
全社（共通）

416名
（1％）

欧州

3,038名
（11％）

アジア・オセアニア

8,898名
（31％）

米州

3,297名
（11％）

日本

13,299名
（47％）

ビール・スピリッツ

3,112名
（11％）

サントリーグループ概要
1899年の創業以来、サントリーグループは、その長い歴史の中で事業を拡大し、酒類、食品事業にとどまらず、
健康食品、外食、花事業など広範な分野で活動しています。
さらに、アジア・オセアニア、欧州、米州など、世界各国で幅広く事業を展開しています。

会社概要

事業概要

●食品関連事業

ビール・スピリッツ
（ビール類・
ウイスキー・焼酎・
RTD 他）

5,237億円
（29％）

飲料・食品
（清涼飲料・
健康飲料・
加工食品 他）

9,706億円
（54％）

お客様の豊かで健やかな生活に貢献するために、清涼飲

料から健康食品まで多彩な商品をお届けしています。緑

茶・ウーロン茶・コーヒー・炭酸飲料・ミネラルウォーターな

ど多くの飲料カテゴリーでラインアップを充実するほか、長

年にわたる食の科学的研究やバイオ技術などを活かした

健康食品事業を展開しています。海外においても、北米や

欧州、アジア・オセアニア地域での清涼飲料および食品な

ど、積極的な事業拡大を図っています。
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28,532名

欧州

1,441億円
（8％）

アジア・オセアニア

1,679億円
（9％）

米州

695億円
（4％）

日本

14,212億円
（79％）

● 地域別売上構成（2011年度）

その他

10,278名
（36％）

飲料・食品

14,726名
（52％）

28,532名

200社 （2011年12月31日現在）
28,532名 （2011年12月31日現在）
18,028億円 （2011年1月1日～12月31日）
1,090億円 （2011年1月1日～12月31日）

グループ会社
従業員数
連結売上高
連結経常利益

大阪府大阪市北区堂島浜2-1-40
東京都港区台場2-3-3
1899年
2009年2月16日
佐治信忠
700億円

本社所在地
サントリーワールドヘッドクォーターズ所在地
創業
設立
代表取締役社長
資本金

● サントリーグループ

● サントリーホールディングス株式会社

甘味果実酒「赤玉ポートワイン」を生み出して日本の洋酒文

化を拓き、日本初のウイスキー事業に着手。現在では、ビール

をはじめとしたさまざまな酒類の製造・販売を行うほか、

世界の銘酒をお客様にお届けしています。また、中国をはじ

めとするアジア・オセアニア、米州、欧州、ロシアなど、海外

においても事業を拡大しています。ワインについては、国内

で高品質なワインづくりを行う一方で、世界各国の名門ワ

イナリーと手を結び、グローバルな視点に立ったワインビジ

ネスを展開しています。

バー・レストランなどを展開する（株）ダイナックをはじめと

して、ファーストフードチェーンの展開、メキシコ・アジアを

中心とした海外レストラン事業など、国内外で外食事業を

展開しています。また、健康・自然・生活文化をテーマとし

て、フィットネス事業・花事業・環境緑化事業・販促支援事

業・文化施設でのレセプションサービスなど、さまざまな

事業を展開しています。

品質保証、技術開発、調達・物流、ビジネスシステムなど、サ

ントリーグループ各社に共通する業務を集約するととも

に、宣伝・デザイン、お客様リレーションなどの業務を担う

機能会社を設立。専門性を発揮しながらグループ経営のさ

らなる効率化を進めることで、お客様へのよりよい商品・

サービスの提供を目指しています。また、文化・芸術・学術

支援のための公益財団法人を設立しています。

●酒類関連事業

●外食・スポーツ・花・サービス関連事業 ●機能会社ほか

総従業員数 総従業員数

その他
（中国事業・ワイン・
健康食品・アイスクリーム・
外食・スポーツ・花 他）

3,085億円
（17％）

総売上高

18,028億円
総売上高

18,028億円

14,948 15,130 15,507
17,424 18,028

753
813 835

1,067
1,142

20,790 21,845
24,960 25,103

28,532
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● （株）ティップネス
● サントリーフラワーズ（株）
● サントリーミドリエ（株）
● （株）サントリーショッピングクラブ
● サントリーサービス（株）
● サントリーパブリシティサービス（株）
● サントリー興産（株）
● （株）サン・アド
● サントリービジネスエキスパート（株）
● サンカフェ（株）
● カンバク（株）
● サントリーロジスティクス（株）
● （株）サンモアテック
● サントリーコーポレートビジネス（株）
● サンリーブ（株）

日　本

欧　州 米　州

食品関連会社
酒類関連会社
外食・スポーツ・花・サービス関連会社
機能会社

日　本

13,299名
66社

欧　州

3,038名
44社

米　州

3,297名
17社

アジア・オセアニア

● Frucor Group／フルコアグループ
● Cerebos Pacific Ltd.／セレボス・パシフィック
● Suntory Beverage & Food Asia Pte.Ltd.／サントリー食品アジア社
● PT Suntory Garuda Beverage／サントリーガルーダビバレッジ
● Tipco F&B Co., Ltd.／ティプコF＆B
● 　　　　　　　　　　　　　 ／サントリー（中国）ホールディングス
● 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／サントリー上海食品販売
● 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／
　 サントリー上海食品販売北京
● 　　　　　　　　　　　　 ／サントリー上海食品
● Suntory (Aust) Pty Ltd.／サントリーオースト

● Suntory Taiwan Ltd.／サントリー台湾
● 　　　　　　　　　　　　　／サントリー（中国）ホールディングス
● 　　　　　　　　　　　　／サントリービール（上海）
● 　　　　　　　　　　　　／サントリービール（昆山）
● 　　　　　　　　　　　　　　／サントリー（上海）販売
● 　　　　　　　　　　　　　　／サントリー光明ビール（上海）
● 　　　　　　　　　　　　　／江蘇サントリー
● 　　　　　　　　　　／無錫振太酒業
● ASC Fine Wines Holding Ltd.／ASCファインワインズ
● Suntory F&B International Group／SFBIグループ
● Gold Knoll Ltd.／ゴールドノール

● サントリー食品インターナショナル（株）
● サントリーフーズ（株）
● 北海道ペプシコーラ販売（株）
● 東北ペプシコーラ販売（株）
● 日本ペプシコーラ販売（株）
● 中部ペプシコーラ販売（株）
● 近畿中四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）
● サントリープロダクツ（株）
● サントリー食品工業（株）
● 日本ペプシコーラ製造（株）
● サントリーウエルネス（株）
● （株）コネクト
● ハーゲンダッツ ジャパン（株）
● サントリー酒類（株）

● サントリービア＆スピリッツ（株）
● （株）エイチ・ビー・アイ
● サントリーアライド（株）
● 沖縄サントリー（株）
● 九州サントリーテクノプロダクツ（株）
● サングレイン（株）
● （株）ミュープランニングアンドオペレーターズ
● サントリーワインインターナショナル（株）
● （株）ファインズ
● （株）岩の原葡萄園
● モンテ物産（株）
● （株）ダイナック
● （株）プロントコーポレーション
● ファーストキッチン（株）
● 日本サブウェイ（株）
● 井筒まい泉（株）

● Orangina Schweppes Group／オランジーナ・シュウェップス・グループ
● Suntory Europe PLC／サントリーヨーロッパ
● Morrison Bowmore Distillers Ltd.／モリソンボウモア ディスティラーズ
● Suntory France S.A.S.／サントリーフランス
● Louis Royer S.A.S.／ルイ ロワイエ
● Lejay Lagoute S.A.S.／ルジェ ラグート
● Mozart Distillerie GmbH／モーツァルト ディスティラリー
● Grands Millésimes de France S.A.(GMdF)／グラン ミレジム ド フランス
● Château Lagrange S.A.S.／シャトー ラグランジュ
● Château Beychevelle／シャトー ベイシュヴェル
● Château Beaumont／シャトー ボーモン
● Barrière Frères S.A.／バリエール
● Weingut Robert Weil／ロバート ヴァイル醸造所

世界に広がるサントリーグループ

アジア・オセアニア

8,898名
73社

● Pepsi Bottling Ventures LLC／ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ
● Suntory International Corp.／サントリーインターナショナル
● Suntory Mexicana,S.A. De C.V.／サントリー メヒカーナ
● Restaurant Suntory Mexico Group／レストランサントリーメキシコグループ

サントリーフーズ（株）
サントリープロダクツ（株）
フルコアグループ
オランジーナ・シュウェップス・グループ
セレボス・パシフィック
ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ
サントリー食品アジア社

サントリービア＆スピリッツ（株）
国内グループ会社
海外グループ会社
中国酒類グループ会社
中国食品グループ会社
国内グループ会社
海外グループ会社

機能グループ会社

サントリーホールディングス（株）

サントリー食品インターナショナル（株）

サントリー酒類（株）

サントリー（中国）ホールディングス

サントリーワインインターナショナル（株）
サントリーウエルネス（株）
その他事業会社
サントリービジネスエキスパート（株）
サントリーコーポレートビジネス（株）
サンリーブ（株）

グループ組織図

グループ会社数
従業員数

（2012年5月末現在）
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● サントリー食品工業（株）
● 日本ペプシコーラ製造（株）
● サントリーウエルネス（株）
● （株）コネクト
● ハーゲンダッツ ジャパン（株）
● サントリー酒類（株）

● サントリービア＆スピリッツ（株）
● （株）エイチ・ビー・アイ
● サントリーアライド（株）
● 沖縄サントリー（株）
● 九州サントリーテクノプロダクツ（株）
● サングレイン（株）
● （株）ミュープランニングアンドオペレーターズ
● サントリーワインインターナショナル（株）
● （株）ファインズ
● （株）岩の原葡萄園
● モンテ物産（株）
● （株）ダイナック
● （株）プロントコーポレーション
● ファーストキッチン（株）
● 日本サブウェイ（株）
● 井筒まい泉（株）

● Orangina Schweppes Group／オランジーナ・シュウェップス・グループ
● Suntory Europe PLC／サントリーヨーロッパ
● Morrison Bowmore Distillers Ltd.／モリソンボウモア ディスティラーズ
● Suntory France S.A.S.／サントリーフランス
● Louis Royer S.A.S.／ルイ ロワイエ
● Lejay Lagoute S.A.S.／ルジェ ラグート
● Mozart Distillerie GmbH／モーツァルト ディスティラリー
● Grands Millésimes de France S.A.(GMdF)／グラン ミレジム ド フランス
● Château Lagrange S.A.S.／シャトー ラグランジュ
● Château Beychevelle／シャトー ベイシュヴェル
● Château Beaumont／シャトー ボーモン
● Barrière Frères S.A.／バリエール
● Weingut Robert Weil／ロバート ヴァイル醸造所

世界に広がるサントリーグループ

アジア・オセアニア

8,898名
73社

● Pepsi Bottling Ventures LLC／ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ
● Suntory International Corp.／サントリーインターナショナル
● Suntory Mexicana,S.A. De C.V.／サントリー メヒカーナ
● Restaurant Suntory Mexico Group／レストランサントリーメキシコグループ

サントリーフーズ（株）
サントリープロダクツ（株）
フルコアグループ
オランジーナ・シュウェップス・グループ
セレボス・パシフィック
ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ
サントリー食品アジア社

サントリービア＆スピリッツ（株）
国内グループ会社
海外グループ会社
中国酒類グループ会社
中国食品グループ会社
国内グループ会社
海外グループ会社

機能グループ会社

サントリーホールディングス（株）

サントリー食品インターナショナル（株）

サントリー酒類（株）

サントリー（中国）ホールディングス

サントリーワインインターナショナル（株）
サントリーウエルネス（株）
その他事業会社
サントリービジネスエキスパート（株）
サントリーコーポレートビジネス（株）
サンリーブ（株）

グループ組織図

グループ会社数
従業員数

（2012年5月末現在）

サントリーグループ概要




