
サントリーグループは、地域に根ざした企業として、地域社会の皆様の生活文化の発展に

貢献する活動をグローバルに展開しています。

地域社会貢献
グループ会社の
CSR活動紹介

サンカフェ（株）

サントリー文化財団

サントリーホール

シャトーラグランジュ

サントリー文化財団は、1979年に学

術・文化の発展への貢献を目的に設立

され、今年で35周年を迎えました。社

会・人文科学分野の研究活動を支援

するとともに、日本各地の豊かな文化

を守り育てるため、地域の文化向上と

活性化に貢献した個人・団体に「サン

トリー地域文化賞」を贈呈しています。

第1回（1979年度）から第35回（2013

年度）までの総数は189件に達し、全

国すべての都道府県に及ぶ受賞者は、

各地域の文化的リーダーとして現在も

活動を続けており、日本の地域文化発

展を牽引しています。

コーヒー豆の焙煎加工やコーヒー･茶類のエキス製造を担うサンカフェ（株）

は、「BOSS」ブランドのコーヒーの主要原料供給国であるグアテマラで、現地

の農家の皆様とともに収穫や精選作業などの実地研修を行うほか、伊藤忠商

事（株）の現地法人UNEX社とともに現地社会へのさまざまな支援活動を実施

しています。2013年は、サントリー食品インターナショナル（株）、（株）プロン

トコーポレーションなどグループ企業の関係者も含めた11名が同国を訪問。

生産地域ごとの気候や土質の違いに由来する香味品質の差を体感するととも

に、支援する医療所の訪問や農家の人 と々の交流などを行いました。

コーヒー豆の生産国で研修や社会支援活動を実施経営参画から 30 年。
地元に溶け込み、名誉ある「花祭り」の会場に

サントリーホールは、1986年の開館以来、子どもたちや若い音楽家、障がいをお持ちの方など、すべ

ての人に身近なホールとなるためのさまざまな取り組みを行っています。その一環として、コンサート

ホールに行く機会の少ない方 に々も音楽を楽しんでいただきたいという願いを込め、「車いす利用者

のための室内楽演奏会」を開催しています。来場された特別支援学校の先生からは、「生徒たちが、

外出して音楽やアートに触れる機会はなかなか無いため、生で本物に触れることができるこうした

コンサートは大変貴重な機会です」と評価いただいています。

「車いす利用者のための室内楽演奏会」開催

地域文化の発展を支援するため、189件に「サントリー地域文化賞」贈呈

第35回
サントリー地域文化賞 

受賞者

ベートーヴェン三重奏曲変ロ長調「街の
歌」第2楽章に聴きいる光明特別支援
学校の生徒の皆さん

シャトー ラグランジュ 2005年

ボンタン騎士団名誉会員の2013年度叙任式 手摘みで丁寧に収穫されるぶどう畑2013年6月にシャトー ラグランジュで開催された
「花祭り」の大晩餐会

※ 2年に一度、ボルドーで開催される展示会「ヴィネクスポ」最終日を飾るイベント

コーヒーチェリーの収穫実習

現地の皆様とのトルティーヤ作り

沖縄県竹富町「うふだき会と
小浜島ばあちゃん合唱団」

静岡県磐田市「桶ケ谷沼
トンボの楽園づくり」

京都府宮津市「丹後藤織り保存会」滋賀県長浜市「江北図書館」

徳島県三好市「四国の秘境 
山城・大歩危妖怪村」

プロントのスタッフと診察を待つ母子 コーヒーパーチメントの乾燥作業実習

シャトーラグランジュは、赤ワインの名産地仏ボルドーの中でも特に優れたワインがつくられる

メドック地区にあり、グランクリュ（特級畑）第3級に格付けされています。歴史は古く、1631年の

古文書にその名が記載されているほどです。サントリーは1983年に経営参画しましたが、仏政

府が欧米以外の企業にシャトー所有を許可したことは無く、話題となりました。

当時は、建物や設備のみならず、畑まで荒れ果てた状態でしたが、サントリーは伝統と最新の技術を

融合させた設備に一新するとともに、荒れ地となっていた60haにも及ぶ畑の改植を進めました。現

地のよき伝統を守りながら再興を図っていくために、ワインづくりと経営に関わる要職には地元の重

鎮と才能ある若きフランス人技術者を配しながら、日本から派遣した責任者とともに長期的な視点

での経営に当たってきました。それから30年。シャトーラグランジュはグランクリュとしての名声を取り

戻すとともに、ワイン業界のイベントの中で最も重要とされる「花祭り」※の2013年度会場に選ばれる

までに復活を遂げました。当日は世界中から生産者・流通・ジャーナリストなどの業界関係者と各界の

名士が約1,500名来場。ボンタン騎士団の名誉会員叙任式が厳かに執り行われ、続いて全長108m

にも及ぶワイン樽熟庫での大晩餐会が行われました。「花祭り」は、世界の人々 にサントリーの長期

的視点での経営姿勢、そしてシャトーラグランジュの価値を肌で感じていただく機会となりました。
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親子ワークショップ「親子で学ぼう～屏風のひみつ」

人間国宝 室瀬和美先生を招いた
漆芸の出張授業

「おもしろびじゅつワンダーランド」展

最終ラウンドの4人の学生

学生・報道機関との懇談会

順位決定

サントリー美術館では日本美術のファン育成に向けて、中学生

以下は入館料無料、鑑賞支援ツール「おもしろびじゅつ帖」の

無料配布に加え、やさしい展示解説「フレンドリートーク」や

「親子ワークショップ」などのエデュケーション・プログラムを

展覧会ごとに実施しています。2012年には「来て、見て、感じて、

驚いちゃって！おもしろびじゅつワンダーランド」展を開催。「日

本美術のテーマパーク」として子どもから大人まで、日本美術の

魅力を五感で「体験」「体感」「発見」していただきました。

また、地域や学校と連携し、学校団体の鑑賞受け入れや出張

授業なども積極的に展開しています。

これらの教育普及活動を通して子どもたちが美に親しみ、豊か

な心を育むことに貢献していきます。

やさしい解説「フレンドリートーク」や
「親子ワークショップ」など
子どもたちも楽しめる多彩なプログラムを展開

サントリーペプシコ・ベトナム・ビバレッジは、ベトナムにおける長期的な人材開発をサ

ポートするために、さまざまな活動を行っています。その一環として、ベトナムで経営幹

部を目指す学生たちの教育支援プログラム「DYNAMICコンテスト」のメインスポン

サーを11年連続で務めています。毎回、全国から数千人規模の応募があり、学生達は

経済・経営・環境などに関する筆記テストや、論文、スピーチなどを通じて競い合い、

優秀者には、経営トップや財界の著名人、海外の学生との交流機会が提供されます。

こうしたプログラムを通じてベトナムの持続的な成長を支える人材の育成やネットワー

クづくりに貢献しているほか、社員が貧困地区の孤児院・障がい者施設などを毎年訪

問して自社製品を寄贈するなど幅広い分野でCSR活動を行っています。

経営幹部を目指す学生のための教育支援プログラム
「DYNAMICコンテスト」を11年連続で支援

共働き世帯が増えて学童保育所の役割が高まる中、フィットネスクラブを展開す

る（株）ティップネスは、2013年から、民間学童保育で実績をもつ（株）ウィズダ

ムアカデミーと提携し、学童保育サービス「ティップネス・キッズ アフタースクー

ルsupported by ウィズダムアカデミー」の提供を開始しました。その特長は、既

存のスポーツクラブ施設内に学童保育室を設けることで、スイミング・バレエ・

ダンスなどの運動系と、英会話・そろばん・書道など知育系のサービスをすべて

同じ施設内で提供する「完全ワンストップ型サービス」です。2014年4月現在、

首都圏4クラブでサービスを提供していますが、1ヶ所でさまざまな習い事が学べ

る利点に加え、学童保育所に入れない「待機児童」の解消にもつながると好評

で、（株）ティップネスは今後も首都圏を中心にさらなる展開を図っていきます。

運動系・知育系の学童サービスをワンストップで提供

2013年「DYNAMICコンテスト」表彰式

運動系（スイミング、バレエ）と知育系（英会話、アート＆
クラフト）の習い事

（株）ティップネス

サントリーペプシコ・ベトナム・ビバレッジ

サントリー美術館

津軽三味線とインドネシアの伝統楽器
「ササンド」のコラボレーション

4人で1台のピアノを弾くシンガポールの4人組ユニット 3歳から17歳までの126名が集結した
サントリーホール

健康食品・加工食品の製造・販売を行っているセレボス・パシフィックは、社会に信頼される企業を目指して、健康・教育・スポー

ツ・芸術など多岐にわたる分野において、人々の生活をより豊かにする地域貢献活動に力を注いでいます。その一環として「どんな

生活環境にある子どもにも音楽を通じて自分の才能や夢そして希望を見つける機会を提供したい」という趣旨に賛同し、シンガ

ポールで開催されている「チャイルド・エイド・コンサート」を2005年から支援しています。そして、アジア各国での展開を目指す

「チャイルド・エイド・アジア」の活動も積極的に支援し、2011年からは日本でも活動が始まりました。2014年1月には、日本・

ASEAN友好協力40周年の記念イベント「チャイルド・エイド・アジア2014」として、第3回コンサートをサントリーホールで開催。

当日は、安倍晋三内閣総理大臣のビデオメッセージで幕を開け、秋篠宮妃紀子さまご臨席のもと、シンガポール・マレーシア・イン

ドネシア・日本から集まった3歳から17歳までの126名の子どもたちが、すばらしいパフォーマンスを披露しました。セレボス・パシ

フィックは、この他にもさまざまな地域貢献に取り組み、CSR先進企業として表彰も受けています。

恵まれない環境の子どもたちを支援する「チャイルド・エイド・アジア2014」に特別協賛

セレボス・パシフィック

グループ会社の
CSR活動紹介

サントリーグループは、経営資源を活かして企業家を目指す学生を支援しているほか、スポーツ・

音楽・美術などの活動支援を通じて、子どもたちの豊かな個性・人格形成を支援しています。

次世代育成

審査員
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4人で1台のピアノを弾くシンガポールの4人組ユニット 3歳から17歳までの126名が集結した
サントリーホール

健康食品・加工食品の製造・販売を行っているセレボス・パシフィックは、社会に信頼される企業を目指して、健康・教育・スポー

ツ・芸術など多岐にわたる分野において、人々の生活をより豊かにする地域貢献活動に力を注いでいます。その一環として「どんな

生活環境にある子どもにも音楽を通じて自分の才能や夢そして希望を見つける機会を提供したい」という趣旨に賛同し、シンガ

ポールで開催されている「チャイルド・エイド・コンサート」を2005年から支援しています。そして、アジア各国での展開を目指す

「チャイルド・エイド・アジア」の活動も積極的に支援し、2011年からは日本でも活動が始まりました。2014年1月には、日本・
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セレボス・パシフィック

グループ会社の
CSR活動紹介

サントリーグループは、経営資源を活かして企業家を目指す学生を支援しているほか、スポーツ・

音楽・美術などの活動支援を通じて、子どもたちの豊かな個性・人格形成を支援しています。

次世代育成

審査員
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サントリー（中国）ホールディングス

サントリー（中国）

ホールディングス

では、製造時の環

境負荷を低減する

ためのさまざまな

活動に取り組んで

います。2013年に

取り組んだのが、

ビールの瓶を洗う

洗瓶機での蒸気エ

ネルギー量を削減する取り組みです。上海・昆山・光明ビー

ル工場の洗瓶機計4台の外周を加熱水槽を用いて保温化す

る方法を採用しました。これにより、洗瓶機に使用する蒸気

の使用量は平均25％、年間で約15,000トン削減することが

日本サブウェイ（株）

日本サブウェイ（株）では、

サンドイッチに使用する生野

菜について、こだわって栽培

した「語れる野菜」を皆様に

お届けできるように努めています。その取り組みの1つ

に、秋田県産十和田石を畑の土壌に加えたこだわりの土

づくりがあります。レタスにおける栽培実験においては、

収穫したレタスの成分について、抗酸化力や糖度が増す

という実験結果が出ています。さらに結球が大きいだけ

でなく、シャキシャキして甘いのが特徴です。

また、このほかにも、化学合成農薬や肥料を極力使用し

ない健康な土づくりに全国の契約農家の方と一緒に取り

組んでいます。現在も協力していただける農家を募り、さ

らなる生産体制の構築を目指しています。

健康な土づくりの取り組み

素材の美味しさをそのまま

生かしたハーゲンダッツア

イスクリームの生命線とも

いえる、主原料のミルク。

そのミルクの生産地であ

る北海道根室・釧路地区において、2007年から厚岸郡

浜中町のNPO法人霧多布湿原ナショナルトラストへの

支援を行っています。霧多布湿原は国内で３番目に大き

な湿原で、ラムサール条約にも登録されています。この貴

重な自然を守ることは、乳牛の育つ環境を保全し、継続

的に高品質なミルクを調達することにもつながると考え

ています。また、ハーゲンダッツ ジャパン（株）では、毎年

従業員が霧多布湿原を訪問し、地元の方 と々ともに木道

の補修やバードウォッチング用のテラスを作るなど、湿

原の景観保全のボランティア活動を行っています。7回目

となった2013年は22名の従業員が参加しました。今年

度からは、霧多布湿原に対する理解や保護意識を高め

ることを目的に、地元の子どもたち向けの教育支援活動

にも取り組んでいきます。

ハーゲンダッツのミルクのふるさと
霧多布湿原の環境保護活動

飼育されている乳牛は2万頭以上
という「酪農王国」 浜中町

2013年に行った木道補修の様子

霧多布湿原

洗瓶機の外周保温による省エネルギーを徹底

でき、CO2排出量は年間2,400トン削減することができまし

た（天然ガス由来の蒸気で計算）。また、この保温化によ

り、外部との断熱効果で、洗瓶機胴体の表面温度は約40度

下がり、室内温度は保温前に比べ7度低下。夏場の作業環境

の改善にもつながっています。

加熱水槽

サブウェイ契約農場

外周保温前後の洗瓶機胴体の表面温度変化

十和田石「甘い誘惑」でつくられたとんかつ

ハーゲンダッツ ジャパン（株）

外周保温を行った後外周保温を行う前

井筒まい泉（株）

オリジナル豚「甘い誘惑」

井筒まい泉（株）では、貴重な自然の恵みを無駄にしないた

めに、食品ロスの削減と再利用に積極的に取り組んでいま

す。その象徴的な取り組みが、「ヒレかつサンド」を生産する

際に排出されるパン耳を有効活用したまい泉オリジナルブ

ランド豚「甘い誘惑」です。養豚農家・飼料会社と連携し、ま

い泉が約2年をかけて商品化しました。「甘い誘惑」を利用

したメニューは、2012年12月から青山本店レストランを中

心に展開しています。名前の由来は、一度食べたらまた何度

でも食べたくなるようなきめ細かくやわらかな肉質と甘くとろ

ける脂身、そしてジューシーでコクのある旨み。パン耳を肥育

飼料として活用することで、従来の飼料と比べ、消化がよく、

中性脂肪の少ない良質な肉質の豚肉となります。2013年末

時点で月に約12頭分と限定数量で展開していますが、今後

はさらに規模を拡大していく予定です。このほかにもまい泉

では切り落とされたパン耳を、パン粉製造者に販売したり、

店舗で販売するラスクの材料として利用するなど、資源の有

効活用に取り組んでいます。

パン耳を有効活用した まい泉オリジナル
ブランド豚「甘い誘惑」を提供

「とんかつまい泉」甘い誘惑
http://mai-sen.com/amai-yuwaku/

グループ会社の
CSR活動紹介

サントリーグループは、地球環境との共生を目指し、各社が事業特性に応じたさまざまな環境

保全活動を推進しています。

環境保全
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Suntory Group CSR Report 2014 56


