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トップメッセージ

サントリーグループの概要

サントリーグループの理念とCSR

特集1 “2050年のあるべき姿”を実現していくために
特集2 被災地のニーズをふまえた復興支援活動を継続

CSR重点課題への取り組み     6 Issues

重点課題1
お客様第一に安全・安心で健康に貢献する
高品質な商品・サービスの提供

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

重点課題2
「水のサステナビリティ」と
環境負荷低減による自然との共生の実現

環境経営
「天然水の森」（水源涵養・生物多様性の保全）

バリューチェーン全体での環境負荷低減

重点課題3
「利益三分主義」に基づく生活文化の
豊かな発展と次世代育成への貢献

地域に根ざした貢献活動
文化・社会貢献活動

重点課題4
「やってみなはれ」を発揮できる人材育成と
ダイバーシティ推進

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

重点課題5
サプライチェーンを通じたCSR活動の推進

CSR調達／ビジネスパートナーとの連携

　   人権の尊重

重点課題6
酒類を扱う企業として責任ある適正飲酒の普及と啓発

アルコール関連問題への取り組み

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

グループ会社のCSR活動紹介
地域社会貢献
次世代育成
環境保全

第三者意見

「サントリーグループ CSRレポート 2014」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

2014」では、2013年に定めた６つのCSR重点課題についての主な取り組みと進捗、国内・海外のグループ会社の活動を紹介して

います。また、「環境ビジョン2050の策定」「被災地支援活動」を特集として取り上げました。

　巻末では、本報告書およびサントリーグループのCSR活動に対して、経済人コー円卓会議日本委員会専務理事兼事務局長の

石田寛氏からの第三者意見を掲載しています。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228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）・サントリー食品インターナ
ショナル（株）と雇用契約を結ぶ社員を
対象（P.37～42）

● 対象組織

サントリーグループ CSRレポート 2014CONTENTS

CSRレポート 2014（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2013年1月1日～2013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

2013年度に進捗があった活動など

を中心にサントリーグループのCSR

活動の全体像をわかりやすくまと

めています。

※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）
コーポレートコミュニケーション本部
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）

● GRI ※「サステナビリティ・リポーティング・
ガイドライン第3版」「第4版」

● 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）

※P7～8「世界に広がるサントリーグループ」の
グループ組織図・グループ会社名は最新情報に
更新しています。

2014年6月（次回は2015年6月発行予定）※

参考にしたガイドライン

発行

特 集

自然環境の保全・再生

環境負荷低減

かんよう

より詳細な情報はこちらから

サントリーグループ CSRサイト

http://suntory.jp/CSR/

サントリーグループのCSR 検索検索

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・ダイアログ）
● CSRレポート2014（本冊子）PDF
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「人と自然と響きあう」の実現を目指し
新たな価値の創造に挑戦し続けます

　1899年創業のサントリーグループは、今年で115周年を

迎えました。創業以来、「やってみなはれ」精神のもと、

お客様の生活を彩る新たな価値の創造を目指して挑戦を

続け、酒類や清涼飲料、健康食品、外食、花など幅広い

事業をグローバルに展開する企業グループとして着実に

成長を続けています。

　昨年12月、英国を中心にアフリカ・アジアにも事業基盤

をもつ清涼飲料ブランド「ルコゼード」「ライビーナ」を獲

得し、本年5月には、「ジムビーム」「メーカーズマーク」「サ

ウザ」などの世界的スピリッツブランドを有する米国の

ビーム社をグループの一員に迎えました。世界でも類を見

ないポートフォリオをもったグローバル総合酒類食品企業

として、これからも世界中のお客様に最高品質の商品や

サービスをお届けし、豊かな生活文化の実現に貢献でき

るよう、革新と挑戦を続けていきます。

　サントリーグループの企業活動の拡大に伴い、地域社

会・地球環境に及ぼす影響力も増しています。企業理念

「人と自然と響きあう」を掲げるサントリーグループとして、

社会に対する責任を果たすことはもちろん、私たちならで

はの貢献を通じて、次世代に持続可能な社会を引き継い

でいかなければならないとの決意を新たにしています。

　創業者・鳥井信治郎は、事業で得た利益の一部は「社

会への貢献」のために役立てたいという強い信念にもとづ

き、福祉活動などの社会貢献に力を注いできました。その

思いは、「利益三分主義」の精神として今日までサントリー

グループに受け継がれ、多彩な文化・社会貢献活動を展

開し、今後もさらなる拡充を目指しています。

　2011年3月に発生した東日本大震災から、3年が経過し

ました。あらためて、犠牲となられた方々のご冥福と被災

地の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

サントリーグループは「サントリー東北サンさんプロジェク

ト」を立ち上げ、震災直後から被災地への支援を行って

きました。今なお復興に向けた懸命な取り組みがなされて

いる中、継続的に支援を行うことが必要と考え、私たちは

今年度も20億円の追加拠出を決定しました。これで復興

支援のための拠出は4年連続、累計108億円となります。

漁業の復興、次世代育成、文化・スポーツを通じた支援

に加え、「障がい者スポーツ」を通じて、被災地の皆様に

元気と希望をお届けしたいという思いから、東京パラリン

ピックが開催される2020年までの7年間にわたり、「障が

い者スポーツ」への支援を新たに展開します。今後とも、

被災地に寄り添った支援活動に取り組んでまいります。

　水や農作物をはじめとする自然の恵みによって支えら

れているサントリーグループにとっては、自然そのものが大

切な経営基盤であり、豊かで持続可能な地球環境に貢

献することは極めて重大な責務です。創業時から私たち

の中に醸成されてきた自然と共生するものづくりの精神に

基づき、環境経営をさらにグローバルに推し進める必要が

あると考えています。

　本年１月、2050年に向けた「サントリー環境ビジョン

2050」を策定するとともに「2020年目標」を設定しました。

これにより、サントリーの環境経営の方向性を「自然環境

の保全・再生」と「環境負荷低減」の二軸で推進していく

ことを明確にいたしました。今後、「2020年目標」の達成

に向けて努力してまいります。

　特に日本国内においては、工場で汲み上げる地下水を

育む森林を保全する「天然水の森」活動をさらに強化し、

その面積を現在の7,60 0h a 超から2020年までに

12,000haに拡大するとともに、ワシやタカなどの猛禽類

が営巣・子育てできる豊かな生態系の回復に取り組みま

す。また、日本だけでなくグローバルな視点で野鳥保護

の活動展開を検討し、健全な生態系の保全という領域

で貢献していきたいと考えています。

　「環境負荷低減」においては、容器・包装の軽量化や独

自に開発したPET樹脂再生技術によるボトル to ボトルの

ペットボトルリサイクルシステムの拡大に取り組むととも

に、消費電力量国内最小の自動販売機の投入など、継続

して資源やエネルギー使用量の削減に積極的に取り組ん

でまいります。新たなビジョンでは2050年までに全事業

活動における環境負荷を半減する（2007年比）という意

欲的な目標を掲げ、グループ一丸となってさらに取り組み

を強化していきます。

　サントリーグループは「人と自然と響きあう」という企業

理念のもと、豊かな生活文化や地球規模での環境への貢

献を果たしながら、よりよい商品・サービスをお客様のも

とへお届けする「Growing for Good」な企業を目指して

います。

　今後は、事業展開地域がグローバルに拡大するなか

で、企業理念「人と自然と響きあう」に基づき、世界中の

人々、さらには自然との共生に取り組んでいきたいと考え

ています。これからも、ステークホルダーの皆様の声に耳

を傾けながら、社会的責任を果たすべく活動を展開して

まいります。引き続き、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。

サントリーホールディングス株式会社

代表取締役会長

グローバルに信頼される
総合酒類食品企業を目指して

20億円を追加拠出し、
東日本大震災復興支援活動を継続

「環境ビジョン2050」を策定し、
環境経営をさらに推進

ステークホルダーの皆様とともに
持続可能な社会の実現に貢献

もう きん るい

トップメッセージ
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はの貢献を通じて、次世代に持続可能な社会を引き継い
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サントリーホールディングス株式会社

代表取締役会長

グローバルに信頼される
総合酒類食品企業を目指して

20億円を追加拠出し、
東日本大震災復興支援活動を継続

「環境ビジョン2050」を策定し、
環境経営をさらに推進

ステークホルダーの皆様とともに
持続可能な社会の実現に貢献

もう きん るい
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サントリーグループの概要
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、飲料・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。

 サントリーグループ

グループ会社：228社（2013年12月31日現在）

従 業 員 数：34,129名（2013年12月31日現在）

連 結 売 上 高：20,402億円（2013年1月1日～12月31日）

連結経常利益：1,206億円（2013年1月1日～12月31日）

 サントリーホールディングス株式会社

● 食品関連事業

● 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

本 社 所 在 地：大阪府大阪市北区堂島浜2-1-40

サントリーワールドヘッドクォーターズ所在地：東京都港区台場2-3-3

創　　　　　業：1899年

設　　　　　立：2009年2月16日

代表取締役会長：佐治  信忠

代表取締役社長：新浪  剛史

資　　本　　金：700億円

日本

15,260億円
（75%）

アジア・オセアニア

2,620億円
（13%）

欧州

1,716億円
（8%）

米州

807億円
（4%）

地域別売上構成（2013年度）

飲料・食品
（清涼飲料、健康飲料 ほか）

11,143億円
（55%）

事業別売上構成（2013年度）

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 ほか）

3,552億円
（17%）

ビール・
スピリッツ

（ビール類、
ウイスキー、
RTD、焼酎 ほか）

5,707億円（28%）

総売上高

20,402
億円

総売上高

20,402
億円

地域別従業員数（2013年度）事業別従業員数（2013年度）
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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。ミネラルウォー

ター・コーヒー・緑茶・ウーロン茶・炭酸飲料・トクホ飲料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、欧州、アジア・オセアニア、米

州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。

1899年ぶどう酒製造販売で創業以来、日本初の本格的ウイスキーの製造、ビールなど新事業への絶えざる挑戦により、総合酒類

企業として国内外の多彩な商品をお客様にお届けしています。また、亜豪州、米州、欧州などへの事業拡大を図ってきましたが、

ビーム社との統合により、スピリッツ事業のさらなるグローバル展開を進めています。ワインについては、日本と欧州で高品質な

ワインづくりに取り組むとともに、世界各国の名門ワイナリーとも手を結び、グローバルな視点に立ったビジネスを展開しています。

個性豊かなバー・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、プロント・ファーストキッチン・サブウェイ・まい泉の

展開、メキシコやアジアを中心としたレストラン事業など、国内外で外食事業を幅広く行っています。

また、健康・自然・生活文化をテーマとして、ティップネスを運営するフィットネス事業や花事業・環境緑化事業のほか、広告宣

伝・販促支援・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。

グループ各社に共通する業務を集約し、専門性を発揮しながら経営のさらなる効率化を進めるため、品質保証、技術開発、調

達・物流、宣伝・デザイン、お客様リレーション、ビジネスシステムを担うサントリービジネスエキスパート(株)や、基盤研究、営業

支援などを担う機能会社を設立しています。

また、芸術・学術・地域文化振興のための３つの公益財団法人と高齢者福祉施設・保育園を運営する社会福祉法人の活動を支

援し、文化・社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

連結当期純利益

社 会 福 祉 法 人

会社概要

事業概要

全社（共通）

448名
（1%）

その他

12,727名
（37%）

ビール・
スピリッツ

3,196名
（10%）

飲食・食品

17,758名
（52%）

総従業員数

34,129
名

欧州

3,297名
（10%）

米州

2,971名
（9%）

アジア・
オセアニア

14,023名
（41%）

日本

13,838名
（40%）

総従業員数

34,129
名
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サントリーグループの概要
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● Suntory Beverage & Food Europe Ltd.／サントリー食品ヨーロッパ
● Orangina Schweppes Group／オランジーナ・シュウェップス・グループ
● Lucozade Ribena Suntory Ltd.／ルコゼード ライビーナ サントリー
● 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

● 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）
● サントリーシステムテクノロジー（株）
● サントリーグローバルイノベーションセンター（株）
● サントリーコーポレートビジネス（株）
● サンリーブ（株）

　公益財団法人・社会福祉法人
　● 公益財団法人サントリー芸術財団
　● 公益財団法人サントリー文化財団
　● 公益財団法人サントリー生命科学財団
　● 社会福祉法人邦寿会
　文化施設
　● サントリー美術館
　● サントリーホール

● 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）
● サントリービバレッジサービス（株）
● 沖縄ペプシビバレッジ（株）
● （株）サンベンド
● 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）
● サントリースピリッツ（株）
● サントリービール（株）
● サントリー酒類（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）
● 大隅酒造（株）
● 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）
● 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

食品関連会社
酒類関連会社
外食・花・サービス
関連会社
機能会社ほか

世界に広がるサントリーグループ

● Pepsi Bottling Ventures LLC／ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ
● Beam Suntory Inc.／ビーム サントリー
● Restaurant Suntory Mexico Group／レストランサントリーメキシコグループ日  本

アジア・
オセアニア等

米  州欧  州

● Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd.／サントリー食品アジア
● Cerebos Pacific Ltd.／セレボス・パシフィック
● PT Suntory Garuda Beverage／サントリーガルーダ・ビバレッジ
● Suntory Narang Pvt. Ltd.／サントリーナラン
● Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd.／
　 サントリーペプシコ・ベトナム・ビバレッジ
● Tipco F&B Co., Ltd.／ティプコF&B
● Frucor Group／フルコア・グループ
●  　　　　　　　　　　　　　 ／サントリー（中国）ホールディングス
● 匯源三得利（上海）飲料有限公司／匯源サントリー（上海）飲料
● Suntory Wellness Taiwan Ltd.／サントリーウエルネス台湾
● 　　　　　　　　　　　　／サントリー（中国）ホールディングス
● 　　　　　　　　　　　　　  ／サントリー青島ビール（上海）
● 　　　　　　　　　　　　　　　  ／
　 青島ビールサントリー（上海）販売
● 　　　　　　　　　　　／無錫市振太酒業
● ASC Fine Wines Holding Ltd.／ASCファインワインズ
● Suntory F&B International Group／SFBIグループ
● Suntory Business Expert Asia Pte. Ltd.／
　 サントリービジネスエキスパートアジア
● Gold Knoll Ltd.／ゴールドノール

グループ組織図

機能グループ会社

中国食品グループ会社

中国酒類グループ会社

海外グループ会社

国内グループ会社

サントリースピリッツ（株）

ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ

フルコア・グループ

サントリー食品アジア

サントリー食品ヨーロッパ

サントリープロダクツ（株）

サントリーフーズ（株）

サンリーブ（株）

サントリーコーポレートビジネス（株）

サントリービジネスエキスパート（株）

サントリーグローバルイノベーションセンター（株）

その他事業会社

サントリーウエルネス（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）

ビーム サントリー

国内グループ会社

サントリー酒類（株）※サントリービール（株）

サントリー食品インターナショナル（株）

サントリー
ホールディングス（株）

サントリーグループの概要

15,077名

99社

グループ会社数
従業員数

グループ会社数・従業員数は2014年6月30日現在（グループ会社：331社、従業員数：38,895名）

グループ組織図・グループ会社名は2015年1月1日現在

※サントリー酒類（株）は、スピリッツ・ビール類・ワインなど、
    酒類の国内販売を担当しています。

5,105名

115社

4,640名

51社

14,073名

66社
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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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　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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特集1

※1：サントリーグループ売上高（2012年）の80％以上を
        占める事業会社群（海外を含む）
※2：2007年における事業領域を前提とした原単位での削減

自然環境の保全・再生

環境負荷低減

お客様に水の恵みをお届けする一方で、美しく清らかな水を

守り、大切に使い、きれいに自然に還すことは、私たちの責

務です。その水で育まれる植物や森林、川・海・大気、そして

生き物が創り出す生態系という素晴らしい循環、すなわち地

球環境そのものが、私たちサントリーグループの経営基盤で

す。サントリーグループは、自然の恵みに支えられている企

業の責務として環境経営を推進し、「天然水の森」での水

源涵養活動や、工場での節水・省エネ、容器包装の軽量化

などさまざまな活動を続けています。

2014年1月、サントリーグループの環境経営により明確な方

向性を与えるため、2050年に向けた「サントリー環境ビジョ

ン2050」を策定するとともに、「2020年目標」を設定しまし

た。「自然環境の保全・再生」と「環境負荷低減」の2つの軸

でグローバルに環境経営を推進し、企業理念「人と自然と響

きあう」の実現を目指します。

2050年の未来を見据えて目標を明確化

“2050年のあるべき姿”　 を実現していくために

自然保護の
グローバルトップランナー
主要な事業展開国における
自然環境保全・再生への積極的な取り組み

挑戦
1

グローバルでの環境負荷半減
事業活動における環境負荷
（自社工場での水使用、バリューチェーン全体のCO2排出）を
2050年までに半減※1

※1：2007年における事業領域を前提とした原単位での削減

挑戦
2

2050年

サントリーグループは、自然の恵みに支えられている企業
の責務として「自然環境の保全・再生」「環境負荷低減」を
柱に、持続可能な地球環境を次代へ引き渡すことを目的
に、2050年に向け、2つの挑戦を開始します。

環境ビジョン2050

「自然環境の保全・再生」と「環境負荷低減」の         　
2つの軸で2020年目標を設定しました。

「天然水の森」を実際に歩いて、
その素晴らしさを体感できました。

ステークホルダー・ダイアログ

「環境ビジョン2050」についての意見交換に先立ち、「天然水の森」での水源涵養活
動を体感しました。生物多様性保全の分野でも優れた取り組みとして知られており、実
際に森を歩いてみて、「天然水の森」にかける思いを地域の方 と々一緒になって実現し
ていこうという意気込みが森に表れていて、本当に素晴らしい取り組みだと思いました。
こういった素晴らしい活動をしているサントリーだからこそ、活動を日本にとどめること
なく、海外でも高いレベルの取り組みに挑戦していただくことを期待します。環境負荷
低減に関しては、地球環境の状況を見据えた上で、グローバルでもトップランナーを標
榜できるさらに高い目標に挑戦していただきたいと思います。

コンサベーション・
インターナショナル・
ジャパン代表理事

日比保史氏

•国内すべての「天然水の森」において
 ワシ・タカ類の営巣・子育てを実現
•海外における野鳥保護活動の支援

生物多様性の象徴である
野鳥の保護活動をグローバルに展開

サントリーグループ※1の自社工場での
水使用を35％削減※2

サントリーグループ※1のバリューチェーン
全体のCO2排出を24％削減※2

「天然水の森」の面積を12,000haに拡大
•国内の自社工場で使用する地下水量を育む

面積の2倍に拡大

2020年

目標
企業理念

人と自然と
響きあう

※詳細はWebサイト　http://www.suntory.co.jp/company/csr/dialogue/2014/environment/

かん よう

11 Suntory Group CSR Report 2014



特集1

※1：サントリーグループ売上高（2012年）の80％以上を
        占める事業会社群（海外を含む）
※2：2007年における事業領域を前提とした原単位での削減

自然環境の保全・再生

環境負荷低減

お客様に水の恵みをお届けする一方で、美しく清らかな水を

守り、大切に使い、きれいに自然に還すことは、私たちの責

務です。その水で育まれる植物や森林、川・海・大気、そして

生き物が創り出す生態系という素晴らしい循環、すなわち地

球環境そのものが、私たちサントリーグループの経営基盤で

す。サントリーグループは、自然の恵みに支えられている企

業の責務として環境経営を推進し、「天然水の森」での水

源涵養活動や、工場での節水・省エネ、容器包装の軽量化

などさまざまな活動を続けています。

2014年1月、サントリーグループの環境経営により明確な方

向性を与えるため、2050年に向けた「サントリー環境ビジョ

ン2050」を策定するとともに、「2020年目標」を設定しまし

た。「自然環境の保全・再生」と「環境負荷低減」の2つの軸

でグローバルに環境経営を推進し、企業理念「人と自然と響

きあう」の実現を目指します。

2050年の未来を見据えて目標を明確化

“2050年のあるべき姿”　 を実現していくために

自然保護の
グローバルトップランナー
主要な事業展開国における
自然環境保全・再生への積極的な取り組み

挑戦
1

グローバルでの環境負荷半減
事業活動における環境負荷
（自社工場での水使用、バリューチェーン全体のCO2排出）を
2050年までに半減※1

※1：2007年における事業領域を前提とした原単位での削減

挑戦
2

2050年

サントリーグループは、自然の恵みに支えられている企業
の責務として「自然環境の保全・再生」「環境負荷低減」を
柱に、持続可能な地球環境を次代へ引き渡すことを目的
に、2050年に向け、2つの挑戦を開始します。

環境ビジョン2050

「自然環境の保全・再生」と「環境負荷低減」の         　
2つの軸で2020年目標を設定しました。

「天然水の森」を実際に歩いて、
その素晴らしさを体感できました。

ステークホルダー・ダイアログ

「環境ビジョン2050」についての意見交換に先立ち、「天然水の森」での水源涵養活
動を体感しました。生物多様性保全の分野でも優れた取り組みとして知られており、実
際に森を歩いてみて、「天然水の森」にかける思いを地域の方 と々一緒になって実現し
ていこうという意気込みが森に表れていて、本当に素晴らしい取り組みだと思いました。
こういった素晴らしい活動をしているサントリーだからこそ、活動を日本にとどめること
なく、海外でも高いレベルの取り組みに挑戦していただくことを期待します。環境負荷
低減に関しては、地球環境の状況を見据えた上で、グローバルでもトップランナーを標
榜できるさらに高い目標に挑戦していただきたいと思います。

コンサベーション・
インターナショナル・
ジャパン代表理事

日比保史氏

•国内すべての「天然水の森」において
 ワシ・タカ類の営巣・子育てを実現
•海外における野鳥保護活動の支援

生物多様性の象徴である
野鳥の保護活動をグローバルに展開

サントリーグループ※1の自社工場での
水使用を35％削減※2

サントリーグループ※1のバリューチェーン
全体のCO2排出を24％削減※2

「天然水の森」の面積を12,000haに拡大
•国内の自社工場で使用する地下水量を育む

面積の2倍に拡大

2020年

目標
企業理念

人と自然と
響きあう

※詳細はWebサイト　http://www.suntory.co.jp/company/csr/dialogue/2014/environment/

かん よう
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特集1

土壌＋分解者（土壌生物）

生産者（植物）

一次消費者（植食動物）

高次消費者
（肉食動物＋雑食動物）

鳥や動物を餌と
する肉食動物が
生態系ピラミッ
ドの頂点

植物を餌とする
昆虫などが豊富
であれば鳥も集
まる

多様な生物の餌
場になるととも
に住処にもなる

微生物や昆虫が
ふかふかで栄養
の豊富な土をつ
くる

7,600ha超
2013年

2003年

12,000ha
2020年目標

約270ha

阿蘇

ひょうご西脇門柳山

奥大山

ぎふ東白川

おおさか島本

きょうと西山

きょうと南山城

近江

湯の峰

赤城

子持山

東京大学
秩父演習林プロジェクト

東京農業大学
奥多摩演習林プロジェクト

奥多摩

丹沢

南アルプス

多摩源流小管

1973年から野鳥保護の重要性を社会と共有する「愛鳥

キャンペーン」に取り組んできたサントリーは、1989年に

創業90周年記念活動の一環として、国内外で鳥類保護活

動を推進する団体に活動資金を助成する公益信託「サン

トリー世界愛鳥基金」を創設しました。1990年度の第1回

から、2014年度の第25回までに延べ275団体に2億

9,920万円の助成を行い、大きな成果をあげています。

野鳥保護を通じた地球環境保全の推進

ワシ・タカ類が営巣・子育てできる生態系=豊かな自然環境を広げていくために

「生物多様性の保全」へ

商品の製造段階で多くの地下水を使うサントリーグループは、国内工場で汲み上げ

る地下水を育むため、森林所有者と長期契約を結んで水源涵養を行うエリアを「天

然水の森」と名づけ、水を育む森づくりを2003年から行っています。2009年には、

工場で使う量を上回る地下水量を育むために必要な森林の面積目標を設定し、2013

年には目標以上の7,600ha超まで拡大しました。2020年目標として、サントリーが必

要とする水だけでなく、より広く社会に貢献していくために、国内の自社工場で使用

する地下水量の2倍の水を育む12,000haに拡大することを掲げました※。12,000ha

は山手線の内側の約2倍に相当する広さです。

「サントリーが必要とする水」から「より広く社会に貢献する水」へ

「天然水の森」の拡大へ

自然環境の保全・再生への取り組み

サントリーは、企業理念「人と自然と響きあう」の実践として、

従業員やその家族がボランティアで｢天然水の森｣を整備する

活動を実施していました。2014年度からは、サントリーホー

ルディングス(株)のほか、酒類・食品事

業を中心としたグループ会社従業員約

6,000名を対象に森林整備研修を開始

しました。

従業員を対象とした森林整備研修を開始

※当社国内工場で使用する地下水量を涵養するために必要な面積は、工場での節水活動
を積極的に推進することにより、現時点では2020年に6,000haになると推定。 

サントリーグループは、商品開発、製造から物流、販売、

リサイクルに至るまで、バリューチェーン全体でCO2排出量

を削減していくために、容器の軽量化やリサイクル素材の

活用、省エネ型の自動販売機の設置などを進めています。

容器・包装の軽量化・薄肉化を実現 超省エネ自動販売機（エコアクティブ機）を導入

2013年5月にリ

ニューアル発売し

た「サントリー天

然水」550mℓペッ

トボトルは、植物

由来原料を30％

使用した独自開発

の国産最軽量※1

11.3gのペットボト

ル（自動販売機対

応商品は除く）を

採用し、石油由来原料の使用量を1本あたり約4割削減しまし

た。また、2ℓでは国産最軽量の29.8gのペットボトルを導入し

ており、大容量・小容量ともに国産最軽量を実現。さらに、ミネ

ラルウォーターカテゴリーを除く2ℓでも国産最軽量となる

31.3g※2のペットボトルを開発。2014年1月から「伊右衛門」

「サントリー ウーロン茶」など11商品※3に導入しました。これら

ペットボトルの設計ノウハウ・製造技術を、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

プにも展開しています。同社がフランスで販売している「オア

シス」の新ボトルデザインプロジェクトには、日本の開発・製

造スタッフが参加し、構造設計やボトル成形を工夫。その結

果、2012年には57gから42g（約26％削減）に軽量化した新

型ボトルが完成。現在さらなる軽量化に向けたプロジェクト

を進めています。サントリーグループは、今後もこれらの技術

やノウハウをグループのさまざまな飲料に活用していきます。

サントリーグループは、より少ない消費電力で稼働する自動

販売機の導入に努めています。さらなる環境負荷低減を目指

し、自動販売機メーカーと協働して従来の「ヒートポンプ式

自動販売機」に比べて省エネ能力を飛躍的に進化させた消

費電力量国内最小「超省エネ自動販売機（エコアクティブ

機）」を開発。2014年4月から順次、全国に設置しています。

エコアクティブ機は、２つのコンプレッサーを搭載して冷暖

を使い分けるほか、インバーター制御や真空断熱材、LED照

明など最新の技術を組み合わせて電力使用を最適条件に

コントロールできる自動販売機です※。さらに、自動販売機

への商品補充活動における省エネも進めています。従来は、

ハンディターミナルを活用して自動販売機の売上を把握して

いましたが、2013年には無線を活用して自動で売上データ

を取得できる「無線ベンダー」の導入を開始し、最も効率的

な補充ルートなどが解析できるようになりました。これによ

り、営業車輌の走行距離を短縮し、燃料消費量削減などの

環境負荷低減につなげています。

バリューチェーン全体を見据えて
環境負荷低減への取り組みを推進

「使用資源・消費エネルギーの
  一層の削減」へ

環境負荷低減への取り組み

※1：国産ミネラルウォーターペットボトル（500mℓ～600mℓ）対象。2013年4月末現在
※2：2013年12月20日現在
※3：11 商品の過半数に導入。11 商品は「伊右衛門」「同 贅沢冷茶」「同 濃いめ」「同 

玄米茶」「同 焙じ茶」「サントリー ウーロン茶」「脂さっぱり息すっきり」
「GREEN DA・KA・RA」「同 やさしい麦茶」「DA・KA・RA フレッシュスタート」
「ビタミンウォーター」

※ 2014年4月現在。国内主要自動販売機メーカーの主要セレクションである、
最大25種類の商品をセットできる「25セレクション」において、年間消費、電力
量国内最小の420kWh/年を実現しました〈サントリーフーズ（株）調べ〉。

原材料調達
1

物流
3

リサイクル
5 4

販売

商品の
ライフサイクル

エコアクティブ機

森林の生態系ピラミッド
高次消費者であるワシ・タカなどの猛禽類を守るためには、それを支えて
いる生態系ピラミッド全体を守る必要があります

製造
2

もう きん るい

「天然水の森」の水源涵養機能の向上には、生物多様性の維持・向上が

欠かせません。そのためには、森林全体が健全でバランスのとれた生態

系となることが必要です。サントリーは国内すべての「天然水の森」にお

いて生態系ピラミッドの頂点に位置するワシ・タカなどの猛禽類が営

巣・子育てできる環境づくりに努めています。

かん よう
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特集2

漁船取得支援数

約10,000隻

サマーキャンプなど屋外活動参加者  約3,900名

漁船取得支援
漁業者の負担を軽減するため、宮城県・岩手県を通じて、漁船の
取得費用の一部を負担し、遠洋マグロ用・イカ釣り用などの大型
漁船から小型漁船まで約１万隻の復旧を支援

漁業関連施設復旧支援
宮城県・岩手県への漁業復興のための寄付金は、
定置網・養殖施設などの復旧にも活用

各県に漁業復興のための寄付金贈呈
県を通じて漁業の早期復興を支援するため、宮城県に30億円、岩手県に
25 億円の寄付金を贈呈

TOMODACHI
サントリー音楽奨学金
米国政府・米日カウンシル-ジャ
パンと協働で、米国の音楽大学
に入学する被災地の学生を支援

石巻市子どもセンター建設
子どもたちの「夢のまちプラン」に基づく
「石巻市子どもセンター」建設を支援

「サントリー東北サンさんプロジェクト」を立ち上げ、2011年に43億円、2012年20億円、2013
年25億円、2014年20億円の拠出を決定し、総額108億円の規模で復興支援活動を行ってい
ます。今後とも、サントリーグループは、被災地の方々のお役に立てるよう、行政やNGO/NPO
などと連携しながら支援活動を継続していきます。

被災地のニーズをふまえた
復興支援活動を継続

水産高校生などへの奨学金
や健やかな環境づくりの支援
などを実施しています。

未来を担う
子どもたちの支援

笑顔と元気をお届けできるよ
う、文化・芸術・スポーツを通
じた支援を実施しています。

文化・スポーツを
通じた支援

水産高校奨学金
水産高校7校の被災した生徒を対象に2012年から5年間、
返還義務のない奨学金を支給

奨学金受給生（のべ人数） 約2,000名

子どもセンター利用者（月間平均）

約3,000名

  サントリー・SCJ※ フクシマ ススム プロジェクト
福島の子どもたちを中長期的に応援するた
め、子ども支援NPOへの助成、学童保育など
の教育支援、インドアパークなど子どもたち
が安心して学び遊べる場所づくりを展開
※公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（SCJ）

ウィーン・フィル＆サントリー
音楽復興祈念賞受賞活動 28団体

「こどもたちのためのコンサート」
来場者 約3,000名

スポーツ教室参加者・試合招待者

約3,080名

スポーツ大会に被災地の子どもを招待
ラグビー日本代表とニュージーランド代
表（オールブラックス）との試合などに
被災地の子どもたちを招待

バレーボール教室
バレーボール部「サンバーズ」によるバレー
ボール教室を被災地で毎年開催

ラグビー教室
ラグビー部「サンゴリアス」によるラグビー
教室を被災地で毎年開催

ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興基金
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団とともに、
音楽活動への助成や被災地でのコンサートを展開

「おもしろびじゅつ教室」参加者

約310名

サントリー＆日本工芸会
「おもしろびじゅつ教室 in 東北」

重要無形文化財保持者（人間国宝）をはじめと
した伝統工芸作家による出張授業を実施

来場者　約17,000名

「サントリー美術館　
おもしろびじゅつワンダーランド 
in 東北」展
仙台市でサントリー美術館の所蔵品による日本
美術の参加・体験型展覧会を開催

子ども支援NPO助成団体 40団体 

漁業関連施設復旧支援数 

約400カ所

漁業の早期復興に向けて、
漁業者の漁船取得を中心に
支援しています。

漁業の復興支援
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1899年の創業以来、「やってみなはれ」精神のもと、絶えず新たな価値の創造に挑戦してきたサントリーグループは、

グローバルに成長する総合酒類食品企業として、世界各地のお客様に新たな価値を提供するとともに、

地域社会や地球環境に対する責任を今まで以上に果たしていく必要があります。

グローバルな期待に応え、かつサントリーグループらしい活動を展開するために、2011～2012年にかけて、

社会的責任の国際規格であるISO26000を活用したCSR活動の棚卸しと再構築を行いました。

7つの中核主題ごとに現状把握と課題抽出を行い、ステークホルダー・エンゲージメントを実施。

この結果をもとに、グローバルな社会課題や事業課題の中から、ステークホルダーの期待・関心度が高く、

サントリーグループにとっての重要度も高い課題を、優先的に取り組む「6つのCSR重点課題」として特定しました。

そして、それぞれの課題別に重点項目と具体的な行動計画（中期目標と年次アクションプラン）を策定し、

グループ全体でCSR活動に取り組んでいます。

お客様第一に安全・安心で健康に貢献する
高品質な商品・サービスの提供

「利益三分主義」に基づく生活文化の
豊かな発展と次世代育成への貢献

サプライチェーンを通じた
CSR活動の推進

「やってみなはれ」を発揮できる人材育成と
ダイバーシティ推進

酒類を扱う企業として責任ある
適正飲酒の普及と啓発6重点課題

5重点課題

4重点課題

3重点課題

2重点課題

1重点課題
p.19

「水のサステナビリティ」と環境負荷低減
による自然との共生の実現 p.25

p.33

p.37

p.43

p.47

6Issues 
of Sustainable Development
グローバルな総合酒類食品企業として、
幅広く社会の課題と向き合い、
サントリーらしさを発揮しながら
持続可能な社会の実現を目指しています。

CSR重点課題への取り組み
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1899年の創業以来、「やってみなはれ」精神のもと、絶えず新たな価値の創造に挑戦してきたサントリーグループは、

グローバルに成長する総合酒類食品企業として、世界各地のお客様に新たな価値を提供するとともに、

地域社会や地球環境に対する責任を今まで以上に果たしていく必要があります。

グローバルな期待に応え、かつサントリーグループらしい活動を展開するために、2011～2012年にかけて、

社会的責任の国際規格であるISO26000を活用したCSR活動の棚卸しと再構築を行いました。

7つの中核主題ごとに現状把握と課題抽出を行い、ステークホルダー・エンゲージメントを実施。

この結果をもとに、グローバルな社会課題や事業課題の中から、ステークホルダーの期待・関心度が高く、

サントリーグループにとっての重要度も高い課題を、優先的に取り組む「6つのCSR重点課題」として特定しました。

そして、それぞれの課題別に重点項目と具体的な行動計画（中期目標と年次アクションプラン）を策定し、

グループ全体でCSR活動に取り組んでいます。

お客様第一に安全・安心で健康に貢献する
高品質な商品・サービスの提供

「利益三分主義」に基づく生活文化の
豊かな発展と次世代育成への貢献

サプライチェーンを通じた
CSR活動の推進

「やってみなはれ」を発揮できる人材育成と
ダイバーシティ推進

酒類を扱う企業として責任ある
適正飲酒の普及と啓発6重点課題

5重点課題

4重点課題

3重点課題

2重点課題

1重点課題
p.19

「水のサステナビリティ」と環境負荷低減
による自然との共生の実現 p.25

p.33

p.37

p.43

p.47

6Issues 
of Sustainable Development
グローバルな総合酒類食品企業として、
幅広く社会の課題と向き合い、
サントリーらしさを発揮しながら
持続可能な社会の実現を目指しています。

CSR重点課題への取り組み
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サントリーグループが提供する商品・サービスは、日頃から多くのお客様にご利用いただいています。

また、事業領域の拡大とグローバル化が加速する中、

“安全・安心で健康に貢献する高品質な商品・サービスを提供する責任”は一層重みを増しています。

サントリーグループは、品質方針「All for the Quality」のもと、

「サントリーグループ品質保証規定」を設けて、商品・サービスの企画・開発から水や農産物、包材などの

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の維持・向上に取り組んでいます。

さらに、常にお客様視点での品質保証を心掛け、「飲用時・飲食時品質※の向上」をキーワードに

VOC（Voice of Customer：お客様の声を経営施策に反映する活動）に積極的に取り組んでいます。

サントリーグループは、これからも世界各地のお客様との対話をもとに、

高品質な商品・サービスの提供を通じて、お客様に新しい感動や喜びを提供していきます。

重点課題1 お客様第一に安全・安心で健康に貢献する
高品質な商品・サービスの提供

※ 商品開発の段階で目指した美味しさや香り、容器の使いやすさなどを、お客様自身が商品の飲食時・使用時に実感できる品質レベル。

重点項目 中期目標 2013年度の実績 2014年度アクションプラン

お客様視点
に基づく
品質保証

お客様からの
より一層の信頼向上

●お客様の声の解析などを通じて品質課題を継続的に抽出
●課題の早期解決に向けた活動の推進（ビールサーバー洗浄
方法の研修など）

●新規分野に対応した品質保証体系を構築
●国内の高品質ぶどうの持続可能な調達のしくみを整備
●工場内の品質保証体制強化

●品質課題の継続的な抽出と課題解決
●新規分野の品質保証体制強化に向け
た活動の推進

●高品質ぶどうの持続可能な調達活動を推進
●フードディフェンス活動の強化
●小学校への品質に関する出前授業を実施

グループ全体の
品質保証体制強化
とシナジー発揮

●「サントリーグループ品質保証規定」の制定
●外食グループ会社のアレルギートラブル撲滅活動推進

● 外食グループにおける新食品表示法、
食品衛生法への対応を完了

● 海外グループ会社と連携した新たなグローバル品質保証
モデルの構築、シナジー創出（水の安全性評価体制の整備
など）

●海外グループ会社における水の安全性
評価の強化

● 海外グループ会社の取り組みをふまえ
た「サントリーグループ品質マネジメント
規程」の強化

お客様との
コミュニケー
ション

お客様の声をこれま
で以上に広く深く聞
くことによるお客様
との関係性の深化

●お客様センターにおけるクレドの導入と研修の充実による
コミュニケーション力の強化

●お客様の情報収集や課題解決のニーズに応えるWebサイ
トの拡充（Q＆Aの充実・スマートフォン対応など）

●海外グループ会社におけるSNSやブログ上のお客様の声の
把握

●お客様センタークレドの浸透・徹底
●電話・メールで寄せられるお客様の声とソー
シャルリスニングを総合的に活用したグ
ループ全体でのお客様の声の分析と活用

●多様化するお客様のニーズの積極的な把
握による、より役立つ情報の開示・発信

お客様の声
の企業活動
への反映

お客様の声を商品・
サービスに活かすし
くみの拡充と国内外
全グループへの浸透

●国内グループ会社12社参加の連絡会議の継続開催と内
容充実

●お客様の声に基づくアセスメント活動の推進と研究開発
部門とのお客様の声の共有開始

● 研究・開発段階からのお客様の声を活
かした課題解決の実現



海外を含めたサントリーグループ全体で、品質保証の徹

底に向けたしくみの構築・強化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・サービスの品質向上を追求し続けてきました。

2004年には、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」を制定し、お客様の夢と信頼にお応え

するために、全従業員が常に品質の維持・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、自らのグローバル展開の加速にと

もない、2013年にグループガバナンスを目的として品質マ

ネジメントシステム体系を再整備。「サントリーグループ品

質方針」のもと、商品・サービスの品質に関する規定化・標

準化を図るため、「サントリーグループ品質保証規定」を制

定するとともに、「サントリーグループ品質マネジメント規程」

を改定しました。

今後も、海外グループ会社の状況に合わせて品質マネジ

メントシステム体系の内容を充足させていくとともに、国内

外のグループ各社への周知を進めていきます。

グループ全体の品質保証を推進
「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、品質に関する重要戦略課

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

有しています。

■ 外食関連グループにおける品質保証活動強化

品質保証委員会の下に「外食品質保証委員会」を設置し、外

食関連グループ会社7社で、飲用時・飲食時品質の向上ならび

に重大トラブルの未然防止の取り組みや、発生した品質トラ

ブルとその再発防止の取り組みを共有しています。2013年は、

「アレルギートラブルの撲滅」を重要品質課題と定め、お客様へ

の情報発信など各社の業態に合わせた施策を推進しました。

■ 品質戦略部長による監査

サントリーグループは、グループ各社の課題と強みを明確

にしてグループ全体の品質保証力を向上させるため、品質

戦略部長による監査を実施しています。

2013年は、国内5社と

海外2社の監査を実施し、

各社の品質マネジメント体

制の把握と課題抽出を行

いました。

グループ全体の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、潜在的なリスクを抽出・低減する活動を推

進しています。2006年より、生産研究部門の経営層をはじ

め関連部門の責任者が一堂に会する会議を週1回開催す

るとともに、潜在的なリスク要因の変化を定量的に捉える

指標のモニタリングを実施しています。

■ サントリーブランド輸出時の品質保証ルールの策定

2013年に、国内で製造し、海外に輸出するサントリーブ

ランドに関して、品質保証項目と各部門の役割を定めた品

質保証ルールを策定しました。今後も、この品質保証ルール

の周知・徹底を継続していきます。

■ 海外用水品質保証の強化

2013年に、水の安全性確保に関する品質マネジメントガ

イドラインとその運用ルールを策定し、海外グループ会社で

の飲料・酒類製造用水の品質保証を徹底するしくみを構築

しました。
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グループ品質保証の推進

サントリーグループ品質方針
（2004年制定、2012年1月改定）

「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。

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。

安全・安心への取り組み

フルコア ウィリー工場の視察
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「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、

全従業員が常に品質の確保・向上に取り組んでいます。

すべてのプロセスにおけるお客様視点の品質保証

お届け

水

容器包装

原料

輸送

飲用

製造

景品

商品企画・開発

●「分析科学」「微生物保証」「生物安全」という3つの視点で製造・販売する原料・商品などの
　 リスク評価および安全性に関する分析・検査

調達

科
学
的
評
価
（
試
験
・
分
析
）

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

● 科学的な研究・調査、分析・試験による
　「安全性」「法規適合性」の確認

● 定期的な分析・検査
● 新たな水源の開発
● 国内外の水質の研究

● サプライヤーの評価・選定
● サプライヤーの品質監査

● 構成材料の法規適合性評価　
● 新しい容器の開発
● 性能・安全性評価

● 物流会社への品質に関する啓発活動
● 商品保管倉庫の設備・温度・安全衛生面のチェック

● 飲食店の店内の衛生管理や品質管理のサポート
● 樽生ビール取扱店などを対象にしたドラフトセミナー

● 専門チームによる安全性や機能性などの審査
● 景品制作会社との連携による景品製造工場の視察

● ISO9001認証、
　 HACCP（総合衛生管理製造過程）承認、
　 FSSC22000認証の取得
●「TPM（Total Productive Maintenance：
　 全員参加の生産保全）」の導入
● 容器や中味への異物混入、容器の傷、
　 中味漏れなどのチェック
● 入退室管理やカメラ設置などのフードディフェンス力強化

● 原材料から製造・流通工程に至る履歴を追跡できるよう
　 QRコードなどを用いたトレーサビリティシステムを活用

安全性科学センターでの
水の定期検査

生産地訪問
（アメリカ・フロリダ州）

研究開発

商品につけた景品の例

商品の外観チェック

ドラフトセミナー

お客様第一に安全・安心で健康に貢献する
高品質な商品・サービスの提供
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ステークホルダー・ダイアログ

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・広告表現については、品質保証本部

の中にある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は、原料を調査し、表示の要否を確認

しています。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20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。

Webサイト「サントリーの安全・安心への取り組み」では、

品質に関する取り組みをお客様にご理解いただけるよう、

さまざまな活動をわかりやすく紹介しています。2013年は、

新たなコンテンツとして、ものづくりに携わる「ひと」を紹介

する「ものづくりひとがたり」を公開しました。

自主回収について
品質保証の徹底に努めながらも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。2013年1月から

2014年5月にかけては、新聞への社告掲載を実施した自主

回収はありませんでした。

Webサイト「サントリーの安全・安心への取り組み」と
サイト内コンテンツ「ものづくりひとがたり」

適切でわかりやすい情報開示

サントリーグループの品質保証体制
品質保証の現場をご覧いただいた上で、
さまざまなご意見をいただきました。

サントリーグループは、品質保証
体制の継続的な改善・強化に向け
て、客観的な視点からのご意見を
いただくため、この分野で高い見識
をもつ高岡美佳氏をお招きして、意
見交換を行いました。

まずは、商品開発センターにある
品質保証の現場を見学いただきま
した。各担当者からそれぞれの取り
組みについて説明し、高岡氏から「こ

こまで徹底して取り組まれているんですね」と高い評価をいた
だきました。

その後、「すべてのプロセスにおけるお客様視点の品質保証」
「拡大するビジネス領域に対応した品質保証」の2テーマについ

て、ダイアログを行いま
した。そこでは、消費者
の「声」を起点とした品
質向上の取り組みや、
地域や業務領域の広が
りへの対応について評
価いただく一方で、消費
者の共感を得やすい情報発信のあり方や、高齢化をはじめとし
た社会環境の変化への対応などについて、貴重なご意見をい
ただきました。

今回のダイアログを通
じていただいたご意見・
ご指摘は、今後のよりよ
い品質保証体制づくり
に活かしていきます。

詳しい情報はWebサ
イトでご覧いただけます。

立教大学 経営学部 教授 
高岡美佳氏

http://www.suntory.co.jp/company/csr/dialogue/2014/quality/
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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として消費者室

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」
すべての従業員がお客様の視点で行動する企業風土の

醸成を目指す「お客様視点プロジェクト」を継続実施してい

ます。お客様から直接ご意見を伺う機会が少ない部門も含め、

お客様のさまざまな声から多様なニーズや期待を捉える

ことで、より信頼される商品やサービスの提供を目指してい

ます。また、商品開発時や容器・包装の変更時、キャンペーン

実施時にはお客様視点での事前チェックを実施しています。

全従業員を対象に研修プログラムを準備。「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、2013年も3,687名が参加しました。

お客様視点気づき講座 お客様視点体感プログラム

TOPICS

「料理天国」開栓後の取扱表記の改善

「いつ開栓したのか忘れてしまった」「開栓後は冷蔵庫で
保管するのですか」といったお客様の声から、料理ワイン「料

理天国」のラベルを改善。2013
年9月より「開栓日メモ欄」を新
設しました。また、「必ず冷蔵保
存し、できるだけ早くお使いく
ださい。」と追加表記し、開栓後
の取り扱いについてもお客様
によりわかりやすく変更しました。

お客様情報の流れ

お
客
様

品質改善・商品開発

対応

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

お問い合わせ
・ご意見

ご指摘

関連部署

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。

お客様コミュニケーション

お客様満足を実現するために

お客様のご意見を商品づくりに活用

お客様からのお問い合わせ・ご意見やご指摘の内容

情報の内訳

2013年実績：91,069件

お問い合わせ・
ご意見内容

お問い合わせ・
ご意見※2

84％

ご指摘※1

  16％

宣伝関連
5％

経営・
社会動向など

6％

購入方法
9％

販売活動
13％

製品関連
53％

キャンペーン
14％

開栓後はできるだけ
早くお使いください。

※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た幅広いご質問や

ご意見

必ず冷蔵保存し、
できるだけ早く
お使いください。

「料理天国（赤・白）」

お客様第一に安全・安心で健康に貢献する
高品質な商品・サービスの提供
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サントリーグループは、健康に留意されるお客様のニーズ

や嗜好にあった商品・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しています。

サントリーの研究・開発の歴史は、創業者・鳥井信治郎が

唱えた「品質第一」のもと、社長直属の試験所を設置した

1919年（大正8年）にさかのぼります。以来、ウイスキーや赤

ワイン、ビール、清涼飲料の開発をする上で、その原料であ

る植物が有する「ポリフェノール」に着目し、その有効性に

ついての研究を続けてまいりました。現在の多様な特定保

健用食品（トクホ）や健康食品は、このように営々と継続し

蓄積されたサントリーの基盤研究がもたらしたものです。

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、お客様

の健やかな毎日をサポートし、企業理念「人と自然と響きあ

う」の実現を目指します。

研究に基づく特定保健用食品を開発
「ウーロン茶特有の重合ポリフェノール」に脂肪の吸収を

抑える作用があるという研究結果をもとに開発された「黒烏

龍茶OTPP」や、血圧が高めの方に適した「胡麻麦茶」、脂肪

の吸収を抑える「ペプシスペシャル」や「ボスグリーン」、そし

て史上初めてケルセチン配糖体の脂肪分解作用を明らかに

した「伊右衛門 特茶」など、サントリーはさまざまな効能を

持った特定保健用食品（トクホ）を販売しています。多彩な

ラインアップでお客様の健康に貢献するほか、美味しく飲

めることを特に重視し、「健康」と「美味しさ」の両立を追究

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」の健

康効能を科学的に解明。1993年に健康食品第1号として

商品化しました。その後、ビタミンEやトコトリエノール、玄米

由来の成分「オリザプラス」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EX」を

発売しています。　

サントリーウエルネス（株）で

は、そのほかにもさまざまな健康

食品を販売しています。

サントリーグループでは、サントリーウエルネス（株）健康

科学研究所や、サントリーグローバルイノベーションセンター

（株）の研究グループを中心に、健康と美に役立つ素材を探

索し、その機能を科学的に解明、さらに商品開発部門と品

質保証部門と連携しながら特定保健用食品や健康食品を

開発しています。これらの関連部門が横断的に協働・連携し

ながらさまざまな研究・技術開発に取り組み、グループ全体

で新たな価値を創造し、お客様に提案していきます。

Webサイトや冊子を通じて、お客様にさまざまな情報を

お届けしています。

サイエンスに裏づけられた
サントリー独自の健康食品

健康情報を掲載
している冊子

Webサイト「商品情報」
サイト内コンテンツ

「トクホのススメ」

「日本人間ドック健診協会」推薦
サントリーのトクホ飲料

Webサイト
「サントリーグローバル
イノベーションセンター」

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。

健康で豊かな生活への取り組み

商品・サービスを通じた健康への貢献

お客様とのコミュニケーションを推進

健康に貢献するサントリーの研究開発体制
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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います。
「人と自然と響きあう」という企業理念のもと、環境経営を推進し、持続可能な豊かな地球環境を
次世代に引き継ぐことは、私たちの大切な責務です。
「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あり、
「水のサステナビリティ」実現のために、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を推進しています。
また、工場での省エネ・節水、容器包装の軽量化、自動販売機の省エネルギー化などを通して、
環境負荷を低減するさまざまな活動を続けています。

サントリーグループの環境経営により明確な方向性を与えるため、
2014年1月に「環境ビジョン2050」を策定し、「2020年目標」を掲げました。
「自然環境の保全・再生」「環境負荷低減」の2つの軸でグループ全体で環境経営を推進していきます。

→環境ビジョンについてはP11「特集1  “2050年のあるべき姿”を実現していくために」をご覧ください。

重点課題2 「水のサステナビリティ」と
環境負荷低減による自然との共生の実現

※1サントリーグループ売上高（2012年）の80％以上を占める事業会社群（海外を含む）　　※2 2007年における事業領域を前提とした原単位での削減

重点項目 中期目標 2013年度の実績 2014年アクションプラン

自然環境の
保全・再生

生物多様性の象徴である
野鳥の保護活動をグロー
バルに展開
● 国内すべての「天然水の
森」においてワシ・タカ類
の営巣・子育てを実現

●海外における野鳥保護活
動の支援

●国内すべての「天然水の森」における生物多様
性の向上に向けた鳥類および植生調査の実施

●「サントリー世界愛鳥基金」を通じた野鳥保護
活動強化の検討

●海外における野鳥保護活動支援策の検討
●Webサイトのスマートフォン対応やコンテンツ
（日本の鳥百科、バードウォッチング講座など）
の充実

●「天然水の森」における鳥類調査からの課
題整理と具体的活動の設定

●「サントリー世界愛鳥基金」を通じた野鳥保
護活動の強化

●海外における野鳥保護活動支援策の具現化
●Webサイトでの愛鳥活動に関する情報発
信の継続・強化

「天然水の森」の面積を
12,000haに拡大
●国内の自社工場で使用す
る地下水量を育む面積の
2倍に拡大

●中期計画に基づいた各種施業（間伐・作業道整
備・獣害対策など）の実行

●社会貢献の意味合いも含め、2020年までに「天
然水の森」の面積を12,000haにする方針を検
討・公表

●中期計画に基づいた各種施業（間伐・作業
道整備・獣害対策など）の継続実行

●「天然水の森」ごとの中長期ビジョンの確立
●「天然水の森」の面積12,000haに向けた具
体的検討

水の大切さの啓発と価値
の共有

●水
みず

育
いく

参加者拡大（「森と水の学校」1,700名、「出
張授業」11,400名）

●水
みず

育
いく

参加者拡大（「森と水の学校」3,000名、
「出張授業」15,000名）
●「出張授業」の実施エリアを愛知県にも拡大

環境負荷
低減

サントリーグループ※1の自
社工場での水使用を35％
削減※2

●グループ工場の水使用量のさらなる削減（原単
位：07年比21％削減）

●海外グループ会社の環境経営基盤構築に着手

●グループ自社工場の水使用のさらなる削減
（製造設備・容器の洗浄や冷却に使用する
水の削減）

●海外グループ会社の環境経営基盤構築の
継続

サントリーグループ※1のバ
リューチェーン全体のCO2
排出を24％削減※2

● バリューチェーン全体でCO2排出のさらなる
削減（原単位：07年比20％削減）

●海外グループ会社の環境経営基盤構築に着手

● バリューチェーン全体でCO2排出のさらな
る削減（容器軽量化、工場省エネ、国内最
小電力量の自動販売機の積極導入など）

●海外グループ会社の環境経営基盤構築の
継続
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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

という認識のもと、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、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ます。

ISO14001認証取得をグループで推進
事業活動と環境活動を一体化し、継続的に進化させていく手

法の1つとして、グループ各社では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進めてきました。すでに

国内のグループ会社※では統合認証取得を完了し、海外グルー

プ会社においても生産拠点を中心に認証を取得しています。

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、リスクの未然

防止に取り組んでいます。特に生産拠点では、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。

環境会計を導入しコスト効果を算出
サントリーグループでは、環境保全活動の効果を定量的

に評価するツールとして、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開示しています。（2013

年実績／環境投資額31億円、費用額105億円）

環境に関する情報の発信を通じた、ステークホルダーと

のコミュニケーションを大切にしています。Webサイト「環境

活動」では、環境への取り組みについて詳しい情報を紹介し

ており、定期的に情報を追加・更新することで、最新の情報

提供に努めています。

また、TVCM「サントリー天然水の森」（土づくり篇）は、環

境省および一般財団法人地球・人間環境フォーラムが主催

する「第17回環境コミュニケーション大賞テレビ環境CM部

門」において優秀賞を受賞しました。

環境コミュニケーション

新聞広告「サントリー天然水の森」 TVCM「サントリー天然水の森」
（土づくり篇）

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。

環境経営

※日本版SOX法対象のグループ会社

グループ全体で環境経営を推進 環境マネジメント

サントリーグループ環境基本方針
（1997年制定、2010年改定）

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。
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サントリーグループは、商品の製造段階で多くの良質な

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年から日本国内で行っています。

サントリーでは、この森づくりの活動を「天然水の森」と名

づけ、「水と生命（いのち）の未来を守る森」を目指して、基

幹事業として取り組んでいます。

「天然水の森」の活動目標
日本の国土の約7割は森林におおわれていますが、日本の

森の多くが健全な状態とはいえません。より健全な状態に

するために、サントリーは「天然水の森」において以下の森林

整備目標を設定し、地域の方々とともにさまざまな活動を

続けています。

科学的根拠に基づいた調査・研究
「天然水の森」を数十年先、百年先に理想的な森にするた

めには、地質・土壌・植生・林学・鳥類・昆虫・砂防・微生物

などの専門家による調査・助言が欠かせません。そこで、大

学などの研究機関と最先端の技術を活用した共同研究や

森林整備をエリアごとに行っています。

「天然水の森」の活動
森林整備人材の育成支援

日本全国の森を健全化するためには、「天然水の森」にとど

まらず、同様の活動を全国に広める必要があります。サント

リーは、効率的な施業技術や作業道づくりといった森の整備

に欠かせない技術やノウハウを伝承するために、「天然水の森」

をフィールドとして講習会や実践研修を実施しています。

森林が本来あるべき姿を回復すれば、そこに生育する動

植物相にも変化があらわれます。生態系ピラミッドの頂点に

位置するワシ・タカなどの猛
もう

禽
きん

類
るい

が営巣・子育てできる森は、

森林全体が健全でバランスのとれた生態系といえます。野

鳥調査を通じて「天然水の森」の自然を鳥類の目から見つめ、

生物多様性豊かな森づくりを目指しています。

野鳥は自然環境のバロメーターといわれています。野鳥を

保護することが人間や自然環境を守ることにつながるとの

考えから、サントリーグループは、1973年から野鳥保護の重

要性を社会と共有する愛鳥活動に取り組んでいます。

公益信託「サントリー世界愛鳥基金」
サントリーは愛鳥活動の一層の充実を図るため、創業90

周年記念活動の一環として1989年に公益信託「サントリー

世界愛鳥基金」を創設しました。これは野鳥保護を通じて地

球環境保全を推進するため、国内外の鳥類保護活動を資

金面から助成するものです。

1990年度の第1回から、2014年度の第25回までに延べ

275団体に2億9,920万円の助成を行い、大きな成果をあげ

ています。

生物多様性の保全

愛鳥活動

第25回公益信託「サントリー世界愛鳥基金」
助成金贈呈式

TOPICS

「天然水の森」（水源涵
かん

養
よう

／生物多様性の保全）
自然環境の保全・再生

サントリーグループの事業の生命線である「水」を守るため、「天然水の森」で水源涵養・生物多様性の保全を
行うとともに、自然との共生の意義を社会と共有するため、「愛鳥活動」「水

みず

育
いく

」にも取り組んでいます。

「天然水の森」の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、2013年10月に「水科学
フォーラム2013」を開催しました。多彩な分野の専門家の方々
をお招きし、研究内容や今後の活動方針などを総合的に報
告・討論いただきました。

1． 水源涵養林としての高い機能をもった森林

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

「水のサステナビリティ」と
環境負荷低減による自然との共生の実現

27 Suntory Group CSR Report 2014



白州蒸溜所バードサンクチュアリ
愛鳥活動を始めた1973年に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）」を山梨県・白州蒸溜所に開

園しました。

豊かな森といくつもの清流に恵まれた白州蒸溜所周辺は、野鳥

の渡りの中継点です。バードサンクチュアリでは、鳥たちがすみや

すい森づくりをするとともに、定期的な探鳥会や巣箱掛けなどの

活動が、お客様や地域の方々 と一緒に継続的に行われています。

さまざまな啓発活動を実施
多くの方に野鳥に親しんでもらえるよう、Webサイトや

ツールを通じて、さまざまな情報を発信しています。

Webサイト「日本の鳥百科」では、解説付きのイラストで

鳥を知るだけでなく、鳥たちの楽しい鳴き声を聞くことがで

き、野鳥をより身近に感じることができます。

Webサイト「バードウォッチング講座」では、「天然水の森」

など豊かな自然を舞台に野鳥を観察するヒントや注意点を

紹介しているほか、珍しい野鳥にも出会うことができます。

バードウォッチングを楽しく実施するためのリーフレット

「身近な鳥たち そのやさしい見分け方」や、身近に鳥を呼ぶ

ための「エサ台・水場・巣箱のやさしい作り方」リーフレット、

ポスターなども作成しています。

水の恵みを生かした商品をお客様にお届けする企業とし

て、貴重な水資源を未来に引き継ぐため、子どもたちにサン

トリー独自の環境教育「水育」を展開しています。

次世代環境教育「水育（みずいく）」

水育「森と水の学校」
「森と水の学校」は、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プ

ログラムです。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「水を育む森や自然

の大切さ」を体感します。2004年に開校し、2013年までに

約15,000名の親子の方

にご参加いただきました。

なお、「森と水の学校」

は環境教育に関わる地

元の講師と協力し、プロ

グラムの企画・運営を

行っています。

水育「出張授業」
小学校4・5年生を対象に、小学校で先生方と一緒に行う

授業です。映像や実験を通して、自然のしくみや大切さを学び、

未来に水を引き継ぐために何ができるのかを考えます。首都

圏と京阪神、天然水工場のある山梨県、鳥取県、熊本県で実

施しており、2013年まで

に約780校、約60,000

名の児童の皆さんにご

参 加 いただきました 。

2014年からは、実施エ

リアを愛知県にも拡大

しています。

オオルリ バードサンクチュアリでの巣箱掛け

Webサイト「バードウォッチング講座」より 啓発リーフレット

水育「森と水の学校」

水育「出張授業」

参加者数（累計）
（名）

’09 ’10 ’11 ’12 ’13

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

0
’08’07’04 ’05 ’06

阿蘇校
開校

7月に
10,000名突破

奥大山校
開校

白州校
開校

約15,000名

参加者数（累計）
（名）

’09 ’10 ’11 ’12 ’13
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0
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30,000名
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サントリーグループの工場では、商品の原料としてだけで

なく、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、できる限り使う水を少

なくする（Reduce）、繰り返し使う（Reuse）、処理をして再生

利用する（Recycle）、「水の3R」を徹底し、2020年目標であ

る「サントリーグループ※1の自社工場での水使用を35％削

減※2」の達成に向けて活動を強化しています。2013年は、

工場での節水活動により、水使用原単位では2007年比

21％の削減となりました。

水使用量の削減のため「水の3R」を徹底
業界トップレベルの水使用量の原単位を達成

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、水使用原単位で業界トップレベルを達成しています。

排水管理の徹底
サントリーグループでは、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け、

排水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、下水道や河川へ放流

しています。その際、測定装置による常時監視と検査員によ

る日々の水質点検などを実施しています。

バリューチェーン全体での環境負荷低減
環境負荷低減

サントリーグループは、工場での節水・省エネ、容器包装の軽量化、省エネ型自動販売機の設置など
バリューチェーン全体での環境負荷低減に取り組んでいます。

※1サントリーグループ売上高（2012年）の80％以上を占める事業会社群（海
外を含む）

※2 2007年における事業領域を前提とした原単位での削減

※ 製造工程で使用する水を冷却水や洗浄水など5つのグレード（清浄度）に
分類し、高いグレードが要求される用途から次のグレードでまかなえる用
途へ段階的に再利用を図る技術

※ 微生物（嫌気性菌）を用いて汚濁物質を分解する処理方法

事業活動と環境負荷の全体像（対象期間2013年1月1日〜12月31日、国内生産拠点（委託先を除く））

容器のリユース・
リサイクルの推進

INPUT OUTPUT事業プロセス

調　達

消　費

生　産

物　流
● 大気排出 ・CO2

 ・NOx
110千t

288t

● 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

16,830千m3

45t
342千t

2t
139t

266千t

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

7,471百万本
316百万本

2,479百万本
1,997百万本
2,679百万本

● 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

404千t
107千t
41千t
65千t
70千t
99千t
22千t

423千t

● 用水

● 電気

● 燃料（原油換算）

21,562千m3

299百万kWh

109千kℓ

生産量 
（酒類・飲料）

4,169千kℓ

※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GHGプロトコル2007年CO2排出係数を使用

水使用量（国内24工場）

’07 ’10 ’11 ’12 ’13

（千m3） （m3/kℓ）
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

0

15.0
12.0
9.0
6.0
3.0
0

7.0 5.9 5.8 5.6 5.2

■使用量 原単位

20,427 20,186 20,879 21,395 21,562

「水のサステナビリティ」と
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商品開発・製造から物流、販売に至るまで、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。新たに2020年目標として設定した

「サントリーグループ※1のバリューチェーン全体のCO2排出

を24％削減※2」の達成に向けて、活動を強化していきます。

2013年は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むとともに、購入したCO2

排出権によるオフセットも行い、CO2排出原単位では2007

年比20％の削減となりました。

生産での取り組み
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しています。稼動状況を一元的に

記録・管理し、生産工程での省エネ活動に活用しているほか、

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。国内工場での活動は、定期的に開催されるエンジニアリ

ング担当者会議などで共有し、水平展開しています。

国内工場において、2013年は、生産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、

CO2排出量・CO2排出原単位ともに減少しました。

バリューチェーン全体でのCO2削減
■�再生可能エネルギーの活用推進

サントリーグループの工場では、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。

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、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

を年間約205トン削減できています。

また、サントリープロダクツ（株）榛名工場とサントリービー

ル（株）九州熊本工場では、2014年内の稼動開始に向けて

ソーラーフロンティア（株）により屋根や敷地の一部に大規

模太陽光発電所の設置が進められています。（一部稼動済み）

物流での取り組み
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。モーダルシフトや車両の大型化の推進とともに、

貨物や運送場所に対して最適な車両の組み合わせとルー

トを計算する自社開発の「統合配車®システム」を導入し、

トラックの台数および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し、1台

の車両に複数の企業の貨物を組み合わせることで、輸配送

時のロスを減らしています。

※1サントリーグループ売上高（2012年）の80％以上を占める事業会社群（海
外を含む）

※2 2007年における事業領域を前提とした原単位での削減

※ 2013年度より電気由来のCO2排出係数を変更しており、2012年度以前
の排出量・原単位に変更が発生しています。

※ 2014年4月末現在、自家消費用として

輸配送時におけるCO2排出量（国内事業）

（千t） （t/千kℓ）
240
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0
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■排出量 原単位CO2排出量（国内24工場）※
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容器包装における3Rの推進
サントリーグループは、3R（Reduce・Reuse・Recycle）の考

え方のもと、環境に配慮した容器包装を開発しています。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、軽量化をはじめ、より環境負荷の少な

い素材の採用、リサイクル処理しやすい設計に取り組んで

います。

■�PET樹脂の国内水平循環「リペットボトル」

2011年、サントリー食品インターナショナル（株）は、協栄

産業（株）と恊働で、国内飲料業界で初めてペットボトルの

B to B※1メカニカルリサイクル※2システムを構築しました。

約1年間の運用結果をふまえて、再生PET樹脂の使用量を

50％から100％へと拡大。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％※3削

減しました。

自動販売機の省エネルギー化
サントリーの自動販売機の主な特長

消費電力量国内最小※自動販売機の導入など、省エネルギー化を推進しています。

そのほかにも、リサイクルペットボトルを原料にした商品

ラベルなど、イノベイティブな3Rを推進しています。

詳細はWebサイト
http：//www.suntory.co.jp/company/csr/
environment/resources/recycle/

WEB

最新の取り組みについてはP11「特集1  “2050年のあるべき姿”を実現していくために」をご覧ください。
※ 2014年4月現在国内主要自動販売機メーカーの主要セレクションである「25セレクション」において

ヒートポンプ機能
冷却庫室で発生した熱を回収し、加温庫室
で活用しています。

学習省エネ機能
販売数量や商品温度を把握し、電力消費を
抑制します。

発光ダイオード（LED）照明
消費電力の少ないLED照明を採用して
います。

調光機能
照明の明るさを50％に調光する機能を導入
しています。

フロン対策
オゾン層を破壊しないように、地球温暖化係数
の低い冷媒（CO2,R-1234yf）を使用しています。

自動販売機部品リユースの取り組み
回収した自動販売機の部品を再び自動販売機の部品
として活用するために、部品のリユースに向けた技術開
発ならびに、リユース部品の管理システムの開発を進め
ています。

ピークカット機能
夏季の電力消費ピーク時、最大11時間の冷
却停止で電力使用を平準化します。

真空断熱材の使用
温かさ・冷たさを逃さず効率よく
エネルギーを使用します。

ゾーンヒーティング・冷却
販売直前の商品のみを冷やす・温めることで
消費電力を削減します。

24時間消灯の推奨
屋内設置自動販売機の24時間消灯や、屋外設置自動
販売機の昼間消灯の推進により、2020年に電力使用
量を約50％（2005年比）削減することを業界として目指
しています。

※1 B to B：「ボトル to ボトル」の略で、ペットボトルをリサイクルして新たな
ペットボトルに再生すること

※2メカニカルリサイクル：マテリアルリサイクル（使用済みの製品を粉砕・洗
浄などの処理を行い、再び製品の原料とすること）で得られた再生樹脂
をさらに高温・減圧下で一定時間の処理を行い、再生材中の不純物を
除去し、飲料容器に適した品質のPET樹脂とする方法

※3バージン樹脂との比較

ペットボトルの
精製プロセス

メカニカルリサイクル

熱・真空等による除染 洗浄 粉砕

ペットボトル

石
油

P
E
T
粗
原
料

PET樹脂 プリフォーム

「水のサステナビリティ」と
環境負荷低減による自然との共生の実現
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■�容器リサイクルで業界・自治体と連携

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。

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。

2013年は、国内工場から発生した副産物・廃棄物は合計

234,214トンとなり、前年より総量は1％増加しましたが、原

単位では7.5％削減しました。また、再資源化率は100％を

維持しています。

廃棄物の削減と再資源化の推進

嫌気性排水処理設備による汚泥削減
サントリーグループの工場では、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処理法に比べて汚泥発生量を大幅

に減らすことができます。工場では、その処理で発生するメ

タンガスを燃料に活用しています。

電子マニフェスト導入による法令遵守の徹底
産業廃棄物を適切に管理するシステムを一新し、2013

年から生産工場および研究センターなどに電子マニフェス

トをベースにした管理システムを導入しました。新システム

導入により、法令遵守の徹底と作業効率の向上を推進して

います。

副産物・廃棄物の排出量（国内24工場）

（千t） （kg/kℓ）
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■排出量 原単位

容器リサイクル率
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促進協議会HP

※2・3 スチール缶リサイクル
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※4 PETボトルリサイクル
年次報告書

ペットボトル※4

（市町村＋
事業系回収率）

スチール缶※3
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アルミ缶※2
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工場排水

工場排水
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（ウイスキー）

生産の各工程で発生する副産物・廃棄物の再利用の流れ
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、商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。
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サントリーグループは、事業で得た利益は「事業への再投資」や「お得意先・お取引先へのサービス」として

活用するだけでなく、「社会への貢献」にも役立てたいという創業者・鳥井信治郎の「利益三分主義」の精神を、

世代を超えて受け継いでいます。

創業以来、その時々の社会課題をふまえながら、社会福祉・教育・災害支援などの地域貢献から、

芸術・学術・地域文化の振興、スポーツ支援、次世代育成などに至るまで、

多様な文化・社会貢献活動に取り組んできました。

そして、事業活動のグローバル化が進展する中、持続的な成長を目指すためには、

お客様・お取引先・従業員をはじめとする世界中のステークホルダーとの共生を図っていくことが

ますます重要になっています。

サントリーグループは、世界各地のグループ会社との連携をさらに深め、

「文化・スポーツ」「次世代育成」「社会福祉」の分野を中心に、

各国・各地域の実情に沿った活動を推進し、生活文化の豊かな発展と次世代育成に貢献していきます。

重点課題3 「利益三分主義」に基づく生活文化の
豊かな発展と次世代育成への貢献

重点項目 中期目標 2013年度の実績 2014年度アクションプラン

東日本大震災の
復興支援

自治体・NPOなどと連携した
復興支援活動強化

●25億円を追加拠出し、「漁業の復興」「未来
を担う子どもたち」「文化・スポーツ」の支援
を拡充して実施

●20億円を追加拠出し、支援活動を継続
するとともに、新たに「障がい者スポーツ」
への取り組みを開始

社会貢献活動の
グローバル展開

事業進出エリアにおける社会
貢献活動の推進

●東南アジアで、現地NPOとともにニーズ・
実情の把握

●東南アジアにおける社会貢献活動の開始

次世代育成支援
文化・スポーツ活動を通じた
次世代育成支援強化（2015
年参加者目標100,000名）

● 文化・スポーツ活動を通じた次世代育成
プログラム提供（参加者73,000名）

● 文化・スポーツ活動を通じた次世代育
成支援プログラムへの参加者拡大（目標
113,000名）
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　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・遊歩道を開放するなど、

地域交流の場を提供しています。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。

工場見学を通じてお客様と対話
美味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、

工場見学や特別セミナーを実施しています。

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

美化に取り組んでいます。2013年の「東京ベイ・クリーンアッ

プ大作戦」（2003年から協力・協賛）には、従業員および家

族も参加し、住民や近隣企業の方々とともに前年の2倍に

あたる約200kgのごみを回収しました。

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。（東日本大震災の復興支援活動につい

ての詳細は、P15-16を参照）

災害時に飲料を無料提供
サントリーフーズ（株）では「緊急時飲料提供ベンダー（自

動販売機）」を開発し、設置を進めています。普段は通常の

自動販売機同様に飲料を販売し、災害発生などの緊急時

には無料で飲料を提供。電源が落ちた場合でも、簡単に飲

料を取り出せます。2011年3月の東日本大震災時にも、多

くの方々に活用いただきました。2013年は、行政施設や病

院などを中心に設置をすすめ、2013年末現在、業界最多の

約12,000台が

全国に設置され

ています。このタ

イプの自動販売

機を、今後も積

極的に投入して

いきます。

サントリーグループでは従業員が積極的に社会貢献活動

に参加できるよう「ボランティア休暇制度」を設けています。

2013年は37名の従業員がこの制度を利用し、さまざまな

活動に参加しました。また、「邦寿会」の老人ホームでの窓拭

きや草取りなどを行う社内ボランティアや、事業所内で就

業時間外に参加できるプログラムを企画するなど、従業員

のボランティア活動を促進する取り組みも行っています。

全国の事業所での美化活動を実施

工場見学実施や従業員参加による美化活動、災害被災地への支援など、
地域に根ざした貢献活動を幅広く展開しています。

地域に根ざした貢献活動

工場周辺地域との共生 災害被災地への支援

従業員のボランティア活動を支援

ビール工場での特別セミナー

緊急時飲料提供
ベンダー

天然水工場での工場見学

武蔵野ビール工場の従業員・
家族による多摩川清掃

社内でのボランティア体験

東京ベイ・クリーンアップ大作戦

「邦寿会」での清掃作業
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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

れない境遇におかれた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、

現在、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月に

大阪市から受託）、「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。「サントリー美術館」「サントリーホー

ル」をはじめとした文化施設の運営など、さまざまな芸術文

化支援に力を注いでいます。

また、芸術文化の振興だけでなく、人文・社会科学の学術

研究助成や、生物有機化学の研究活動の推進も行っていま

す。こうした活動を通じて、次代を担う国際的人材の育成

も目指しています。

創業時から続く社会貢献の歴史

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
サントリーの芸術分野における活動を統合し、2009年に設
立しました。ユニークかつ多彩な事業を通じ、日本の音楽・美
術文化のさらなる普及と発展への貢献を目指しています。

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。2007年に
は東京ミッドタウンに移転し、

「美を結ぶ。美をひらく。」を掲
げて、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。年間
550を超える公演に60万人近
くのお客様が来場され、世界の
一流演奏家による公演ととも
に、オリジナル企画の主催公
演も多数開催しています。

音楽事業
1969年に音楽財団として設
立以来、優れた業績をあげた
個人または団体を顕彰するサ
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
曲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、
国際的・学際的な研究助成な
どにより、社会・人文科学と
地域文化の振興に取り組ん
でいます。

● 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。生物有機化学を基盤とする研究活
動のほか、奨励助成事業も行っています。

豊かな生活文化に貢献

「高殿苑」と「つぼみ保育園」での交流「どうみょうじ高殿苑」

「利益三分主義」に基づく生活文化の
豊かな発展と次世代育成への貢献
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「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」。ともに「歌う」喜

びやクラシック音楽の素晴らしさを感じられる機会として、

小学生からシルバー世代まで幅広い年代の方々が参加して

います。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。

31回目を迎えた2013年も、一昨年・昨年に引き続き、

東北会場と中継を結び、両会場あわせて11,000名が「歓喜

の歌」を高らかに響かせました。

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。

サントリーグループでは、子どもたちがスポーツ・音楽・美

術・環境教育などの分野で、本物や一流に触れる機会を提

供し、豊かな個性・人格形成を支援しています。

次世代の演奏家・聴衆を育成
「サントリーホール」では、子どもたちに一流音楽家による

本物の生演奏を聴いて感動を経験してほしい、生活の中に

クラシック音楽を取り入れてほしいという考えのもと、さま

ざまな次世代育成プログラムを企画・運営。アメリカのカー

ネギーホールと連携し、3〜6歳の子どもたちが生演奏を間

近で聴く「カーネギーキッズ at サントリーホール」や、日本初

の子どものためのオーケストラ定期演奏会「こども定期演奏

会」を開催しています。

そのほかにも、若手演奏家をウィーン・フィルメンバーが

直接指導する「ウィーン・フィル首席奏者によるマスターク

ラス」、演奏家や音楽業界での活躍を目指す若い学生を対

象にした「レインボウ21」などのプログラムを実施しています。

美術に親しむ機会の提供
「サントリー美術館」では、次世代に向けた教育普及活動

に積極的に取り組んでいます。中学生以下は入館料を無料

としているほか、鑑賞支援ツール「おもしろびじゅつ帖」を無

料配布しています。また、お客様と美術館をつなぐ「エデュ

ケーション・プログラム」として、展覧会ごとに親子ワーク

ショップ、体験型ミニレクチャーを開催しているほか、毎週

土曜日にはスライドを使ったわかりやすい展示解説「フレン

ドリートーク」を実施。さらには、展覧会に関連する記念講

演会や特別公演なども開催しています。

サントリー1万人の第九

「夢」と「感動」を伝えるスポーツ活動

次世代育成支援を強化

バレーボール部「サンバーズ」ラグビー部「サンゴリアス」

こども定期演奏会カーネギーキッズ2013

おもしろびじゅつ帖
（撮影：御厨慎一郎）

フレンドリートーク
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サントリーグループは、「やってみなはれ」に象徴される“チャレンジ精神”をもとに

酒類や清涼飲料にとどまらず、健康食品・外食・花などさまざまな事業分野を開拓しながら、

グローバルな事業展開を加速しています。

人材の多様性を推進し、多様な価値観や発想を取り入れ、活かすことにより、

より大きな価値を創出する「ダイバーシティ経営」を人事の基本方針としています。

現在のサントリーグループにとって最も重要な課題は、新たな価値創造に挑戦する「人材育成」と

従業員一人ひとりが最大限に力を発揮する、創造性あふれる「職場環境づくり」です。

上司と従業員の定期的な対話を通じて、

個々人の果たすべき役割・目標を設定するとともに、個々の成長につなげています。

また、失敗をおそれず、より高い目標にチャレンジする人材を評価するしくみも構築しています。

重点課題4 「やってみなはれ」を発揮できる人材育成と
ダイバーシティ推進

※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）、サントリースピリッツ（株）、
サントリービール（株）、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）、サントリービジネスエキスパート（株）、サントリーグローバルイノベーションセンター（株）
などに勤務し、サントリーホールディングス（株）またはサントリー食品インターナショナル（株）と雇用契約を結ぶ社員6,283名を対象とします。（2013年12月31日現在）

重点項目 中期目標 2013年度の実績 2014年度アクションプラン

人権の尊重
人権尊重を第一とする組織風
土の醸成とグループ全体での
人権マネジメントのしくみ構築

● 外部の意見を取り入れながら、人権リスクマッ
プを作成

● 人権リスクマップの経営者への
レビューを実施、関係各部と共有

人材育成
人材育成システムのしくみ強化
と従業員の「やってみなはれ」の
促進

● 一人ひとりの中長期キャリアを考えるしくみを
導入（「キャリアビジョン」など）

●「やってみなはれ」を促すしくみ「チャレンジ目標」
を導入完了

●海外との人材交流規模拡大（アンバサダープロ
グラムを11社23名が受講）

●各拠点で中長期キャリアに関す
る新たなしくみを紹介する説明
会を実施

●アンバサダープログラムを継続
し、国内外の人材交流を促進

ダイバーシティの
推進

多様な価値観や発想を受け入
れ、活かすことにより、より大き
な価値を創出するダイバーシ
ティ経営の実現

●「一人ひとりの考動革新」を支える現場マネ
ジャー（全課長層）研修を実施

●さらなる女性の活躍躍進に向け、女性管理職
全員のヒアリング等から課題化を完了

●65歳定年制の導入を完了。ライフキャリアの
サポート施策を開始

●シニアのさらなる活躍に向けた
サポート強化

●女性の一層の活躍推進に向け、
女性フォーラムの開催など、取
り組みを強化

●グループ全体での障がい者雇用
の推進強化

ワークライフ
バランスの推進

働き方の革新と一人ひとりが
能力を発揮できる職場づくり

●従業員一人ひとりの労働時間マネジメントの運用
●プレミアムタイムの実施継続、情報・好事例共
有のしくみ導入

●マネジャー層の考動変革を促す
しくみの導入

●労働時間マネジメントのしくみ
強化
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サントリーグループの人事制度は、従業員一人ひとりの

能力の開発・発揮に主眼をおき、それぞれの能力の発展段

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。

● 従業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

● 会社は従業員に対して能力・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、従業員一人

ひとり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。上司が「フィードバック面接」で評価結果を

伝えるとともに、期待している点や不足している点を話し合

い、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、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。

「チャレンジ目標」の導入
2013年から「チャレンジ目標」を導入しています。通常業

務に加えて、より難易度の高い、意欲的な目標を各自が設

定することで、サントリーグループのDNA「やってみなはれ」

の風土をより強化していきます。

「キャリアビジョン」の導入
2013年秋に、一人ひとりの育成と適材適所の配置を目的

とした「キャリアビジョン」を新設しました。従業員が記入した

「キャリアビジョンシート」を元に、長期的な「なりたい姿」とそ

の実現に向けた取り組みについて、マネジャーと話し合います。

サントリーグループが真のグローバル企業として飛躍する

ためには、従業員一人ひとりがグローバルに活躍できる人材

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

人材育成を主眼に評価・処遇制度を構築

公正で納得性の高い評価を実施

グローバル人材の育成

従業員数
SHD SBF 合計

男性 37 17 54

女性 2 0 2

役員 39 17 56

男性 1,309 634 1,943

女性 132 29 161

マネジャー相当職 1,441 663 2,104

男性 2,393 704 3,097

女性 931 151 1,082

メンバー相当職 3,324 855 4,179

社員 4,765 1,518 6,283

男性 389 54 443

女性 93 15 108

契約社員等※ 482 69 551

派遣社員 566 44 610

平均年齢・平均勤続年数
平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

男性 女性 男性 女性
SHD 38.8 37.1 15.7 14.2
SBF 41.3 34.0 17.7 11.3

事由別退職者数・離職率
SHD＋SBF

定年 47
自己都合 33
会社都合 0
役員就任ほか 19

合計 99
離職率 0.53%

新卒採用者在職率
通過年 SHD

0 100
1 100
2 99
3 98
4 97
5 96

（名・%） （％）

採用人数
新卒 経験者

男性 女性 男性 女性
SHD 66 45 23 15
SBF 22 10 1 12

（名）

※ 契約社員等：嘱託社員およびアルバイト
※ SHD：サントリーホールディングス（株）
※ SBF：サントリー食品インターナショナル（株）

※ 2006〜2008年新卒者を対象に
計算

（名）

雇用・就業状況データ（2013年）
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に成長することが重要です。そのため、まずは国内で働く従

業員を対象とした制度を整えています。

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

導入しています。2013年は、97名の応募があり、現在21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「キャリアチャレンジ」では、1年間の学びを

アウトプットする場として海外研修を実施。2013年には、「事

業展開の提案」を題材としてミャンマーに赴き、8日間のフィー

ルドワークを行いました。

海外からのインターンシップ受け入れ
2013年から、海外の学生を対象としたインターンシップ

の受け入れを実施しています。

初年度はインドの学生を受け

入れ、工場での生産現場体験

や課題分析による改善提案を

実施しました。

サントリーグループは「日本で、世界で、従業員がもっとも

成長できるグループへ」をメッセージに掲げ、「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

のステージごとに「求められる姿」「発揮してほしい力」「従業員

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。

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し、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実施しています。入社4年次・10

年次は全員に、40代は応募型でキャリアワークショップを実施。

65歳定年制のもと、50代でのメニューも充実させています。

適材適所の実現に向けた取り組み
「キャリアビジョン」での上司との面談（年1回）をはじめ、

「社内公募制度」や「キャリアチャレンジ」を通じて、従業員の

自律的なキャリア形成を支援しています。また、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するほ

か、4年次、9年次の従業員に対しては人事部との個別面談

も行っています。

自己啓発支援プログラムを整備
従業員の自己啓発を支援する約390種類のプログラム

「SDP（Suntory Self-Development Program）」を用意してい

ます。国内グループ会社の従業員は、誰でも共通のプログラ

ムを受講することができます。

キャリア支援企業表彰を受賞
従業員のキャリア形成を積極的に支援する企業をたたえ

る「キャリア支援企業表彰2013」（主催・厚生労働省）におい

て、サントリーホールディングス（株）が厚生労働大臣表彰企

業に選定されました。

従業員の意識や会社の風土を調査
「キャリアビジョン」での面談では、従業員の現状や仕事

に対する意識も確認しています。また、「従業員意識調査」

でも、職場で働く従業員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。
従業員のキャリア開発を支援

育成制度
名称 内容

グローバルリーダー
シップ研修

サントリーグループのグローバルな成長
を牽引する人材の育成

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

2013年度の仕事に対する意識

仕事への
やりがい

仕事への満足

感じる
45.6％

比較的感じる
34.3％

感じない
0.7％

ない
1.2％

あまりない
4.3％

普通
25.3％

普通
16.7％

ある
23.6％

比較的ある
45.6％

あまり
感じない
  2.7％

インターンシップでの様子

「やってみなはれ」を発揮できる人材育成と
ダイバーシティ推進
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新たな価値を絶えず創造していくためには、国籍や年齢

などにとらわれることなく、多様な人材、多様な価値観を積

極的に取り入れ、活かすことが重要であるとの考えのもと、

2011年にダイバーシティ推進室を設置し、「従業員の属性

の多様化を図り、特性や個性を活かす組織づくり」を推進

しています。2012年には、ダイバーシティ経営の実現に向け

た4つの重点領域を設定しました。

また、2013年春には、全課長を対象とした研修を実施。

「Change Management」をテーマに、体感型ロールプレイや

ディスカッションを通じて、「従業員一人ひとりが最大限に

持てる力を発揮するにはどのようなマネジメントが必要なの

か」について考動変革を促しました。

従業員参画型のさまざまな活動を展開
「子育て」「営業部門の女性」「短時間勤務者」などの従業

員参画型プロジェクトを設けて課題抽出を行い、経営層へ

の答申を経て制度などの実現につなげています。

また、従業員が身近な事柄や話題を通じて働き方を考え、

自ら「考動」革新を起こす機会となるよう、「ダイバーシティ

セミナー」をシリーズで展開しています。

サントリーグループでは、2025年に女性管理職20％達成

を目指しています。2013年、ダイバーシティ推進室が中心と

なり、女性管理職全員へのアンケートと、女性管理職や男

性役員などへのヒアリングを実施。その結果から抽出した

課題をふまえ、研修やガイダンスなどを通じて、中長期視点

からのキャリア形成や業務に対する意識向上を図りました。

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。新卒・経験者それぞれに障がい者

の方の専用窓口を設けるほか、ハローワークとの連携も図っ

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年からはグループ合同での就職ガイダンスを開

催しています。

シニア層の経験や高いスキルを活用して活躍の場を広げ

るとともに、60歳以降の従業員の就労ニーズに応えるため、

2013年4月から65歳定年制を導入しました。60歳到達時

の資格・役割に応じて、3つの資格（エキスパート資格、メン

バー資格、サポート資格）のいずれかを担います。なお、60歳

以降も目標管理制度に基づく成果評価と考動評価を実施

しています。

TOPICS

「アンバサダープログラム」を実施

2012年から、グローバルな人材交流を目的に、海外グルー
プ会社の従業員が日本を訪れてサントリーグループのDNA
を学ぶ「アンバサダープログラム」を実施しています。プログラ
ム終了後は、参加者が各社に戻り、“伝道師”としてサントリー
グループのDNAを伝えます。
2013年は、インドネシア、ベ
トナム、ニュージーランドな
ど11社から23名が日本を
訪れました。2014年は、海外
でのプログラム実施を予定
しています。

ダイバーシティの推進
多様な従業員が「やってみなはれ」を発揮できるよう、
従業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。

ダイバーシティの推進を加速 障がい者雇用を促進

女性の活躍を推進

65歳定年制を導入

女性の登用状況
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0
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91

■女性管理職数

（名）
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障がい者雇用数と雇用率

（名） （%）

■障がい者の在籍者数
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障がい者雇用率
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SHD

’13

1.72 1.81 1.82 1.94

80

2.16

7570 75 78

SBF

2.04

31

サントリーホールでの記念撮影
※ 2012年まではサントリーホールディングス（株）のみで掲載しています。

※ 2012年まではサントリーホールディングス（株）のみで掲載しています。
※ SHD：サントリーホールディングス（株）
※ SBF：サントリー食品インターナショナル（株）
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労使が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、ゆとり拡大や生産性向上のための業務見直

しなどを強化するとともに、労働時間の適正化に関する施

策や情報を「労働時間ハンドブック」にまとめ、周知を図って

います。

また、年次有給休暇の取得率向上に向けた「計画年休制度」

も導入しています。（2013年取得率51.8％）

サントリーグループでは、生産性高く働き、質の高い成果

を生み出し、新たな価値創造につなげること、また多様な従

業員がいきいきと働けることを目的とし、ワークスタイル革

新に取り組んでいます。

2010年より、時間と場所の制約を取り払い、よりフレキ

シブルな働き方を目指してフレックス勤務やテレワーク勤

務※を拡大しています。また、営業活動でのスマートフォンの

活用など、ITを活用した新しい働き方も浸透しています。

2012年12月からは、さらに創造的な、サントリーグルー

プらしいワークスタイルに変革していくための取り組みとし

て、現場体感や本質を考え抜くための「プレミアムタイム」の

設定や、情報の洪水を防ぐための「メール発信ルール」の導

入などを実施しています。

さらに、2013年4月には、研究開発の新会社であるサント

リーグローバルイノベーションセンター（株）の発足に伴って

同社に裁量労働制を導入し、研究開発業務に適したワーク

スタイル革新に取り組んでいます。

サントリーグループは、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。

仕事と育児・介護の両立を支援
出産・育児支援については、育児休職や短時間・時差勤務

制度などを導入し、法定を上回る対象期間を設定しています。

2013年は、育児休職を新たに108名が活用し、取得率・復

職率はともに100％、年間で取得した人数は174名でした。

そのうち男性は35名が取得しました。これは、男性の育児休

職率向上を目的に育児休職を一部有給化した制度を利用

したものです。また、短時間・時差勤務制度は127名が活用

しています。

介護に関する制度も、2011年に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

を緩和するなど、拡充を図っています。

※ テレワーク勤務：在宅勤務など、事業所外での勤務のこと

労働時間の適正化 ワークライフバランスに配慮して従業員を支援

ワークライフバランスの推進
多様な従業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。

ワークスタイルの革新

年間総実労働時間
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0

年間労働時間（時間）

■所定内労働時間-休暇取得時間　■所定外労働時間

’09 ’10 ’11 ’12

2,001

272

1,999

268

1,7291,729 1,7311,731

2,005

269

1,7361,736

’13

2,012 2,005

277

1,7351,735

270

1,7351,735

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

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

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

育児・介護以外も利用可

介護事由
発生介護 3年 9年

満1歳の
誕生日

1年 10年

女性のみ

女性のみ

女性のみ

女性のみ

※ サントリーホールディングス（株）のみの数字です。

「やってみなはれ」を発揮できる人材育成と
ダイバーシティ推進
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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。2013年の労働災害

発生件数は、サントリーホールディングス（株）が15件で度

数率※1は0.31、強度率※2は0.003、サントリー食品インター

ナショナル（株）が3件で度数率0.00、強度率0.000でした。

今後も、業務時・通勤時の安全対策強化と、従業員の意識

向上に努めていきます。

従業員の身体と心の健康に配慮し、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歳以上の従業員には、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（費用は原則

全額会社負担）。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ています。

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）」を導入し、従業員が日々の

生活を見直し、改善していくためのきっかけを提供していま

す。40歳以上の特定健診および特定保健指導についても、

健康保険組合と協力して実施を進めています。

メンタルヘルス疾患の予防と早期発見のため、従業員本

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ふまえた提言を受け、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

ています。2013年は約40回の協議会を実施しました。

TOPICS

※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

労働安全への取り組みを推進

メンタルヘルスへの取り組み

働きやすい職場づくり
従業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。

多様な制度を導入し従業員の健康に配慮
 労使が協力して「働きやすい職場」に

プログラム導入で生活習慣病を予防

「ヘルスキーパールーム」を設置

お台場オフィス・大阪オフィスは、国家資格を有するヘ
ルスキーパーがマッサージ
や指圧などを行う「ヘルス
キーパー（企業内マッサージ
師）ルーム」を設置しており、
年間2,000名以上が利用し
ています。

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3回
労働時間問題の状況確認および改善
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

経営状況に関する協議会

施術の様子
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お客様に高品質な商品やサービスを安定的にお届けするためには、ビジネスパートナーとの連携が必要です。

また、コンプライアンスや人権・環境などに対する企業への要請が世界的に高まってきており、

グループ会社だけでなく、サプライチェーン全体でのCSR活動の推進が求められています。

実際、グローバル企業の中には、人権や労働環境等に配慮しないサプライヤーとの取引が発覚し、

責任を追求され、事業活動に影響を及ぼす事例も発生しています。

サントリーグループでは、事業を通じた持続可能な社会の実現に貢献するため、

ビジネスパートナーとの公正・公平な取引を徹底するとともに、

サプライチェーン全体において期待される社会的責任を果たしていくことが重要だと考えています。

そのために、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、CSR調達の取り組みを推進しています。

また、ビジネスパートナーへの説明会やCSR調達状況を確認するためのアンケートも実施しています。

重点課題5 サプライチェーンを通じた
CSR活動の推進

重点項目 中期目標 2013年度の実績 2014年度アクションプラン

原材料調達・物流に
おけるCSR活動の
推進

サプライチェーンにおける
CSR調達の推進

●CSR調達アンケートの実施継続
● 国内グループ会社との「サントリーグルー
プCSR調達基本方針」の共有

●CSR調達アンケートの継続実施
● 主要製品の原料調達先(麦芽、ホッ
プ生産者）に対する人権課題のヒア
リング実施

物流における安全性向上
●物流協力会社と連携した「安全推進委員
会」を通じた安全性推進のしくみ強化

●物流における安全性推進の継続・強化

健康食品「マカ」の原料視察
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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、社会貢献などへの取り組みを公正に

評価し、ビジネスパートナーを選定あるいは取引継続の可

否を判断しています。

サントリーグループでは、サプライチェーンのビジネスパー

トナーとともに、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ビジネスパートナーに対して説

明会やアンケートを行い、CSRの取り組みの必要性を理解

いただくよう啓発・支援しています。

ビジネスパートナー評価の実施
ビジネスパートナー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回のビジネスパートナー評価と

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。2013

年は、包材サプライヤーおよび海外を含む原料サプライヤー

について、随時現地で品質監査を行いました。

事業活動に意見を反映
ビジネスパートナーとの日常の取引でのやりとりに加えて、

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、その内容

についてアンケートを行い、理解の度合いや感想などを記

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。

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、ビジネスパートナーと連携

してCSR調達を推進しています。

生産地訪問（アメリカ・フロリダ州）ウーロン茶畑の現地視察

サプライヤーとの公正・公平な取引を徹底CSR調達基本方針の制定

事業活動を支えてくださるビジネスパートナーとは、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。

CSR調達／ビジネスパートナーとの連携

ビジネスパートナーとの連携強化

サントリーグループCSR調達基本方針
（2011年制定）

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。
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原料サプライヤーとの取り組み
サントリーグループでは「食品衛生法」「農薬取締法」を遵

守した適正な農薬使用を、ビジネスパートナーを通じて各

産地に依頼・確認しています。これは、安全・安心な原料の

確保だけでなく、土壌汚染や水質汚濁などを未然に防止す

る観点からも重要です。このような活動を、CSRの観点から

お取引先評価・選定の項目として検討していく計画です。そ

のほか、2009年よりビールの主要原料であるホップの生産

農家を経営支援し、原料の安定調達に取り組んでいます。

サントリーグループが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、2013

年末で64社260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

従業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、安全策の実施状況を点検しています。

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、輸配送事業など全国140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を共有するほか、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のうち、輸配送事業

所全82拠点中79拠点が認定を取得（2013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21.6％（2012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。

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」や、携

帯電話による「災害伝言板」の有効活用を目的とした訓練

を物流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。

安全に配慮した物流の推進

※ 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

安全推進委員会ポスター

「安全推進大会」での表彰式第13回「安全推進大会」

サプライチェーンを通じた
CSR活動の推進
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■ 人権課題に対する取り組みに向けて
サントリーグループは、2013年から、人権課題により一層取り組

んでいくために、企業倫理綱領など既存の枠組みだけでなく、人権
リスクマップの作成や調達先のモニタリングを開始しています。

■ 人権方針の策定
サントリーグループは、人権についての活動方針を定め、その遵

守に努めています。

■ 人権リスクマップの作成と評価
サントリーグループは、2013年10月にCSR推進部、人事本部、

コンプライアンス室が中心となり、人権リスクマップを作成しました。
また、作成したマップをデンマーク人権研究所「DIHR（The Danish 
Institute for Human Rights）」に送り、グローバルな総合酒類食品企
業として留意すべき事項についてアドバイスをもらいました。

■ 従業員の意識向上に向けた取り組み
人権意識の向上や人権尊重の企業風土づくりを組織全体で実

践していくため、啓発・教育活動を推進しています。

社内人権研修・啓発活動の積極的推進
新任役員、新任管理者、生産工場リーダー、新入社員などの階層

別研修で継続的に人権教育を実施しています。
また、社外講師による人権講演会も継続して実施しています。

2014〜2015年の2年間は、「職場を元気にする人権」がテーマです。
各事業所にも人事部が訪問し、DVD視聴によるセミナーを実施し
ています。

ハラスメントe-ラーニングの実施
2013年は国内グループ会社の従業員を対象に、ハラスメントへ

の正しい理解を深めるためのe-ラーニングを実施し、意識の醸成を
図りました。

■ サプライヤーとのCSR調達
アンケートによる確認

サントリーグループは、2012年から原料部と包材開発部の主要
取引先を対象に、CSR調達アンケートを実施しています。アンケート
では、基本的人権を尊重し、労働環境や安全衛生に配慮している
かを中心に確認しています。

児童労働・強制労働に関するモニタリングを開始
サントリーグループでは、2014年から、児童労働・強制労働など

の人権課題に関して、海外の調達先を訪問してヒアリングを開始
します。2014年は、欧州の麦芽・ホップの生産者を対象に行う予定
です。

サントリーグループ 企業倫理綱領（抜粋）
（2003年制定、2012年4月改定）

Ⅱ. 企業行動規範

6．すべての人々の人権を尊重するとともに、働きがいのある
企業グループの実現を目指します。

ア.  あらゆる企業活動において、児童労働や不当な労働の強
制を認めません。

イ.  個人の人権と人格を尊重し、不当な差別やハラスメント
等を排除して、公正な処遇がされる職場環境をつくります。
人権侵害が発覚した場合には、当事者のプライバシーを
守りつつ、再発防止を含め速やかに適切な対応をとります。

ウ.  心身ともに健康で、安全かつ安心していきいきと働くこ
とができる職場環境を築きます。

エ.  多様な個性を持つ、すべての人が率直に意見や行動を
示せるよう、互いの考え方や立場を尊重し、自由闊達で
風通しの良い職場風土の醸成に努めます。

オ.  一人ひとりが仕事に誇りと責任を持ち、個性を発揮しな
がら自律的に目標にチャレンジし、自身の成長とともに、
ゆとりと豊かさを実現できる活力ある企業グループを目
指します。

サントリーグループCSR調達基本方針（抜粋）
（2011年制定）

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。

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。

企業活動のグローバル化が進み、企業の人権への取り組みに対して、社会からの関心が
高まっています。また、サントリーグループにとっても、CSR重点課題への取り組みにあたり、
ステークホルダーの人権を尊重していくことが極めて重要だと考えています。人権に配慮
した活動を推進するため、人権リスクマップを作成し現状を整理するとともに、従業員や
サプライチェーンに対する働きかけを行うなど、従来の取り組みを一層強化しています。

人権講演会風景

人権の尊重
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古来から、世界のさまざまな地域の気候や風土に根ざしてつくられてきたお酒は、

日々の暮らしに喜びや潤いをもたらすとともに、人生の節目である祝事・慶事などでも

大きな役割を果たしています。

しかしその一方で、アルコール飲料の不適切な飲用は、未成年者飲酒、飲酒運転、アルコール依存症など、

社会の中でさまざまな問題を生み出していることも事実です。

サントリーグループは、グローバルに事業を展開する総合酒類食品企業として、

これらの課題の解決に積極的に取り組んでいく責任があります。

適正飲酒に関する「基本理念」「行動指針」を策定し、専門組織を設けて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・支援を継続しているほか、

業界やWHO（世界保健機関）と協働して、国内外でさまざまな取り組みに参画しています。

重点課題6 酒類を扱う企業として
責任ある適正飲酒の普及と啓発

重点項目 中期目標 2013年度の活動実績 2014年度アクションプラン

適正飲酒の普及啓発
消費者に対する適正飲酒の普
及啓発

● 未成年者飲酒の防止やイッキ飲み防
止の啓発活動(ポスターや小冊子、お
断りアプリの作成など）を継続実施

● 未成年者飲酒の防止やイッキ飲
み防止の啓発活動を継続強化

積極的な働きかけによる
酒類業界全体の取り組み
向上

業界をリードしてWHOのアル
コール世界戦略に対する業界
コミットメントを実行

●ビール組合における日本の自主基準の
見直し継続

●業界コミットメント具体策の実行
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「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、5時00分〜18

時00分まで酒類のテレビ広告を自粛しています。

サントリーグループでは、1986年から「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。2013年末までに140回以上掲載し

ています。また、「イッキ飲み防止連絡協議会」が実施してい

る「イッキ飲み防止キャンペーン」の趣旨に賛同し、1993年

の第1回からポスター・チラシなどのデザインやノベルティ

プランニングに協力を続けています。

あわせて、酒類を製造・販売している企業として、従業員

の適正飲酒に関する意識を高めることも重要との考えから、

国内グループ従業員への啓発を行っています。

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）」

広告による飲酒運転防止警告表示や飲食店へのポスター

配布、Webサイトでの情報発信などを通して、飲酒運転防

止の啓発に取り組んでいます。

また、欧米で先行している「指定ドライバー制度」（車1台に

つき1人以上の指名ドライバーを決める制度）を工場見学受

け入れの際に実施。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、酒類商品の店頭試飲会などを中止しました。

ビール酒造組合、日本洋酒酒造組合など業界団体の一

員として、中高生を対象とした未成年者飲酒防止のための

ポスター、スローガン募集キャンペーン、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低減に

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。

サントリースピリッツ（株）、サントリービール（株）はGAPG※

の構成員として、世界の主要酒類メーカーと連携。2013年

から、WHOの世界戦略の実現に向けて、有害飲酒低減の

業界コミットメントに取り組んでいます。

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。

マーケティングにおける自主基準を改定

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

※ GAPG（Global Alcohol Producers Group）：アルコール関連問題低減に向
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
（2013年12月掲載）

2014年「イッキ飲み・アルハラ
防止キャンペーン」ポスター

「STOP! 未成年者飲酒
キャンペーン」ロゴ

商品パッケージへの注意表示

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

アルコール関連問題への取り組み

飲酒運転撲滅に向けた予防・啓発活動専門組織が責任をもって対応

お客様や従業員に適正な飲酒を啓発

業界と連携した啓発活動

アルコール関連問題低減に向け世界的に活動
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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。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、ビジネスパートナーなどすべてのステーク

ホルダーと良好な関係を保ちます。そして、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11名の取

締役（うち社外取締役1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、執行役員制度の導入により、経営の意思決定と業

務執行を分離し、機動的な経営意思決定を実現する体制

を整えています。

経営を監査する体制
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（うち社外監査役2名）で構成されています。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。

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 、2 0 12 年には 社 会 的 責 任に関 する国 際 規 格

ISO26000を参照し、企業倫理綱領を「考動」の新たな指針

とすべく、内容を改定し、企業理念の実現のための土台を

担う行動原則（Our Principles）と位置づけました。

サントリーグループの
コーポレート・ガバナンス

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
お客様や社会から信頼される企業であり続けるために、
マネジメント体制の強化・拡充に努めています。

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

グループ経営
戦略会議

会計
監査人

株主総会

国内・海外グループ会社

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

「企業倫理綱領」に基づくコンプライアンス推進

TOPICS

サントリー食品インターナショナル（株）の
コーポレート・ガバナンス体制

2013年7月に東京証券取引所市場第一部に上場したサ
ントリー食品インターナショナル（株）では、取締役9名（う
ち社外取締役1名）および監査役4名（うち社外監査役2名）
で取締役会を構成し、透明性の高いガバナンスを維持する
ための体制を整えています。

また、「内部統制システム構築の基本方針」を策定した
上で、取締役会の委嘱を受けた「リスクマネジメントコミッ
ティ」や「品質保証委員会」を設置し、グループ経営上重要
なリスクを網羅的・総括的に管理しています。

CSRマネジメント
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コンプライアンス・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、グループ全体の共通窓口としてコンプライアンス室と社

外の法律事務所に「コンプライアンス・ホットライン（内部通

報制度）」を設置しています。さらに、国内グループ11社が独

自の窓口を運営しています。2013年はグループ全体で132件

の通報があり、そのうち約3分の2は労務・人事とマネジメン

トに関する内容でした。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担当部署が関係者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、問題

の改善や再発防止策の運用を確認しています。

コンプライアンス浸透・定着のための活動
グループ全役員・従業員が「企業倫理綱領」を理解、実践

していけるよう、サントリーグループの理念や「企業倫理綱

領」をまとめた小冊子を配布しています。

また、コンプライアンス浸透活動として、イントラネット上

で定期的な情報発信を継続しています。2013年は、国内グ

ループ各社でハラスメントをテーマとしたe-ラーニングを実

施しました。海外グループ会社に対しては、コンプライアン

ス推進状況を把握するための調査を実施しました。

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

における業務執行レベルでの自社管理・実行を原則として

います。一方で、グループ全体のリスクに関する課題解決に

取り組むため、「グループリスクマネジメント委員会」と「品

質保証委員会」を設置しています。

リスクの把握と特定
サントリーグループでは、毎年、グループ全社を対象とした

リスクの棚卸しを行い、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特定し、対策を講じています。

その一環として、大規模地震などの災害発生に備えた「事業

継続計画（BCP）」策定や、災害時の体制および対応手順の整

備、安否確認システム構築に取り組んできました。

2013年の最重要リスク（＝定常リスク）は「大規模自然災

害」「感染症（新型インフルエンザほか）」「情報漏洩」「メンタ

ルヘルス」「長時間労働・サービス残業」「適正飲酒（飲酒運転・

飲酒時トラブル）」の6項目です。

クライシスマネジメント体制の整備
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年策定）をはじめ、クライシス（重大な危機）

への対応基盤を構築しています。万一の発生時にも、迅速

な意思決定と情報伝達、適切な対処によって影響や被害を

極小化し、社会的信頼を保持することを目指しています。

情報セキュリティの強化
サントリーグループでは「セキュリティ」「情報の活用」「事業継

続性の維持」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、ソーシャルメディ

アでの情報漏洩などのリスクに備え、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」を制定しています。

リスクマネジメント

サントリーグループ企業倫理綱領
（2003年制定、2012年4月改定）

Ⅰ.企業倫理憲章
私たちが関わるすべてのステークホルダーに対して、

1．誠実であること 2．公平で公正であること

3．透明であること 4．社会的な責任を果たすこと

5．多様な価値観の存在を受け入れること

6．信頼と思いやりをもって接すること

Ⅱ.企業行動規範
1．お客様の喜びと幸せに貢献できるよう、安全で安心な質

の高い商品やサービスを提供するとともに、誠実で透明な
コミュニケーションに努めます。

2．法令を遵守し高い倫理観に則った活動を進めます。

3．公正で透明な事業活動を展開します。

4．よき企業市民として積極的に社会貢献活動を行います。

5．地球環境の保全に真剣に取り組み、自然と調和し生物多
様性に富んだ持続可能な社会を次世代に引き継ぎます。

6．すべての人々の人権を尊重するとともに、働きがいのある企
業グループの実現を目指します。

7．会社財産や情報等は、適切な保全・管理に努め有効に活
用するとともに、第三者の権利を尊重します。
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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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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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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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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

55 Suntory Group CSR Report 2014



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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第三者意見
各社のレポートを専門的観点からご覧になられている石田 寛氏に第三者意見をいただきました。

サントリーホールディングス株式会社
執行役員
コーポレートコミュニケーション本部長

経済人コー円卓会議日本委員会　
専務理事兼事務局長
九州大学大学院経済学府 客員教授

石田 寛

第三者意見をいただいて

　CSRレポート2014の表紙デザインが象徴しているように、

サントリーホールディングスのサステナビリティの取り組みは、

「やってみなはれ」の精神のもと、グローバル総合酒類食品企

業として「人と自然と響きあう」ことを念頭に、自然・社会環

境も含めたさまざまな先進的な取り組みに挑戦しています。

こうしたことをふまえ、意見を述べます。

評価したいポイント

●注目すべきは、このCSRレポート2014の全体構成が有識

者とのダイアログを交えて昨年特定した6つのCSR重点

課題をもとに構成されたため、メッセージがより明確になっ

てきた点であると思います。

●人権デューデリジェンスの手順にもとづき、人権リスクマッ

プを関連部門と協働で作成し、その後著名な国際機関

にヒアリングし、自社の既存の取り組みの棚卸し作業を

行ったことを評価します。

●�特集1：「サントリー環境ビジョン2050」は、企業理念に基

づき、「自然環境の保全・再生」と「環境負荷低減」の2軸を

2050年ビジョンや2020年目標にベクトルを合わせ、時代の

先を見据えて総合酒類食品企業の責務として、宣言した

　「サントリーグループ�CSRレポート�2014」発行にあたり、
石田寛様には、昨年度に引き続いてたいへん貴重なご意見
をいただきました。誠にありがとうございました。
　サントリーグループは、企業理念「人と自然と響きあう」
に基づき、CSR重点課題と行動計画を策定し、その活動を
推進しています。今回のレポートでは、従来のステークホル
ダー別の構成から6つのCSR重点課題に沿った構成に変
更し、各重点課題に対する方針と活動状況が明確に把握
できるようにしました。また、特集では、さらなる環境経営の
推進を目指して策定した「環境ビジョン2050」と追加支援

を決定した東日本大震災復興支援活動を取り上げました。
　これら私どもの一連の活動についていただいた評価とご
意見を真摯に受け止め、今後も、グループを挙げてさらに
高いレベルのCSR活動を目指してまいります。
　「サントリーらしい活動のグローバルなサステナビリティ
の文脈に則った形での意味づけ」というご指摘に、これか
らグローバルなCSR活動をより一層進めていくにあたり、
留意していきたいと考えています。また、CSR調達や人権
に関する取り組みをはじめとした基盤となるCSR活動の充
実も図りつつ、サントリーらしい社会的責任を果たせるよう、
「飽くなき挑戦の精神」で取り組んでいく所存です。
　今後とも、サントリーグループは総合酒類食品企業とし
て、「Growing�for�Good」な企業を目指し、CSR活動を推
進してまいります。本レポートに関するステークホルダーの
皆様からの率直なご意見をお待ちしております。

ことを評価したいと思います。

●�特集2：東日本大震災の被災地のニーズをふまえた「サン

トリー東北サンさんプロジェクト」については、産業・文化

の根幹である漁業への支援、地域の要請や文化を中心と

した支援活動に加え、新たに障がい者スポーツの支援活

動も開始し、3年間連続して復興支援を続けてきたこと

により、プロジェクト全体が持つ「IMPACT」が広がってき

ているといえます。これは地域に根付いた取り組みを行っ

ている証でもあると思います。

今後期待したいポイント

●�今後、事業のグローバル化に対応して、サントリーらしい

独自の活動をグローバルなサステナビリティの文脈に則っ

た形で意味づけていくことを期待します。

●�CSR重点課題5のサプライチェーンについては、児童労働

や強制労働に関するモニタリングを開始することとなりま

す。私は、まずその取り組みを実践された上で、そこで得

た成功体験をもとに、徐 に々活動範囲を広げることを期

待します。

●�今後、ますます人権デューデリジェンスの手順にもとづい

た取り組みが期待されてくることになります。サントリー

グループは、国内での自社の経験をグローバルなレベルで

の問題解決に応用するとともに、飽くなき挑戦の精神で

サステナビリティにおいても「Growing�for�Good」を実現し

ていただきたいと思います。
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　「水と生きる�SUNTORY」は、企業理念「人と自然と響き

あう」に基づく私たちの思いを広く社会と共有するための

言葉です。ウイスキーやビール、ワイン、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。

コーポレートメッセージ
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●CSRレポートに関するお問い合わせ先
　サントリーホールディングス株式会社 
　コーポレートコミュニケーション本部 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
●レポートの内容は、Webサイトでもご覧いただけます。
　http://suntory.jp/CSR/
●発行　2014年6月
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