
サントリーグループの理念とCSR
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、サントリーグループは企業理念「人と自然と
響きあう」の実現に向け、ステークホルダーとともにさまざまなCSR活動を進めています。

サントリーグループの CSR の考え方

ステークホルダーとのコミュニケーションの機会

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
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。

Growing for Good
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。

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。

　サントリーグループは、「人と自然と響きあう」を企業理

念に定め、世界中の人々そして世界中の大いなる自然との

共生を目指しています。お客様のニーズに基づいて最高品

質の商品・サービスをお届けするだけでなく、地球環境の

保全、さらにはさまざまな分野での社会貢献に取り組み、

真に豊かな社会の実現に貢献することが私たちの使命

（Our Mission）であると考えています。

　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、そして「やってみな

はれ」に基づく飽くなき挑戦の精神です。

　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持続可能な地球環境の実現を

目指し、挑戦し続けることがサントリーグループの果たすべ

き責務であると考え、CSR活動を推進しています。

　持続可能な社会に向けて、サントリーグループの理念を実

践することそのものがサントリーグループのCSRであると位

置づけ、グループ一体となって活動を推進しています。グルー

プ理念に基づき従業員一人ひとりが社会やステークホルダー

とのつながりの中でCSRを実践できるよう、CSRに関する基

本的な考え方を定めています。

ステークホルダーとの関わり

　サントリーグループの事業活動は、多様なステークホル

ダーとの関わりの中で進められています。持続可能な社会の

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

ホルダーへの責任を明らかにするとともに、さまざまなコ

ミュニケーションを実施。いただいたご意見や社会のニーズ

を企業活動に反映し、高い信頼関係や協働関係を継続的に

築いていくことを目指しています。

人と自然と響きあう
Our Mission

Our Vision

Our Values

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

お客様

ビジネス
パートナー地球環境

● 大学などの研究機関との共同研究 

● 行政・森林所有者・地域住民などと
 連携した森林整備

● 次世代環境教育「水育（みずいく）」

● 容器リサイクル団体との連携

● Webサイトなどによる情報発信

● サントリーグループの理念の実践を通じ、社会や自

然と共生し、持続可能な社会の実現に貢献します。 

● 社会課題の解決と新たな価値の創造に向け、ステー

クホルダーの期待や要請をふまえたCSR活動を積極

的に推進します。

● 人権尊重と高い倫理観に基づいて、公正・透明で誠実

な事業活動をビジネスパートナーとともに遂行します。

サントリー
グループ

従業員

● 地域活動への参画

● 工場見学

● 文化・社会貢献活動

● アルコールに関する啓発活動

● 行政やNPOとの連携

● お客様センターでのお問い合わせ・ご意見の受付

● Webサイト上での情報開示

● 営業部門におけるお客様対応

● CSR調達説明会

● CSR調達アンケート

● 品質向上のためのさまざまな協働

● 従業員意識調査

● キャリアビジョン

● 子育てプロジェクト

● 労使協議会

● コンプライアンス・ホットライン

地域社会

CSR推進体制

　サントリーグループでは、取締役会および「グループ経営

戦略会議」のもと、CSR関連部門が連携し、グループ全体で

CSR活動を推進しています。

　その全社横断的機能を果たす専門部署として、2005年よ

りCSR推進部を設置しています。CSR推進部では、全社CSR

戦略の策定、部門横断的なCSR課題への対応、CSR情報発

信、ステークホルダーとのコミュニケーションなどに取り組

んでいます。また、CSR関連部門と連携して行動計画を策定

し、それぞれのCSR課題について定例会議を開催し、活動の

進捗報告や課題の共有、課題の解決に向けた討議や社会動

向の共有を行い、国内外を含めたグループ全体でCSR活動

を推進しています。

取締役会

グループ経営戦略会議

CSR推進部

CSR関連部門

人事/法務/総務/広報/環境/品質/調達/物流/ARP※　など

海外グループ会社国内グループ会社

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

品質保証/
グループリスクマネジメント

など

委員会

サントリーグループの理念とCSR
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