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サントリーグループ概要

サントリーグループのCSRの考え方

トップメッセージ

東日本大震災への対応と復興支援活動

　　　より軽く、使いやすく、環境負荷の少ない容器を目指して

　　　生物多様性に富む「天然水の森」へ

●お客様との関わり

安全・安心への取り組み

お客様コミュニケーション

健康で豊かな生活への取り組み

アルコール関連問題への取り組み

国内グループ会社の活動

●お取引先との関わり

CSR調達／お取引先との連携

●地域社会との関わり

地域に根ざした貢献活動

文化・社会貢献活動

国内グループ会社の活動

●社員との関わり

人事の基本的な考え方／雇用・就業状況

人材育成

ダイバーシティの推進

ワークライフバランスの推進

働きやすい職場づくり

●地球環境との共生

環境経営

水のサステナビリティ／生物多様性の保全

低炭素企業への挑戦

資源の有効活用

環境活動を通じた社会との共生

国内グループ会社の活動

●CSRマネジメント

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス／リスクマネジメント

●海外グループ会社の活動

　　オランジーナ・シュウェップス・グループのCSR

ステークホルダーとの関わり

地球環境との共生

社会との対話（ステークホルダー・エンゲージメント）

「サントリーグループ CSRレポート 2012」を
お読みいただく皆様へ

サントリーグループは、持続可能な社会の実現に向けて、当社が果たすべきCSR（企業の社会的責任）に関する考え方や活動を

ステークホルダーの皆様にご理解いただくために、毎年「CSRレポート」を発行しています。「サントリーグループ CSRレポート

2012」では、近年サントリーグループが注力してきた活動とともに、国内・海外のグループ会社の活動情報を多くご紹介していま

す。また、ISO26000（社会的責任に関する手引）の7つの中核主題に沿った社会との対話（ステークホルダー・エンゲージメント）

を実施し、その内容もご報告しています。本冊子は当社が社会、自然と共生するために、サントリーグループ全体でどのように考

え、どのような活動を推進しているかを、わかりやすくお伝えすることを目指して作成しました。今後の事業活動の参考とさせて

いただくため、添付のアンケート用紙または当社Webサイトから皆様のご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

サントリーホールディングス（株）含む国内・海
外グループ会社200社

● 環境データについては、国内生産グループ
会社（全24工場）を対象

● 人事データについては、サントリーホール
ディングス（株）と雇用契約を結ぶ社員を
対象（P.33～38）

● 対象組織

サントリーグループ CSRレポート 2012CONTENTS

CSRレポート 2012（本冊子）

● サントリーグループのCSRに関する情報は、以下の媒体で公開しています
データは2011年1月1日～2011年12月31日
の実績です。活動については、直近のものも
含みます。

● 対象期間

対象範囲

編集方針

冊子よりも詳細な情報については、

　　マークを記載し、CSRサイト

（下記）にてご案内しています。

※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

サントリーホールディングス（株）
CSR推進部
〒135-8631 東京都港区台場2-3-3
TEL：03-5579-1536
FAX：03-5579-1755
発行責任者：北桝 武次

CSRレポートに関するお問い合わせ先

サントリーグループの責任

社
会
か
ら
の
期
待

大きい

大きい

冊子で報告

Webサイトで報告

CSRサイト（Web）

Webサイトでは、本冊子よりも詳細

な報告に加え、さまざまな情報を掲

載しています。

● 最新トピックス
● CSR活動実績と目標一覧
● CSR活動の詳細報告
● グループ各社のCSR活動
● 社会との対話
　（ステークホルダー・エンゲージメント）
● CSRレポート
● サイトレポート
● CSR用語集

水と生きるWeb http://suntory.jp/CSR/http://suntory.jp/MIZU/

「水と生きる」に基づく環境や品質への具体的な取り組

みを映像で紹介するほか、「水」に関する知識などを掲

載しています。

● GRI ※「サステナビリティ・リポーティング・
ガイドライン2006」

● 環境省「環境報告ガイドライン（2007年版）」
● ISO26000（社会的責任に関する手引）

2012年6月（次回は2013年6月発行予定）

参考にしたガイドライン

発行

特集1

特集2

WebサントリーグループCSRレポート 2012
Suntory Group Corporate Social Responsibility Report 2012

特集
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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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● 事業別従業員数（2011年度） ● 地域別従業員数（2011年度）

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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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
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展開しています。また、健康・自然・生活文化をテーマとし
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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
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らなる効率化を進めることで、お客様へのよりよい商品・
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●酒類関連事業
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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

サントリーグループ概要04
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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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● モンテ物産（株）
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● 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
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● 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
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グループ会社数
従業員数
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サントリーグループ概要
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サントリーグループのCSRの考え方
社会、自然との共生を実現し、真に価値ある企業となるために、私たちが果たすべき責任として、
サントリーグループは「水と生きる」をCSRビジョンとして掲げ、さまざまな取り組みを実践しています。

Our Mission
企業理念

人と自然と響きあう

お客様に最高品質の商品・サービスをお届けし、生活文化の豊かな発展と
持続可能な地球環境の実現に向かって企業活動を推進するサントリーグ
ループ。これまで以上によい商品・サービスを提供し、さらに豊かな生活
文化や地球規模での環境への貢献を果たしていくために、グローバルにさ
らなる成長を続ける企業を目指します。

ウイスキーをはじめとする日本の洋酒文化を切り拓いた創業者のチャレン
ジ精神を受け継ぎ、総合酒類食品企業として、ビールや清涼飲料、健康食
品などのさまざまな事業分野を開拓してきました。この精神は、自由闊達
な社風と新たな価値の創造に挑戦していく原動力となっています。

事業によって得た利益は、「事業への再投資」、「お得意先・お取引先へのサー
ビス」にとどまらず、「社会への貢献」にも役立てたい、という創業者の精
神を受け継ぎ、ステークホルダーとともに持続的な成長を目指します。

ウイスキーやワイン、ビール、清涼飲料など、私たちの事業の多くは、水
や農作物などの自然の恵みによって支えられています。創業時からずっと
変わらない、自然の大きな営みに対する敬意と感謝のもと、私たちは環境
経営を推進します。

Our Vision
目指す姿

Our Values
基本となる価値観

Growing for Good 

チャレンジ精神 ─「やってみなはれ」 

社会との共生 ─「利益三分主義」

自然との共生

サントリーグループの理念

　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。その根底に流れるのは、1899年の創業以

来変わらぬ「社会との共生」「自然との共生」の精神で

す。この企業理念の実現に向け、お客様に支持される

「Growing for Good」な企業として、生活文化の豊か

な発展と地球環境の健全な維持を目指し、挑戦し続

けることがサントリーグループのCSRであると考えてい

ます。
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　サントリーグループの事業活動は、多様なステー

クホルダーの皆様との関わりの中で進められていま

す。「水と生きる」を実践し、よりよい社会の実現に

貢献する企業であり続けるために、私たちはステー

クホルダーの皆様への責任を明らかにするとともに、

さまざまなご意見や社会のニーズを企業活動に反

映しながら、皆様との高い信頼関係と協働関係を

継続的に築いていくことを目標としています。

CSRビジョン「水と生きる」

サントリーグループをとりまくステークホルダー

　「水と生きる SUNTORY」は、企業理念「人と自然

と響きあう」に基づく私たちの活動を広く社会と共

有するための言葉です。ウイスキーやワイン、ビール、

清涼飲料や健康食品など、お客様に水と自然の恵

みをお届けする企業として、地球にとって貴重な水

を守り、水を育む環境を守ること。そして、水があら

ゆる生き物の渇きを癒やすように、社会に潤いを与

え続ける企業であること。人と社会、自然との共生

の実現を目指し、私たちは「水と生きる」を実践して

います。

お客様
「お客様満足」を第一に、お客様に信頼され、喜んでいただける安全・安心な
商品・サービスをお届けするとともに、お客様との双方向コミュニケーション
を大切にし、ご意見やご要望を企業活動に反映しています。

P.19

地球環境
「水と生きる」企業として地球環境の保全に取り組み、生命の輝きに満ちた
持続可能な社会を次の世代に引き渡すことができるよう、環境経営を事業活
動の基軸におき、グループ全体でさまざまな活動を推進しています。

P.39

地域社会
社会と共生する企業であり続けるために、自治体や大学・研究機関、業界団体、
NGO・NPOなどと連携し、地域社会に根ざした活動や、継続的な福祉活動、
社会貢献活動を行っています。

P.29

お取引先
事業活動を支えてくださるサプライヤーや物流協力会社などのお取引先とは、
公正な競争機会や公平な評価・選定を基盤に、相互の品質向上・安全性確保
に努めるとともに、社会的責任にも配慮したCSR調達を推進しています。

P.27

社員
社員一人ひとりが常に新しいテーマに挑戦できる、フレッシュで活力ある企
業であり続けるために、社員の「やってみなはれ」を支援するさまざまな施策・
制度の充実に取り組んでいます。

P.33

社会にとっての
水となる

～社会との共生～

水とともに生きる
～自然との共生～

水のように自在に、
力強く

～社員とともに～

水と生きる

サントリーグループのCSRの考え方
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　昨年はオーストラリア・クィーンズランド州の大洪水、

ニュージーランドのクライストチャーチ大地震、そして東日

本大震災に続き、タイでも大洪水が発生するなど、世界

中で大きな自然災害に見舞われた1年でした。

　これほど文明が発 達した現在でも、大自然の猛 威

に対して、人間がいかに無力であるかを痛感しましたが、

特に3月11日の東日本大震災は、1年以上経った現在

でもその爪あとが強く残っており、復旧・復 興への長い

道のりを感じずにはいられません。

　あらためて、世 界 各 地で発 生した自然 災害により

お亡くなりになられた方 の々ご冥 福を心よりお祈り申し

上げますとともに、被 災された方 に々謹んでお見 舞い

申し上げます。

「Growing for Good」な企業を目指して

　サントリーグループは東日本大 震災からの復旧・復

興に向け、発生直後には3億円の義捐金と100万本

のミネラルウォーターを提 供、さらに、ビール類・清 涼

飲料の缶製品の売り上げに応じて積み立てた40億円

の義捐金をもとに、小型漁船取得のための漁業支援 

や次世代を担う子どもたちへの支援を実 施しました。

トップメッセージ

はじめに

サントリーグループの復興支援について

CSRの原点 「利益三分主義」

　サントリーグループでは、こうした東日本大震災への

復 興 支援に加えて、クィーンズランド州の大 洪 水、

クライストチャーチ大地震、タイの大洪水に際しても

積極的な支援活動を進めてきました。これは、現在

までサントリーグループに脈々と受け継がれている

創業の精神｢利益三分主義｣の実践にほかなりません。

　創業者・鳥井信治郎は「事業によって利益を得る

ことができるのは、人様、社会のおかげだ。その利益は

『事業への再投資』『お客様やお得意先ヘのサービス』

に加え『社会への貢献』に役立てたい」との強い信念

に基づき「利益三分主義」を唱え実行しました。

　豊かとはいえなかった時代に、信治郎は恵まれない

人々への慈善活動や社会福祉活動に力を注ぎました。

「利益三分主義」の精神は、今日まで継承され、サント

リーグループは、現在でも創業時から続く特別養護老

本年も、復興支援の継続のために、産業復興を目的と

した漁業支援として20億円の追加拠出を決定。サント

リーグループとしては、合計63億円を超える規模になり

ますが、今後も引き続き、漁業支援、子ども支援を中心

に被災地の復興・再生支援に力強く取り組んでまいり

ます。
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サントリーホールディングス株式会社
代表取締役社長

環境への取り組み

人ホームや保育園の運営、幼稚園から高等学校まで

の一貫教育の支援を行っています。

　2代目の佐治敬三が社長に就任したのは、池田内閣

が前年に所得倍増計画を打ちたて、我が国が高度成

長への道を突き進んでいた1961年です。日本は物質

的に豊かになりましたが、そうしたモノの豊かさと同時

に心の豊かさが必要と考えた佐治敬三は、芸術・文化・

学術の振興に情熱を傾けました。

　昨年で開館50周年を迎えた「サントリー美術館」、

開館25周年の「サントリーホール」をはじめ、「サントリー

音楽財団※」「サントリー文化財団」を設立して活動を

推進するなど、文化に対する幅広い貢献活動を通じ

て社会に潤いを提供するための取り組みを積極的に

展開しました。

　そして現在、サントリーグループは、自然の大きな

営みに対する敬意と感謝を示しながら、持続可能な

社会を目指した環境経営を力強く推進しています。 

サントリーグループの事業の多くは、水や農作物など、

かけがえのない自然の恵みによって支えられており、地

球環境を次世代に引き継ぐことが大切な責務と考え

ています。

　中でも、ウイスキー・ビール・清涼飲料などの事業を

経営の中核に据え、「水と生きる」をCSRビジョンに

掲げるサントリーグループにとって、かけがえのない

水に対する責任は重大で、水のサステナビリティを

実現するために幅広い活動を展開しています。

　工場で使用する地下水量以上の水を育む、水源

涵
かん

養
よう

活動「天然水の森」を2003年から実施してきま

したが、昨年、当初目標として掲げていた水源涵養

面積7,000haを超える面積まで拡大。また、水に対

する徹底した品質保証、工場における節水、厳しい

排水管理、さらには水の大切さを子どもたちに伝えて

いく次世代環境教育「水育（みずいく）」など、「水の

サステナビリティ」への多様な取り組みも充実させて

います。

　今後も科学的な知見を取り入れながら、100年先

おわりに

　2010年11月、社会的責任に関する世界初の国際

標準規格としてISO26000が発行され、7つの中核

主題（組織統治・人権・労働慣行・環境・公正な事業

慣行・消費者課題・コミュニティ参画および発展）が

示されました。｢人と自然と響きあう｣を企業理念に

掲げるサントリーグループは、ISO26000に定める

グローバルスタンダードに沿って、安 全かつ安 心で

質の高い商品・サービスを提供し、あらゆる人々の人

権を尊重し、よき企業市民として一層積極的に地

域課題に取り組み、地球環境の維持・発展に努め

てまいります。

　ステークホルダーの皆様との継続的なコミュニケー

ションを通じて、社会の要請・期待を認識し応えて

いく企業、社会と共生しながらグローバルに成長を

続ける「Growing for Good」な企業、サントリーグルー

プの実現に向かって邁進してまいります。

　今後ともご支援ご指導いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。

2012年6月

を見据えた取り組みを積極的に推進してまいります。

　またサントリーグループは使用する資源、エネルギー

の効率を最大限に高めるための研究を重ね、その成果

を活かした活動も強化しています。

　昨年は、環境に配慮して、飲用後に小さくたためる

軽量ペットボトル｢P-ecot（ペコッと）ボトル｣を導入。

さらに、使用済みのペットボトルを再生するメカニカル・

リサイクルシステムの構 築に、国内の飲 料メーカー

として初めて成功 。この技術を活かした｢リペット

ボトル｣の導入を開始しました。これらの環境配慮型

ボトルの使 用比率をさらに拡大させることで、石油

由来資源やエネルギー使用量の大幅な削減を実現

していきます。

※ サントリー音楽財団の事業は、2009年9月に公益財団法人サントリー
　芸術財団に移行。

トップメッセージ
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東日本大震災への対応と復興支援活動

サントリーグループは、東日本大震災の教訓をもとに、大規模災害などへのリスクマネジメント体制を一層強化しています。

また、皆様の生活を支える飲料メーカーとして、災害発生後も安全・安心な商品を安定的に供給できる体制づくりにお

取引先と連携して取り組んでいます。

大規模自然災害への備え

　サントリーグループでは、従来より大規模地震や集中

豪雨による洪水などに備えて、社員が所有する携帯電話

などを使った安否確認システムを導入しています。また、大

規模地震を想定した防災訓練や徒歩による帰宅訓練など

も定期的に実施しています。

東日本大震災の教訓をさらなる安全・安心につなげるために

サントリーグループの品質保証体制

　サントリーグループは、安全な商品・サービスをお届け

するため、徹底した品質保証に取り組んでいます。さらに

お客様にご安心いただくため、放射性物質についても検

査・保証体制を構築しています。

製品・水・原料の安全性

　製品の安全性は、製造に使用する水と原料の安全性

を保証することで確保しています。水と原料については、

国や自治体、原料メーカーなどから情報を入手するとと

もに、自社または外部委託機関で放射性物質分析を行

い安全性を確認しています。その上で、お客様にお届け

する最終製品についても、定期的に全国の工場の製品検

査を実施しています。

放射性物質の分析方法と今後の対応

　自社の分析機関である安全性科学センターに、いち早

く放射性物質の精密な個別分析が可能なゲルマニウム

半導体検出器を導入し、2011年4月中旬には自社で検査

できる体制を整えてきました。その後も分析機器を増設

して体制強化を図り、2012年4月に施行された食品中の

放射性物質の規制を厳格化した新基準値にも対応して

います。

　今後も引き続きお客様にご安心いただける製品をお届

けできるよう、行政の指導

に従うと同時に自主的な

分析も継続し、安全性の

確保を図ります。

放射性セシウムを精密に測定すること
が可能なゲルマニウム半導体検出器

　大規模自然災害の発生時は、サントリーホールディング

ス（株）総務部を中心とする「対策本部」を設置し、傘下

に各部門別の「対策チーム」を配置して迅速に初動対応を

行います。対策本部では、従業員・家族の安否確認や被害

情報の収集・整理をはじめ、「事業所機能復旧」「救援物

資等手配」「得意先・地域社会支援」などを統括します。

　2011年は東日本大震災の対応を踏まえ、対応マニュア

ルや衛星電話などの通信訓練方法の見直し、災害備蓄品

の増強、グループ会社を含めた災害発生時の体制強化な

どを図りました。

　また、こうした災害発生時にも事業をできる限り中断せ

ず、お客様に高品質な商品・サービスを安定的に供給する

ために事業継続計画（BCP）を策定し、供給責任を果たす

対策を実施しています。今後はサントリーグループ内の

工場における生産活動だけでなく、原材料調達や物流、

営業活動での事業継続計画を策定するとともに、有事

に備えて本部機能の分散なども検討していきます。

徒歩による帰宅訓練
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サントリーグループは、震災発生直後の2011年3月に緊急支援として、「サントリー天然水（南アルプス）」550mℓペットボトル

100万本と岩手県・宮城県・福島県に合計3億円の義捐金を贈呈しました。4月には、被災地の一日も早い復興を願い、40億円

の追加拠出を決め、「漁業の復興支援」「未来を担う子どもたちの支援」「文化・芸術・スポーツを通じた支援」に役立てています。

2012年も引き続き支援が必要と考え、漁船の取得に対して、さらに20億円の拠出を決めました。今後も、合計63億円の義捐

金を有効に活用し、被災地のニーズを踏まえた復興支援に継続して取り組んでいきます。

漁業の復興支援

　サントリーグループは、被災地の産業を復興し、被災さ

れた方々の自立をサポートするため、基幹産業の1つであ

る漁業の支援に注力しています。具体的には、岩手県・宮

城県に各20億円の寄付を実施し、漁業者の負担を軽減

するため、漁船取得費用の一部として役立てていただいて

います。公的な共同利用漁船等復旧支援対策事業を通じ

て約1万隻の漁船取得が岩手・宮城両県で予定されてい

ますが、サントリーグループの支援はそのすべての漁船に

活用されます。

　2012年1月には、義

捐金を活用した初の

19トンクラスの漁 船

が完成し、宮城県気仙

沼漁港で地元の漁業

関係 者とともに進 水

式が行われました。

被災地の一日も早い復興を願って

未来を担う子どもたちの支援

　被災地の復興には、未来を担う子どもたちの支援が不

可欠という認識のもと、公益社団法人セーブ・ザ・チルド

レン・ジャパンと共同で「サントリー 東北子ども応援プロ

ジェクト」を実施しています。その一環として将来の漁業

を担う人材の育成支援を目的に、青森県・岩手県・宮城

県・福島県の水産高校および水産学科の被災生徒を対

象とする返還義務のない奨学金プログラムを設けていま

す。奨学金は2012年4月からの3年間、7校の生徒約600

名に対し、約6億円の給付を予定しています。

　もう1つの重要な活動として、子どもたちが安心して

学び遊べる機会の提供を行っています。特に、活動が制

約されている福島県の子どもたちに対して、夏休みを利用

文化・芸術・スポーツを通じた支援

　音楽を通じて復興に貢献するため、2012年4月、深いパー

トナーシップで結ばれたウィーン・フィルハーモニー管弦楽

団とともに「ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興基金」

を設立しました。今後、サントリー芸術財団が運営母体と

なって、被災地でのコンサートや復興支援を目的に活動す

る音楽団体への助成事業などを10年間展開していきます。

　サントリー文化財団では、被災地の文化活動を支援す

るため、2011年9月に「サントリー地域文化賞」特別賞を2

団体に贈呈しました。

　また、サントリーバレーボール部「サンバーズ」とラグ

ビー部「サンゴリアス」は、2011年7月に被災地の宮城県

仙台市と岩手県奥州

市で、小中高 校 生を

対 象にスポーツ教 室

やクリニックを開催。

約750名の子どもた

ちが参加しました。

「第五十八大伸丸」（19トン）の進水式

岩手県奥州市のラグビークリニックには2日
間で約500名が参加

したサマーキャンプ、窓を開けられない小中学校の窓への

遮熱フィルム取りつけなどの支援を行っています。また、岩

手県陸前高田市では、仮設住宅・避難所の子どもたちがの

びのびと遊べる室内施設「こどもひろば」を開設しました。

　また、2012年5月には、「桃・柿育英会」の遺児育英活

動を支援するため、2億円の寄付を行いました。

気仙沼向洋高校での奨学金贈呈式 「こどもひろば」で遊ぶ子どもたち
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独自の容器構造で従来より46％
軽量化するとともに、小さくた
ためる廃棄のしやすさも実現し
ました。P-ecot ボトルは、2011
年3月から「サントリー天然水」
550mℓに採用しています。

家庭から回収されたペットボト
ルを新たなペットボトルに繰り
返し再生できるシステムを構築。
リペットボトルとして、2011年5月
から「サントリー ウーロン茶」2ℓに
採用しています。

Recycle

原料がペットボトル

Reduce

軽くて
簡単にたためる

P-ecot（ペコッと）ボトル リペットボトル

より軽く、使いやすく、
環境負荷の少ない容器を目指して

特集 1

ペットボトルは、お客様のお手元に届くまで飲料の品質を守る重要な役割を担う一方で、

製造から廃棄に至るまで多くの資源やエネルギーを消費しています。

そこで、サントリーでは「サステナビリティ（持続可能性）＋

お客様の飲用時品質（中味の品質保持・容器の使いやすさ）の両立」を基本に、

革新的な3R（Reduce・Reuse・Recycle）によって、新しいペットボトルを次々に開発しています。

13Suntory Group CSR Report 2012



特集1　より軽く、使いやすく、環境負荷の少ない容器を目指して14

より軽く
容器の軽量化

もっと
使いやすく

ユニバーサルデザインの向上

限界まで
薄く

ラベルの薄肉化

Reduce
お客様にも環境にも
やさしい新容器の実現へ
誰にでも使いやすい形状を追求しながら、ラベルの厚みまでこだわった軽量化によって、資源の使用量を大幅に削減しました。

従来よりも
46％軽い

　「サントリー天然水（南アルプス）」

の容器を25.0gから13.5gへ。46％の

軽量化を実現した「P-ecot（ペコッと）

ボトル」は、軽いだけではありません。

容器にバネ構造や特殊リブ構造を

施し、倉庫での保管時や自動販売機

内で必要な強度を確保しています。

さらに、持ちやすさやイメージシンボ

ルの“氷型デザイン”も重視していま

す。この軽量化ペットボトルは「サン

トリー天然水（阿蘇）」「同（奥大山）」で

も採用し、この結果、石油資源の使

用量を原油換算で約3,000kℓ※削減

しました。

※ 2011年販売実績に基づく当社試算 ※ 2011年販売実績に基づく当社試算

持ちやすく、
注ぎやすい

　2ℓボトルの課題は、「注ぎやすさ」

と「持ちやすさ」の追求です。そこで、

モニター調査で容器の形状・手の大

きさ・持ちやすさの関係性を解析し、

ボトル胴部をひと回り細くして指を

掛ける凹み「ゆびスポット」を深めに

改良。手の小さな人でもフィット感が

格段に向上しました。「サントリー天

然水（南アルプス）」ではさらに従来よ

り約23％軽量化（47.0g→36.2g）し、

つぶしやすさも向上。この軽量化ペッ

トボトルを「サントリー天然水（阿蘇）」

「同（奥大山）」でも採用し、これにより

石油資源の使用量を原油換算で約

2,600kℓ※削減しました。

世界最薄
シュリンクラベル

　サントリーでは環境負荷の低減に

向け、ラベルの極薄化に取り組んで

きました。そして、筒状のラベルを容

器にかぶせて加熱収縮する従来方

式に比べて、極薄ラベルでも対応で

きる「ROSO（Roll On Shrink On）方

式」を設備メーカーと共同開発。容器

に直接ラベルを巻きつけて加熱収縮

することで、40μm（マイクロメートル）※

を18μmまで薄くし、原料に用いら

れる原油を約50％削減しました。こ

のラベルを2012年3月から「サント

リー緑茶 伊右衛門」（自動販売機専用）

に導入しています。

「サントリー天然水」550mℓ 「サントリー天然水」2ℓ 「サントリー緑茶 伊右衛門」500mℓ

※μm：1,000分の1mm



繰り返し使う
新たなリサイクルシステム

　家庭から回収する貴重なペットボトルは、多くが海外へ流出し、国内でも

再生樹脂の多くが衣服や卵パックなどボトル以外の用途に使われています。

2009年、サントリーは、これを見直し、回収ボトルを新生ペットボトルとして

再生する「ボトル to ボトル」の確立に向けて取り組みを本格化。その原動力

となったのが「メカニカルリサイクル」という新技術です。

　これは従来の「ケミカルリサイクル」が、回収ボトルを化学的に分子レベル

まで分解して再び樹脂をつくるのに対し、「メカニカルリサイクル」はPET樹脂

（高分子）のまま、中に深く入り込んだ不純物を高温・真空の中で吸い出し、

純度の高い樹脂に再生する方法です。いわば、工程を大幅に短縮して製造

エネルギーを節約するのです。サントリーは、この技術を確立した協栄産業（株）

と連携して、メカニカルリサイクル樹脂とケミカルリサイクル樹脂を50％ずつ

混合した「リペットボトル」の開発に成功。2011年5月、「サントリー ウーロン

茶」2ℓに採用しました。そして、約1年間の運用で「リペットボトル」の高い安

定性が生産・流通・消費の全段階で認められたため、メカニカルリサイクル樹

脂の使用率を100％に引き上げました。これにより、PET樹脂の製造時を含

むCO2排出量を石油由来原料100％のボトルと比較して83％削減できる再

生ペットボトルの製造を可能にしました。

PET粗原料 PET樹脂

ペットボトルの
精製プロセス

石
油

ペットボトル

粉 砕洗 浄

粉 砕洗 浄解重合※

精 製
熱・真空等に
よる除染

ケミカルリサイクル
メカニカルリサイクル

高分子分子
解重合※

※結合した分子の鎖を切ってバラバラにすること

結合している
分子

●リサイクル手法によるペットボトル再生工程の違い

●リペットボトルの環境負荷削減効果

家庭から回収した
ペットボトル

今までサントリーは
再びペット
ボトルへ

日本の家庭からの
回収ペットボトル
の品質は世界でも
トップレベル

Recycle
家庭から回収したペットボトルを
再びペットボトルへ
サントリーは、回収ペットボトルの樹脂再生サイクルを見直し、環境負荷の少ない再生技術による「リペットボトル」を開発。

資源循環の新たなサイクルを確立しました。

日本初の新たな資源循環サイクル

※バージン樹脂との比較

石油由来
原料

CO2
排出量

100％
削減※

83％
削減※

「サントリーウーロン茶」2ℓ
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Reduce

特集1　より軽く、使いやすく、環境負荷の少ない容器を目指して

　「リペットボトル」の開発に際し、最重視したのが「安全性の実

証」です。社内の「安全性科学センター」では、1年間、過酷な条件

下での実験を繰り返し、工程での不純物の除去性能を検証。樹

脂再生工場は、FDA（米国食品医薬品局）が要求する安全基準

を上回る独自の厳格な基準を設け、不純物の除去が十分であ

ることを確認しました。さらに、汚れを除去するメカニズムを解

明し、工程ごとに汚れの除去率を算出する数式も導き出し、論

文を学会に提出するなど、食品企業としてお客様に説明責任を

果たす体制も整えました。

日本の技術を
活かして軽量ボトルを
共同開発

オランジーナ・シュウェップス・
グループの取り組み

　ヨーロッパを中心に清涼飲料事業を展開

するオランジーナ・シュウェップス・グループ

は、環境負荷削減に向け、2011年、果汁飲

料「オアシス」2ℓペットボトルの軽量化プロ

ジェクトを立ち上げました。ここで活用され

たのが、サントリーがもつペットボトルの設

計力や製造技術です。

　オランジーナのプロジェクトチームは、

サントリーの開発・製造スタッフからさまざ

まな助言や技術指導を受け、長年愛されて

いる「オアシス」のボトルデザインを継承し

ながら、構造設計やボトル成形を進めまし

た。こうして、従来の57gから一気に42g（約

27％削減）に軽量化した新型ボトルを完成

させ、2012年1月から発売を開始しました。

技術指導を行うために定期的にミーティングを実施

「リペットボトル」の
安全性の実証と
さらなる利用拡大へ

「オアシス」2ℓのボトリング第21回「地球環境大賞」
グランプリを受賞

安全・安心を科学的に裏づ
ける「安全性科学センター」

　メカニカルリサイクルの構築は、新たな資源循環の道を拓くも

のと高く評価され、第21回「地球環境大賞」など多くの賞をいた

だきました。サントリーでは「リペットボトル」を「伊右衛門」などの

他商品に順次拡大していきます。さらに、2012年4月には技術

情報を一般公開し、国のメカニカルリサイクル ガイドライン策定

にも参画しています。これらの取り組みを通じて、新技術を飲料

業界全体に普及

させ、社会におけ

るペットボトルの

循 環 システムを

改 善する努 力を

続けています。

16
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2012年4月現在

対象面積
契約年数※1

［天然水の森 きょうと南山城］

30年約870ha

［天然水の森  近江］

30年約191ha

［天然水の森  南アルプス］

30年約180ha

［天然水の森  きょうと西山］

30年約60ha

［天然水の森  丹沢］

100年※2約577ha

［天然水の森  奥多摩］

30年約44ha

［天然水の森  東京大学 秩父演習林プロジェクト］

5年※3約1,918ha

［天然水の森  東京農業大学奥多摩演習林プロジェクト］

30年約156ha

［天然水の森  赤城］

100年※2約1,310ha

［天然水の森  阿蘇］

60年約272ha

［天然水の森  ひょうご西脇門柳山］

30年約1,056ha

［天然水の森  奥大山］

30年約359ha

［天然水の森  ぎふ東白川］

2年※3約525ha

［天然水の森  湯の峰］

10年約4ha

［天然水の森  子持山］

35年約5ha

※1　上記図中では、1つの展開地で複数の契約・協定期間がある場合は、  
そのうちの長い期間を表記

※2　5年ごとに自動更新
※3　数十年にわたり契約更新の予定
※4　西山と天王山では、協議会のメンバーとして地域の森林保全活動

に協力しています。この2つの協議会活動は「天然水の森」の総面
積には算入していません。

西山森林整備推進協議会※4

天王山周辺森林整備推進協議会※4

全国15カ所

約7,500ha

2011年、「天然水の森」の総面積は「基本方針」実現に必要な7,000haを超えました。
つまり、これからが水源涵養事業の本格的なスタートです。

生物多様性に富む
「天然水の森」へ

特集 2

サントリーの製品づくりは、全国の水源から供給される地下水に支えられています。

そこで、良質の水を次の世代へ引き渡していく

「水のサステナビリティ」を事業の根幹と位置づけ、工場が立地する水源涵
かん

養
よう

※エリアの森を

サントリー「天然水の森」として、守り育てる活動を続けています。

基本方針は「工場で使う水量を上回る地下水の涵養」です。

※涵養：森が地下水を蓄えること

Suntory Group CSR Report 2012 17



1818 特集2  生物多様性に富む「天然水の森」へ

　私たちは森ごとの問題に応じて、植生や土壌、砂防、病虫害など、さまざまな分

野の専門家に研究を依頼し、その知見を整備に活かす「研究と整備を一体化した

活動」を行っています。たとえば2011年には、大学の演習林を皮切りに、ヘリコプター

からレーザーを照射して精密な三次元データを得る最新の測量を開始しました。

　得られたデータと地上での植生調査を組み合わせると、崖崩れの危険性や竹林

の侵食度、大規模な虫害の危険性などをいち早く把握でき、緊急の対策が必要な

場所の特定や、植生の違いによるゾーニング、今後の施業計画の立案などを効率

よく進めることができます。

専門家による研究成果を、いち早く整備活動に反映

　日本の森を救うために、いま最も求められているのは、若く優秀な人材の育成

です。たとえば、森林整備に不可欠な「道」1つをとっても、環境への負荷が大きかっ

た従来方式の大がかりな林道ではなく、山にある素材を100％利用した自然に

やさしく、しかも長持ちする「作業道」づくりの普及が急がれます。そのために、私

たちは、「天然水の森」で、名人たちによる講習会を開いたり、熟練者を講師とし

て派遣するなどして、若手の育成に力を注いでいます。また、名人の技や知恵の

理論化・体系化を進めるべく、大学との共同研究も進めています。

名人たちの熟練の技を、次の世代へ継承していくために

　私たちが「天然水の森」の活動を通して気づいたのは、いま日本の森で起きて

いるさまざまな問題の根源は、人間が自然を単調化してしまい生物多様性の劣

化を招いた結果なのではないかということです。10種類の木しかない森よりも

100種類の木がある森の方が、より健康で、環境の変化にも耐える力を備えて

います。それは森に生きる生物にも当てはまり、ひいては清浄な水を育む保水力

の豊かな土づくりにもつながります。

　多様な生物が健全なバランスで共存する「天然水の森」を守り育てていく取り

組みは、50年、100年先を見据えた息の長い事業です。私たちは、今ようやく、そ

のスタート地点に立ったところです。

「森づくり」「水づくり」のキーワードは「生物多様性」の再生

森づくりの名人から環境負荷の少ない道
づくりや施業の技術を学ぶ講習会

秩父演習林での成果を
広く社会へ

美しい水を下流へ送り届ける。
それが私たちの責任

東京大学 教授

鎌田 直人氏

岐阜県東白川村長

安江 眞一氏

病虫獣害や気象害だけでなく、人工林の手入れが不十分な
ことが原因で、荒廃している森林が少なくありません。東大秩
父演習林は、「天然水の森」プロジェクトにより、これらの問題
に対して適応的な管理の施業実験を進めていきます。秩父
演習林での成果をほかの「天然水の森」のみならず、日本・世
界に発信していきたいと思います。

東白川村の面積の91％は山林で、この緑豊かな自然がきれ
いな水を育んでいます。木曽川、飛騨川の上流部に住む私た
ちの責務として、その美しい水をそのまま下流へ送り届ける。
そして全村民がその気持ちを持ち続けるためにも「日本で最
も美しい村連合」に加盟しました。この度、サントリー「天然水
の森」の協定を結び、企業と自治体、そして村民が志を1つに
山を守り、美しい自然を後世へ残していくことが今一番大切
なことと感じています。

苗木を植える場合には地元樹種のDNAに
までこだわる

サントリーとともに森づくりをして

レーザー航測による三次元データと植生
調査を組み合わせ、調査研究や効率的な
整備計画に活用
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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続けてきました。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。2012年1月には、グローバル化を進めるサントリー

グループの品質方針として、よりふさわしい表現に改定し、

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

　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」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「品質マネジ

メントガイドライン」を制定しています。さらに、品質マネジメン

トに関するグループ各社の責務をより明確化するため、2011

年に「サントリーグループ品質マネジメント規定」 の一部を改定。

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」を設置し、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、重要戦略課題に取り組んでいます。

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強化

　2010年に引き続き、グループ会社の品質マネジメント強

化のため、サントリーホールディングス（株）品質戦略部長に

よる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。特に2011年は、外食関連事業における品質トラ

ブルの未然防止を最重要課題と位置づけ、（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）の4社

で監査を実施しました。

2012年以降も、国内・

海外の主要なグループ

会社の品質マネジメン

トの強化に取り組んで

いきます。

○潜在リスクの抽出と低減

　法令違反や身体異常などの重大なクライシスにつなが

るリスクを中心に、潜在的なリスクを徹底して抽出・低減

する活動を継続・推進しています。2006年より、生産研究

部門の経営層をはじめとする関連部門の責任者による週

次会議（週例リスク検討会）や、潜在的なリスク要因を定

量的に捉える指標（潜在リスク指標）のモニタリングを実

施しています。

○海外法規情報の基盤を整備

　サントリーブランドの海外展開時の品質保証強化に向け、

サントリービジネスエキスパート（株）品質保証推進部海外

グループが中心となって社内外のネットワークを構築。海

外法規情報の正確で

迅速な収集を図る基

盤を整備しました。ま

た、社内でマレーシア・

台湾・タイ・インドネシ

アの法規説明会を実施

しました。

○海外グループ会社の分析技術の向上

　安全性科学センターがもつ知見や高度な分析技術を海

外に展開するため、ルイ ロワイエ（フランス）と中国（上海）

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．商品・サービスの安全性を徹底します。 

5．国際標準を活用し、よりよい品質の追求を続けます。

サントリーグループ品質方針
（2004年制定、2012年1月改定） 日本サブウェイ（株）との会議

法規説明会



20 お客様との関わり

　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。東日本大震災後は、お客様にさらにご安心いただ

くために、放射性物質についても保証体制を構築してい

ます。（詳細は、P.11を参照）

●  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

すべてのプロセスでの品質保証

○容器包装──独自の基準で安全性を厳しく評価

　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

センターでも検査をして、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、容器

への中味成分吸着の有無、酸素や外光が中味品質に影響

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。2011年は、リペッ

トボトルの導入にあたって、リサイクル工程での品質保証

強化にも取り組みました。（詳細は、P.15-16を参照）

●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、

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

サントリーグループのCSR
●  グループ品質保証の推進
●  すべてのプロセスでの品質保証

Web

○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。特に残留農薬の解析では、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。

生産地訪問

品質保証センターの技術者に対して現場指導・講習を実

施しました。また、安全

性科学センターの分析

システムを展開し、異

物混入の原因究明・発

生防止体制を強化しま

した。

ルイ ロワイエ技術者への分析指導

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。
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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

●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もとにお届けできるように

工夫しています。

○輸配送時

　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訪問し、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する活動を

●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。

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

て確認できます。また、万一、商品を出荷した後に何らかの問

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。

展開しています。

　2011年は、樽生ビールお取扱店

からの相談窓口「樽生コールセン

ター」に寄せられる情報を解析し、

飲用時品質の向上につながるさま

ざまな施策を推進しました。

● 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。関連法規に加え、

独自の厳しい規格を設

定して、それぞれの安

全性を確認しています。

ドラフトセミナー

お客様との関わり

安全性科学センター

2011年には、商品保管倉庫などの物流現場への展開を進

めました。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。

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、
左上のノズルからエアー
が出て缶を取り除く

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です
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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・宣伝などの各部門と連携し、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、

表示が推奨されている18品目も商品への表示対象として

います。

●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、常に適切な情報開示に

努めています。

　また、「サントリーの安全・安心への取り組み」ホームペー

ジ上で、「サントリーの放射性物質に対する取り組み」につ

いて新規ページを立ち上げ、情報発信をしています。

　今後も、お客様の安全・安心に対する信頼性を評価い

ただけるよう継続的なレベルアップに努め、企業価値の向

上に努めていきます。

●自主回収について
　品質保証の徹底に努めながらも問題が発生した場合は、

迅速・適切に情報開示を行っています。

　2011年1月から2012年4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。

サントリーグループのCSR
●  適切でわかりやすい情報開示

Web

■  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

■  海外グループ会社の品質マネジメント強化
■  海外における品質保証の強化
■   総合力向上・シナジー発揮のための品質ネットワークのあるべき姿
の明確化・方策の確立

■  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

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

　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

TOPICS

サントリーの放射性物質に対する取り組み

サントリーの安全・安心への取り組み

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
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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、
ご意見やご要望を企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、サントリービジネスエキスパート（株）お客

様リレーション本部として活動しています。お客様の声ひ

と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、取り組みをさらに強化しています。

●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で行動する企業風土を醸

成しようとする試みが「お客様視点プロジェクト」です。お

　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。

すべての人にやさしく親切な商品・サービスを提供するた

め、商品開発時には、お客様視点で事前チェックをしてい

ます。2011年は容器包装、キャンペーンなどに関するチェッ

クを強化しました。

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

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

 （2011年実績：124,503件）

お問い合わせ・
ご意見※2

90％

ご指摘※1

  10％

経営・
社会動向など
5％

宣伝関連
8％

キャンペーン
8％

購入方法
10％

〈情報の内訳〉 〈お問い合わせ・ご意見内容〉

販売活動
15％

製品関連
54％

客様から直接ご意見を伺う機会が少ない部門も含め、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、2011年は講座開催数や

対象プログラム等を拡大し、約2,470名が参加しました。

※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

サントリーグループのCSR
●  お客様コミュニケーション
●  ユニバーサルデザイン

Web

■  お客様に安心・納得していただける情報開示
■  お客様視点プロジェクトを拡大展開
■  新容器導入時においてお客様視点での事前チェックを継続

■  お客様視点に立脚した企業活動のさらなる推進
■  VOC（お客様の声）のさらなる社内共有および活用
■  グループ各社のお客様対応品質の向上支援を継続

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

お客様との関わり

　お客 様からの「ラベルをもっとはがしやすくしてほし
い」という声にお応えし、2011年3月より「伊右衛門」の
500mℓペットボトルのラ
ベルを改善。ミシン目の上
下のはがし口部分に、細か
い補助ミシン目を追加し、
無理なく、簡単にはがせる
ようにしています。

■  ペットボトルのラベルのはがしやすさを改善

TOPICS

はがし口部分に
細かいミシン目を追加

● お客様情報の流れ
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健康で豊かな生活への取り組み
お客様の健康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や嗜好に合った商品・

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行っています。

　特定保健用食品や健康食品の研究・開発にあたっては、

「安全性と有用性の科学的裏づけをもった、人々の健康に

役立つ商品・サービスを提供する」という考え方のもと、古

くからの食経験に基づいた自然のちからの有用性を、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、自然のちからを活かしながら、人間が本

来もっている「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（ウエルネスライフ）」をサポートする

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
　健康によいといわれてきたゴマの機能の解明に挑戦し、ゴ

マに含まれる微量成分ゴマリグナンの1つ「セサミン」の科学

的な解明に成功。1993年に健康食品の第1号として商品化

しました。その後、さらなる研究を続け、ビタミンEやトコトリ

エノールとの組み合わせによってパワーアップした商品「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っ

ているのがサントリー健康科学研究所です。

　この研究所では、健康と美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ています。一人でも多くのお

客様の明るく健康で心豊かな生活に貢献できるよう、安全・

安心で優れた品質の商品を提供する役割を担っています。

また、安全性科学センターや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、

専門領域をもつ研究部門が、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、グループ全体

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

や外部研究機関と共同研究を行い、学会発表や学術論文

などを通じて成果を社会に発信しています。

新しい価値を創造する研究開発体制

サイエンスに裏づけられた
サントリー独自の健康食品

サントリーグループのCSR
●  健康で豊かな生活への取り組み

Web

お客様とのコミュニケーションを推進

　冊子やWebサイトなどを通じて、お客様に定期的に健康

情報をお届けしています。

健康情報を掲載している冊子

Webサイト：サントリーの研究開発

「黒烏龍茶 OTPP」と「胡麻麦茶」
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サントリーグループのCSR
●  アルコール関連問題への取り組み

Web
お客様との関わり

　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、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

●マーケティングにおける自主基準を改定
　「飲酒に関する連絡協議会」が制定した共通自主基準をも

とに、社会情勢に対応して自主基準を改定しています。2010

年にはCMに妊産婦飲酒の注意表示を実施。また、テレビ

CMの土日祝日の自粛時間を延長し、年間を通して5時00分

〜18時00分まで酒類のテレビ広告を自粛することとしました。

　サントリーグループでは、1986年から継続して「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。

2011年末までに120回以上掲載

しています。

　また、酒類を製造・販売する企

業として、社員の適正飲酒に関

する意識を高めることも重要だ

と考え、国内グループ会社社員

への啓発を行っています。

　広告による飲酒運転警告表示や飲食店へのポスター配布、

専門組織が責任をもって対応

お客様や社員に適正な飲酒を啓発

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。

　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、新聞・雑誌での啓発広告

を展開し、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して

活動を続けています。2010年には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GAPG※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・

新興国での飲酒運転防止、自主基準の設定、違法酒への

取り組みなどの活動を支援しています。
※ GAPG （Global Alcohol Producers Group）：アルコール関連問題解決に

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（2011年12
月掲載）

アルコール問題削減に向け世界的に活動

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

■  アルコール関連問題への適切な対応をグループ全体に拡大
■  適正飲酒に関する情報発信の強化継続
■   「酒マーク」をアルコール分10％未満のすべての缶製品および300mℓ
以下の製品への表示に拡大

■   グループ全体でアルコール関連問題への適切な対応を推進・継続
■  適正飲酒に関する情報発信のさらなる強化
■   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継続参加

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

Webサイトでの情報発信などを通して、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回にわたり確認し、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践する

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。
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国内グループ会社の活動

　お客様とのコミュニケーションを大切にし、いただいたご

意見を事業活動に反映しています。2010年には「お客様

満足のための基本方針」を制定し、全社員がこの方針に則っ

て行動しています。

　商品の開発にあたっては、モニタリング、マーケティング

リサーチ、アンケート調査などを実施して、お客様のニー

ズを把握し、ご要望・ご期待に応える商品・サービスを提

供しています。お客様相談室に寄せられたお客様の声を活

かして、従来なかった栄養成分の表示や、商品パッケージ

のアイコン（フレーバーの写真）をわかりやすくするなど、商

品・サービスの改善に努めています。

　お客様からいただくお問い合わせ・ご意見には真摯に耳

を傾け、事業活動に反映しています。ひとつひとつのご意

見に迅速にお応えするために、お客様専用ダイヤルを開設

し、専門の担当者が対応しています。

　また、ホームページではEメールでのお問い合わせを受け

付けているほか、フェイスブッ

クなどからいただいたご意見

についても社内で共有してい

ます。

　お客様からのお問い合わせやご意見・ご指摘などを、全

社で共有し、商品の開発、品質の改善などにつなげていま

す。カクテルなどはつくる人によって配合が異なり、味に違

いが出てしまうことがあるとのお

客様の声を受け、1杯分のアルコー

ルが正確に出てくる「ポンプディ

スペンサー」を開発するなど、飲食

店様がご提供する飲料の品質向

上にも取り組んでいます。

　お客様に安全・安心な商品を提供するために、ホームペー

ジ上で全商品を対象に、卵など25品目に関するアレルギー

情報・カロリー情報、主要食材8品目に関する原産国表示

を掲載しています。また、食品衛生管理を徹底するために、

店舗の衛生検査、店舗従業員全員に対する腸内検査を定

期的に実施しています。ほか

にも店舗巡回による指導や、

衛生管理に関する全店長研

修を行い、意識向上に努め

ています。

　フィットネスクラブの施設を安心してご利用いただくた

め、お客様の安全を最優先とする「店舗安全基準」を制定

し、全社で共有して安全確保の徹底を図っています。さら

に、（1）避難訓練の実施、（2）けが・疾病発生時の応急対応、

（3）AED（自動体外式除細動器）の設置と研修に取り組ん

でいます。また、衛生面では

プール水質を法律に基づき

厳格に管理しているほか、マ

シンのメンテナンスを定期的

に行っています。

　サービスに必要なホスピタリティマインドの醸成と継承

のために独自のサービス憲章「OUR CREDO」を定め、その

実践のためのトレーニングを行っています。日常業務の中

だけでなく、広い視野でサービスの感度を高めるために、

部門の垣根を越えて定期的にワークショップを実施。ロー

ルプレイングやサービス経験

の共有を通じて、お客様の

気持ちに沿ったサービスを提

供できているか、多角的に検

証しています。

お客様とのコミュニケーションを強化

お客様の声に迅速に対応

ご要望に応える商品を提供

安全・安心な商品の提供

お客様の安全確保を徹底

「サービス憲章」視点でのトレーニングを実施

ハーゲンダッツ ジャパン（株）

日本サブウェイ（株）

（株）サントリーショッピングクラブ

ファーストキッチン（株）

（株）ティップネス

サントリーパブリシティサービス（株）

サントリーグループのCSR
● グループ各社のCSR活動

Web

ホームページでアレルギー情報を開示

救命講習お問い合わせ窓口の画面

「OUR CREDO」振り返りのミー
ティングを実施

ポンプディスペンサー
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お取引先との関わり

　サントリーグループでは、お客様に高品質な商品・サー

ビスをお届けするため、安全・安心はもとより環境や社会

にも配慮するなど、サプライチェーン全体においてCSRを

推進していくことが重要だと考えています。

　そして、調達におけるCSR活動をより一層強化するため、

2011年12月に新たに法令遵守、人権・労働基準、品質、環

境、情報セキュリティ、社会との共生の6項目を柱とした「サ

ントリーグループCSR調達基本方針」を制定し、お取引先

と連携してCSR調達を推進しています。

　サントリーグループでは、サプライチェーンのお取引先と

ともに、CSR調達の推進に取り組んでいます。社内の担当

者への教育をはじめ、原材料サプライヤー・製造委託先・物

流協力会社の主要なお取引先に対して、CSR調達に関す

る説明会やアンケートを行い、従業員の意識啓発や活動

の支援に取り組んでいます。

●お取引先評価の実施
　お取引先とサントリーグループ双方の品質向上・業務改

善に向け、毎年1回のお取引先評価と結果報告を行うほか、

原材料サプライヤーを訪問し、生産現場での品質確認や

情報・意見交換を実施しています。2011年は、海外を含む

原料サプライヤー83社（全購買取引金額のうち約23％）お

よび包材サプライヤーについて、随時現地で品質監査を行

いました。

●事業活動にお取引先の意見を反映
　お取引先との日常の取引でのやり取りに加えて、定期的

な対話の機会を設けています。方針説明会や品質勉強会

では、サントリーグループの考え方を説明し、お取引先に

はその内容について、アンケートを通じて、理解の度合い

健康食品「マカ」の原料視察

CSR調達基本方針の制定

お取引先との連携強化

CSR調達／お取引先との連携
事業活動を支えてくださるお取引先とは、公平な競争機会や公正な評価・選定を基盤に、
相互の品質向上・安全性確保に努めるとともに、連携してCSR調達を推進しています。

　サントリーグループは、企業理念「人と自然と響きあう」
と企業倫理綱領に基づき、安全・安心で高品質な商品・
サービスをお届けするために、 公正・公平な取引を実施し、
サプライチェーンのお取引先とともに、人権・労働基準・環
境などの社会的責任にも配慮した調達活動を推進します。
　お取引先との良好なパートナーシップを構築し、真に豊
かで持続可能な社会の実現に貢献します。

1. 法令遵守と国際行動規範の尊重
各国の法令を遵守し、国際行動規範を尊重した公正・
公平な調達活動を推進します。

2. 人権・労働・安全衛生への配慮
基本的人権を尊重し、労働環境や安全衛生に配慮し
た調達活動を推進します。

3. 品質・安全性の確保
「サントリーグループ品質方針」に準拠し、品質・コスト・
供給の最適な水準に基づく高い品質と安全性の確保
をめざした調達活動を推進します。

4. 地球環境への配慮
「サントリーグループ環境基本方針」に準拠し、地球環
境に配慮した調達活動を推進します。

5. 情報セキュリティの保持
調達取引に関わる機密情報および個人情報は厳格に
管理します。

6. 社会との共生
社会との共生に向けた社会貢献への取り組みを推進
します。

サントリーグループCSR調達基本方針
（2011年12月制定）

　サプライヤーとの取引にあたっては「サントリーグループ

CSR調達基本方針」に基づいた「購買管理規定」や「取引先

選定基準」に則り、各社に公平な競争機会を提供していま

す。同時に、各社の商品・サービスの品質や供給力、財務

状況、安全確保、環境保全、社会貢献などCSRへの取り組

みを公正に評価し、お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。

サプライヤーとの公正・公平な取引を徹底
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●安全推進大会で活動を共有
　サントリーグループの配送センターをはじめ物流協力

会社の倉庫、輸配送事業所など全国120拠点の責任者が

一堂に会する「安全推進大会」を毎年開催しています。この大

会では、勉強会やコンテスト実施などによる安全教育の徹底

と優れた事例を紹介して情報共有するほか、優秀なドライバー

や拠点を表彰するなど、各社の安全に対する取り組み意欲

の向上や強化につなげています。

●協力会社の安全管理を推進
　物流協力会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、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の物流協力会社は、輸配送事業所全

82拠点中79拠点が認定を取得（2011年末）、認定取得率

は96％に達しています。これはトラック運送業界全体の取

得率20％（2011年12月トラック協会調査）を大きく上回っ

ています。また、2008年からは対象範囲を直接業務委託

会社から2次協力会社まで拡大し、輸配送の安全管理体

制の強化を図っています。

●協力会社の環境認証取得を推進
　物流にともなう環境負荷の低減を目指し、「グリーン経営※」

「ISO14001」や「エコステージ」などの認証取得を協力会社

と推進しています。サントリーグループの物流協力会社では、

2011年末までに全82拠点中87％にあたる71拠点がこれら

の認証を取得。今後もさらに認証取得を支援していきます。

また、「改正省エネ法」への対応として、物流協力会社の月別・

車両別走行距離、燃料使用量、積載量などからCO2排出量

を算出、削減目標を設定して取り組んでいます。

●環境への配慮を推進
　2008年より、輸送時の荷崩れ防止用のシュリンクフィル

ムに代わり、繰り返し使用できる「グリーンエコベルト」を導

入しました。全物流協力会社に長距離輸送での使用を推進

し、環境負荷低減を図っています。

●災害時に備えて体制を整備
　災害などの有事に備えて、災害伝言ダイヤル「171」の有

効活用を目的とした訓練を物流協力会社とともに実施して

います。また、首都圏および近畿圏直下型地震発生時のア

クションプランとして、被災地に通常の出荷拠点以外から「サ

ントリー天然水」を緊急出荷する体制や、出荷拠点が被災

した場合の代替出荷拠点の設定など、物流協力会社と対

策を共有しています。

※ グリーン経営：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

第11回「安全推進大会」（2011年） 「安全推進大会」での表彰式

サントリーグループのCSR
●  CSR調達
●  公正・公平な取引
●  品質の向上を目指して
●  安全で環境に配慮した物流の推進

Web

■  「サントリーグループCSR調達基本方針」の制定
■  物流における安全性・品質保証・CSR活動の推進

■  CSR調達のお取引先アンケート実施
■  物流における安全性推進の継続・強化

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

や感想などを記入していただいています。アンケートの結

果は十分に分析し、事業活動に反映しています。

　輸配送業務を委託している物流協力会社と連携して発

足した「安全推進委員会」には、2011年末で60社250名が

参加。安全確保・環境配慮・リスクマネジメントなどの取り

組みを推進しています。

●協力会社各社の安全推進を強化
　安全推進委員会が制定した「物流安全5原則」を各社社

員に周知徹底するとともに、委員会事務局※が各社の拠点

を巡回して、安全策実施状況を点検しています。

※ サントリービジネスエキスパート（株）物流部、サントリーロジスティクス
（株）安全推進部のマネジャーおよび担当者で構成

安全で環境に配慮した物流の推進
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地域社会との関わり

災害被災地への支援

工場周辺地域との共生

地域に根ざした貢献活動
地域社会と共生する企業であり続けるために、
地域社会の一員としての取り組みやコミュニケーションを大切にしています。

2011年〜
○  タイの洪水被害
　タイ王国政府に約250万円寄付
○  東日本大震災
　復興支援として63億円拠出
　※詳細は、P.12に記載

○  2011ニュージーランド南島大地震
　ニュージーランド赤十字社に620万円寄付

○  豪州・クィーンズランド州における洪水被害
　クィーンズランド州に800万円寄付

2010年
○  2010ニュージーランド南島大地震
　Christchurch earthquake appeal fundに325万円寄付

○  宮崎県における口蹄疫被害
　社会福祉法人宮崎県共同募金会に1,000万円寄付

○  チリ大地震
　チリ大使館に500万円寄付

○  ハイチ大地震
　日本赤十字社に1,000万円寄付

●  主な義捐金の拠出

　サントリーグループでは、国内外の大規模な災害時に義

捐金の寄付や、飲料水の提供など、被災者および被災地

の支援を行っています。

　また、サントリーフーズ（株）では、災害などの緊急時に

無料で提供する「緊急時飲料提供ベ

ンダー」を行政施設や法人・病院な

どを中心に約5,000台（2011年末現

在）設置。今後も、設置台数の増加

に努めます。

　サントリーグループの主要工場では、地域住民の皆様と

の対話や、工場内に造成した公園と遊歩道を開放するな

ど、地域交流の場の提供に努めています。新たに工場を建

設する際には、第三者による環境影響評価などを行い、周

辺住民の皆様にご理解いただくとともに、生物多様性の保

全や工場内の緑化など自然との共生に努めています。

　また、全国にあるサントリーグループの各事業所では、周

辺の清掃をはじめ、自治体が主催するごみ拾いへの参加

など、環境美化にも取り組んでいます。

●工場見学を通じてお客様と対話
　おいしさや安全へのこだわり、自然環境への配慮など、商

品を通じた取り組みをより多くの方に知っていただくため、

ビール工場・ウイスキー蒸溜所・ワイナリー・天然水工場な

どで、工場見学を実施しています。

サントリープロダクツ（株）天然水
南アルプス白州工場の工場見学

緊急時飲料提供ベンダー

●東日本大震災からの復興支援活動
　サントリーグループは、震災発生直後に実施した100万

本のミネラルウォーターと3億円の緊急支援に加え、40億

円を義捐金として拠出。「漁業の復興支援」「未来を担う子

どもたちの支援」「文化・芸術・スポーツを通じた支援」を行

いました。また、2012年も漁業者への漁船取得支援として

20億円の追加拠出を決めました。（詳細は、P.12を参照）

●世界の自然災害の被害に対する支援
　サントリーグループは、世界の自然災害の被害に対して

も支援を行っています。2011年11月には、タイの洪水被災

者に対する支援物資として、清涼飲料1万ケース※を提供

しました。また、被災地の復興にお役立ていただきたいとの

思いから、義捐金として100万バーツ（約250万円）を拠出

しました。

※ 1ケース＝500mℓペットボトル×24本
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継続的な社会貢献

文化・社会貢献活動
創業から現在まで変わることなく、「利益三分主義」の精神に基づき、
豊かな生活文化の実現に寄与する文化・社会貢献活動に取り組んでいます。

●  公益財団法人 サントリー芸術財団

サントリー美術館やサントリー音楽財団で展開してきた美術・
音楽各分野の活動の相乗効果を図り、新たな社会貢献を目
指し、2009年に設立しました。2012年4月からは、サントリー
ホールの運営も財団の活動に加わりました。

○  サントリー美術館
「生活の中の美」を基本理念に1961年に
開館し、2011年で50周年。「美を結ぶ。
美をひらく。」を掲げ、国宝・重要文化財
などの収蔵品をはじめとした展覧会を開
催しています。

○  サントリーホール
1986年に、東京初のコンサート専用ホー
ルとして開館。25周年を機に、「心かよう 
心うごく」のメッセージのもと、世界の一
流演奏家による公演や多彩な自主企画
をさらに充実させていきます。

○  音楽事業
1969年、日本の洋楽発展と音楽文化向
上を目指して設立。サントリー音楽賞、佐
治敬三賞、芥川作曲賞などを設け、クラシッ
ク音楽の振興や新進作家の育成を支援
しています。

●  公益財団法人 サントリー文化財団

1979年に設立。サントリー学芸賞、サント
リー地域文化賞などを設け、国際的･学際
的な研究の助成、優れた人材の育成･援
助を行っています。

●  公益財団法人 サントリー生命科学財団

1946年に設立した食品化学研究所を前身に、1979年にサ
ントリー生物有機科学研究所を設立。2011年1月に改称し、
公益財団法人に移行。研究活動のほか、奨励事業も行って
います。

　創業者・鳥井信治郎は「利益三分主義」を唱え、事業の

利益を社会に還元することを信念としていました。特に、

恵まれない境遇の人たちへの慈善活動、社会福祉活動に

積極的に取り組みました。社会のニーズの変化を見据えな

がら、現在に至るまで社会貢献活動に継続して取り組ん

でいます。

●社会福祉法人「邦寿会」を通じた支援
　1921年の無料診療院開設を機に創立された「邦寿会」は、

2011年に90周年を迎えました。現在は社会福祉法人とし

て、特別養護老人ホーム「高殿苑」（1974年開設）、総合福

祉施設「どうみょうじ高殿苑」(2008年開設)、「旭区西部地

域包括支援センター」（2011年4月大阪市より受託）、「つぼ

み保育園」（1975年開設）を運営しています。近年では、時

代のニーズに応えた訪問介護（ヘルパー）、通所介護（デイ

サービス）、居宅介護支援（ケアプラン）などの在宅介護サー

ビスも提供しています。

　サントリーグループは、人々のより豊かな生活文化への貢

献を目指してきました。その第一歩として1961年に開館した

「サントリー美術館」は、2011年に50周年を迎え、また、1986

年に開館した「サントリーホール」は25周年を迎えました。

　サントリーグループは、こうした文化施設運営のほかに

も、芸術文化・学術支援など、多彩な活動を展開しています。

　また、東日本大震災からの復興支援のため、チャリティー

コンサートの支援や、「ウィーン・フィル＆サントリー音楽

復興基金」を設立。さらには、「サントリー地域文化賞」特別

賞を東北の2団体に贈呈するなど、活動を展開しています。

「どうみょうじ高殿苑」 「高殿苑」と「つぼみ保育園」での交流

豊かな生活文化に貢献

サントリーグループのCSR
●  地域に根ざした貢献活動
●  文化・社会貢献活動

Web

●「サントリー1万人の第九」への協賛
　1983年、大阪城ホールのオープニング記念イベントとし

てスタートした「サントリー1万人の第九」。サントリーグルー

プは、師走の風物詩である本コンサートに第1回から協賛

しています。

　29回目を迎えた2011年は阪神淡路大震災からの復興

を遂げた関西と、東日本大震災からの復興を目指す東北、
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「邦寿会」での清掃作業 「邦寿会」での花苗植え

社員の社会貢献活動を支援

　2011年は26名の社員が「ボランティア休暇制度」を利

用し、さまざまなボランティア活動に参加しました。また、

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」も設けています。

　このほか、サントリーグループが展開するさまざまな活動

への参加を呼びかけ、社会貢献活動に対する社員への啓

発を行っています。

次世代育成支援を強化

ラグビー部「サンゴリアス」 バレーボール部「サンバーズ」

　サントリーグループの文化施設やスポーツチームでは、

子どもたちがスポーツ・音楽・美術などのさまざまな分野

で、本物や一流に触れる機会を提供しています。少子化

が進み、次世代育成の重要性が高まる中、これらの活動

を強化し、子どもたちの豊かな個性・人格形成を支援し

ています。

　サントリーホールでは、3〜6歳の子どもたちが一流演奏

家が奏でる音楽を間近で聴くことができる「カーネギーキッ

ズ at サントリーホール」や子どもたちにクラシック音楽を

身近に感じてもらうための「こども定期演奏会」を開催して

います。また、サントリー美術館では、お客様と美術館をつ

なぐ交流の場として「エデュケーション・プログラム」を実

サントリーグループのCSR
●  文化・社会貢献活動
●  次世代育成支援

Web
地域社会との関わり

2つの地域が歌で1つになることをテーマに「サントリー1万

人の第九 with 東北」を開催。メイン会場の大阪城ホール

と仙台会場を中継でつ

なぎ、11,000名が苦し

みを経て希望を分かち

あう「歓喜の歌」を響か

せました。

「夢」と「感動」を伝えるスポーツ活動

　企業スポーツへの参加やスポーツ振興のための活動に

も力を入れています。チーム活動では、ラグビーとバレー

ボールの自社チームを組織し、リーグ戦に参加しています。

両チームとも競技の普及活動を重視し、オフシーズンを中

心にラグビー教室・バレーボール教室を積極的に開催する

など、地域に根ざした活動を展開しています。

サントリー1万人の第九

カーネギーキッズ2011 宮城県でのラグビークリニック

施し、展覧会ごとに講演会やワークショップなどのさまざ

まなプログラムを行っています。

　そのほか、ラグビー・バレーボールチームによるスポーツ

指導も積極的に行っています。

　サントリー労働組合では、2011年4月〜9月に日本労働
組合総連合会（連合）が主催するボランティア活動への参
加を募り、20名の組合員が
参加しました。仙台市・石巻
市・気仙沼市・陸前高田市な
どで、家屋等に流れ着いた漂
着物の撤去、畳の搬出、建物
内外に残留しているヘドロの
撤去などを行いました。

■  東日本大震災の被災地でボランティア活動に参加

TOPICS
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国内グループ会社の活動

　東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の小学校を対象に

「アイスクリームスクール」の食育出前授業を行っています。

授業では、アイスクリームの製造工程や、温度管理の大切

さを伝えています。また、中高生を対象に、ハーゲンダッツ 

ジャパン（株）本社での企業

訪問を受け入れ、品質やブラ

ンドへのこだわりを学んでい

ただいています。

　（株）ティップネスでは、関東・関西を中心に介護予防事

業を展開しています。2011年は、行政や民間事業など117

教室にて介護予防運動の指導を行い、計3,550名の高齢

者の方に参加していただきました。一度参加された高齢者

の方は、ほぼ100％継続されており年々広がりを見せてい

ます。

　指定管理者として管理運営を行っている公共文化施設

には、地域の方々をはじめ多くの方が訪れます。そのため、

災害時や緊急時に迅速かつスムーズな対応ができるよう、

所轄消防署の指導のもとで定期的に防災訓練や応急救

護研修、AED（自動体外式除細動器）研修などを実施して

います。

　お客様にサンドイッチをお買い上げいただいた売り上げ

の一部（総額902万9,475円）を、災害復興支援金として日

本赤十字社を通じて被災地に寄付

しました。

　また、宮城県名取市において有志

の社員がサンドイッチを販売し、その

売上金を寄付しました。

　2011年5月、「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興

育英基金」が運営する「花壇再生プログラム」に花苗を提

供したほか、宮城県の小学校や、被災地のグリーンアドバ

イザーの活動用に花苗を提供しました。また、7月には社

員が岩手県陸前高田市を訪問し、オリジナル商品「ミリオ

ンベル」「サンビーナス」をプ

ランターに植え、仮設住宅の

方々にお届けしました。

　2012年4月、サントリーミドリエ（株）は上海市にトヨタ

自動車（株）との合弁会社「トヨタサントリーミドリエ（上海）

園芸（有）」を設立し、中国での都市緑化事業を協働して行っ

ていくことを発表しました。当社は、すでに中国で緑化事

業を展開していますが、トヨタ自動車（株）が開発した環境

緑化植物と当社独自の素材

「パフカル」を組み合わせるこ

とで緑のある街づくりを加速

し、ヒートアイランド現象の

抑制に貢献できると考えて

います。

食育出前授業や企業訪問の受け入れを実施

介護予防運動の指導を実施

災害時支援

東日本大震災の復興支援

東日本大震災の被災地に花や苗などを寄贈

事業を通じて中国の都市緑化に貢献

食育出前授業

ハーゲンダッツ ジャパン（株）

（株）ティップネス

サントリーパブリシティサービス（株）

日本サブウェイ（株）

サントリーフラワーズ（株）

サントリーミドリエ（株）

サントリーグループのCSR
● グループ各社のCSR活動

Web

復興支援呼びかけの
ポスター

岩手県陸前高田市を訪問した社員介護予防運動の指導

トヨタ自動車（株）名古屋オフィス
に設置した「花のかべ」

防災訓練の実施
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人事の基本的な考え方

人事の基本的な考え方／雇用・就業状況
一人ひとりがプロフェッショナルとして自立し、
新たな価値を生み続ける集団を目指しています。

●  平均年齢と平均勤続年数（2011年12月31日現在）

※ この章の記載は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）、サントリープロダクツ(株)、サントリーウエルネス
(株)、サントリー酒類(株)、サントリービア＆スピリッツ(株)、サントリー
ワインインターナショナル(株)、サントリービジネスエキスパート(株)などに
勤務し、サントリーホールディングス（株）と雇用契約を結ぶ社員4,917
名を対象とします。

社員との関わり

※1   定年には自由選択定年も含む
※2  正社員を対象とする
※3  離職率は、定年退職者を除く退職者をもとに算出

（％）

（経過年数）
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●  新卒採用者の在職率

※2004〜2006年新卒者を対象に計算

　サントリーグループでは、「Growing for Good」の実現に

向けて、社員一人ひとりがいきいきと、やりがいをもって働き、

もてる力を最大限発揮している状態を目指し、社員一人ひ

とりの多様さを前提とした「ダイバーシティ経営」を人事の

基本的な考え方としています。

● 国籍・性別・年齢・障がいなどによる差別をしない「人

物本位の採用」

● 個々の能力を活かすための「適材適所の人材配置」

● 個々人の役割と成果に応じた「実力本位の処遇」

　サントリーグループでは、「企業倫理綱領」にあらゆる

不当な差別やハラスメントなどを排除することを定めて

います。そのために、人権の尊重と国籍・性別・年齢・障

がいなどによる差別の排除を目的に「人権教育推進委

員会」を設置。すべての社員が人権について正しく認識

するために、継続的な意識啓発に取り組むとともに、新

任マネジャー研修、新入社員研修等でも、人権教育・啓

発のプログラムを実施しています。

人権尊重を推進する委員会の設置

サントリーグループの雇用・就業状況

2009年 2010年 2011年

平均年齢 38.6歳 38.3歳 38.3歳

平均勤続年数 16.0年 15.4年 15.4年

●  従業員数データ（2011年12月31日現在） （名）
2009年 2010年 2011年

男性 39 41 43

女性 0 0 0

役員 39 41 43
男性 1,407 1,408 1,420

女性 96 109 129

マネジャー相当職 1,503 1,517 1,549

男性 2,521 2,512 2,497

女性 859 860 871

メンバー相当職 3,380 3,372 3,368

社員 4,883 4,889 4,917
男性 351 435 431

女性 94 90 80

契約社員等※ 445 525 511

派遣社員 719 743 629

※契約社員等：嘱託社員およびアルバイト

●  採用人数

●  退職者数と事由

（名）

2009年 2010年 2011年

新卒
男性 155 161 106

女性 59 27 33

経験者
男性 44 18 4

女性 8 5 14

合計 266 211 157

2009年 2010年 2011年

定年※1 208 166 99

自己都合 38 25 21

会社都合 0 0 0

その他 6 7 10

合計※2 252 198 130

離職率※3 0.78％ 0.51％ 0.43％

（名）
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人材育成
公正で納得性の高い人事制度を基本に、
能力を開発・発揮しやすい環境づくりに努めています。

人材育成を主眼に評価・処遇制度を構築

　サントリーグループの人事制度は、社員一人ひとりの能

力の開発・発揮に主眼をおき、発展段階と発揮した成果

に応じた、公正で納得性の高い処遇を理念としています。

その基本的な考え方は、以下の3点です。

● 社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

● 会社は社員に対して能力・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

　年4回実施する上司と部下の面接を通して、社員が納

得できる評価に努めています。年初に設定した「業務計画

書」に基づき、業務実績や取り組みのプロセスを振り返っ

て評価します。評価後の「フィードバック面接」では、その

結果を伝えるとともに、期待する点や不足している点を話

し合い、一人ひとりに評価への理解とさらなる能力開発・

成長を促しています。

　面接後は、労働組合が組合員にアンケートを実施し、一

人ひとりの納得性を調査しています。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ています。また、

面談内容が不十分であった場合には、評価者である上司

にヒアリングや指導も行っています。

　サントリーグループが真のグローバル企業として、より

一層飛躍するためには、社員一人ひとりがグローバルに活

躍できる人材に成長することが重要です。そのため、まず

は国内で従事する社員

がグローバルビジネス

で活躍できるよう制度

を整えています。

　また、海外グループ

各社の人事担当者によ

る「グローバル人事会

議」を開催し、グローバルな活躍の場を提供するなど、人

材の交流・活用を推進しています。

　さらに採用活動においても、英語版採用ホームページの

作成、留学生向けセミナーの開催など、グローバルな活動

を強化しています。

●グローバル人材の育成制度の運用
　2010年よりグローバル人材の育成を目的とした制度を

導入し、2011年は84名の応募者から選考を通過した25

名がそれぞれのプログラムを習得しています。

　育成制度の1つであるグローバルリーダーシップ研修は、

日本国内の社員だけでなく、海外グループ会社の社員も

参加し、日本や事業展開している海外エリアで実施してい

ます。（2011年は日本・中国・オーストラリアで実施）

●  育成制度

名　称 内　　容

グローバルリーダー
シップ研修

グローバルに活躍するマネジャーに必
要なスキルセットの習得

キャリアチャレンジ グローバル業務遂行に必要なスキルの
習得

ビジネススクール留学 国内・海外のビジネススクールで経営
管理学修士（MBA）を習得

トレーニー グループ会社や未進出エリア（新興国等）
の「外部機関プログラム」または「学校へ
の派遣」を実施し、語学力・コミュニケー
ション力および異文化理解力を習得

 

　「人が人を育てるプロセスの中で成長する」という人材

育成の連鎖を重視し、現場での育成を大切にしています。

また、入社から退職までの成長・育成のステージごとに「求

められる姿」「発揮してほしい力」「社員としてのVALUE」を

明示し、そのステージに合わせた基本研修プログラムを整

備。営業・生産など各部門での実務研修も実施しています。

公正で納得性の高い評価を実施

グローバル人事会議

社員のキャリア開発を支援グローバル人材の育成

サントリーグループのCSR
●  人事の基本的な考え方
●  雇用・就業状況
●  人材育成

Web
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●一人ひとりのキャリア開発をサポート
　「キャリアサポート室」を設置、専門のアドバイザーによ

る個別相談やワークショップなどを通して、社員一人ひと

りの自律的なキャリア開発を支援しています。入社4年次・

10年次は全員に、40代・50代は応募型でキャリアワーク

ショップを実施。自らのキャリアを見直し、以降の人生を

よりポジティブなものにしていくサポートをしています。

●適材適所の実現に向けた取り組み
　自らが異動希望を伝える「自己申告制度」（年1回）を基本

に、特定の要員を公募する「社内公募制度」や、1年間の育

成プログラムで実務経験を積む「キャリアチャレンジ制度」

など、社員の自律的なキャリア形成を支援しています。また、

若手社員の可能性を広げるため、入社後の10年間で3部署

を経験するジョブローテーションを実施。4年次、9年次の社

員全員を対象に、人事部との個別面談も行っています。

●国内グループ共通プログラムを展開
　社員が任意で受講できるプログラム「SUNTORY Self 

Development Program（自己啓発支援プログラム）」を展開。

国内グループ会社社員は誰でも約450種類からなる共通

●  キャリア開発体系

社員としての成長

内定

新入社員育成 4年次研修

個人の視点に立ったキャリア自律支援
～キャリアデザインワークショップ～

SUNTORY Self Development Program
（自己啓発支援プログラム）

新任マネジャー
対象研修

新任プロフェッ
ショナル層研修

入社 異動・昇格・昇進 退職

キャリアサポート
自己啓発

経営ニーズと
リンクした
キャリアストレッチ 自己申告制度／昇格候補者試験／社内公募制度

グローバルな社内育成制度

新任
工場リーダー研修

トレーニー／キャリアチャレンジ／ビジネススクール留学（MBA）／
グローバルリーダーシップ研修

コーチャー制度

●応募型研修
●通信教育

●e-ラーニング
●語学研修  

●  2011年度の仕事に対する意識（自己申告より）

〈仕事への満足〉〈仕事へのやりがい〉

ある
26.9％

比較的ある
50.5％

普通
20.2％

あまりない
1.9％

ない
0.5％

感じる
44.7％

比較的感じる
34.8％

あまりない
感じない
2.7％

普通
17.0％

感じない
0.8％

プログラムを受講できます。

　また、階層別研修においても、国内グループ共通での実

施を検討しており、2012年は、新任マネジャー研修プログ

ラムの共通実施を予定しています。

●社員の意識や会社の風土を調査
　社員の現状や仕事に対する意識を確認するため、年初

に全社員対象の「自己申告」を実施しています。また「社員

意識調査」でも、職場で働くメンバーの意識を継続的にモ

ニタリングし、経営施策に活かしています。

サントリーグループのCSR
●  人材育成

Web
社員との関わり

■   グローバル人材育成プログラムの充実（海外グループ会社との連携
強化による人材交流含む）

■  基盤人材育成の体系化

■  グローバル人材育成プログラムのさらなる強化・対象拡大
■  国内グループ会社共通プログラムの強化

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標
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「ダイバーシティ推進室」の設置

ダイバーシティの推進
多様な社員が「やってみなはれ」を発揮できるよう、社員の属性の多様化を推進し、
違いを受け入れ、活かす組織づくりに取り組んでいます。

　新たな価値を絶えず創造していくためには、多様な人材

や価値観を積極的に取り入れることが重要です。2011年

「ダイバーシティ推進室」を設置し、「子育て」「営業部門の

女性」「短時間勤務者」などの社員参画型プロジェクトにお

いて、課題抽出、経営層への答申を経て実現につなげてい

ます。また、ダイバーシティ経営の実現に向けて、「女性の

活躍推進」「障がい者雇用の促進」「定年退職者再雇用制

度の拡充」「外国人の採用や海外グループ会社との人材交

流」を推進しています。

　サントリーグループでは、性別に関わらず、意欲・能力の

ある社員を積極的に登用しています。2011年末時点、マネ

ジャー相当職の女性比率は8.3％にまで拡大。「女性が働き

やすい、かつ成果を出している会社」の実現に向けて、継続

的に働き方の革新、意識改革などに取り組んでいます。

　障がい者の方の可能性を広げるため、職域を限定せず

に採用活動を行っています。2011年6月1日時点での障が

い者雇用数は75名（うち重度障がい者25名）、雇用率は

1.82％と法定雇用率を上回っています。さらに、グループ

会社全体での雇用促進も進めており、2012年にはグルー

プ合同での就職ガイダンスも実施予定です。

　定年退職者再雇用制度「エルダーパートナー制度」を導

入しており、健康状態や通勤などの一定条件を満たすす

べての希望者に業務を紹介しています。2011年は定年退

職者の約86％が希望し、希望者の約98％にあたる80名

を再雇用しました。また、2006年からは雇用期間を段階

的に最長5年間まで延長し、シニアのいきいきとした活躍

を推進しています。

女性の活躍を推進

●  女性の登用状況
女性マネジャー
相当職人数（名）

女性マネジャー
相当職比率（％）

0
’07 ’08 ’09 ’10 ’11

2

0

30

460

690

120

10

8

150

68 84 96 109 129

7.2

4.5

5.9
6.4

8.3

●  障がい者雇用数と雇用率（2011年6月1日時点）

20

40

60

80
（名） （％）

障がい者の在籍者数 重度障がい者の在籍者数 障がい者雇用率

0

1.0

0
’07 ’08 ’09 ’10 ’11

7575

2.0

3.0

4.0

1.82

67

1.74

67

1.67

70

1.72 1.81

23 2521 21 22

サントリーグループのCSR
●  ダイバーシティの推進

Web

■   「ダイバーシティ推進室」の設置
■  社員参画型プロジェクトの複数始動
■  属性の多様化推進（障がい者雇用の推進など）

■   プロジェクトで抽出した課題の解決・制度化
■   属性の多様化推進（シニア層の職域拡大、障がい者雇用の国内グルー
プ会社での取り組み開始）

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

定年退職者再雇用制度を拡充

障がい者雇用を促進

● 定年退職者再雇用実績

40

再雇用者数（名） 再雇用率（％）

0

20

80 40

120 60

160 80

200 100

0
’07 ’08 ’09 ’10 ’11

85

127

8078

97.697.7 97.796.792.9

148
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労働時間の適正化

ワークライフバランスの推進
多様な社員一人ひとりが能力を十分発揮できるよう、
ワークライフバランスに配慮して、働きやすい環境づくりに努めています。

　社員が健康でいきいきと働ける風土づくりの一環とし

て、労使で協力して長時間労働の削減に取り組んでいま

す。サービス残業の禁止や、早帰り促進のための全社完全

消灯ルールの徹底、業務見直しなどを強化。労働時間の適

正化に関する施策や情報をまとめた「労働時間ハンドブッ

ク」により周知を徹底しています。2009年からは年次有給

休暇の取得率向上に向けて、「計画年休制度」も導入して

います。（2011年取得率54.9％）

　ITの活用等によりワークスタイルを革新し、社員のワー

クライフバランス実現と事業のさらなる成長を目指す「S（サ

ントリー）流仕事術」の創造に取り組んでいます。決めた時

間で最大の成果をあげることを目的に、フレックス勤務や

テレワーク勤務※を推進。その普及に向け説明会や全社セ

ミナーを継続的に開催しています。
※テレワーク勤務：在宅勤務等、事業所外での勤務のこと

　以前から法定以上の福利厚生制度を多く設けるなど、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

る制度を拡充しています。

● 年間総実労働時間

1,500

1,700

1,900

2,100
年間労働時間（時間）

所定内勤務時間-休暇取得時間 時間外労働時間

0
’07 ’08 ’09 ’10 ’11

2,011

274

2,001

272

1,999

268

2,015

278

1,738 1,729 1,731

2,004

269

1,7351,737

サントリーグループのCSR
●  ワークライフバランスの推進

Web
社員との関わり

■   柔軟な働き方の拡大（フレックス勤務、テレワーク勤務の利用促進）
■   育児支援制度の拡充（育児休職の一部有給化）

■   柔軟な働き方の拡大（事業所ごとの説明会実施）
■   育児・介護従事者支援の取り組み強化（復職へのつなぎサポート・病
時・緊急時のサポートなどのセーフティーネット構築など）

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

ワークスタイルを革新する「S流仕事術」

ワークライフバランスに配慮して社員を支援

●仕事と育児・介護の両立を支援
　育児休職や短時間・時差勤務制度など諸制度を導入し

ています。2011年には育児休職を62名（取得率100％、復

職率98％、うち男性2名取得）、短時間・時差勤務制度を

105名が新たに活用。また、介護に関する制度も休職の適

用要件を明確化するとともに、短時間・時差・フレックス勤

務の適用要件を緩和しています。

●  育児・介護支援施策概要

産前産後休業
育児休職
短時間・時差勤務
フレックス勤務
テレワーク勤務
キッズサポート休暇
復職時のベビーシッターサービス
ベビーシッター利用補助
子の病時・緊急時ベビーシッターサービス
ジョブリターン制度

妊娠育児 出産
満3歳の
誕生日

小学
1年生

小学
4年生

中学生

女性のみ

女性のみ

女性のみ

女性のみ

育児・介護以外も利用可

介護休職
短時間・時差勤務
フレックス勤務
テレワーク勤務
特別休暇
ホームヘルパー利用補助
ジョブリターン制度

介護事由
発生介護 3年 9年

満1歳の
誕生日

1年 10年

　2011年、社員参画型の「子育て環境プロジェクト」から
出された提言をもとに、以下の支援策を導入しています。
　産休前： 制度説明や産休者同士のネットワーク構築を

目的に、産休前ガイダンスを対象者全員に実施
　休職中： 会社から定期的に情報を発信。また、休職者

同士のコミュニケーションツールを提供
　復職時： 保育園などへの入園が困難な場合、ベビーシッ

ターの紹介や一定期間の費用補助
　復職後： 子の病時・緊急時のベビーシッターサポートを

強化し、復職後の育児と仕事の両立を支援

■  育児休職からの復職サポートを強化

TOPICS
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働きやすい職場づくり
社員がいきいきと元気に働くことが、企業の活力につながると考え、
安心して働ける環境づくりに努めています。

　工場では、「安全」を職場業績評価基準の1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

情に合わせた取り組みを推進しています。2011年の労働

災害発生件数は26件、度数率※1は1.93、強度率※2は0.005

でした。今後も引き続き、業務時・通勤時双方での安全対

策強化と、社員の意識向上に努めていきます。

　社員の身体と心の健康に配慮し、一人ひとりが元気に

活躍できるよう、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。

●法定項目を超える詳細な健康診断を実施
　法定項目以上に詳細な検査項目で、健康診断を実施して

います。40歳以上の社員には、毎年の定期健康診断に代えて、

人間ドックの受診を義務づけています。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も整備。生活習慣

病の予防・改善を目的とした取り組みも実施し、社員の健康

維持・増進を支援しています。

　食生活や運動習慣等の変化により、生活習慣病が増加

しています。サントリーグループでは、生活習慣病の予防・

改善を目的とした「生活習慣プログラム（ウォーキングプロ

グラム）」を導入。社員自身が日々の生活を見直し、自ら改

善していくためのきっかけを提供しています。また、2008

年に法制化された40歳以上の特定検診および特定保健

指導についても、健康組合と協力して実施を進めています。

●セルフケアとラインケアで心の疾患を予防
　メンタルヘルス疾患の予防と早期発見のため、社員本人

がストレスに気づいて対応する「セルフケア」と、マネジャー

による職場環境改善や個別相談の実施などの「ラインケア」

の双方から施策を講じています。さらに、社内専門医、社

外カウンセラーによる相談、メンタルセルフチェックなども

適宜実施しています。また、休職者には、専門医によるサポー

トを強化するなど、復職支援体制を整備しています。

　サントリーグループの重要な経営課題については、労使間

で定期的に開催している「社長協議会」「決算協議会」「部門・

テーマ別協議会」などを通じて検討・協議。経営施策につい

て、労働組合から業務の現況を踏まえた提言を受け、活発

な議論を行っています。

人事・労務関連の諸制

度の運用・改定も、労

使双方の課題認識をも

とに十分に協議した上

で実施しています。

●協議会で労使の協働を推進
　労使共通の重要課題について定期的に協議会を開催し

ており、2011年は約40回の協議会を実施しました。

労使が協力して「働きやすい職場」に

労働安全への取り組みを推進

多様な制度を導入し社員の健康に配慮

プログラム導入で生活習慣病を予防

※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

名称 開催頻度 協議内容

経営状況に関
する協議会 年2回 会社の経営方針、経営状況、事業執行状

況等

四半期決算協
議会 年2回 グループ連結業績について情報共有

部門別協議会 年1回
（各部門） R＆D部門・生産部門・営業部門等の課題

労働時間問題
検討会 年4回 労働時間問題の状況確認および改善に

向けて

ワークライフバ
ランス検討会 年1回 ワークライフバランスの推進に向けて

面接協議会 年4回 人事制度上の各面接実施状況の確認およ
び改善に向けて

サントリーグループのCSR
●  労使関係
●  労働安全・健康維持

Web

■   メンタルヘルス支援体制の再構築 ■   産業医のグループ会社への展開

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

経営状況に関する協議会
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地球環境との共生

環境経営
サントリーグループにとって大切な経営資源である地球環境を次世代に引き継ぐために、
グループ全体で環境経営を推進しています。

　地球環境との共生が人類共通の最重要課題の1つであ

ることを認識し、1991年に「環境室」と「環境委員会」を設

置しました。2010年には、グループ全体で事業とエコロジー

を一体として推進していくことを目的に、サントリーホー

ルディングス（株）内に「エコ戦略本部」を発足。「サントリー

グループ環境基本方針」のもと、各グループ会社の環境経

営の強化を図っています。さらに、今後は国内グループで

の環境経営から、グローバルな環境経営体制の構築を目

指して取り組んでいきます。

環境中期目標と進捗報告

　環境経営を一層推進するため、2009年に水源涵
かんよう

養面

積（水を育む森の広さ）とCO2排出量削減の中期目標を下

記の通り設定しました。

　● 2011年末までにサントリー「天然水の森」（水源涵養林）

を7,000haに拡大 [2008年末時点で約1,795ha]

　● 2012年までに国内全事業活動におけるCO2排出量を

2007年比20％削減

　水源涵養面積は目標とした7,000haを超え、2012年4

月には約7,500haに到達しました。

　2011年のCO2排出量は、計画を大幅に上回る生産量増

加により、2007年比2％削減にとどまりましたが、CO2排

出原単位は2007年比14％の削減となりました。今後もグ

ループ全体での活動をさらに強化していきます。

商品のライフサイクル全体で環境負荷低減

　サントリーグループでは、多岐にわたる事業活動を通じ

てさまざまな副産物や廃棄物を排出しています。1つの商

品が企画・開発されて、廃棄・リサイクルに至るまでのライ

フサイクル全体を通じて、環境に与える影響を定量的に

把握し、負荷の低減に取り組んでいます。

　また、海外における事業拡大にともない、グローバルでの

環境負荷を捕捉するため、海外生産拠点の環境負荷の調

査・把握を進めています。

　サントリーグループは、水と大地と太陽の恵みをお客様
にお届けする企業として、環境経営を事業活動の基軸に
おき、生命の輝きに満ちた持続可能な社会を次の世代に
引き渡すことを約束します。

1．水のサステナビリティの実現
「水と生きる」をコーポレートメッセージに掲げる私たち
は、全ての生命の源であり、事業基盤である「水」を大
切に使い、きれいに浄化して自然環境に還し、使用し
た以上の水を育む森を守り続けます。

2． イノベイティブな3Rの推進による資源の徹底的有効活用
循環型社会の実現に向けて、不断の技術革新により、
事業活動のあらゆる側面で原材料・エネルギーなどの
3R（Reduce，Reuse，Recycle）を一層推進し、持続可能
なビジネスを構築します。

3. 全員参加による低炭素企業への挑戦
地球市民として、グローバルな視点で環境保全に取り
組み、事業活動のバリューチェーン全体におけるCO2

削減を実行します。

4. 社会との対話と次世代教育
次世代に継承される豊かな自然を守るため、情報開示
に努めるとともに、社会との対話を重ね、また、青少年
への環境教育にも力を注ぎます。

5. Good Companyの追求
エコマインドを高く持つグループ社員づくりを通じ
て、人と自然と響きあいながら生物多様性の保全に
努め、新たな価値を創造する “Growing for Good” 
Companyに向けて邁進します。

サントリーグループ環境基本方針
（1997年制定、2010年10月改定）

環境マネジメント

●ISO14001認証取得をグループで推進
　環境経営をグループ全体で強化していくために、グ

ループ 各 社の環 境マネジメントシステムの国 際 規 格 

ISO14001認証取得を積極的に推進してきました。国

内グループ会社※では認証取得を完了し、海外グループ

会社※においても生産拠点を中心に認証取得が進んで

います。

　サントリーグループの各社では、生産部門・研究開発部

門・本社機能から営業部門までが一丸となって、原材料

調達から廃棄までの全段階で環境視点を取り入れた事

グループ全体で環境経営を推進

地球環境との共生
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●事業活動と環境負荷の全体像（対象期間2011年1月1日〜12月31日、国内生産拠点（委託先を除く））

サントリーグループのCSR
●  環境経営
●  汚染防止・化学物質管理

Web

業活動を推進しています。
※日本版SOX法対象のグループ会社

●環境リスクを評価し対応策を策定
　サントリーグループはISO14001の手順に沿って環境影

響評価を各現場で行い、重点項目を特定し、発生するリス

クについては未然に防ぐ対策を講じています。特に生産工

程では、周辺環境に対して細心の注意を払ったマニュアル

を完備・運用することで、リスクマネジメントに努めています。

●環境会計を導入してコストと効果を算出
　サントリーグループは事業活動における環境保全への取

り組みを定量的に評価する重要なツールとして、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活

用し、その内容を開示しています。（2011年実績／環境投

資額22億円、費用額100億円）

※1  BOD（Biochemical Oxygen Demand ）：生物化学的酸素要求量。水の汚染度を表す指標の1つ
※2  電力由来のCO2排出量は電力会社ごとの実排出量に基づく排出係数を使用

容器のリユース・
リサイクルの推進

INPUT OUTPUT

● 排水
● 公共水域への
   排出BOD※1

● 大気排出 ・CO2※2

 ・SOx
 ・NOx
● 副産物・廃棄物

16,625千m3

44t
316千t
1t

107t
224千t

● 大気排出 ・CO2
 ・NOx

104千t
275t

事業プロセス

調　達

消　費

● 包装資材
   ・びん 
   ・アルミ缶 
   ・スチール缶
   ・ペットボトル
   ・段ボール箱
   ・その他

● 原料

378千t
108千t
37千t
60千t
61千t
87千t
25千t

385千t

● 用水

● 電気

● 燃料（原油換算）

20,879千m3

281百万kWh

107千kℓ

● 空容器
   ・びん 
   ・アルミ缶 
   ・スチール缶
   ・ペットボトル

6,596百万本
332百万本
2,224百万本
1,825百万本
2,215百万本

生　産

物　流

生産量 
（酒類・飲料）

3,628千kℓ

■  24生産拠点のうち18生産拠点のISO14001統合完了 ■  全生産拠点のISO14001統合完了

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標
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水使用量の削減を徹底

目指すは「水のサステナビリティ」

水のサステナビリティ／生物多様性の保全
サントリーグループの事業の生命線である水資源を未来へ残すために、
生物多様性に配慮し、自然界の水の循環に負荷をかけない事業活動を目指しています。

　サントリーグループの主な事業は、水や農作物といった、

自然の恵みに支えられています。「水と生きる」企業として、

水の循環を妨げない事業活動の実践は、何よりも優先し

て取り組むべきテーマです。サントリーグループでは、水を

育む森を守り、水を大切に使い、きれいにして還す活動、

すなわち「水のサステナビリティ」の実現を事業活動におけ

る最も重要な課題と認識しています。

　サントリーグループは、商品の製造段階で多くの地下水

を使用します。その地下水の持続可能性を保全するために、

森林所有者と数十年にわたる長期間の契約を結び、水を

育む森づくりを2003年から行っています。

　工場の水源涵養エリアを中心に、国や地方自治体、地元

の方々、学識経験者の皆様と協働して「天然水の森」と名づ

けた水源涵養活動を全国12都府県15カ所で展開していま

す。活動にあたっては事前に十分な調査を行い、エリア固

有の自然環境や生態系に十分配慮し、高い水源涵養機能

をもった森づくりを進めています。（詳細は、P.17-18を参照）

●社員による森林整備体験

　社員に対する環境教育の一環として「天然水の森」森林

整備体験を行っています。2011年はサントリー「天然水の

森 赤城」をはじめ全国

3カ所で実施し、グルー

プ社員とその家族199

名が参加しました。

　サントリーグループの工場では、商品の原料以外にも、

製造設備の洗浄や冷却用に多くの水を使用します。限り

ある水資源を大切にするために、工場ごとに中期目標を設

定し、水使用量削減に取り組んでいます。また、水の再利用・

循環利用などの技術導入による有効活用も進めています。

2011年は、生産量増加にともない水使用量は増加しまし

たが、工場での節水活動の取り組みにより原単位は減少

しました。

●  水使用量（国内24工場）

水源涵
か ん

養
よ う

活動を全国で展開

　サントリー「天然水の森」は、その調査・整備も多岐にわたっ
てきました。活動から得られた知見の共有化と、よりよい整備
計画の立案を目的として、2011年4月、普段からご指導・ご協
力をお願いしている専門家の方々 にお集まりいただき、「水科学
フォーラム」を開催しました。多彩な分野の専門家にご登壇い
ただき、「天然水の森」での研究内容、今後の活動方針などを総
合的にご報告いただきました。

■  「水科学フォーラム」を開催

●  サントリー「天然水の森」の活動目標

使用量（千m3） 原単位（m3/kℓ）

12.3

0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

’90 ’08 ’09 ’10 ’11

12,385

20,346 20,075 20,186 20,879

6.5 6.2 5.9 5.8

※原単位は製造1kℓあたりの使用量

●水のカスケード（多段階）利用
　サントリープロダクツ（株）天然水南アルプス白州工場で

は、3Rの視点から多様

な活動を展開していま

す。とりわけ、水のカス

ケード（多段階）利用と

いった高度な循環再利

用により、限りある水

資源を最大限有効に 回収した水の貯蔵タンク

1.  水源涵養林としての高い機能を持った森林
2.  生物多様性に富んだ森林
3.  洪水・土砂災害などに強い森林
4.  CO2吸収力の高い森林
5.  豊かな自然と触れ合える美しい森林

TOPICS

「天然水の森」での整備体験



42 地球環境との共生

排水管理の徹底

　水や農作物を主原料とするサントリーグループの事業

活動は、健全な生態系によって支えられています。この生

態系を守るのは、当然の責務であるとの認識から、「サント

リーグループ環境基本方針」に「生物多様性の保全に努め、

新たな価値を創造する」ことを定め、生物多様性とそれを

支える環境保全につながる多彩な活動を展開しています。

　また、2011年1月に、経団連の「生物多様性宣言推進パー

トナーズ」に参画し、生物多様性の豊かな社会づくりに向け、

率先して行動しています。

　排水をできる限り自然に近い状態で自然に還すため、

法律よりも厳しい自主基準値を設定し、排水の品質を徹

底管理しています。工場からの排水は、嫌気性排水処理設

備などで浄化処理した後、下水道や河川へ放流しています。

その際、測定装置による24時間監視体制と検査員による

水質・水温点検を毎日実施しています。

生物多様性の保全

●生物多様性を念頭に置いた事業活動
　工場建設にあたっては、周辺地域の生態系への環境影

響を調査・分析するなど、生物の多様性を念頭に置いた

事業活動を展開しています。

●生物多様性緑化
　サントリープロダクツ（株）天然水奥大山ブナの森工場の

敷地内では、生物多様性緑化を行っています。鳥取大学農

学部の日置佳之教授による指導のもと、DNAまで地元樹

種にこだわり、ブナ・コナラ・ミズナラ・ホオノキ・ナナカマド・

■  「天然水の森」の総面積を7,300haに拡大 
■   学識経験者との共同研究体制を順次構築、研究調査や科学的施業
を幅広く実施 

■  国内生産活動における水原単位を前年比1.9％削減

■  「天然水の森」の調査結果をもとに中長期整備計画を立案
■   学識経験者・行政・林業事業者などと協力体制を確立し、多面的
な水源涵養活動をさらに推進 

■  国内生産活動における水使用量削減のさらなる推進

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

サントリーグループのCSR
●  水のサステナビリティ
●  生物多様性の保全

Web

活用し、水使用量の原単位で業界トップレベルを達成し

ています。

ウワミズザクラ・コシアブラなどの樹種を植栽。敷地の一部

には、この地の原風景の1つであるススキの草原も復元し、

草原性の野草の保護も

行っています。こうした

活動により、2011年に

日本緑化工学会賞（技

術賞）を受賞しました。

●野鳥保護を通じた自然保護活動
　“Today Birds, Tomorrow Man”（今、鳥たちに起きてい

ることは将来、人間にとっての問題となるかもしれない）の

考えから、1973年、野鳥保護を通じた自然保護活動「愛鳥

活動」を開始しました。同年には民間企業として初めて「バー

ドサンクチュアリ（野鳥の聖域）」をサントリー酒類（株）白

州蒸溜所に開園し、探鳥会や巣箱掛けなどの活動を継続

的に行っています。

　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、お客様や地

域の方々と一緒に活動

を展開しています。

天然水奥大山ブナの森工場

　サントリー「天然水の森」の活動は2011年に「第2回 いきもの
にぎわい企業活動コンテスト」の国際森林年特別部門・環境大
臣賞を受賞しました。今回の受賞は、長期的かつ科学的な視点
を取り入れた森林整備活動はもちろんのこと、水を育む自然環
境との共生を目指した総合的な活動が評価されたものと考え
ています。

■ いきものにぎわい企業活動コンテストで環境大臣賞を受賞

TOPICS

白州蒸溜所のバードサンクチュアリでの 
巣箱掛け
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バリューチェーン全体でのCO2削減

低炭素企業への挑戦
サントリーグループでは、バリューチェーン全体での削減目標を掲げ、
グループ一体となって地球温暖化防止に取り組んでいます。

　商品開発・製造から物流、販売に至るまで、国内事業

のバリューチェーン全体でCO2排出量を削減するため、

部門ごとに課題を設定して活動しています。2009年に環

境中期目標を新たに設定し「サントリーグループの国内

事業活動全体でのCO2排出量を2012年までに2007年

比で20％削減」することとしました。

　2011年はこの目標に向けて容器の軽量化やリサイク

ル素材の活用、ヒートポンプを搭載した自動販売機の設

置、生産活動での再生可能エネルギーの活用などに取り

組みましたが、計画を大幅に上回る生産数量の増加に

より、2007年比約2％の削減にとどまりました（バリュー

チェーンCO2排出原単位は2007年比約14％減）。引き続

きバリューチェーン全体におけるCO2削減に努めます。

　サントリーグループの工場では、環境に調和した生産活

動を行うため省エネルギーを徹底。稼動状況を一元的に記

録・管理して、生産工程での省エネ活動に役立てています。

さらに、CO2排出量の少ない燃料への転換や再生可能エネ

ルギーの利用など、さまざまな角度から地球温暖化防止に

取り組んでいます。各工場での活動は、定期的に開催され

るエンジニアリング担当者会議で共有し、グループ全体へ

水平展開しています。

　2011年は、生産量の増加にともないCO2排出量は増加

しましたが、設備運転条件の見直しなど、多方面からの省

エネ活動により原単位は減少しました。

工場でのCO2削減

●コジェネレーションシステム導入による削減
　生産活動では、コジェネレーション（熱電併給）システム

の導入を進め、各工場のCO2排出量を20〜30％削減して

います。2011年12月現在、榛名工場・利根川ビール工場・

京都ビール工場・大阪工場の合計4工場で導入しています。

●CO2排出量の低い燃料へ転換
　ほとんどの工場では、重油から都市ガスやLNG（液化天

然ガス）への転換を完了しました。これらのガスは、熱量あ

たりのCO2排出量が低く、また、いおう分をほとんど含ま

ないことが特徴です。

●再生可能エネルギーの活用推進
　工場では、太陽光、マイクロ水力、雪氷、バイオマスなど

のさまざまな再生可能エネルギー（クリーンエネルギー）の

活用を進めています。

　太陽光エネルギー利用では、2010年2月に稼動したサン

トリープロダクツ（株）天然水南アルプス白州工場に、飲料

業界最大規模※の発電能力約490kWの太陽光発電パネ

ルを設置。晴天時には工場で使用する電力の約20％をま

かない、電力会社からの電気購入に比べてCO2排出量を

約205トン削減することができます。

　また、2011年10月から、この天然水南アルプス白州工

場およびサントリー白州蒸溜所の工場見学用に、民間企業

として初めてリチウムイオン電池を搭載した電気バスを導

入し、運行には太陽光発電による電力も使用しています。

　このほかにもサントリープロダクツ（株）天然水奥大山

ブナの森工場では、豪雪地域に立地する特徴を活かして

冬季の積雪を蓄え、春季の冷熱負荷の一部をまかなう「雪

室（ゆきむろ）」を導入しています。　

※2012年4月末現在●  CO2排出量（国内24工場）

天然水南アルプス白州工場・白州
蒸溜所の工場見学用電気バス

排出量（千t） 原単位（kg/kℓ）
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※原単位は製造1kℓあたりの排出量
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　原料・包装資材の調達から商品をお客様にお届けするま

での間、物流における輸配送業務でも環境負荷の低減に努

めています。具体的には、モーダルシフトや車両の大型化の

推進とともに、自社で開発したシステムによる高効率なト

ラック輸送も実施しています。2011年は、東日本大震災の

影響で長距離エリア間の輸送が増加したため、CO2排出量

は前年に比べて9.5％増の約104,000トンとなりました。

物流でのCO2削減

●さまざまな貨物・荷主を統合して輸送
　サントリーグループでは、さまざまな貨物・運送場所につ

いて、最適な車両の組み合わせとルートを計算する「統合

配車®システム」を導入。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、環境負荷の一層の低減を図っています。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。

●  モーダルシフト率の推移

●  輸配送時におけるCO2排出量の推移

●使用車両の大型化を推進
　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

プは大型車両での輸送を進めています。とりわけ、生産工

場から各地の製品倉庫へのトラック輸送においては、今後

も統合配車と合わせてトレーラーによるさらなる大型化を

推進していく計画です。

●モーダルシフトを推進
　中長距離輸送では、トラックに比べてCO2排出量が少な

い鉄道・海上船舶輸送に転換するモーダルシフトを推進し

ています。2011年のモーダルシフト率は前年並みの34％

でした。なお、500km以上の輸送では、モーダルシフト率

66％に達しています。

　2011年3月にはサントリー酒類

（株）、サントリーワインインターナ

ショナル（株）、サントリーフーズ

（株）の3社が、環境にやさしい鉄道

貨物輸送を活用して、地球環境問

題に積極的に取り組む企業として エコレールマーク

（千t） （%）

CO2排出量 販売数量 輸配送量
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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

サントリー統合配車 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

③1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

A運送会社 B運送会社 C運送会社 D運送会社

（洋酒・ビール・ワイン・清涼飲料）

サントリーグループ
輸送依頼情報

（電化製品など）

他社
輸送依頼情報

（缶・びん・段ボールほか）

包材メーカー
輸送依頼情報

●  統合配車®システムのイメージ

サントリーグループのCSR
●  低炭素企業への挑戦

Web

※販売数量と輸配送量は、2007年を100とした場合

国土交通省が推進する「エコレールマーク」の企業認定を

受けました。
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地球環境との共生

　サントリーグループは、自動販売機の電力使用をバリュー

チェーンにおけるCO2排出量削減の重要課題と位置づけ

ています。1995年以降、夏場のピーク時に冷却機能を一

定時間停止するピークカット機能を導入し、2007年から

は環境に配慮した「ヒートポンプ※式自動販売機」の設置

を推進しています。これは通常の自動販売機（2007年型）

に比べ、電力使用量を約37％も削減でき、それにともない

CO2排出量も削減できます。2010年に採用した機種はほ

ぼ全機種ヒートポンプ式となり、2011年は投入するすべて

の新台（一部の特殊機を除く）に採用しました。2012年以

降も同様に「ヒートポンプ式自動販売機」を採用し、2015

年末には、サントリーグループの全稼動台数の60％を超え

る見込みです。

　また、2011年からLED照明を搭載したヒートポンプ式自

動販売機も順次投入してきましたが、2012年からは新規

に投入する自動販売機すべてにLED照明を搭載し、さらな

る省エネを進めていきます。

　2012年より、通常の「ヒートポンプ式自動販売機」から

消費電力量をさらに20％削減でき

る「ハイブリッドヒートポンプ式自動

販売機」も投入していきます。

※   ヒートポンプ：冷却庫室で発生した熱を吸熱
して加温庫室へ放熱することで熱を有効利
用するしくみ

環境配慮型自動販売機の設置を促進

ヒートポンプ式自動販売機

　オフィスにおける電気使用量を2011年は、前年比5％削

減を目標として活動していましたが、震災後に一層の節電

対応を行い、前年比18％の削減ができました。また、商品

開発センターでは、2010年12月から太陽光発電設備を導

入し、電気使用量の約

4％にあたる年間約10

万kWhの電力を生み

出すとともに、38トンの

CO2排出量を削減しま

した。

オフィスや研究所における省エネ活動

グリーン電力の活用

　2011年1月より、サントリーホールおよびサントリー美術

館をグリーン電力化しています。この取り組みは、エナジー

グリーン（株）発行の「グリーン電力証書」を活用したもので

す。両施設の年間使用電力量250万kWhすべてがグリー

ン電力でまかなわれているとみなされ、年間で約960トン

のCO2排出量に相当します。

　そのほか、バレーボール部「サンバーズ」やラグビー部

「サンゴリアス」の一部のゲームにおいても、グリーン電力

を活用しています。

商品開発センターの太陽光パネル

■  生産拠点のCO2排出原単位3.0％減
■  天然水南アルプス白州工場・白州蒸溜所で工場見学用に民間企業
初のリチウムイオン電池搭載の電気バス導入 

■  サントリーホールおよびサントリー美術館のグリーン電力化

■  バリューチェーン全体でのCO2排出量削減のさらなる推進

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

サントリーグループのCSR
●  低炭素企業への挑戦

Web

●自動販売機部品リユースへの取り組み
　自動販売機の部品を再び活用するために、部品のリユー

スに向けた技術開発ならびに、リユース部品の調達に関わ

る管理システムの開発を進めています。2011年には、整備・

修理時の部品重量で合計約270トンの再生部品を使用し、

新品の部品と比べ製品ライフサイクルで約2,000トン※の

CO2を削減しました。今後もさらにリユース部品の使用対

象を拡大し、資源有効利用に努めていきます。
※  三重大学との共同研究により試算

グリーン電力ロゴマーク



46 地球環境との共生

　従来取り組んできた方法に加え、再生可能資源の活用

など、新たな技術の開発にも積極的に挑戦し「イノベイティ

ブな3R」を推進しています。

● リサイクルペットボトルを原料にした商品ラベルの
導入・進展

　サントリー食品インターナショナル（株）は、2010年11月

から清涼飲料の主要ブランド「サントリー天然水」「伊右衛

門」「サントリーウーロン茶」などの2ℓペットボトルの一部

に、リサイクル材を原料にした商品ラベルを導入し、現在

ではロールラベル方式※1の全商品に採用しています。

　このラベルは、業界初の「リサイクルペットボトルを原料

とするロールラベル」で、市場からの回収ペットボトルでつ

資源の有効活用
サントリーグループでは、循環型社会の構築に寄与するために、容器包装や製造工程で
発生する副産物・廃棄物の3Rを推進し、資源の有効活用に努めています。

容器包装における3Rの推進

Reduce：軽量化の追求

Reuse：容器の回収・再利用を推進

　ビールや飲食店様向けの清涼飲料などに使用されてい

るリターナブル容器は、自社ルートで回収・洗浄して、繰り

返し使用しています。（2011年は、延べ118百万本回収・再

利用）

　また、栓抜きで開栓する際に口欠けしにくい形状に改善

イノベイティブな3Rの推進事例

PET樹脂 樹脂から成型した
プリフォーム

成型したペット
ボトル

をするなど、びん品質の改善にも取り組んでいます。

　回収した容器包装をリサイクルしてつくるリサイクル品

の品質を確保するために、容器の設計段階からさまざまな

配慮を行っています。これらの容器は数多くの種類が流通

し、回収時に各社の容器が混在するため、各市町村などと

連携しながら、効果的な回収ルートを活用しています。

　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を支援しています。

●はがしやすいラベルの開発
　280mℓペットボトルなどの小容量容器にも、はがしやす

いロールラベルを導入しました。お客様の廃棄時の手間を

軽減することで、リサイクルを促進します。

はがしやすいロールラベル

Recycle：設計から回収まで全段階で配慮　お客様の飲用時からリサイクル処理を行うまでのユーザ

ビリティに配慮しながら、軽量化や、より環境負荷の少な

い素材の採用、さらにはリサイクル処理しやすい設計に取

り組んでいます。また、各リサイクル団体・自治体と連携し

ながらリサイクルを推進しています。

　サントリーグループは、3R（Reduce・Reuse・Recycle）の

考え方に基づき、環境に配慮した容器包装を開発していま

す。（詳細は、P.13〜16を参照）

　省資源化や輸送時の環境負荷低減の一環として、多面

的な軽量化に取り組んでいます。ペットボトルやガラスび

んなどの容器だけでなく、キャップ、ラベル、さらには商品

を梱包する段ボールの軽量化も推進しています。

●ペットボトルの自社成型
　サントリーグループでは、原型となるプリフォームをふ

くらませてペットボトルにする工程を備えた工場の拡充

を図っています。また、一部の工場では、PET樹脂からプリ

フォームの成型もしています。これにより、ボトル成型から

中味充填までの一貫した設計・管理が可能になり、樹脂の

使用量を削減し、ボトルの軽量化もしやすくなっています。

さらに、完成品のペットボトル購入時に比べて、輸送時の

燃料やCO2排出量も削減できます。

サントリーグループのCSR
● 資源の有効活用

Web
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●植物由来原料を使い石油由来原料を大幅に削減
　2011年2月より「なっちゃん」1.5ℓペットボトルの一部商

品のラベルに、植物由来原料を使用しています。このラベ

ルは、デンプンを主な原料としたポリ乳酸と

呼ばれる素材を約70％含んでいます。従来の

ラベルに比べて石油由来原料を大幅に削減

できるなど、環境負荷低減につながります。

地球環境との共生

●  容器回収率の推移（各業界団体データより）

廃棄物の削減と再資源化

　サントリーグループの国内工場では、生産工程で発生す

る副産物・廃棄物の排出量削減と100％再資源化に取り

組んでいます。

　2011年は、国内工場（グループ会社を含む）から発生し

た副産物・廃棄物は合計224,012トンとなり、前年より総

量は7％増加、原単位は1％増加しましたが、再資源化率は

100％を達成しています。
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●  副産物・廃棄物の排出量とその原単位（国内24工場）

●  副産物・廃棄物の排出量の内訳（2011年）

容器リサイクルで業界・自治体と連携

くる再生PET樹脂を60％混合し、国内2ℓペットボトル飲

料で最薄の18μm（マイクロメートル）※2を実現しました。

　さらに、2012年3月には、同様の方法で再生PET樹脂の

混合率を80％に高め、ラベルを国産ペットボトル飲料で

最薄の16μmとする技術を実用化。5月から「サントリー天

然水」に順次導入しています。これにより現在のロールラベ

ルに比べ、CO2排出量を約23％削減※3することが可能と

なりました。

　今後は「伊右衛門」や「サントリーウーロン茶」などにも導

入を拡大し、2012年以内にロールラベルを採用している

全商品に導入します。 
※1   ミシン目ではがすのではなく、糊づけ部分からはがすタイプの商品ラベル
※2  1,000分の1mm
※3  フィルム（ラベル）製造工程における削減率

リサイクルペットボトルを
原料にしたロールラベル

「なっちゃん」
1.5ℓペットボトル

　業界団体や自治体と連携し、お客様のご協力も得て、

容器のリサイクルを推進しています。サントリーグループは

「容器包装リサイクル法」を遵守し、事業者としてリサイク

ルの責務を果たすことはもちろん、効率的なリサイクルシ

ステムの構築に努めています。

※ 各リサイクルの2011年の数値は、2012年7月ごろ発表される予定です
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　サントリープロダクツ（株）木曽川工場では嫌気性排水処
理設備によって、汚泥の発生
量を従来比40％削減しまし
た。さらに、処理により発生し
たバイオガスを利用すること
で、省資源・省エネルギーにも
寄与しています。

■ 嫌気性排水処理設備の導入

TOPICS

●種類別に再資源化の用途を開拓　
　生産工程では、さまざまな副産物・廃棄物が発生します。

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、次いで排水処理から発生する汚泥です。これらは、

特に注力して再資源化

を進めています。なお、

サントリーグループから

発生する副産物・廃棄

物は、それぞれ下図の

用途で再資源化してい

ます。 ウイスキーの樽材からつくられた家具

●汚泥発生量を大幅に削減　
　嫌気性排水処理設備を導入し、生産設備の洗浄などで

発生した排水を処理しています。嫌気性処理とは、酸素が

●  生産の各工程で発生する副産物・廃棄物の再利用の流れ

お
客
様

飼料

有機肥料 家具

トイレット
ペーパー

ペットボトル
繊維製品など

びん
タイル

アルミ缶
スチール缶
鋼材再生 再生段ボール

合板用チップ

燃料

有機肥料再利用用途

洋酒

ビール

食品
（ウーロン茶）

発酵

抽出

蒸溜 樽詰

貯酒

調合

ブレンド

ろ過

殺菌

びん
缶詰

びん
缶詰

箱詰

箱詰

出荷

出荷

出荷

排出物 糖化粕 樽材 ラベル粕 ペットボトル びん アルミ缶
スチール缶

プラスチック
ケース 段ボール 木製

パレット メタンガス 汚泥

プラスチック
パレット
固形燃料

酵母 茶葉

びん
ペットボトル
缶詰

箱詰

仕込

仕込

発酵

茶葉分離

貯蔵
工場排水

工場排水

排水処理

■   Reduce：「サントリー天然水（南アルプス）」550mℓの46％軽量化
■   Reuse：リターナブルびんシステムの維持
■   Recycle：効率的、実効的容器リサイクルシステム構築推進 
■   工場、お台場オフィス・大阪オフィスで再資源化100％
■   食品リサイクル法の業種別目標のクリア 

■   Reduce：ペットボトルのさらなる軽量化
■   Reuse：リターナブルびんシステムの維持
■   Recycle：リペットボトルの活用拡大
■   工場、お台場オフィス・大阪オフィスで再資源化100％維持
■   食品リサイクル法の業種別目標のクリア

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

サントリーグループのCSR
● 資源の有効活用

Web

ない状態で活動する微生物（嫌気性菌）を用いて、汚濁物

質を分解する処理法です。酸素が必要な好気性菌による

好気性処理法に比べて、排水処理段階で発生する汚泥の

量を大幅に減らすことができます。

木曽川工場の嫌気性排水処理
設備
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地球環境との共生

空容器の散乱防止対策を推進

適切な情報開示とコミュニケーションを実践

環境活動を通じた社会との共生
サントリーグループは、環境に関する情報を社会にも発信し、
環境意識の啓発とコミュニケーションに努めています。

　環境美化と資源の有効活用推進のために、空容器の散乱

防止活動に取り組んでいます。空容器回収ボックスは、自動販

売機1台に1個の設置を推進しています。また、自動販売機に

は散乱防止のための「統一美化マーク」を貼りつけ、

リサイクルへの意識啓発を図っています。なお、サ

ントリーグループは飲料業界6団体で構成される

（社）食品容器環境美化協会に参画しています。

　環境に関するダイアログやステークホルダーの皆様との

対話を大切にし、いただいたご意見・ご要望は、当社の活

動改善につなげています。また、CSRレポートや、ホームペー

ジなどを通じた環境情報の発信を積極的に行っています。

●エコプロダクツ展に出展
　サントリーグループでは、毎年日本最大級の環境展示

会「エコプロダクツ展」に出展しています。「エコプロダクツ

2011」では、環境配慮型容器の取り組みと次世代環境教

育「水育（みずいく）」の2つのブースを出展しました。

　環境配慮型容器の取り組みのブースでは、省資源・省エ

ネルギーの一環として導入した「リペットボトル」と「P-ecot

（ペコッと）ボトル」についてわかりやすく紹介しました。

　次世代環境教育「水育」のブースでは、タブレット端末を

活用したり、実際に土に触れたりするクイズを通して、小

中学生に水と生活との関わりや、水と森とのつながりを楽

しみながら学んでいただきました。

次世代への環境教育

　豊かな自然環境を守り、地球と共存していくためには、地

球温暖化や資源の枯渇など、解決しなければならない課題

がたくさんあります。現代を生きる私たちの使命として、また、

持続可能な未来を築くために、次代を担う子どもたちへの環

境教育に積極的に取り組んでいます。

●次世代環境教育「水育（みずいく）」
　豊かな自然と、そこから生まれる水資源を未来へ引き継

ぐために、サントリーグループが独自に展開している活動が

体験型学習プログラム「水育」です。水に関する知識を伝える

ことで、水の大切さに気づき、水を守るために自ら考え、行動

する子どもたちの育成を目的としています。「水育」は「森と水

の学校」と「出張授業」を大きな柱に活動を展開しています。

空容器回収ボックス

■   水育「森と水の学校」を計31回実施し、約940名が参加
■   水育「出張授業」を108校で実施し、約8,500名が参加

■   水育「森と水の学校」を計38回実施し、約1,400名が参加予定
■   水育「出張授業」を100校で実施し、約8,000名が参加予定

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標

サントリーグループのCSR
●  環境活動を通じた社会との共生

Web

「エコプロダクツ2011」のサントリーブース 「水育」ブース

●   サントリー水育「森と水の学校」
小学校3〜6年生とその保護者を対象に「サントリー天然水」
のふるさとで開かれる自然体験教室です。白州（山梨県）・奥
大山（鳥取県）・阿蘇（熊本県）の広大な自然の中で「水の大切
さ」や「水を育む森の大切さ」を
体感します。2004年から2011
年までに、約12,000名の方に
ご参加いただきました。

●   サントリー水育「出張授業」
小学校の教室で、4〜5年生に「水の大切さ」を伝えるのが水
育「出張授業」で、首都圏と京阪神、天然水工場のある山梨
県・鳥取県・熊本県で展開しています。実験やビデオを通し
て「天然水の森」や工場の節水などサントリーの水への取り
組みを紹介し、未来に水を引
き継ぐために子どもたち自身
に何ができるかを考えていただ
きます。2011年までに516校、
約39,000名の児童にご参加い
ただきました。
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国内グループ会社の活動

　省エネルギーを推進するため、ファーストフードレストラン

「ファーストキッチン」の全店舗で節水や節電を進めています。

2010年6月に、“進化型ファーストキッチン”に改装した平塚

店では、厨房設備や冷暖房機器の省エネ化設備への更新を

はじめ、環境にやさしい店舗づ

くりに取り組みました。この結

果、従来店に比べ電気使用量

およびCO2排出量を約2割削

減し、省エネ率25％を達成し

ました。

　外食に関する企画・設計・経営の総合コンサルティング

を行う（株）ミュープランニングアンドオペレーターズでは、

直営店舗およびクライアントへ提案する店舗設計デザイン

に関して、初期段階から省エネ型照明や空調、壁面緑化、

古材再利用、環境配慮型建材・仕上げ材の選定など、環境

に配慮した店舗の提案を行っています。環境負荷低減と

デザイン性や機能性が共存

する店舗づくりが、私たちの

重要な業務課題であると考

えています。

　カフェやバーなどを展開するプロントグループ全店で、

ごみの完全分別に取り組んでいます。指定廃棄物処理業

者と直接契約できるテナント店舗では、指定業者が生ご

みを回収し100％肥料化し

ています。また、不燃ごみにつ

いても指定業者が固形燃料

やフレーク状にし、繊維原料

や各種製品にリサイクルして

います。

　サンドイッチチェーン「サブウェイ」では、化学合成農薬・

化学合成肥料を極力使用せず、土壌中の微生物を最大限

活性化させた健康な土づくりに、契約農家と一緒に取り

組んでいます。2012年には、全店で使用するトマトとレタ

スの約半分をこの方法で栽

培する予定です。また、栽培

品種の拡大も計画しており、

たまねぎやピーマンの契約栽

培を一部開始していきます。

店舗での省エネ活動を推進

環境配慮型店舗の提案

廃棄物の減量化・再資源化

こだわり野菜で環境負荷を低減
ファーストキッチン（株）

（株）ミュープランニングアンドオペレーターズ

（株）プロントコーポレーション

日本サブウェイ（株）

　（株）ダイナックが運営する飲食店の店舗では、省エネル

ギーの取り組みとして、電気・水・ガスの使用量削減に目

標を定めて取り組んでいます。また、社用車の一部を環境

負荷の少ないハイブリッド車に切り替えています。

　さらに、東京湾に浮かぶ、ごみと建設発生土で埋め立て

られた中央防波堤内側埋立地に苗木を植え、美しい森に

生まれ変わらせる「海の森」

プロジェクト（東京都主催）

に、社員が団体苗木づくりの

ボランティアとして参加して

います。

省エネルギーと環境への取り組み推進

ボランティアとして参加した社員

（株）ダイナック

サントリーグループのCSR
● グループ各社のCSR活動

Web

生ごみからつくられた肥料の原料

サブウェイ契約農場LED照明を採用

　フィットネスクラブを展開する（株）ティップネスの店舗

では、プールなどへの温水供給用ボイラーを使用していま

すが、燃料に重油を使用していた5店舗について、天然ガ

スへの転換を図っています。

すでに3店舗の転換を完了し、

これによりCO2排出量を約

290トン削減しています。

燃料転換の推進によりCO2排出量を削減
（株）ティップネス

ティップネスのプール

「THE GARDEN」（アワーズイン阪
急）の店内壁面緑化
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　サントリーグループは「グループ経営」と「業務執行」を分

離させる純粋持株会社制によるグループ経営体制を導入

しています。グループ企業理念「人と自然と響きあう」を実

現するには、社会から信頼され、必要とされる企業グルー

プであり続けなければなりません。そのために、経営の効率

性を高め、地域社会やお客様、お取引先などのすべてのス

テークホルダーと良好な関係を保ち、また企業としての社

会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの充実に

努めています。

● グループ経営を担う各種会議体
　サントリーホールディングス（株）の取締役会は、9名で

構成され、グループ経営に関わる課題の意思決定を行う

とともに、グループ各社の業務執行を監督する役割を担っ

ています。取締役会のもとには、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」を置き、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

つ効果的なグループ経営を運営しています。

　また、執行役員制度を導入し、迅速な意思決定と業務

執行を実現する体制を整えています。

●経営を監視・監督する監査体制
　サントリーホールディングス（株）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、取締役の業務執行をはじめ、内部統制システムの

整備状況、グループ経営全般に関わる業務執行状況につ

いて監査しています。加えて、外部監査法人が会計監査を

実施し、会計や会計に関わる内部統制の適正性および適

法性について、第三者の立場から検証しています。

　また、グループ各社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」を置き、社内規

定に基づいて、業務執行の適正性および健全性の維持に

努めています。

●内部統制システムの強化
　サントリーホールディングス（株）の取締役会で決議した

「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、コンプライ

アンスや情報管理、リスクマネジメントなどの取り組みを

強化することで、より実効性のあるガバナンス体制の構築

を目指しています。

●CSR経営の推進
　サントリーグループのCSR経営を推進するため、専門部

署であるCSR推進部を設置しています。CSR推進部では、

サントリーグループ全体に対し、CSRビジョン「水と生きる」

の啓発活動を行っています。この啓発活動を通じて、グルー

プ社員一人ひとりの意識向上と、各社の環境保全や文化・

社会貢献などの活動推進につなげています。

　また、企業統治上重要なCSR課題については各専門委

員会において、関連各部が連携しながらグループ全体で組

織的に課題解決に取り組んでいます。

サントリーのグループ経営体制

CSRマネジメント

コーポレート・ガバナンス
お客様や社会から信頼される企業であり続けるために、
コーポレート・ガバナンスの充実に努めています。

● コーポレート・ガバナンス体制

サントリーホールディングス（株）

選任・解任 選任・解任

監査役会

その他事業会社※ 機能会社ビール・スピリッツ事業会社飲料・食品事業会社

グループ会社

グループ経営戦略会議

会計監査人

株主総会

取締役会

内部監査部門
（グループ監査部）

委員会

グループリスク
マネジメント委員会

品質保証委員会

※その他事業会社：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、ほか



52 CSRマネジメント

「企業倫理綱領」に基づくコンプライアンス推進

コンプライアンス／リスクマネジメント
お客様や社会の期待に応え、事業を継続的に営んでいくために、
グループ横断的な体制を整備しています。

　サントリーグループの全従業員が共通の価値観をもち、

共通の基準で行動できるよう、2003年に「サントリーグルー

プ企業倫理綱領」を制定しました。この綱領に基づき、グ

ループ横断的な視点からコンプライアンス推進体制を整

備しています。

　また、2012年4月には、社会的責任に関する国際規格で

あるISO26000などを参照し、綱領の内容を改定しました。

●ホットラインの運用
　企業倫理綱領に反する行為を早期に発見し解決するた

め、グループ共通窓口としてコンプライアンス室と社外法律

事務所に「コンプライアンス・ホットライン（内部通報制度）」

を設置。また、国内グループ18社が社内に独自の窓口を設

けて運営しています。2011年は、労務・人事に関する相談内

容など、グループ全体で120件の通報がありました。通報案

件に対しては、コンプライアンス室やグループ各社内担当部

署が当該案件関係者すべてのプライバシー保護に配慮した

調査のもと、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。

●コンプライアンス浸透・定着のための活動
　コンプライアンスの浸透・定着のため、グループ社員に向け

た各種研修やイントラネット上での情報発信などを継続的

に実施しています。2011年は特に管理職層研修に力を入れ、

各社・各部門のニーズに合わせたプログラムを実施しました。

　サントリーグループのリスクマネジメントは、グループ各

社に業務執行レベルでの自社管理を原則としています。一

方で、全社横断的なトータルリスクマネジメント体制を強

化するため、「グループリスクマネジメント委員会」と「品質

保証委員会」を設置し、リスクに関する課題解決に取り組

んでいます。

　サントリーグループでは、毎年グループ全社を対象にア

ンケート調査を行い、ステークホルダーの皆様に大きな影

響を及ぼすおそれのあるリスクを抽出しています。2011年

は、グループ全体で取り組みを強化すべき最重要リスクを

「大規模自然災害」「新型インフルエンザ」「情報漏洩」「メン

タルヘルス」「長時間労働・サービス残業」に特定。グループ

全体でリスクの低減活動を推進しています。

　サントリーグループでは、「リスク・クライシス初動対応

マニュアル」（2011年3月策定）をはじめ、クライシスへの対

応基盤を構築しています。重大な危機が発生した際には、

迅速な意思決定と情報伝達を行い、適切に対処することで、

リスクによる影響および被害を極小化し、グループの社会

的信頼を保持することを目指しています。（大規模災害へ

の対策は、P.11を参照）

　サントリーグループは、「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「サントリーグルー

プ情報セキュリティガバナンス基本方針」を定めています。

　また、近年ユーザーが急増しているソーシャルメディアで

の情報漏洩などのリスクに備え、2011年10月にソーシャ

ルメディアの利用姿勢を定めた「サントリーグループソー

シャルメディアポリシー」を制定しました。これらに基づき

グループ全体の情報管理を進めるとともに、従業員一人

ひとりの意識強化を図っています。

トータルリスクマネジメント体制

サントリーグループのCSR
● コーポレート・ガバナンス
● コンプライアンス
● リスクマネジメント

Web

情報セキュリティの強化

クライシスマネジメント体制を整備

リスクの把握と特定

■  個別課題をテーマにした管理職層研修の実施
■  クライシス初動対応マニュアルの策定
■  「サントリーグループソーシャルメディアポリシー」の制定

■   現場での理解・実践につながるコンプライアンス推進活動
■   グループ全体のリスクマネジメント体制基盤の強化

 2011年（実績）  2012年（目標） 

実績と目標
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オランジーナ・シュウェップス・グループのCSR

本社所在地

売 上 高

従 業 員 数

事 業 内 容

ホームページ

フランス（パリ）・スペイン（バルセロナ）・

オランダ（アムステルダム）

1,182百万ユーロ（2011年実績）

約2,500名

清涼飲料の製造・販売

http://www.oranginaschweppes.com/

お客様が楽しく、さわやかで、ナチュラルな喜びのひとときを感じていただくことを使命としています。

Our Vision

私たちは、飲料業界で最も価値ある企業を目指します。

Our Working Mindset：私たちの仕事に対する姿勢

大きく考え、素早く行動し、自発的に挑戦する。

Our Values

起業家精神：社員一人ひとりが常にオープンな心をもち、何事にも革新をもたらすべく果敢に取り組みます。

　　　　　    自分が起業した企業であるかのように、オランジーナ・シュウェップス・グループの成長に貢献します。

チームワーク：私たちは個々の才能を活かし合い、互いを信頼し合います。

情熱：私たちは何事にも常にエネルギーと熱意をもって取り組み、ともに成功を分かちあいます。 

約束：私たちは何事にも責任をもって取り組みます。

Our Mission

　オランジーナ・シュウェップス・グループは、世界各国

で愛飲されているフルーツ炭酸飲料「オランジーナ」をは

じめ、お客様の健康志向のニーズに応えるさまざまな商

品を展開しています。その販売エリアは、欧州（23カ国）か

らアフリカ、アジア・オセアニア、米州など世界60カ国以

上に広がっています。

オランジーナ・シュウェップス・グループについて

オランジーナ シュウェップス オアシス トリーナ サニーデライトプルコラ・カセラ

主要商品ラインアップ

2011年 フランス
51.9％

その他10.8％

イベリア
31.6％

ベルギー
5.7％

地域別売上構成 ブランド別売上構成

オランジーナ
13.8％

シュウェップス
31.1％

その他
16.2％

オアシス
18.1％

サニーデライト
5.3％

トリーナ 5.9％

ラ・カセラ
6.0％

プルコ
3.6％

2011年

海外グループ会社の活動特集

ついに日本にも

オランジーナ上陸！

2012年3月
果 汁 入 り 炭 酸 飲 料 

「オランジーナ」を日本
で新発売しました。
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　オランジーナ・シュウェップス・グループ

は、原材料の調達から商品開発・生産工

程などあらゆる事業活動において、お客

様に喜びを提供し、地域社会・地球環境

にやさしい存在であることが社会的な使

命と考えています。その実現のために、栄

養・環境・人材・社会貢献を重点分野に

設定。商品を通じて、あるいは社員のチャ

レンジ精神と創造力によって、取り組み

を継続的に進化させながら、サステナブ

ルなライフスタイルの実現を目指してい

ます。

Naturally Daring for sustainable delight
お客様のサステナブルな喜びに向けて果敢に挑戦する

栄養
NUTRITION

環境
ENVIRONMENT

人材
OUR PEOPLE

社会貢献

栄養学の視点で
飲料を進化

事業活動における
環境負荷を削減

ともに挑戦し
成長する

社会活動を通じて
ライフスタイルに
変化を

CONTRIBUTION
TO SOCIETY

4つの重点分野

CSRの基本的な考え方　

　人々の健康や地球環境に配慮した商品を通じて、お客様に喜びを感じ

ていただくこと、それが私たちオランジーナ・シュウェップス・グループ

の使命です。私たちを使命の実現に駆り立てるのは、何事にも果敢に

取り組むチャレンジ 精神です。この強い思いのもと、サステナブル（持

続可能）なライフスタイルの普及促進に向けて全力で取り組んでいます。

　私たちの取り組みの中心にあるのは「栄養と品質」であり、お客様が

健康で幸せな日々をお過ごしいただけるよう、最高品質の商品をお届け

することに全力を注いでいます。ナチュラルな商品こそが喜びをもたらす

と確信し、おいしさと喜びのバランスがとれた商品を提供すべく、新しい

分野の開発にもチャレンジを続けています。

　オランジーナ・シュウェップス・グループの商品は、自然の恵みを原料

としてつくられていることから、事業を継続・発展していく上で、地球環境

の保全は最重要課題であり、全社をあげて環境経営を推進しています。

　また、環境に配慮した商品を積極的に開発するだけでなく、社会や

お客様にこれらの商品を広く普及させていくことも、私たちの大きな役目

であると信じています。これからもこの信念に基づき、私たちの飽くなき

チャレンジ精神ともてる力を大いに発揮し、多くの人々がサステナブル

な行動やライフスタイルの実現に向けて取り組んでいただけるよう、

積極的に、そして楽しく働きかけています。

オランジーナ・シュウェップス・グループ
CEO

ルイス・バッハ

サステナブルな喜びをお届けするために



海外グループ会社の活動

栄養学の視点で飲料を進化

　健康な生活を保つ上で、日常的に摂取する糖分量の適

正化が重要です。そこで、オランジーナ・シュウェップス・

グループでは、これまでのおいしさを保ちながら糖分含

有量を減らす取り組みを進めています。フランスの2011

年実績では、果汁飲料の平均糖分含有量を2006年に比

べて14％削減しています。

　また、無添加に近い中味の開発を目指し、原材料を吟

味して天然の着色料や香料を使うだけでなく、保存料を

削減するなど、大半の商品の改良を重ねてきました。たと

えば、スペインで販売している「トリーナ」は、100％天然

由来の原料だけでの製造を実現しました。

　オランジーナ・シュウェップス・グループは、フランス

政府が進める国民の栄養改善計画「PNNS（全国栄養健康

プログラム）憲章」に署名（2008年）した唯一の清涼飲料

メーカーです。

NUTRITION

事業活動における環境負荷を削減

原材料の調達から販売まで全工程で環境負荷を低減しています

ENVIRONMENT

　オランジーナ・シュウェップス・グループは、調達から

販売に至る全工程で、廃棄物・水使用量・温室効果ガス

排出量・エネルギー使用量を削減するとともに、リサイク

ル率も向上させています。

◆サステナブルな原材料調達
　高品質の保証だけでなく、社会や環境にも配慮を行う

CSR調達方針を定め、サプライヤーと連携してサステナ

ブルな原材料調達を推進しています。2011年には9カ国

において、全取引のうち80％を占める主要な果実のサプ

ライヤーへの監査を実施し、CSR調達基準の徹底を図り

ました。

◆容器包装におけるCO2排出量を削減
　バリューチェーン全体におけるCO2排出量を削減する

には、容器包装における取り組みが重要と捉え、以下の

テーマに重点的に取り組んでいます。

●リサイクルが100％可能な容器包装の使用(ペット 

　ボトル・アルミニウム・鉄・ガラス)

●2006年比で容器を13％軽量化し、年間4,000トンの

　材料を削減

　・「オアシス」2ℓボトルの軽量化（従来品より15g軽減）

●リサイクル可能な素材の使用量を拡大

　・フランスおよびベルギー向けの「オランジーナ」ペット

　　ボトルに再生樹脂を使用

　容器包装におけるリサイクルや軽量化の取り組みは、

バリューチェーン全体で排出されるCO2排出量の削減に

大きく寄与しています。

おいしさを保ちながら
果汁飲料の糖分を減らしています
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ともに挑戦し成長する 

社会活動を通じてライフスタイルに変化を

社員が成長する喜びを実感できる「働きがいのある会社」に
　オランジーナ・シュウェップス・グループでは、社員の

キャリア開発や、チャレンジ精神を発揮しやすい職場環

境の整備を進め、グループ全体が新たな成長に向けて常

にチャレンジしていく風土を醸成しています。

　また、社員の健康的な食習慣を支援することも企業の

重要な使命の1つと考え、栄養学の基礎をより深く理解

するためのセミナーを開催したり、スポーツ活動への参

加を促す資金援助などを実施しています。

OUR PEOPLE

CONTRIBUTION TO SOCIETY

　バランスのとれたサステナブルなライフスタイルを提供

できるよう、清涼飲料メーカーならではのプログラムを推進

しています。

◆栄養学に関する情報や教育の提供
　地域のステークホルダーの皆様と連携し、子どもたちと

その家族を対象に、果物を食べる習慣を推奨するなど、飲

料や食品の摂取方法についての啓発や、栄養を効果的に

摂取する習慣の普及活動を行っています。

　2009年より、欧州委員会が支援する子どもの肥満防止

プログラム「EPODE」に参加し、子どもたちとその家族に食

習慣と日常生活のバランスに関する教育を行っています。

このプログラムは、すでに欧州の

250以上の都市で実施され、大き

な成果をあげています。

バランスのとれたサステナブルなライフスタイルを提供するために

● 2009年以降、全商品のパッケージに栄養成分を表示 

（毎日の摂取カロリー量のガイドラインも含む）

●全商品を特定栄養ガイドラインに沿って開発

● 「オアシス」「プルコ」「トリーナ」のような主要ブランドに

ついては、天然由来の原材料を訴求するコミュニケーショ

ンを実施

● 飲用後の容器類をわかりやすく楽し

い方法で仕分けできるリサイクル表

示を訴求

　社員の満足度を世界共通の基準で調査する「働きがい

のある会社（Great Place to Work）」ランキングでは、常

に上位に位置し、87％

の社員がオランジーナ・

シュウェップス･グループ

の一員として誇りや喜び

をもっています。

◆青少年のスポーツ活動を支援
　健康的で豊かな生活をおくる上で、スポーツは重要な

役割を担っています。そこで、オランジーナ・シュウェップ

ス・グループではラグビーやハンドボール、テニスなど、

青少年のスポーツ活動を積極的に支援しています。

　フランスでは、「スクール・ナショナル・スポーツ 連合

（UNSS）」のパートナー企業として、全中学校の生徒に対

し、80 以上ものスポーツ 教育を実施しています。また、

UNSSの各イベントの機会を利用し、栄養に関する情報発

信も行っています。

◆商品を通じて社会にポジティブな変化を
　お客様に支持されているブランドは、社会に与える影響

も大きいことを十分に認識し、ブランドの個性・楽しさ・エ

ネルギーなどを通じて、生活スタイルにポジティブな変化

をもたらすよう、以下のような取り組みを行っています。

特集　オランジーナ・シュウェップス・グループのCSR

商品に表示しているリサ
イクルを呼びかけるロゴ

振って、飲んで、
分別しよう

5656
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ステークホルダーとの関わり

お取引先との協働と公正・公平な取引

Château Lagrange S.A.S.
シャトー ラグランジュ

Louis Royer S.A.S.
ルイ ロワイエ

ワインの製造

コニャック・ブランデーの蒸溜、リキュール・スピリッツの製造・販売 

スコッチウイスキーの製造・販売

　シャトー ラグランジュでは、ぶどう園が立地する「地域」

と栽培する「品種」の個性を最大限引き出すべく、区画ご

とに丹念に手入れを行っています。また、お客様の健康の

ために、ぶどう園での農薬の使い方にも細心の注意を払っ

ています。

　製造工程においては品質管理責任者を任命し、ぶどうの

木の剪定から出荷までの全

工程で品質管理を徹底し

ています。さらに2007年に

は最新式のびん詰めライン

を導入し、びん詰め段階で

のガラスの破片や虫などの

異物混入を防止しています。

　モリソンボウモア ディスティラーズは、調達

にあたってはお取引先とともに協力しながら

取引をすることを基本条件としています。ま

た、社会的・環境的配慮から、イギリス国内、

特にスコットランド内での調達を優先してい

ます。

　さらに、モリソンボウモア ディスティラーズ

が求める品質を最適な価格で調達している

ことを確認するため、定期的に幅広いサプラ

イヤーを対象に入札を行っています。

食品規格の認証取得と安全性の追求

　ルイ ロワイエの業務は、すべてBRC（英国小売業協会）の

「食品安全マネジメントシステム05版」の認証を取得。関

連会社のルイ サヴールとラ カルタジノワーズも、それぞれ

ISO22000国際規格とIFS国際食品規格の認証を取得し

ています。そして、ボトル1本1本に及ぶトレーサビリティ体

制を確立し、高いレベルの商品の安全性を目指しています。

　2003年からは、サントリーグループの仕様に沿った先進

的なボトリング工場が操業し、継続的な改善を日々実践し

ています。

海外グループ会社の活動

ぶどうの品質保証

技術向上のための指導最新式びん詰めライン棟

品質管理と製品の安全性を徹底

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

イギリス

フランス品質への取り組み

フランス

お取引先との関わり
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タイの洪水被害・東日本大震災に対する支援

工場見学を通じた地域交流

　セレボス・パシフィックでは、2002年からお客

様とのよりよい関係を維持することをマーケティ

ングの基本理念としています。その一環として、

すべての地域で、CRM（顧客関係管理）システム

を運用し、お客様ニーズを把握するとともにお

客様満足の向上につなげています。セレボス・パ

シフィックが管理する顧客データは175万名に

達し、データベースから、お客様と直接コミュニ

ケーションを図るなど、お客様と交流を深めな

がらブランドへの親近感を高めています。

　ティプコグループでは、FHF（Friends Help Friends）プロ

ジェクトの一環として、洪水被害にあった社員や地域の人々

を支援するため、政府を通じて100万本、赤十字社とその

地方支所およびメディアを通じて約20万本のAURAミネ

ラルウォーターを寄付しました。

　また、日本の東日本大震災の被災者を支援するために、

ティプコグループの従業員は、タイ赤十字社を通じて約

115万タイバーツを寄付しました。

　小学生・中学生・高校生・大学生などを対象にした工場

見学を実施し、安全・安心な商品を生産するプロセスにつ

いて理解を深めていただいています。

サントリーグループのCSR
● グループ各社のCSR活動

Web

タイ赤十字社への寄付AURAミネラルウォーターの寄付

工場見学の様子

Cerebos Pacific Ltd.
セレボス・パシフィック

「BRAND'S Essence of Chicken」などの健康食品、コー
ヒー・ソースなどの加工食品の製造・販売 

お客様満足の追求

清涼飲料の製造・販売

清涼飲料の製造・販売

Tipco F&B Co., Ltd.
ティプコF＆B

PT Suntory Garuda Beverage
サントリーガルーダビバレッジ

タイ

インドネシアシンガポール

お客様との関わり

地域社会との関わり

地域社会との関わり
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地球環境との共生
海外グループ会社の活動

容器包装廃棄物リサイクルの取り組み

　モリソンボウモア ディスティラーズは、ガラ

ス・金属・紙・木材・プラスチック・段ボールな

どの廃棄物を適切に分別し、リサイクルを推

進しています。

　また、使用済みの樽については、貯蔵用の樽

の栓として再利用したり、樽を半分に切って、

蒸溜所などでガーデニング用のプランターと

して販売しています。蒸溜プロセスで発生する

副産物の残り粕については、肥料として植物

の育成に活用しています。

　こうした取り組みによりリサイクル率目標

80％を前倒しで達成し、さらなるリサイクル

率の向上に取り組んでいます。

スコッチウイスキーの製造・販売

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

　ペプシ・ボトリング・ベンチャーズにとって水使用量の

削減は重要な取り組みです。2008年から2011年にか

けて生産量が9.5％増加しましたが、徹底した節水活動

の推進により水使用量は

1％増にとどまりました。こ

うした取り組みにより、現

在の水使用量の原単位は

1.60m3/kℓと高効率の生

産体制を維持しています。

Pepsi Bottling Ventures LLC
ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ
ペプシ系ボトラー

水使用量の継続的な削減

アメリカ

水資源の保全

高効率スクリューコンプレッサー新ユーティリティ棟

Suntory Mexicana, S.A. De C.V.
サントリー メヒカーナ
酒類（「MIDORI」「プラムデュー」）の製造・販売および
酒類（「響」「山崎」「モーツァルト」）の輸入販売 

　2009年から工場で使用する電力・燃料の原単位の把

握に努め、年間の削減目標を設定して対策を検討する

とともに、その結果を月1回レビューしています。

　その成果として、老朽化した水管ボイラーを最新式小

型貫流ボイラーに更新し、燃料使用の効率化を図るとと

もにNOx排出量を削減しました。さらに2011年には、高

効率スクリューコンプレッサーを導入して電力使用量の

低減を図るなど、環境負荷低減に向けた活動に力を注

いでいます。 

設備の入れ替えでCO2排出量を削減

メキシコ

地球温暖化防止

イギリス

資源の有効活用

徹底した節水活動を推進
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サントリーグループのCSR
● グループ各社のCSR活動

Web

生物脱硫装置メタンガスボイラー

排水処理時のメタンガスを再利用

中国グループ会社のホールディングカンパニー

　サントリービール（上海）工場では、2011年に嫌気性

排水処理時に発生するメタンガスを再利用する専用ボ

イラーを導入しました。メタンガスをLNG（液化天然ガス）

の代替として活用することで、年間約50万Nm3のLNG

を削減できました。これにより年間約850トンのCO2排

出量を削減しました。

サントリー（中国）ホールディングス

Frucor Group
フルコアグループ
飲料の製造・販売

エネルギーと水資源を有効利用

　フルコアグループは、政府の支援によるエネルギー監査

を2009年に受けました。この監査での提言に基づき、エ

ネルギー効率改善の取り組みを推進してきました。また、

2009年にオークランド大学工学部と共同で、水や液体廃

棄物の調査を行いました。

この調査結果に基づき、フ

ルコアグループの継続的な

改善計画の1つとして生産

ラインの効率化に取り組

んでいます。

ニュージーランド地球温暖化防止

廃棄物削減のプログラムを導入

　シンガポールオフィスでは、従 業 員への環

境教育と、現在の環境管理の統合的アプロー

チを拡大することを目標に、廃棄物削減とリ

サイクルのプログラムを導入しました。このプ

ログラムはすでに本社で成功を収め、リサイ

クル率が国平均の57％を上回る60％を達

成しました。今後は、この取り組みをすべての

地 域に展 開す

る計画です。ま

た、省電力など

の環 境 活 動も

順 次 導 入して

いきます。

「BRAND'S Essence of Chicken」などの健康食品、
コーヒー・ソースなどの加工食品の製造・販売

Cerebos Pacific Ltd.
セレボス・パシフィック

資源の有効活用

シンガポール

地球温暖化防止

中国

エナジードリンク「V」のラインシンガポールオフィスのリサイクルボックス
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社会との対話  （ステークホルダー・エンゲージメント）

サントリーグループは、社会の期待や要請を的確に捉え企業活動に活かしていくため、さまざまなステーク
ホルダーの皆様との対話を積極的に行っています。

ISO26000とステークホルダー・エンゲージメント

　2010 年11月、社会的責任に関する国際規格である

ISO26000が発行されました。ISO26000では、「ステー

クホルダーの特定およびステークホルダー・エンゲージ

メントは、組織の社会的責任の取り組みの中心である」と

しています。ステークホルダー・エンゲージメントとは、

多様なステークホルダーの皆様との対話を通じて、その

関心事項を理解し、企業活動や意思決定に反映する取り

組みです。サントリーグループは、今後も継続的な対話を

通じて活動のレベルアップに努めていきます。

ISO26000を活用したCSR活動のステップアップ

　サントリーグループは、ISO26000をCSR推進のグ

ローバルな共通指標として捉えています。2012 年は、

最初のステップとして、CSR関連の主要部署が集まり、

ISO26000についての理解を深め、今後のステークホ

ルダー・エンゲージメントのプロセスを確認・共有する

CSR全体会議を開催。次に、ISO26000のセルフチェック

シートを用いて、関連部署がCSR活動の現状を把握し、7

つの中核主題ごとにサントリーグループが優先的に取り

組むべき重要課題を議論しました。その上で、社内で議

論した重要課題について、社外有識者との意見交換会を

通じて確認しました。

●CSR関連の主要部署が集まり
　CSR全体会議を開催
●ISO26000のセルフチェックシートを用いて
　CSR活動の棚卸しを実施

STEP
1 2012年1月

CSR活動の現状把握

●中核主題ごとに関連部署が集まり
　重要課題を議論

STEP
2 2012年2月

課題の認識と共有

●中核主題ごとに社外有識者と第1回意見
　交換会を開催

STEP
3 2012年3～4月

有識者との課題確認

■組織統治

慶應義塾大学
商学部准教授

梅津 光弘氏

■人権
■労働慣行

NPO法人日本ILO協議会 
編集企画委員
元ISO/SR 国際起草委員

熊谷 謙一氏

■公正な事業慣行
■消費者課題

公益社団法人日本消費生活
アドバイザー・コンサルタント協会 
常任顧問
元ISO/SR 国内委員

古谷 由紀子氏

■環境

NPO法人
サステナビリティ日本フォーラム
代表理事

後藤 敏彦氏

■コミュニティへの参画
　およびコミュニティの発展

一般財団法人　
CSOネットワーク
事務局長・理事
元ISO/SR 国内委員

黒田 かをり氏

意見交換会を実施した有識者のご紹介
【中核主題】
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サントリーグループのCSR
● ステークホルダー・エンゲージメント

Web

　重要なステークホルダーの1つである株主が存在しない非上

場企業ながら、組織統治における有効性・透明性を確保する

体制は、上場企業と遜色ありません。自主的に内部統制報告書

等による情報開示、積極的な労使協議会の開催に努めている姿

勢は高く評価できます。海外グループ会社の統治やCSRの浸透

についても、現地企業の考え方を尊重しつつサントリー創業期

から大切にしている価値観を共有し、ともに成長しようとする

アプローチは共感できるものです。グローバル化に向けて重要

になってくるのは、ダイバーシティのさらなる推進です。

有識者の視点

　第1回意見交換会で有識者からご提言いただいたサントリーグループの活動に対する評価や今後の課題についてご紹介します。

意見交換会の詳細は、CSRサイトに掲載しています。

■組織統治

　国内グループ会社については、概ね統括管理されており、意

欲的に取り組んでいることがうかがえます。ただ、ISO26000

における「人権」は、国際社会の基準では日本人が考えている

よりも広範で重要です。そのためグローバルに事業を展開

する際に、意外なところで人権問題に直面する可能性があり

ます。文化の違いに留意するとともに、サプライチェーンに

おける児童労働や強制労働などのチェック、先住民・少数民族

などへの配慮が必要です。また人権問題の加担にも注意して

ください。

■人権

　ダイバーシティを経営課題と捉え、真正面から取り組んで

いる点を評価します。日本企業が国内で抱えている大きな課

題は、ワークライフバランス、メンタルヘルス、非正規社員の

処遇などです。ワークライフバランスに関する先進的な取り

組みが、これから国内のグループ会社にも広がっていくこと

を期待します。また、グローバル化が進んでいく中で、海外サ

プライチェーンの労働慣行については、取り組みが進んでい

るグループ会社と情報交換しながら水平展開を図っていくと

よいでしょう。

■労働慣行

　お取引先との信頼関係を重視しながら、中長期的な視点でと

もに改善を図るという基本姿勢は、ISO26000が提唱する「連

携による課題解決」の考え方と合致しています。今後、CSR調達

を進める中で、お取引先からのさまざまな声をすくい上げるし

くみを整備しながら社会的課題の発見に努め、バリューチェー

ンの関係機関と協働して、その解決に関わっていただくことを

期待します。

■公正な事業慣行

　品質保証活動、お客様とのコミュニケーションの取り組み

は日本企業の中でも特に高いレベルにあります。また、海外市

場で現地の風土や文化を尊重しながら消費者の安全・安心の

向上を図る「ローカル・ジャスト・スペック」の考え方にも共感

を覚えます。東日本大震災後の放射性物質に関する情報提供

では、多様な立場の消費者に科学的な裏づけをもとに社会へ

の影響も考え、丁寧に対応した姿勢も評価できます。今後は、

企業視点の「お客様」を超えた「消費者」視点で捉えた社会的課

題を発見し、解決に向けて取り組んでください。

■消費者課題

　サントリーグループの環境経営は、水のサステナビリティ、

革新的な容器包装、地球温暖化防止への取り組みなど国内で

は最高レベルにあり、ISO26000が重視する「持続可能性」の

考え方とも合致しています。一方で、CSRやISO26000が普及

しつつあるアジアなどの新興国で事業展開する際、留意すべ

きはバリューチェーンです。目の行き届かないお取引先が環

■環境

　創業以来、地域や社会への貢献を経営の核に位置づけ、今

日まで慈善事業や、文化・芸術支援へ取り組んできたことは素

晴らしいです。また東日本大震災への復興支援も、対症療法

ではない中長期的なもので、評価に値します。重要なのは、企

業側の視点で課題を選ぶのではなく、地域の人々とのコミュ

ニケーションを通じて、どのような社会的責任があるかを理

解してコミュニティの期待に応えていくことです。そのために

マルチステークホルダーとの連携が欠かせません。サントリー

グループは、日本で培った社会貢献活動の実績やノウハウを

新興国・途上国でも発揮して、地域社会との相互理解をベー

スにコミュニティが抱える課題解決に積極的に関与していた

だくことを期待します。

■コミュニティへの参画およびコミュニティの発展

境問題や人権・労働問題などを発生させることがないよう、現

場確認が欠かせません。その際には、関係部署が協働して点

検項目を定め、また点検方法の標準化・マニュアル化や、現地

の従業員への教育訓練も必要でしょう。そして、水資源をはじ

め固有の利害が絡み合う国や地域で「現地最適」の環境活動

を展開してください。
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