け

できるように工夫しています。

○輸送時

　物流協力会社に対して、運送や保管についてご理

解・ご協力を得るための啓発活動を行っています。ま

た、商品保管倉庫へサントリーの担当者が直接赴き、

倉庫内の管理状況を確認しています。

○飲用時

　飲食店様などを対象に、樽生ビールをお客様においし

く飲んでいただくためのドラフトセミナーを実施していま

す。また、サントリーの担当者が定

期的に飲食店様を訪問して、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。

　2010年は、樽生ビールお取扱

店の相談窓口として設置している

「樽生コールセンター」に寄せられ

●景品−景品の安全性も確保
　商品の販売促進に用いる景品についても、商品に

対するのと同じ姿勢で安全性を確認しています。景品

を審査するため、4部門の専門メンバーで構成された

チームを組織し、それぞれの専門性を活かして、社内

の商品企画・開発部門や景品制作会社に対しアドバ

イスを行うほか、景品制作会社と連携して景品製造

工場の視察などを行い、原材料や製造工程、検品方

法を確認しています。

　2010年はすべてのキャンペーンについて、「お客様視

点」での事前チェックを行うしくみと体制を確立しました。

商品につけた景品の例

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

ス）できるように、QRコード※（2次元コード）を利用し

たトレーサビリティシステムの全工場への展開を進め

ています。これにより、お客様のもとに届いた商品に関

する履歴を必要に応じて即座に確認できます。また、

万一、商品を出荷した後に原料・容器・表示などに何

らかの問題がありうると判明した場合にも、出荷先を

速やかに特定して対処できる体制を整えています。
※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です

る情報を一元化し、解析する体制・しくみを整備しま

した。

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

「生物安全」という3つの機能分野をもっており、それ

ぞれの専門性を発揮して、サントリーグループが製造

および販売する商品の安全性の評価を行っています。

原料や商品・中味はもちろん、容器包装、加工助剤、商

品の中味に接触する生産設備の材質などに至るまで

分析・検査を実施。関連法規より厳格な独自の規格

に基づいて、それぞれの安全性を確認しています。

ドラフトセミナー
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■  グループ全体の品質マネジメントシステムの発展
■  海外における品質保証の強化
■   お客様が飲用される時点での品質（飲用時品質）
の一層の向上

■  重要原料の一層の安全・安心な調達
■  フードディフェンスの一層の強化

■  品質ガバナンスの強化
■  海外における品質保証の強化 
■   お客様が飲用される時点での品質（飲用時品質）
の一層の向上 

■  重要原料の一層の安全・安心な調達

2010年 2011年

適切でわかりやすい情報開示

　サントリーグループが提供する商品やサービスにつ

いてお客様に安心・信頼していただくためには、品質

保証に関する情報や活動を適切にわかりやすくお伝

えしていくことが重要であると考えています。

●わかりやすい商品表示
　商品の表示や宣伝・広告表現について、「品質保証

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、食品について

は「食品衛生法」で表示を義務づけられている7品目だ

けでなく、表示を推奨されている18品目も商品への表

示対象としています。

Web ●  安全・安心への取り組み

　ハーゲンダッツ ジャパン（株）では、アイスクリームの
原材料である牛乳はもちろん、その牛乳の成分を左右
する牧草や土壌の成分まで確認・分析しています。ま
た、味を決めるフルーツやナッツ、チョコレートなどの
副原料も世界各地の
厳 選されたものを探
し求めて使用してい
ます。

高品質な原料へのこだわり
−ハーゲンダッツ ジャパン（株）

牛の成育環境にも配慮

○正確でわかりやすい情報開示

　お客様に正確でわかりやすい情報をお届けするた

めに、商品や広告での表現に配慮し、常に適切な情報

開示に努めています。2009年に策定した「品質に関す

るポリシーガイドライン」には、「品質情報の開示」に関

する方針・姿勢も定めています。

　また、より一層親しみやすく、信頼できる情報発信

を図るべく「サントリー

の安 全・安 心への取

り組み」ホームページ

を、2010年12月にリ

ニューアルしました。

●自主回収について
　品質保証の徹底に努めながらも発生してしまった

問題については、適切に情報開示を行っています。

　2010年1月から2011年5月にかけては、新聞への社

告掲載を実施した自主回収はありませんでした。　チューハイなどの低アルコール飲料をソフトドリンク
と間違えて誤飲することがないよう、商品に「酒マーク」
を表示しています。そのほか、主要な商品については、
缶ぶたに「おさけです」の表示や、点字で「おさけ」の表
示を行っています。

商品への表示例〜誤認飲酒防止のための表示例

ソフトドリンクと誤飲することがないよう、
缶ぶたに「おさけです」と表示

目の不自由な方が誤飲されないよう、缶ぶ
たに点字で「おさけ」と表示

ソフトドリンク
と誤飲すること
がないよう、「酒
マーク」を表示

リサイクル推
進のための「リ
サイクルマー
ク」を表示

サントリーの安全・安心への取り組み
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　お客様からの「賞味期限の読み方がわからない」とい
う声にお応えし、清涼飲料のペットボトル・缶の賞味
期限表示をわかりやすく変更しました。

清涼飲料の賞味期限の表示をわかりやすく変更

お客様コミュニケーション
創業以来、お客様満足を第一に対話を重ね、
ご意見やご要望を事業活動に反映しています。

　サントリーグループは、創業以来「お客様満足を第一」

に考え、お客様との双方向コミュニケーションを大切に

しています。1976年には、お客様からのご相談窓口「消費

者室」を設置。現在は、お客様リレーション本部VOC※

推進部として活動しています。お客様の声一つひとつに

真摯にお応えし、それらを広く企業活動に反映させる

よう、活動をさらに強化しています。
※VOC：Voice of Customer（お客様の声）

● お客様情報の流れ

●お客様満足を追求する「お客様視点プロジェクト」
　すべての社員がお客様の視点から行動する企業風土

　お客様から寄せられたご意見やご要望を取り入れ、

品質改善、商品開発、情報提供の充実などを図っていま

す。また、すべてのお客様にやさしく親切な商品・サービ

スの提供をめざし、ユニバーサルデザインに配慮した容

器包装の設計や保有施設の設備・サービスなど幅広い

分野で積極的に進めています。

お客様の声を企業活動に反映

お客様のご意見を商品づくりに活用

お客様視点気づき講座 お客様視点体感プログラム

お
客
様

品質改善・商品開発

対応

関
連
部
署

分析

調査

開発

対策
検討

お客様
リレーション本部

営業支社・支店

VOC推進部

お客様
センター

お客様の
生の声

ご指摘
お問い合わせ
ご提案

●  お客様からのお問い合わせやご意見・ご指摘の内容
（2010年実績：109,612件）

お問い合わせ・
ご意見※2

87％

ご指摘※1

  13％

宣伝関連
6％

経営・
企業活動など

6％
購入方法
11％

販促
キャンペーン
12％ 販売活動

13％

製品関連
52％

〈情報の内訳〉 〈お問い合わせ・ご意見内容〉

を醸成していこうという試みが「お客様視点プロジェク

ト」です。お客様から直接ご意見をうかがう機会の少な

い部門も含め、全社員を対象に研修プログラムを実施

しています。「お客様視点気づき講座」と「お客様視点体

感プログラム」の2つのプログラムを軸に展開しており、

2010年は講座開催数や対象プログラム等を拡大し、約

2,230名が参加しました。

改善前 改善後

■ 正確な情報提供によるお客様満足の向上
■ 新容器導入時においてお客様視点での事前チェッ
クの強化

■ グループ全体でお客様対応体制を強化、お客様
対応マネジメントシステム（JISQ 10002）の導入

■ グループ全体でのお客様対応品質・サービスのさ
らなる向上

■ お客様視点に立脚した企業活動のさらなる推進
■  VOCの社内共有・活用の強化

2010年 2011年

※1   ご指摘：お客様から商品や企業活動に対して寄せられたご不満・
ご不快の声

※2   お問い合わせ・ご意見：上記以外にお客様から寄せられる幅広い
ご質問やご意見

● ペットボトルの表示

Web ●  お客様コミュニケーション
●  ユニバーサルデザイン
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健康で豊かな生活への取り組み
お客様の健やかで豊かな生活を支援するため、
サントリーグループではさまざまな商品・サービスを提供しています。

　健康に留意されるお客様のニーズ・嗜好に合った商

品・サービスの提供を通じて、お客様の健康で豊かな

生活に幅広く貢献する活動を展開しています。

　特定保健用食品や健康食品の開発にあたっては、「安

全性と有用性の科学的裏付けを持った、人々の健康

に役立つ商品・サービス」という考えのもと、古くから

の食経験に基づいた自然の力の有用性を最新の科学

で検証し、確かな技術で明らかにしてきました。

　自然と共生し、自然の力を活かしながら、人間が本

来持っている「健康を保つ力」を引き出すことで、「健

やかで、美しく、心豊かな毎日（ウェルネスライフ）」を

応援するという考え方は、まさしくサントリーグループ

の企業理念「人と自然と響きあう」に基づいたものです。

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

を抑える強い作用があることを発見し、この研究をも

とに「黒烏龍茶 OTPP」を2006年に発売。また2007年

には、ゴマから生まれた「ゴマペプチド」を含む、血圧が

高めの方に適した「胡麻麦茶」も発売しています。

●セサミンの機能解明から健康食品発売へ
　健康に良いとされてきたゴマの機能を科学的に説明

することに挑戦し、ゴマに含まれる微量成分のひとつ「セ

サミン」の機能解明に成功、1993年に健康食品の第1号

として商品化しました。2003年にはビタミンEやトコトリ

エノールとの組み合わせによりパワーアップした「セサミ

ンEプラス」を発売しています。

商品・サービスを通じた健康への貢献

　特定保健用食品や健康食品における研究開発の核

となるサントリー健康科学研究所は、健康に役立つ素

材を探索し、その素材の魅力を科学的に解明しつつ、

一人でも多くのお客様が明るく健康で心豊かな生活

を送ることができるための安全・安心で優れた品質の

商品をお届けするという役割を担っています。また、安

全性科学センター、価値フロンティアセンター（微生物

科学研究所、植物科学研究所、水科学研究所）など、

それぞれの専門領域を持つ研究部門が、その特性や

独自の技術を活かし、各事業会社の研究開発部門と

ともに、グループ横断で協働・連携しています。

●研究の成果を発表　
　サントリーグループの研究開発部門では、国内外の大

学や、外部研究機関との共同研究を行い、学会発表や

学術論文などで、その成果を世の中に発信しています。

「黒烏龍茶 OTPP」と「胡麻麦茶」

新しい価値を創造する研究開発体制

　（株）ティップネスでは、最新のトレーニングジムに加
え、脂肪燃焼からコンディショニング、ダンスプログラム
などのスタジオコンテンツも充実させ、幅広い世代で高
まる健康ニーズに応えています。また、こども向けスクー
ルブランド「TIPNESS KIDS」や企業向け健康・運動支援
サービス「ティップネス eメソッド」なども展開中です。

　サントリーウエルネス（株）では、商品の原材料を世
界中から集めています。そこで、どの原産地の材料を
使い、どこの工場で、いつつくられたかがきちんと把握
できる「トレーサビリティシステム」を整備。原料の調達、
工場での生産、出荷、配送のすべてのプロセスで厳しく
品質をチェック・管理しています。

健康で快適な生活文化を提供−（株）ティップネス

安全・安心へのこだわり−サントリーウエルネス（株）

健康に貢献するプログラムを展開

「セサミンEプラス」

Web ●  健康で豊かな生活への取り組み
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Web ●  アルコール関連問題への取り組み

　サントリーグループは、1976年に「サントリー宣伝

コード」を制定し、飲酒に関する宣伝・広告表現の自

主規制を業界に先駆けて開始しました。その後、アル

コール関連の専門組織「ARP※委員会」と、その事務局

「ARP事務局（現ARP室）」を設置。社内外への適正飲

酒の啓発や、販売・宣伝活動の社内チェック、研究機

関への参加・協力・支援などを行っています。
※ARP：Alcohol-Related Problems （アルコール関連問題）

　1986年に開始して以来、

20年以上にわたって、「酒

は、なによりも、適量です。」

というメッセージを伝える

「モデレーション広告」を主

要全国紙で展開。2010年

末で110回以上掲載してい

ます。

　サントリーグループでは、広告による飲酒運転警告表

示や、Webサイト、飲食店へのポスター配布などを通して、

飲酒運転防止の啓発活動を行っています。

　また、欧米などで先行している「指定ドライバー制度」

を工場見学の受け入れの際に導入しています。受付時

と試飲会場で、2回にわたりドライバーの方を確認、ドラ

イバーの方にはノンアルコール飲料を提供しています。

　さらに、アルコール飲料の責任ある広告と販売を実

施していくため、業界基準に合わせて酒類製品の店頭

試飲会などを中止しました。

　ビール酒造組合、日本洋酒酒造組合など業界団体の

一員として、中高生を対象とした未成年者飲酒防止の

ためのポスター、スローガン募集キャンペーンや、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います。

　WHO（世界保健機関）は、アルコール関連問題の削

減に向けて、各国政府、公衆衛生機関の専門家など

と協議を続けています。2010年、アルコールの有害な

使用を低減するために酒類業界も重要なステークホ

ルダーと位置づけた世界戦略を採択しました。当社は

GAP※の構成員として、世界の大手酒類メーカーと連

携。WHOによる2013年の戦略実行状況レビューに向

け、発展途上国、新興国で飲酒運転防止、自主基準の

設定、違法酒への対応に取り組むなど、CSR活動の展

開を支援しています。
※GAP： Global Alcohol Producers Group。アルコール問題解決に向け、

世界の主要酒類メーカーが加盟している団体

モデレーション広告（2010年12
月掲載）

専門組織が責任を持って対応

お客様に適正な飲酒を啓発

アルコール問題削減に向け世界的に活動

業界と連携した啓発活動

飲酒運転撲滅に向けた予防・啓発活動

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

■ アルコール関連商品のTVCMの自粛時間帯の変更
■  妊産婦飲酒注意表示の実施
■ アルコールの有害な使用による被害削減のた
めに、発展途上国・新興国18カ国でのアルコー
ル問題に関する活動への参加

■ アルコール関連問題への適切な対応をグループ
全体で推進

■ 適正飲酒に関する情報発信の強化
■ 発展途上国・新興国でのアルコール問題に関する
活動への参加を継続

2010年 2011年

商品パッケージへの
注意表示

「STOP! 未成年者飲
酒キャンペーン」ロゴ

（株）ダイナックでは、未成年者
飲酒と飲酒運転禁止のステッ
カーを飲食店全
店に貼付してい
ます。

飲食店での適正飲酒啓発−（株）ダイナック
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お
客
様
と
の
関
わ
り

Web ●  グループ各社のCSR活動

海外事業会社の活動

　モリソンボウモアは品質管理システム「ISO9001（2008
年版）」認証を取得しています。この品質管理システムは
継続的な改善活動と、お客様が期待する以上の製品・
製造工程・サービスを確
保することによる顧客満
足に重点をおいており、品
質管理を徹底しています。

　サントリーグループ品質方針を核とし、従業員への品
質研修をはじめ、常に品質の
確保・向上に取り組んでいま
す。品質保証体制を高いレベ
ルで維持・管理していくため、
2011年2月には品質マネジメ
ントシステムの国際規格である

「ISO9001（2008年版）」の認証
を取得しました。

　1868年の創業以来、高品質を追求することで、高い
評価をいただいてきました。最高級畑グレーフェンベル
グで収穫されるぶどうは、高い品質を確保するために、
ドイツにおける平均的な収穫量の半分以下である40hr/
ha※まで減らしています。
また、発酵段階でも畑に
合わせた大きさのタンク
で手間をかけ、丁寧に発
酵させることで、ワインの
品質を維持しています。
※労働効率を表す単位

製品梱包時の品質確認

ISO9001認証

手摘みによるぶどうの収穫

■   ISO9001（2008年版）認証を取得

■   ISO9001（2008年版）認証を取得

■   作り手としての最高品質にこだわる

Morrison Bowmore Distillers Ltd.
モリソンボウモア ディスティラーズ

Suntory Mexicana, S.A.DE.C.V.
サントリー メヒカーナ

Weingut Robert Weil
ロバート ヴァイル醸造所

　お客様が食生活をコントロールするうえで、適切な栄
養学的情報を得ることは重要です。そのため、全商品に
栄養価や「1日の摂取カロリー
量ガイドライン」を表示して
います。商品を適切に消費し、
健康なライフスタイルに取り
入れることで、お客様のバラ
ンスのとれた食生活の実現
に貢献しています。

　2010年、健康食品「BRAND'S」は175周年を迎え、お
客様とともに175周年を祝うイベントを多数開催しまし
た。お客様のライフスタイルをサポートする商品を提供
しつづけ、その効果は科学的に証明されています。今後も、
お客様のニーズを予測す
る顧客管理関係（CRM）
イニシアティブを通じて、
すべての地域でお客様満
足を追求していきます。

　営業部門担当者のために「コールフェイス（現場調査）」
と称する顧客満足度調査を毎年実施しています。これ
は、お客様である卸店・小売店や飲食店が、何を感じ
ているかを知るための重要なフィードバックです。この
調査の結果は、フルコアグループのサービスを改善する
ための情報収集手段のひとつとして活用されています。

栄養価と「1日の摂取カロリー
量ガイドライン」表示

175周年を祝い「BRAND'S ヘルス・
ミュージアム」を約13万人が訪問

■   情報提供を通じてお客様の食生活を支援

■   商品を通じてお客様のライフスタイルに貢献

■   顧客満足度調査を毎年実施

Orangina Schweppes Group
オランジーナ・シュウェップス・グループ

Cerebos Pacific Ltd.
セレボス・パシフィック

Frucor Group
フルコアグループ

メキシコ

ドイツ ニュージーランド

フランスイギリス

シンガポール

フランス

シンガポール

ニュージーランド

イギリス

メキシコ

ドイツ


