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編集方針

「サントリーグループ CSRレポート 2015」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「サントリーグループ CSRレポート」を発行しています。

　2015年度の「CSRレポート」（本冊子）は、「6つのCSR重点課題」における重要な取り組みや進捗のあった活動などを中心に、

サントリーグループのCSR活動の全体像をよりわかりやすくまとめています。また、継続的に注力している「自然との共生」「東日本

大震災復興支援活動」を特集として取り上げました。

　Webサイトでは、本冊子よりも詳細な報告に加え、国内外のグループ会社の活動などさまざまな情報を網羅的に開示してい

ます。また、2015年度からGRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版」（G4）の「中核」に準拠して報告しています。

　なお、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。
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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。

重要な取り組みや進捗が
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。
また、本冊子はWebサイトで
PDFでもご覧いただけます。

● 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
● 主要CSRデータ
● 社会との対話
（ステークホルダー・ダイアログ）
● CSRレポート2015（本冊子）PDF
● CSRレポート2015〈詳細版〉PDF

● サントリーグループでは、各メディアの特性をふまえて、CSR情報を以下のように報告しています。

Webサイトで報告している
詳細な情報をもとに、読みや
すく編集し、冊子形式のPDF
としてまとめています。

詳細版

詳しい情報を
網羅的に開示

重要な情報を簡潔に
よりわかりやすく

CSRレポート（本冊子）

Webサイト情報を編集しPDF化

CSRサイト

CSRレポート〈詳細版〉

http://suntory.jp/CSR/
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自然との共生

自然の恵みに支えられている企業として
世界各地で自然との共生を実践

東日本大震災復興支援活動

笑顔と希望をお届けするため
被災地に寄り添った支援活動を継続
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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
重点課題2

「水のサステナビリティ」の追求と
環境負荷低減による自然との共生の実現
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
重点課題5

サプライチェーンを通じたCSR活動の推進
重点課題6

酒類を扱う企業として責任ある
マーケティングと適正飲酒の普及と啓発

21

25

29

33

37
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CSR重点課題への取り組み

● 対象組織

CONTENT S

データは2014年1月1日～2014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

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

CSRレポートに関するお問い合わせ先

● GRI「サステナビリティ・レポーティング・
ガイドライン第4版」（G4）

● 環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」
● ISO26000（社会的責任に関する手引）

2015年6月（次回は2016年6月発行予定）

参考にしたガイドライン

発行

サントリーホールディングス（株）を含む国内・
海外グループ会社329社

● 環境データは、サントリーグループ売上高の
過半を占める事業会社群が所有する国内生
産24工場、海外生産30工場（P.27）

● 人事データは、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.33～36）

サントリーグループ 
CSRサイト
http://suntory.jp/CSR/

検索サントリーグループのCSR

2Suntory Group CSR Report 2015



「水と生きる」企業として
新たな価値の創造に挑戦し続けます

「日本人の繊細な味覚に合った日本のウイスキーをつ

くりたい」という創業者・鳥井信治郎の夢から90年余。

今日、サントリーグループは世界的な酒類コンペティション

「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC）」に

おいて、高品質で多彩な製品を生み出したメーカーの中

から1社に贈られる栄誉ある賞「ディスティラー オブ ザ 

イヤー」を3年連続で受賞するまでになりました。日本の

お客様満足を追求してきた結果、世界から高い評価を

いただいたことは、大変光栄なことです。私たちはすべて

の商品において、安全・安心はもとより、美味しさや香り、

容器の使いやすさなど、お客様の飲用時・飲食時の

品質にもこだわる姿勢を貫いてきました。

2015年5月には、研究開発部門のさらなる強化のため、

分散している基盤研究・技術開発拠点を移転・集約し、

「サントリー ワールド リサーチセンター」を新たに開設し

ました。グローバルな研究開発拠点として、世界最先端の

研究に取り組み、より品質の高い商品の開発とともに、新

たな価値の創造を目指していきます。

創業以来、サントリーグループの原動力となっているの

が、「やってみなはれ」の精神です。人のやらないこと、

新しいことに挑戦し、さまざまな価値を創造することで、

豊かな生活の実現への貢献を目指してきました。昨年、

ビームサントリー社が誕生し、酒類・食品の両輪でグロー

バル展開ができる体制となり、日本発のユニークな総合

酒類食品企業として、よりよい商品・サービスをお届けす

ることを通じて、世界各地のお客様への貢献を目指して

いきます。

私たちの思いを広く社会と共有する言葉「水と生き

る」。これには３つの思いが込められています。

１つ目は「水を育む環境を守りたい」という思いです。

「21世紀は水の世紀」といわれるほど、水の重要性に対する

認識は世界中で高まっています。私たちは水をはじめとした

サントリーホールディングス株式会社

代表取締役社長

トップメッセージ
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自然の恵みによって支えられている企業として、豊かな地

球環境を次世代に引き継ぐために、持続可能な社会を目

指した環境経営を推進していくことが、大切な責務と考え

ています。現在、2014年に策定した「サントリー環境ビジョ

ン2050」達成に向けて、自然環境の保全・再生および環境

負荷低減の活動をグローバルに推進しているところです。

２つ目は「社会に潤いを与える企業でありたい」という

思い。事業で得た利益の一部は社会への貢献のために

も役立てたいという創業者・鳥井信治郎の「利益三分主

義」の精神は今もなお脈 と々流れ続けています。創業者

が熱心に取り組んだ社会福祉活動に始まり、芸術・

文化・学術やスポーツの振興、次世代育成など幅広く

活動を展開しています。東日本大震災発生以降は、被

災地の早期復興を願い、「漁業」「子ども」「チャレンジ

ド・スポーツ（障がい者スポーツ）」「文化・スポーツ」の

分野を中心に、108億円の規模で復興支援活動に取り

組んでいます。

そして3つ目は「水のように柔軟に常に新しいテーマに

挑戦していきたい」という思い。従業員一人ひとりがサント

リーグループの企業理念を共有した上で、大きな夢を

もって個性を存分に発揮できる自由闊達な社風をさらに

醸成していくことでお客様に感動や驚きを提供していき

たいと考えています。多様な人材が集い、多様な事業を

グローバルに展開する企業として、ダイバーシティ経営を

重要課題と位置づけ、創造性あふれる人材育成や職場

環境づくりを推進しています。

私たちは企業理念「人と自然と響きあう」のもと、創業

者の精神を受け継ぎ、生命の輝きに満ちた持続可能な

社会の実現を図りながら、新たな価値を創造し続ける

「Growing for Good」な企業を目指してまいります。今

後とも皆様のご支援・ご理解を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年6月
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機能グループ会社

サントリースピリッツ（株）

その他事業会社

サントリーウエルネス（株）

ビームサントリー

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。

ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ・グループ

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）

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

国内グループ会社

サントリー酒類（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）

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）

グループ組織図
（2015年4月1日現在）

 サントリーグループ

グループ会社：329社※1
従 業 員 数：37,613名※1
連結売上高：24,552億円※2
連結経常利益：1,538億円※2
※1 2014年12月31日現在

※2 2014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

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

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。

会社概要

サントリーグループの概要

アジア・
オセアニア

3,355億円
（14%）

米州

2,357億円
（9%）

日本

15,677億円
（64%）

欧州

3,163億円
（13%）

飲料・食品
（清涼飲料、健康飲料、
加工食品 ほか）

12,493億円
（51%）

その他
（中国事業、健康食品、
アイスクリーム、
外食、花 ほか）

3,144億円
（13%）

酒類
（ウイスキー、RTD、
焼酎、ビール類、
ワイン ほか）

8,915億円（36%）

総売上高

24,552
億円

25,000
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15,000
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5,000

0

（億円）

’10 ’11 ’12 ’13
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連結売上高　  経常利益

1,008 1,0901,090 1,0311,031

17,424 18,02818,028 18,51618,516
20,402

1,206

’14

24,55224,552

1,5381,538

地域別売上構成（2014年度）事業別売上構成（2014年度）連結売上高／経常利益

総売上高

24,552
億円
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● 食品関連事業

● 酒類関連事業

● 外食・花・サービス関連事業

● 機能会社ほか

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、アイスクリームまで幅広い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年に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

類企業として多彩な商品をお客様にお届けしています。さらなる成長を目指し、ビームサントリー社によるスピリッツ事業のグロー

バル展開とともに、新たに設立したサントリービール（株）のもと、ビール事業の強化を進めています。また、日本と欧州での高品質

なワインづくり、世界各国の名門ワイナリーとの提携など、グローバルな視点に立ったワインビジネスを展開しています。

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、既存事業で

培ったバイオ技術を活用した花事業では、世界初の青いバラ

をはじめ、多彩な商品を提供しています。その他、壁面緑化シ

ステムを提案する環境緑化事業や、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の事業も展開しています。

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。

事業概要

す。

6Suntory Group CSR Report 2015



● Suntory Beverage & Food Europe／
　 サントリー食品ヨーロッパ
● Orangina Schweppes／
　 オランジーナ・シュウェップス
● Lucozade Ribena Suntory／
　 ルコゼードライビーナサントリー
● Château Lagrange S.A.S.／シャトー ラグランジュ
● Grands Millésimes de France S.A.(GMdF)／
　 グラン ミレジム ド フランス
● 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

● Suntory Beverage & Food Asia／サントリー食品アジア
● Cerebos Group／セレボス・グループ
● Suntory Garuda Group／サントリーガルーダ・グループ
● 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
● 　　　　　　　　　　　　　    ／匯源サントリー（上海）飲料
● ASC Fine Wines Holding Ltd.／ASCファインワインズ
● 　　　　　　　　　　　　／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
● 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EuropeeEurEE ropEuEuuuruEE opoperopppp

Asia/A /A a
OceaniaO niianiainnna

4,679名　3,163億円

欧  州※1

従業員数 売上高

14,751名　3,355億円
従業員数 売上高

アジア・オセアニア※2

●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

※1 ヨーロッパ、中東、およびアフリカ諸国 ※2 アジア、オセアニア、および南米諸国

世界に広がるサントリーグループ

グループ会社数113社　 グループ会社数101社　
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● Pepsi Bottling Ventures Group／
　 ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ・グループ
● 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

● 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）
● サントリーフーズ沖縄（株）
● （株）サンベンド
● サントリープロダクツ（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）
● サントリーアライド（株）
● サングレイン（株）
● 大隅酒造（株）
● サントリービール（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）
● サントリー酒類（株）
● （株）エイチ・ビー・アイ
● 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
● 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

Japanpap

Americasimericas
13,183名　15,677億円
従業員数 売上高

5,000名　2,357億円
従業員数 売上高

グループ会社名：2015年4月1日現在
グループ会社数／従業員数：2014年12月31日現在（計 329社／37,613名）

売上高：2014年1月1日～12月31日（計 24,552億円）

※3 北米、および中米諸国

日  本 グループ会社数64社　 米  州※3
グループ会社数51社　
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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。

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。

ウイスキーやビール、ワイン、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。

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は、「人と自然と響きあう」という企業理念に基づき、最高品質の商品・

サービスをお届けするとともに、地球環境の保全やさまざまな社会貢献活動に取り組ん

でいます。これらの活動によって、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。その根底にあるのは、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。サントリーグループは、企業理念の実践を通じて社会的責任を

果たし、お客様に支持される「Growing for Good」な企業を目指していきます。

理念

サントリーグループの理念とCSR
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コーポレートメッセージ

取締役会

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

国内・海外グループ会社

※ 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

各委員会

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。

「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。

サントリーグループは、取締役会および各委員会の

もと、CSR関連部署が連携し、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

年にCSR推進部を設置し、全社CSR戦略の策定、部

門横断的なCSR課題への対応、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。

● 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。

CSRの
考え方

CSR
推進体制
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● 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

ステークホルダーとのコミュニケーションの機会

● 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

● 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

お客様

ビジネス
パートナー

地球環境

サントリー
グループ

従業員地域社会

● 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

グローバルな総合酒類食品企業として
国際社会の要請や期待をふまえ、
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

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図っています。

また、グローバルに成長する総合酒類食品企業として、社会的責任の国際規格であるISO26000な

どの行動規範やイニシアチブに基づき、注力すべき「6つのCSR重点課題」と具体的な行動計画を

策定し、グループ全体でCSR活動に取り組んでいます。

サントリーグループは、いただいたご意見や社会のニーズを企業活動に反映させ、ステークホルダー

との信頼関係や協働関係のもと、社会的責任を果たしていきます。
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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

…P.21

…P.25

…P.29

…P.37

…P.39

重点課題 1

「水のサステナビリティ」の追求と
環境負荷低減による
自然との共生の実現

重点課題 2

「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

重点課題 3

…P.33

「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

重点課題 4

サプライチェーンを通じた
CSR活動の推進

重点課題 5

酒類を扱う企業として
責任あるマーケティングと
適正飲酒の普及と啓発

重点課題 6

6つのCSR重点課題

特集1 自然との共生…P.13

特集2 東日本大震災復興支援活動…P.17
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サントリーグループの事業は、水や自然の恵みに支えられて成り立っています。水や自然の

恵みをもたらす地球環境は大切な経営基盤。持続可能な地球環境を次の世代に引き継ぐため

に、事業を展開する世界各地で自然との共生を実践しています。サントリーグループは、自然

保護のグローバルトップランナーを目指して、これからもさまざまな取り組みを継続していきます。

North 
America
北米で

● 工場周辺の河川上流の水質保護活動を実施

● サプライヤーに対して、自然保護の
項目を含むアンケートを実施

● カシス果汁飲料「ライビーナ」の原料
である黒スグリの産地で野生動物を
含む自然環境保護活動を推進

● 自然にやさしい農法で
高品質なワインづくりを実践

Europe
欧州で

ビームサントリー

ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ

P.15

サントリー食品ヨーロッパ

P.16シャトー ラグランジュ

● 工場周辺で自然保護活動を推進

● 従業員の家族や地域の方 と々工場周辺の
自然とふれあうイベントを実施

● 工場周辺に生息するハクトウワシや他の野鳥の
営巣を従業員がサポート

特集1　 自然との共生

自然の恵みに支えられている企業として
世界各地で自然との共生を実践
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日本では、工場で汲み上げる以上の地下水を育むため、工場の水源涵養エリア

で水を育む森づくり「天然水の森」活動を2003年から行っています。多彩な分

野の専門家や地元の人々の知見・技術を借りながら、科学的根拠に基づいた調

査・研究を行い、50年先、100年先を見据えた森林整備活動を進めています。

2015年、その規模は全国13都府県、18カ所、総面積およそ8,000haとなり、工場

で汲み上げる地下水量を育むのに必要な面積を大きく超えています。2020年

目標として、工場で汲み上げる地下水量の2倍の水を育む12,000haに拡大する

ことを掲げ、さらなる活動を展開しています。

全国13都府県、18カ所、
およそ8,000haに広がる水を育む森づくり

森林が本来あるべき姿を回復すれば、そこに生息する動植物にも変化があらわ

れ、森林全体が健全でバランスのとれた生態系となっていきます。「天然水の森」

活動を通じ、豊かな地下水を育み、生物多様性あふれる豊かな森づくりを実現

していきます。

生物多様性豊かな森を目指して

Asia
アジアで

みずいく

水と生命の未来を守る
「天然水の森」活動が13年目を迎えました

いのち

P.16

● ハノイ市内の小学校でベトナム版

次世代環境教育「水育」を開始

サントリーペプシコ・
ベトナム・ビバレッジ

Japan
日本で

かんよう

阿蘇 ぎふ東白川

近江
きょうと南山城
きょうと西山
おおさか島本ひょうご西脇門柳山

奥大山 日光霧降
赤城
子持山
東京大学秩父演習林プロジェクト
とうきょう秋川
奥多摩
東京農業大学
奥多摩演習林プロジェクト
丹沢
多摩源流小菅
南アルプス

「天然水の森 南アルプス」

約8,000ha
2015年

2003年

12,000ha
2020年目標

約270ha
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特集1　自然との共生

アメリカ・ケンタッキー州には、「ジムビーム」の主力工場であるクレアモント

工場や、メーカーズマーク蒸溜所など、ビームサントリーの４つの工場が立地し、

森や湖、小川など豊かな大自

然と共生したものづくりを行って

います。ウイスキーづくりに欠か

せない冷却工程には、工場敷地内に

ある湖の水を循環利用するほか、従業

員が地域の方と連携しながら創業から200年

以上にわたって周辺の自然環境の保全に努めています。

大自然と共生する
ウイスキー工場を目指して

工場隣接の広大な自然保護地域での活動
クレアモント工場隣地は広大な森林や植物園が広がる自然
保護地域になっており、従業員が定期的にボランティア清掃
したり、地域と連携した取り組みを行っています。

メーカーズマーク蒸溜所の従業員で結成さ
れた環境チームは、敷地内に鳥の巣箱を
設置したり、在来種の植物を植えたり、ケ
ンタッキー州野生生物局と協働で生物多
様性を維持する活動を推進しています。

ケンタッキー州にあるビームサントリーの工場は、
ケンタッキー州に在籍する企業と州の環境保護
局が立ち上げた組織「ケンタッキーエクセル」と
協働して環境保全プログラムを実践しています。

自然と共生する工場で
環境チームが活躍

環境保全プログラムで
ケンタッキー州環境保護局と協力

メーカーズマーク蒸溜所
Vice President,
Operations

ビクトリア・
マクレー・
サミュエルズ

VOICE

自然環境の保全に事業として取り組むこと

はとても大切で素晴らしいことです。サン

トリーの「水と生きる」は、メーカーズマーク

蒸溜所にとっては、「蒸溜所と自然との共

生」を意味します。大自然が生み出す「水」

は、私たちのものづくりにおいて、必要不

可欠な「心」であり「魂」なのです。私は、

環境チームのメンバーとして、このメーカー

ズマーク蒸溜所の自然環境を守っていくた

めに、地域の方 と々も連

携し、さまざまな方法で

活動を推進したいと考

えています。

「蒸溜所と自然との共生」を図る活動を
推進しています。

り組みを行っ

自然と共生する工場で

的にボランティア清掃
っています。

豊かな自然に囲まれたメーカーズマーク蒸溜所

ビームサントリーでの「環境委員会」の様子

メーカーズマーク
蒸溜所で設置して
いる鳥の巣箱

工場周辺の自然とふれあう
イベント「カラーフェスタ」

日米のメンバーで「環境委員会」を開催

地域の方 と々ともに自然保護活動を推進

豊かな自然に囲まれたビームサントリーの工場

ビームサントリーでは定期的に「環境委員会」を開催し、事業活動における環境課題の

議論と活動進捗の確認を行っています。2014年からは、サントリーホールディングス（株）

のメンバーも参画し、日米が連携して環境経営を推進しています。

隣接する自然環境を守りながら、地域社会との良好な関係を築いています。

北米で

North 
America

ビームサントリー
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サントリーホールディングス（株）は、2015年3月、サントリーペプシコ・ベトナム・

ビバレッジや国際的なNGOであるLive&Learnなどの協力のもと、日本で実績を

重ねてきた「水育※」をベトナムの小学生に合うようアレ

ンジし、海外で初めて実施しました。ハノイ市内の小学3

年生から5年生の児童約1,600名を対象に、水の大切さや衛

生管理、水源保全の重要性を学習する授業や、飲料工場の見学

など、サントリー独自の学習プログラムを展開していきます。

フランス・ボルドーにあるワイナリー シャトー 

ラグランジュでは、必要最小限の農薬しか使わ

ない自然にやさしい農法「リュット・レゾネ」を実践

しています。これは生産合理性と環境配慮の両面

で持続可能な農業を実現するための農法です。さら

に、自然環境に配慮したぶどう栽培と醸造を推進する「テ

ラ・ヴィティス」の認証も取得しています。「テラ・ヴィティス」は、

農薬や肥料の使用は最小限しか許されず、害虫に対しては益虫を増やすと

いった自然のしくみを可能な限り活用することが求められます。たとえば、シャトー ラグランジュでは、

ぶどうの畝間に草を生やす叢生栽培を取り入れています。草が余分な水分を吸い上げ、土壌の水分量

が適度に調整されることで凝縮感のあるぶどうが育つとともに、生物の多様性を向上する効果がありま

す。叢生栽培の導入により、益虫であるテントウムシが増えたり、病害が減るなどの効果が出ています。

必要最小限の農薬散布にとどめ
益虫と共存する自然に近い栽培環境を実現

自然にやさしい農法「リュット・レゾネ」で
高品質なワインをつくる

サントリーペプシコ・ベトナム・ビバレッジ 
Corporate Affairs Manager　カオ フアン ナム

VOICE

ベトナムでの「水育」の実施にあたっては、日本で培ったノウハウを活かし

つつ、日本とは違う環境のベトナムの子どもたちにプロジェクトのメッセー

ジが最大限に伝わるよう、独自の教材を用意するなどの工夫を凝らしまし

た。今後、この活動をベトナムの他の地域にも広げ、継続していくことで、

わが国における未来の環境保全活動の担い手を育てるプログラ

ムにしていきたいと思っています。

ベトナムの次世代の環境活動を担う子どもたちのために。

小学校での授業や工場見学などの独自のプログラムを展開

ベトナムの子どもたちと
「水」の大切さを考える
―次世代環境教育「水育」を海外初展開

※ 2004年から日本で実施している、子どもたちに水の大切さを伝える独自の次世代環境教育プログラム

みず  いく

そうせいうね

叢生栽培の様子

益虫であるテントウムシと
共存するぶどう畑

節水を
しよう工場での

取り組みを
知ろう

ベトナム版
「水育」プログラムのポイント

衛生的な
生活をしよう

「きれいで
安心な水」の
大切さを学ぶ

欧州で

Europe

アジアで
Asia

シャトー ラグランジュ

サントリーペプシコ・ベトナム・ビバレッジ
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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、「漁業」「子ども」「チャレンジド・

スポーツ（障がい者スポーツ）」「文化・スポーツ」の分野を中心に、総額108億円の規模で、東日本大震

災の復興支援活動に取り組んでいます。これからも、太陽の光がさんさんとふりそそぐように笑顔と希望

をお届けしたいとの思いのもと、4つの分野を中心に被災地に寄り添った活動を継続していきます。

「特集2」では、2014年から新たに開始した「チャレンジド・スポーツ」や「学童保育施設建設」への支援な

ど、直近の活動を紹介します。

特集2　東日本大震災復興支援活動

笑顔と希望をお届けするため
被災地に寄り添った支援活動を継続
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チャレンジド・アスリートが被災地の学校を訪問して出張授業を行う｢アスリート・ビ

ジット｣や、小中学生と保護者を対象に公募により参加できる｢体験教室｣など、チャ

レンジド・スポーツの競技体験会を年間15回の規模で開催しています。

チャレンジド・スポーツの普及・強化や世界レベルの選手

の育成を支援するために、個人・団体への助成を行ってい

ます。第1期は、48名のアスリートと15団体に助成しました。

チャレンジド・スポーツの普及・育成のため、チャレンジド・ス

ポーツの基盤強化や環境整備を支援しています。2014年度は、

岩手県・福島県に競技用車椅子などの競技用具を贈呈し、宮城

県障害者総合体育センターにバスケットゴールを寄贈しました。

サントリーグループの「チャレンジド・スポーツ」支援は、被災地の復興にとっても意味のある活動だと思います。

障がいを乗り越えてさらなる高みを目指すチャレンジド・アスリートの姿には、強いメッセージ力があり、震災を

乗り越えて復興を目指す被災地の方々 にも大きなエネルギーを与えるはずです。

私たちが掲げる「活力ある共生社会へ」というビジョンを実現するには、障がい者に対する社会全体の意識改革

が必要であり、チャレンジド・スポーツが大きなきっかけになります。2020年のパラリンピックに向けて、サント

リーグループには普及・育成に向けた継続的な支援とともに、チャレンジド・スポーツの認知拡大とファン作り

にも協力いただけることを期待しています。

チャレンジド・スポーツに取り組むアスリートの姿が、
被災地の方々に大きなエネルギーを与えると確信しています。

※詳細はWebサイト　http://www.suntory.co.jp/company/csr/dialogue/2015/contribution/

チャレンジド・スポーツの普及・強化や選手育成に向けて、地方自治体や関連団体などと連携しながら、
2014年から7年にわたって10億円の規模で支援活動を実施していきます。
※ ｢チャレンジド｣とは、｢障がいを前向きに捉え困難に立ち向かっていく者｣という思いが込められた米語

公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会 理事 　　　　　　　

日本パラリンピック委員会 委員長　　　　　   　山脇 康 氏

障がいに立ち向かい、日 挑々戦しているアスリートたちの

チャレンジド・スポーツ（障がい者スポーツ）を支援

●チャレンジド・スポーツアカデミー

●チャレンジド・アスリート奨励金

ステークホルダー・ダイアログ

●チャレンジド・スポーツ育成サポート

宮城県陸上競技女子100m
庭瀬ひかり選手（個人部門）

車椅子バスケットボール
宮城マックス（団体部門）

岩手県 福島県

VOICE

車椅子バスケットボールを体験しました。選手の皆さんが車椅子を体の一部として

使い、スピードも速くて本当にびっくりしました。障がいがあっても「やりたいことは

何でもできる」と思いました。ぼくもこれから、一生懸命に頑張って、いろいろな

ことにチャレンジしていきたいです。

参加した児童からのメッセージ

福島県田村市立芦沢小学校 4年生男子
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特集2　東日本大震災復興支援活動

VOICE

学童保育クラブ（放課後児童クラブ）施設をご寄贈いただ

き、深く感謝申し上げます。子どもたちも喜びに溢れ笑顔

で過ごしております。今後も未来を担う子どもたちの健全

育成に積極的に取り組んでまいり

ますので、ご支援をお願い申し上

げます。

子どもたちが放課後や休日に安心して学び遊べる場所づくりを応援しています。避難児童の増加などによって、学童保育施

設が不足している福島県では、行政・NPOなどと連携しながら学童保育施設の建設や指導員研修、園外保育などの支援を

展開。また、宮城県石巻市では、子どもたちのプランに基づいた「子どもセンター」の建設を支援するとともに、文化・スポー

ツなどの出張授業も開催しています。

●施設の建設を支援
学童保育クラブを3棟建

設し、いわき市に2棟、

南相馬市に1棟を寄贈し

ました。2015年下期に

は、相馬市などで2棟の

建設を予定しています。

●ワークショップや出張授業を開催
サントリーの支援により2014年1月に開設した「石巻市子

どもセンター」では、グループ各社がそれぞれの特徴を活

かしたワークショップや出張授業を実施しています。

●園外保育の交通費を支援
福島市・いわき市内の学

童保育クラブの園外保

育の交通費を支援し、

2014年度は、70クラブ

2,839名に利用いただき

ました。

東北地方の水産高校7

校の被災した生徒を対

象に、2012年度から5年

間、返還義務のない奨

学金を給付しています。

2014年度までに、のべ

2,000名に年間30万円の

奨学金を給付しました。

避難生活が長期化して

いる福島県の子どもた

ちをきめ細かく支援し

ている57団体に、3年

間で約2億5千万円の

活動資金を助成。2015

年度は17団体の活動を

支援しています。

●学童保育クラブ・子どもセンター支援

●水産高校の生徒に奨学金を給付 ●福島の子どもたちを支援する
　NPOを応援

被災地の未来を担う

子どもたちの健やかな成長を支援

いわき市長

清水 敏男 氏

子どもたちが安心して学び遊べるように、学童保育施設などの場所づくりや子ども支援NPOへの助成、
返還義務のない奨学金の給付などを行っています。

いわき市長からのメッセージ

石巻市子どもセンター
サントリーフラワーズ（株）による
「赤い花プロジェクト」ワークショップ
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米国大使館・米日カウンシルと共同で、米国の音楽大学に進学する学生を支援しています。（100万ドル拠出）

被災地の学生を優先し、2014年度は東北出身者2名を含む3名に支給しました。

2014年10月、サントリーの支援により宮城県気仙沼市で建造された「第5

八幡丸」で獲れたマグロの販売店が、東京・吉祥寺にオープンしました。出店

にあたっては、サントリーが商品企画から店舗開発までサポートしました。

2014年11月、ボストン・レッド

ソックス上原浩治投手と読売

ジャイアンツ高橋由伸選手を

招き、宮城県石巻市を中心とし

た地元の野球少年を対象に、

野球教室を開催しました。

ウィーン・フィルハーモニー管

弦楽団とともに音楽復興基金を

立ち上げ、音楽活動の助成や被

災地でのコンサート、仙台ジュ

ニアオーケストラとのワーク

ショップを実施しています。

｢サントリー1万人の第九｣では、

大阪城ホールと特設の東北会場

を中継で結び、「第九」を合唱し

てきました。2014年は東北から

合唱団を公募し、大阪城ホール

に150名を招待しました。

TOPICS

サントリーグループが支援した漁船で獲れた
マグロの販売店「ととぶつや」がオープン

VOICE

震災を経験して以来、音楽の力で少しでも地元・東北の復興に貢献したいと考えていま

した。そのため、バークレー音楽大学への進学および本奨学金の受給が決定し、うれ

しさと身が引き締まる思いでいっぱいでした。JAZZの本場であるアメリカで一生懸命

勉強し、将来は感動を与えられる演奏家になれるよう頑張りたいと思います。

2014年度受給生からのメッセージ

●TOMODACHI サントリー音楽奨学金

●上原浩治投手らによる野球教室

●ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興基金 ●サントリー1万人の第九

被災された方々に笑顔と元気をお届けしたいと願い、著名な芸術家やスポーツ選手などとも連携し、
さまざまな支援活動を実施しています。

真の復興を目指して

「心の復興」を応援する活動を推進　

バークレー音楽大学　熊谷 駿さん（宮城県出身・写真左）

被災地の高校吹奏楽部生を一流

の音楽家が指導し、サントリー

ホールで演奏する機会を提供。

2012年の宮城県に続き、2014

年8月には福島県、2015年4月に

は岩手県の高校生が憧れの舞台

に立ちました。

●みちのくウインド・オーケストラ
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すべてのプロセスにおけるお客様視点の品質保証

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

お客様との
コミュニケーション

お客様センター

お客様

ホームページ等を
通じた情報提供

お問い合わせ・
ご意見・ご指摘への対応

お客様の声の
企業活動への反映

研究
商品企画・
開発

原材料
調達

製造 流通 販売

※1 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用時・飲食時に実感できる品質レベル

※2 VOC（Voice of Customer）活動：お客様の声を経営施策に反映する活動

1重点課題

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

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※1の向上」をテーマにVOC活動※2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。
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品質保証本部内にある安全性科学センターが、水の

成分（元素）分析において、適正な試験結果を出す能

力を有する試験所であることを証明する国際規格

ISO/IEC17025の認定を取得しました。

信頼性の高い分析を通じてより一層、お客様に安全・

安心な商品を提供できるよう努めます。

TOPICS

安全性科学センターがISO/IEC17025認定を取得

サントリーウエルネス（株）の品質監査

取締役会

サントリーホールディングス（株）

委員長：品質戦略部長

事務局：品質戦略部

外食品質保証委員会

品質保証委員会

国内・海外グループ会社

サントリーホールディングス株式会社 執行役員

 品質戦略部長　平島 隆行

「お客様第一」の姿勢で、安全で安心な商品・サービスをお届けし、お客様の喜びと
幸せに貢献することが私たちの使命です。品質方針「All for the Quality」のもと、
サントリーグループの一人ひとりがお客様の立場に立って行動することが重要と考
え、日々取り組みを行っています。
また、事業のグローバル化が進展する中、グループガバナンスを目的とする品質マ
ネジメントシステムのさらなる整備・進化を目指し、各グループ会社の状況に合わせ
てその内容の充足を図っているところです。これからも、世界中のお客様
に対して、最高品質の商品・サービスをお届けできるよう、たゆまぬ
努力を重ねてまいります。

グループ全体の品質保証を推進

最高品質の商品・サービスをお届けできるよう、品質保証を推進していきます。

「品質保証委員会」のもとに「外食品質保証

委員会」を設置し、外食グループ会社6社と

重大トラブルの未然防止活動を推進するととも

に、万一品質トラブルが発生した際には、原因

究明と再発防止に取り組んでいます。

外食グループ会社における
品質保証活動の強化

グループ全体の品質保証力の強化に向けて、グループ会社の品質マネジメントにおける課題と

強みを明確にするため、品質戦略部長による監査を実施しています。2014年は、国内1社と海

外2社を対象に実施し、各社の品質マネジメント体制などを把握するとともに、今後の課題設定

を行いました。今後も監査基準や監査内容の見直しなど、継続的な進化に努めます。

品質戦略部長による品質監査

グループ全体の品質保証を推進するために、「品質保証委員会」を設置

し、品質に関する重大リスクの抽出とその低減を図るとともに、品質に

関する重要戦略課題に取り組んでいます。委員会の中心的役割は、サン

トリーホールディングス（株）品質戦略部とサントリービジネスエキス

パート（株）品質保証本部が担っており、討議内容を取締役会に適宜

報告し、グループの経営課題として共有しています。

また、上場会社のサントリー食品インターナショナル（株）にも「品質保

証委員会」を設置し、連携しながら品質保証を推進しています。

グループ全体の
品質保証推進体制を確立

グループ品質保証推進体制
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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、全従業員が常に
お客様を意識した行動を徹底しています。その起点となるのが「お客様の声」。
お客様視点での品質改善や対応改善、商品開発などを継続的に進めるため、
VOC活動に積極的に取り組んでいます。

「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

品質の確保・向上に取り組んでいます。各プロセスにおける魅力的品質を維持・向上させる要素の抽出・改善に取り組むととも

に、商品や原料に対して科学的な視点からリスク評価や安全性の分析・検査を実施しています。さらに、原材料トレーサビリティ

システムの活用や、持続可能な社会を実現するためのサステナブル調達など、調達先も含めた品質保証活動を展開しています。

お
客
様
の
声
を
反
映

すべてのプロセスにおけるお客様視点の品質保証

宣伝関連 5％

経営・社会動向など 6％

購入方法 9％

販売活動 14％

商品関連 52％

キャンペーン 14％

お届け

水

容器包装

原料

輸送

飲用・飲食

製造

景品

商品企画・開発

調達

科
学
的
評
価（
試
験
・
分
析
）

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

● 美味しさ・機能性を徹底追求した設計
● 科学的な研究・調査、試験・分析による
　「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
● 新しい原料の開発、サステナブル調達

● 構成材料の法規適合性評価　
● 新しい容器の開発、サステナブル調達
● 性能・安全性評価

● 物流会社との品質保証ナレッジの共有
● 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
● 樽生ビールお取扱店などを対象にした飲用時品質向上セミナー

● 景品の専門チームによる安全性や機能性などの審査
● 景品製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
　 などの発生防止とチェック
● 入退室管理やカメラ設置などによるフードディフェンス力強化

お
客
様
セ
ン
タ
ー

お問い合わせ・
ご意見内容

お客様からのお問い合わせ・ご意見内容

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1重点課題

お客様満足を目指して
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お客様センター向け情報システムの開発を担当し

ている私にとって、「お客様視点体感プログラム」

への参加は、お客様から得た情報を共有・蓄積

するシステムの使い勝手を知る絶好の機会と

なりました。実際に電話対応を経験し、お客

様の質問に1秒でも早く回答することの重

要性を実感できました。この経験をより

よいシステム開発に役立てていきます。

「お客様視点体感プログラム」を通じて、
素早い回答の重要性を実感。

お客様とのコミュニケーション推進

「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・サービスを提供したい」と考え、酒類・清涼飲料

などの原料である植物に豊富に含まれるポリフェノールの

研究をはじめ、基盤研究・技術開発の強化に努めてきました。

そして、その蓄積された成果をもとに商品開発に取り組み、

「健康」と「美味しさ」の両立を追究した特定保健用食品や、

ゴマに含まれる「セサミン」の効能を活かした健康食品など、

お客様の健やかな生活をサポートするさまざまな商品を提供

しています。

商品・サービスを通じた
健康への貢献

いただいたご意見を商品づくりに活用

サントリーグループは、お客様との双方向コミュニケーション

を重視し、サントリービジネスエキスパート（株）お客様リレー

ション本部のお客様センターを相談窓口として、お客様の声に

真摯にお応えし、それらを広く企業活動に反映させる取り組み

を推進しています。また、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、全従業員を対象に研修プログラムを実施。

「お客様視点気づき講座」と「お客様視点体感プログラム」を

軸に展開しており、2014年も約4,000名が参加しました。

すべての人にやさしく親切な商品・サービスをお届けするた

めには、お客様の視点が大切です。サントリーグループはお

客様の声に真摯に耳を傾け、ご意見やご要望を品質改善・

商品開発・情報提供の充実など、よりよい商品・サービスづ

くりに活用しています。

また、お客様のご意見をもとに、グループ各社の関係部門と

品質保証本部が連携して、正確でわかりやすい商品の表示

を推進しています。これまで清涼飲料の賞味期限は「年月日」

表示が一般的でしたが、お客様へのわかりやすさとともに、

在庫管理などにともなう環境負荷を少しでも減らすため、

「年月」表示（漢字表記）に取り組んでいます。

「日本人間ドック健診協会」推薦
サントリーのトクホ飲料

サイエンスに裏づけられた
サントリー独自の健康食品

サントリービジネスエキスパート株式会社

グループ情報システム部　松野 成美お客様視点気づき講座

お客様視点体感プログラム
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企業理念

人と自然と響きあう

※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

環境ビジョン2050
自然保護の

グローバルトップランナー
グローバルでの
環境負荷半減

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。

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※2

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

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

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

自然環境の保全・再生

2020年目標

● 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
● 「天然水の森」の面積を12,000haに拡大

●

●

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。

企業理念「人と自然と響きあう」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、グループ全体での環境経営を推進していきます。

2重点課題

「水のサステナビリティ」の追求と
環境負荷低減による
自然との共生の実現
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2004年にスタートした「水育」は、次世代を担う子どもた

ちが、水や、水を育む森の大切さに気づき、未来に水を

引き継ぐために何ができるのかを考えるプログラムです。

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」のふるさとで行う自然体験プログラム「森と水の

学校」と、小学校4・5年生を対象に小学校で先生方と

一緒に行う「出張授業」の活動を継続的に行い、2014

年までの参加者は累計92,000名を超えました。また、

2015年にベトナムでも活動を開始しました。

「自然との共生」の価値観を従業員一人ひとりが自ら体感し、理解するために、

「天然水の森」において、森林整備体験への従業員参加を進めています。

2014年からは体験型研修としての活動を開始し、現在までに約2,000名

の従業員が参加。2016年までに約6,000名の参加を目指しています。

水育「森と水の学校」

水育「出張授業」
第26回公益信託「サントリー世界愛鳥基金」助成金贈呈式

スギやヒノキの下枝を切り落として、林内に日光
を入れ、下層植生を豊かにする「枝打ち」

みず いく

自然環境のバロメータといわれる野鳥の保護が、自然環境

保全につながるとの考えのもと、1973年から愛鳥活動に取

り組んでいます。2014年には公益信託「サントリー世界愛

鳥基金」（1990年創設）に、コウノトリやトキ、ツルなどの保

護を対象とした「水辺の大型鳥類保護」部門を新設しました。

人々の生活に身近な水田や湿原などで日本の豊かな水辺の

環境保護を一層支援していきます。

水と生命の未来を守る
「天然水の森」活動に基づく自然との共生

いのち

サントリーグループは、2003年から「天然水の森」活動※を行い、地下水や生物多様性の
保全に取り組んでいます。「天然水の森」活動での自然との共生の思いは、
「水育」「愛鳥活動」といった取り組みを通して、広く社会とも共有しています。

TOPICS

「天然水の森」活動から得られた技術・知見の共

有化と、それらを社会に発信することを目的に、

2011年から「水科学フォーラム」を毎年開催して

います。2014年は11月に開催し、普段からご協

力いただいている

多彩な分野の専門

家の方 を々お招きし

て、報告・討論いた

だきました。

「天然水の森」 を社会の知へ
～水科学フォーラム2014～

自然環境の保全・再生

「水育」 「愛鳥活動」

「天然水
の森」

「愛鳥活動」

「天然水
の森」

「水育」 「水育」

「天然水
の森」

「愛鳥活動」

地元行政や森林組合の方の協力のもと、
森林整備研修を実施

森林整備体験による
自然との共生の体感

次世代環境教育「水育」
を国内外で展開

「サントリー世界愛鳥基金」に
「水辺の大型鳥類保護」部門を新設

「天然水の森」
想いは森へ向かう

「水育」
想いは

子どもたちへ向かう

「愛鳥活動」
想いは鳥へ向かう

※ 「天然水の森」についてはP.13～14「特集1 自然との共生」をご覧ください。

26Suntory Group CSR Report 2015



原材料調達から製造・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
量を削減するため、部門ごとに課題を設定し
活動しています。また、限りある水資源を大切
にするため、サントリーグループの工場では、
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」を徹底しています。
2020年目標の達成に向けて活動を強化して
おり、2014年は、CO2排出原単位※・水使用
原単位ともに2007年比22％の削減となり
ました。

バリューチェーン全体でのCO2削減、
自社工場での水使用削減

©サンデン（株）

主な活動テーマ

サントリーグループの工場では、生産活動から生じる環境負荷を低減するため、省エネ・節水を徹底。生産工程での省エネ・

節水活動だけでなく、太陽光・雪氷・バイオマス・マイクロ水力など、さまざまな再生可能エネルギーの活用や、水のカスケード（多

段階）利用といった高度な循環再利用などを行っています。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」やサントリーホールディングス（株）が主催する「エコ戦略推進会議」などで共有し、水平展開しています。

さまざまな視点から生産工程を省エネ・節水化
工場での省エネ・節水

自動販売機の省エネルギー化を重点課題の1つと捉え、ピークカット機能の導入や、ヒートポンプ式自動販

売機の採用、LED照明の搭載など、より少ない消費電力で稼動できる自動販売機の導入に努めてきました。

2014年4月には、機材メーカーとの協働により、従来のヒートポンプ式の約半分の消費電力量（420kWh/

年）で稼動する「超省エネ自動販売機（エコアクティブ機）」を導入。最新技術を組み

合わせて電力使用を最適な条件にコントロールすることで、国内最小※の消費電力量

を実現しています。

国内最小電力量の自動販売機の導入
超省エネ自動販売機の導入

※ 2014年4月現在　国内主要自動販売機メーカーの主要「25セレクション」において　＜サントリーフーズ（株）調べ＞

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

1

工場での省エネ・節水1

超省エネ自動販売機の導入2

容器包装の軽量化3 モーダルシフト・車両大型化

「リペットボトル」導入3

2

環境負荷低減

CO2排出実績（2014年）

日本

アジア・オセアニア

欧州

米州

345

113

48

23

3.0％減

7.4％減

8.8％減

6.7％減

排出量（千t） 原単位削減率※

日本

アジア・オセアニア

欧州

米州

21,839

4,732

4,135

1,242

2.4％減

2.2％減

1.5％減

3.4％減

使用量（千m3） 原単位削減率※

水使用実績（2014年）

※ 購入したCO2排出権によるオフセットも含む

※ サントリーグループ売上高の過半を占める事業会社群が所有する国内生産24工場、海外生産30工場
※ 原単位は製造kℓあたりの排出量および使用量、削減率は対前年比

原材料調達 物流

リサイクル 販売

商品の
ライフサイクル

製造
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サントリーガルーダ・ビバレッジでの軽量耐熱ペットボトル開発プロジェクトを担当し、従来の28gよりも25％軽量化

した21gの耐熱ペットボトルの開発を実現しました。日本でのペットボトル軽量化の製造技術や設計力は、これまで

欧州のグループ会社などでも活かされてきましたが、日本での経験が少ない耐熱ペットボトルの軽量化は技術

的にチャレンジ領域でした。何度もテストを重ねる苦労がありましたが、サントリービジネスエキスパート（株）

とサントリーガルーダ・ビバレッジ、そしてインドネシアのサプライヤーとの目標の共有や連携が、プロジェクト

を成功に導きました。本プロジェクトを通じて培った技術をさらに応用し、ベトナムでも最軽量ペットボトルが

開発されました。今後もさらなる軽量化に向け、新しいプロジェクトを始動させていきます。

※ 耐熱ペットボトル500mℓクラスにおいて（2014年1月導入時点）

日本の技術力と現地のスタッフの連携により、東南アジアで最軽量※耐熱ペットボトルを開発

サントリービジネスエキスパート株式会社 包材開発部  高野 力

サントリーガルーダ・ビバレッジ（インドネシア）の軽量ボトルの取り組み

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

お客様の飲用時からリサイクル処理までのユーザビリティ（使いやすさ）に配慮しながら、3R（Reduce・Reuse・Recycle）の

考えのもと、環境に配慮した容器包装の開発に取り組んでいます。

容器包装の軽量化・薄肉化・リサイクルを追求
容器包装の軽量化／「リペットボトル」導入3

ペットボトルの国内最軽量キャップの導入
● 常温無菌充填製品※1に国内最軽量となる2.04g※2の軽量化

キャップを導入。

ペットボトルの国内最薄商品ラベルの導入
● 国産ペットボトルのロールラベル※1として最薄となる12μm※2

のラベルを「サントリー天然水」などに導入。従来品に比べて、

CO2排出量を25％削減※3できます。

国産最軽量ペットボトル・「リペットボトル」の導入
● 「サントリー天然水」550mℓで植物由来原料を30％使用した

国産最軽量※1 11.3gを導入
● 国内飲料業界で初めてB to B※2メカニカルリサイクルシステ

ムを構築し、再生PET樹脂を100％使用した「リペットボトル」

を多数の製品に採用。石油原料100％ボトルと比較して、

CO2排出量を83％削減できます。

※1 ミネラルウォーター・ホット販売用を除く　
※2 28φ（ファイ）キャップにおいて（重量は2015年1月時点での設計値）

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

※1 2015年3月時点
※2 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PET樹脂に再生すること

※1 企業や都市の重要な環境情報を測定・開示・管理・共有するための国際NPO
※2 Climate Disclosure Leadership Index（気候変動情報開示先進企業）
※3 Climate Performance Leadership Index（気候変動パフォーマンス先進企業）

TOPICS

CDP※1による環境活動調査「CDP2014  Japan500」において、サントリー食品インターナショナル（株）が、気候変動

リスクに対する活動とその情報開示において高い評価を受け、「CDLI※2」および「CPLI※3」にダブル選定されました。

「CDP2014 Japan500」における「CDLI」「CPLI」ダブル選定

新 従来
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サントリーグループの文化・社会貢献活動

芸術・文化 スポーツ
● スポーツチーム
  ・ラグビー部「サンゴリアス」
  ・バレーボール部「サンバーズ」
● チャレンジド・スポーツ支援
● スポーツイベント開催
  ・サントリーレディスオープン
    ゴルフトーナメント
  ・サントリードリームマッチ

社会福祉
● 社会福祉法人 邦寿会
  ・高齢者福祉施設
    　－高殿苑
    　－どうみょうじ高殿苑
  ・旭区西部地域包括支援センター
  ・つぼみ保育園
● チャリティ活動
● 従業員のボランティア活動支援

次世代育成
● 芸術・文化を通じた次世代育成
● スポーツクリニックの開催
● 学校法人 雲雀丘学園の支援
● 無人島での自然体験を支援

被災地支援
● 東日本大震災復興支援
  ・漁業の復興支援
  ・未来を担う子どもたちの支援
  ・チャレンジド・スポーツ支援
  ・文化・スポーツを通じた支援

地域貢献
● 工場緑化の推進
● 工場見学の実施
● 全国事業所での地域貢献
● 各グループ会社の地域貢献

● 公益財団法人を通じた支援
  ・サントリー芸術財団
  ・サントリー文化財団
  ・サントリー生命科学財団
● 文化施設
  ・サントリー美術館
  ・サントリーホール
● 文化イベント協賛
  ・サントリー1万人の第九

創業者・鳥井信治郎の「利益三分主義」の精神を受け継ぎ、
豊かな生活文化と持続可能な社会の実現に寄与する
さまざまな活動を展開

3重点課題 「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

サントリーグループは、事業で得た利益は「社会への貢

献」にも積極的に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、人々が心豊かに暮らしを楽しむこ

とのできる社会の実現に寄与するため、「芸術・文化」

「スポーツ」「社会福祉」の分野を中心に、「次世代育成」

「被災地支援」「地域貢献」など多岐にわたる文化・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「社会活動方針」を策定し、その

方針のもと、世界各地のグループ会社との連携をさら

に深め、各地域の実情をふまえた活動をグローバルに

推進していきます。
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サントリーグループは、豊かな生活文化の発展に寄与するため、サントリー美術館・サントリーホールの運営や
芸術・文化・学術の振興など、多様な文化貢献活動に取り組んでいます。

豊かな生活文化への貢献

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1件、重要文化財13件を含む約3,000件の収蔵

品を核とした展覧会を

開催しており、日本人

の美への感性を次世代

に継承していく活動を

続けています。

公益財団法人 サントリー芸術財団

サントリーホール

1986年、音に徹底的にこだわった東京初のコンサート専用ホー

ルとして開館。毎年、約550を超える公演に60万人規模のお客

様が来場されています。国内外の一流アーティストによる公演と

ともに、オリジナル企画

の主催公演も多数開催

し、音楽がより生活に根

づいたものになることを

目指して活動しています。

音楽事業

日本における洋楽の発展に寄与するため、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」や、チャレンジ精神に満ちた公演や新進作曲家を顕彰する「佐治敬三賞」

「芥川作曲賞」をはじめ、「日本人作曲作品」の紹介やコンサート開催など幅広い活動を展開し

ています。

TOPICS TOPICS

TOPICS

2014年秋の「高野山開創1200年記念 高

野山の名宝」展では、国宝「八大童子像」

の露出展示などサントリー美術館ならで

はの展示方法が話題を呼び、約10万人が

来場。初来館者も多く、さまざまな世代

の方に展覧会を楽しんでいただきました。

「高野山の名宝」展に約10万人が来場

創業80周年の記念事業として、社会科学・人文科学分野

の研究活動や、日本の地域文化の向上に貢献するために、

1979年に設立。「サントリー学芸賞」や「サントリー地域文

化賞」の贈呈、社会・人文科学や地域文化に関する研究や

海外出版への助成、財団自ら実施する調査研究など、さま

ざまな活動に取り組んでいます。

公益財団法人 サントリー文化財団

東日本大震災を機にサントリー文化財団

によって発足した「震災後の日本に関す

る研究会」（代表：御厨 貴）。その研究や

調査・視察などの成果をまとめ、震災後

の日本のあり方を考える『別冊アステイ

オン 「災後」の文明』（発行 阪急コミュニ

ケーションズ）を刊行しました。

「災後」の文明　刊行

古代祝祭劇「太陽の記憶－卑弥呼」世界初演

さい ご

さい ご

「サントリー音楽賞」「佐治敬三賞」贈賞式

2014年11月、洋楽器・和楽器・歌舞伎・

舞踊といった多様なジャンルのコラボレー

ションによる舞台劇を世界で初めて上演。

ダイナミックな祝祭空間が大きな注目を

集めました。
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「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3重点課題

1921年の無料診療院開設を機に創立された邦寿会は、社会福祉法人

として活動を続け、高殿苑（特別養護老人ホーム）、どうみょうじ高殿苑

（総合福祉施設）、旭区西

部地域包括支援センター、

つぼみ保育園を運営してい

ます。また、時代のニーズ

に応え、訪問介護・通所介

護・居宅介護支援などの

在宅介護サービスにも力を

入れています。

サントリーグループは、被災地支援や社会福祉施設の運営をはじめ、環境美化、工場見学、チャリティ・ボランティア活動など、
地域に根ざした活動を幅広く展開しています。

地域社会への貢献

社会福祉法人 邦寿会

サントリーレディス

オープンゴルフトーナ

メントは、1990年の開

始以来、チャリティ活動

に力を入れ、開催地の

神戸市に消防車両など

を寄贈してきました。

2011年からは東日本大震災の被災地にチャリティ金を活用いただいて

おり、2014年は、宮城県名取市に消防車両2台と携帯デジタル無線機・

サーチライトなどの装備品（約1,300万円相当）を寄贈しました。

ゴルフトーナメントでのチャリティ活動

高殿苑とつぼみ保育園の交流

宮城県名取市に寄贈した消防車両

→「東日本大震災の被災地への支援」については
P.17「特集2 東日本大震災復興支援活動」をご覧ください。

従業員のボランティア活動を支援
サントリーグループは、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。2014年は

この制度を40名が利用し、さまざまな活動に参加しました。

また、邦寿会が運営する老人ホームでのボランティアや、事業所

内で昼休みや就業時間

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。

社内でのボランティア体験

TOPICS

2014年に実施した社内ボランティア体験「みんなで布

チョッキン！」は、従業員が持ち寄って裁断した布を、カン

ボジアで支援活動をするNPO法人に寄贈する取り組み

です。布は現地で人形やボールに加工され、その作業費

が保護者の貴重な収入

になるとともに、遊具の

少ない子どもたちの笑顔

につながります。

ボランティア活動「みんなで布チョッキン！」
カンボジアの子どもたちを笑顔に

写真提供／特定非営利活動法人
　　　　　幼い難民を考える会

サントリーフーズ（株）は、災害発生などの緊急時

に無料で飲料を提供する「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。電源が落ちた場合でも簡単に飲料を取

り出せるため、東日本大震災時にも多くの方々

に活用いただきました。2014年末時点で業界

最多の約15,000台が全国に設置されています。

災害時に飲料を無料提供

緊急時飲料提供
ベンダー
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サントリー芸術財団は2014年に楽器貸与事業を新設。「全

日本学生音楽コンクール全国大会」での「サントリー芸術財

団名器特別賞」の受賞者に、同財団が所蔵する世界的名器

（バイオリン）を3年間にわた

り無償で貸与します。2015

年1月には同コンクール「東

京大会入賞者発表演奏会・

表彰式」において、第1回の

贈賞式が行われました。

港区とサントリーホールは、同区内の小学4年生を対象

に、音楽を中心とした継続的な芸術体験プログラム

「港区＆サントリーホール Enjoy! Musicプロジェクト」

を2014年にスタートさせました。国際的に活躍する

指揮者・大野和士氏が企画に関わり、初年度はフラン

ス国立リヨン歌劇場管弦楽団を迎えて、「音楽と身体

表現」をテーマに開催しました。各小学校での特別

授業、サントリーホールでの演奏会に、全19校から約

1,100名が参加しました。

サントリーグループは、未来を担う子どもたちの健やかな成長を支援するため、音楽・美術・スポーツ・自然体験などを通じた
さまざまな次世代育成活動に取り組んでいます。

未来を担う次世代の育成支援

一流音楽家による
芸術体験プログラムを開始 サントリー美術館では、初の試みとして、休館日の1日を小中

学生とその保護者に開放する「まるごといちにち こどもび

じゅつかん！」を2014年夏に開催しました。子どもたちに美

術館に親しみを

もってもらおうと

さまざまなプログ

ラムを用意。約

2,000名の来館

があり、のびのび

と笑顔あふれる

1日を過ごしてい

ただきました。

子どものための美術館を開催

気に入った作品をスケッチしながら鑑賞

大野和士氏と子どもたちのレッスン風景

世界的な名器を若手音楽家に貸与

贈賞式の様子

公益財団法人 神戸YMCAとの協働プロジェクトとして、香川県

にある無人島の「余島」を舞台に、

豊かな自然環境の中で子どもた

ちの成長をサポートするプログラ

ムを2007年から行っています。

2014年は約5,000名の子どもた

ちが参加しました。

子どもたちに
無人島キャンプ体験の機会を提供

プログラムに参加した子どもたち

よ  しま

スポーツを通じた
子どもたちの育成を支援
サントリーグループでは、スポーツを通じた子どもた

ちの健全な心と体の育成を支援するため、さまざまな

活動を行っています。その一環として、サントリーの

スポーツチームも競技の普及活動に取り組み、ラグ

ビー部「サンゴリアス」・バレーボール部「サンバーズ」

の選手が子どもたち

を直接指導するクリ

ニックを各地で開催

しています。2014

年には約6,000名の

子どもたちが参加し

ました。 ラグビークリニック
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※ 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6,415名（2014年12月31日現在）を対象とします。

「やってみなはれ」の実践

人材育成
人材育成システムのしくみ強化

主な活動

●キャリアビジョン・デザインの支援　　●企業理念共有のプログラム強化
●グループ全体でのグローバル人材育成

ダイバーシティの推進
多様な価値観や発想の受容・活用による

価値の創出

主な活動

●シニア層の活躍支援　　●障がい者雇用の推進
●女性活躍プロジェクトの実施

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

主な活動

●生産性向上に関するマネジャー支援
●労働時間のセルフマネジメント強化

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。

「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4重点課題
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「キャリアチャレンジ」でのフィールドワーク

グローバルリーダーシップ育成プログラム

2015年からサントリーグループ全従

業員を対象とした「有言実行やってみ

なはれ大賞」を創設します。これは、

自ら旗を掲げ、従来のやり方にとらわ

れない、まったく新しい発想に基づく

チャレンジングな活動によって「やっ

てみなはれ」を実践したチームを表彰するものです。サント

リーグループは、世界中で、夢大きく、切磋琢磨しながら、

新たな価値の創造に挑み続けていきます。

グローバルリーダーシップ育成プログラム
国籍や勤務会社を問わず、グループ全体からグローバ

ル経営を担う人材を輩出するための教育プログラムを

実施しています。その1つが、リーダーシップの開発や

グローバルに通用するビジネススキルの習得を図る「GLDP

（＝Global Leadership Development Program）」で

す。2014年には日

本人9名を含め、世

界各国から21名が

参加しました。

サントリーグループは、従業員一人ひとりの成長と、適材適

所の人材配置を目的として、従業員・上司・人事が三位一体

となった人材育成制度「キャリアビジョン」を運用していま

す。これは、事前に従業員が記入した「キャリアビジョンシー

ト」をもとに、長期的な「なりたい姿」と、その実現に向けた

取り組みについて話し合うしくみです。

2014年には、イントラネット上に従業員一人ひとりのキャリ

アデザインを支援するサイトを新設するなど、制度運用の強

化に努めています。

「キャリアビジョン」の運用
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

る人材に成長することが重要です。そこで、語学力や

異文化コミュニケーションを含め、グローバル業務に必要

なスキルを学び、海外研修を行う「キャリアチャレンジ」

をはじめ、「ビジネススクール留学」「トレーニー制度」

などの、さまざまな育成制度を導入しています。また、

国内の従業員だけで

なく、海外グループ

各社も含めた取り組

みも推進しています。

グローバル人材の育成

「有言実行やってみなはれ大賞」創設

サントリーホールディングス株式会社 執行役員

 人材開発本部長　折井 雅子

サントリーグループは、企業の成長の源泉は人材にあると考え、「やってみなはれ」精
神を発揮できる人材育成施策を展開してきました。そして、このたびグループ全体に
関わる人材開発・研修活動の総称を「サントリー大学」として、活動のさらなる強化
を図ることとしました。
サントリー大学では、創業の精神や企業理念など、サントリーという企業の土台を支
え、事業の推進力になってきた不変のスピリットを学び、これからのビジネスに不可
欠な思考や知識、そしてスキルを磨くことを目的としています。一人ひとりが学び続け、
成長することを通じて、サントリーグループがお客様に新たな価値をお届けできる
よう、私も副学長として取り組んでまいります。

人材育成

一人ひとりの成長を通じて、新たな価値を提供していきます。
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「新世代エイジョカレッジ」は、今後のキャリアを考える

きっかけになると同時に、実践的なスキルの獲得に

もつながりました。私の所属する営業企画部門では、

多くの関係者との連携が不可欠で

あり、意見の異なるメンバーをま

とめていくうえで、チーム制によ

る本プログラムの取り組みが

チームビルディングやプレゼン

テーションスキルの向上に

大いに役立っています。

今後のキャリアと実践的なスキル修得、
双方に有効な機会を与えられました。

サントリー酒類株式会社

首都圏営業本部

小園 奈緒子

■女性管理職数 管理職における女性比率
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サントリーグループは、障がい者の方の可能性を広げるため、知的

障がいのある学生を対象としたインターンシップを実施するなど、

グループ全体で雇用を促進しています。2014年6月1日時点で障が

い者雇用率はサントリーホールディングス（株）が2.3％、サントリー

食品インターナショナル（株）が2.03％となっています。また、より

働きやすい環境づくりに向け

て、マネジャー向けに「ハンド

ブック」も作成・共有するほか、

「ハンディキャップサポート

休暇制度」を導入しています。

「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4重点課題

グループ合同での障がい者就職ガイダンス

アンバサダープログラム

女性の登用状況

ダイバーシティ経営の実現に向けた取り組みの1つとして女性の活躍支援

に努めており、2025年に女性管理職20％達成を目指しています。リーダー

クラスを対象にしたパネルディスカッションと座談会形式の「キャリアカ

フェ」の開催や、各業種の営業職女性が交流する「新世代エイジョカレッ

ジ」への参加を通じて、女性従業員の意識向上を図っています。また、全

女性管理職を対象とした「女性マネジャー・フォーラム」や「女性マネ

ジャー・ネットワーキング幹事会」の実施などにより、女性経営層からの

働きかけによるさらなる意識改革やネットワーク強化にも努めています。

女性の活躍を推進

グローバル規模でのシナジー創出を目的に、海外グ

ループ各社の人事担当者との「グローバル人事会議」を

定期的に開催。「リーダーシップ開発」「将来のキータ

レント育成」といった具体的な課題を設定し、情報共有

やディスカッションを行っています。

「グローバル人事会議」を開催 障がい者雇用を促進

「アンバサダープログラム」を開催
グループ内の国際交流を促進する取り組みとして「アン

バサダープログラム」を展開。海外グループ会社の従

業員が日本でサントリーのDNAを学び、帰国後は各社

における「伝道師」として社内にDNAを伝えています。

あわせて、海外グループ会社を訪問してワークショップ

などを行うプログラムも実施しています。

シニア層従業員の就労ニーズに応えることは、企業の社会的

責任であると同時に、長年にわたって培われた経験やスキルを

有効活用するチャンスでもあります。そこで、サントリーグルー

プは2013年から65歳定年制を導入するとともに、50代の従

業員を対象とした「キャリアワークショップ」など、シニア期の

キャリアを考える機会を提供しています。

65歳定年制の導入

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

※ 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。
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職場の理解にも後押しされ、妻を支えることができました。

育児休職の開始から連続5日間が有給休暇となる「WBC（ウェ

ルカム・ベイビー・ケア・リーブ）」という社内制度を

利用して、第二子の誕生後、妻の負担が最も

大きい時期に育児休職を取りました。上司

や職場の仲間も制度を理解していたことが、

心理的なハードルを大きく下げてくれました。

この制度は、子どもが1歳半になるまで活用

でき、家庭や業務の都合に応じて取得

できるのも魅力だと思います。

人権への取り組み

サントリーグループでは人権意識の向上と人権尊重の企業風土づくりを目指して継続的な

人権啓発活動を推進しています。2014 ～ 2015年は「職場を元気にする人権」をテーマに、

社外講師による人権講演会を開催。あわせて新任マネジャー研修や新入社員研修などで

の階層別人権教育を毎年実施しています。

人権講演会を実施

サントリーグループでは、仕事と育児・介護の両立を支援するた

め、各種制度を整備しています。出産・育児支援については、妊

娠期から利用できる短時間・時差勤務制度などを導入し、女性

従業員を支援するとともに、男性従業員に対しても積極的な制

度利用を促しています。1歳半までの子をもつ男性従業員とその

マネジャーが参加する「ちちおやガイダンス」などの機会を設け

て意識啓発に努めると

ともに、男性従業員の育

児休職取得を促進する

制度を設け、男性も育児

に取り組みやすい職場

づくりにつなげています。

イントラネット内コンテンツ「チャンス広場」

WEB会議の様子

サントリービジネスエキスパート株式会社

ビジネスシステム本部 グループ情報システム部

是常 彰宏

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」を目的に、ワークスタイル革新を

推進。時間や場所を問わないフレキシブルな働き方の実現を目指して、フレックス勤務のコ

アタイム原則廃止と対象範囲拡大、テレワーク勤務の対象範囲拡大などを進めています。

また、研究開発部門では裁量労働制を導入し、営業部門ではタブレットやスマートフォン

を活用した新しい働き方を浸透させるなど、部門ごとの働き方に応じたワークスタイル

革新を進めています。

加えて、パソコンから離れて現場体感や本質を考え抜くための「プレミアムタイム」を設定

するほか、イントラネット上に「チャンス広場」というコンテンツを設け、ワークスタイル革新

に向けた情報発信や意見交換の場として活用しています。

2015年は、フレックスタイムのさらなる活用や計画年休の取得徹底による年次有給休

暇取得促進などにより、メリハリのある働き方を推進していきます。

ワークスタイルの革新

仕事と育児・介護の両立を支援

武蔵野ビール工場での「ちちおやガイダンス」
の様子

多様な従業員一人ひとりが能力を発揮できるよう、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。

ワークライフバランスの推進
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お客様に高品質な商品・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。

サントリーグループにおいても、事業を通じた持続可能

な社会の実現に貢献するためには、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との連携をより強化するため、

方針説明会やCSR活動状況を確認するためのアンケー

ト、現地でのヒアリングなども実施しています。

サプライチェーンを通じた
CSR活動の推進5重点課題

流通製造原材料調達商品企画・
開発

ビジネスパートナー

サプライチェーンにおけるCSR活動

サントリー

物流における
安全性向上

公正・公平な取引 CSR調達

ビジネスパートナー
との連携
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サントリーグループは、配送センターや物流協力会社の

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の安全活動に関

する優れた事例を紹介するほか、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

る取り組みの意欲

向上と強化につな

げています。

グローバルSCM会議

海外グループ会社と「CSR調達基本方針」を共有
海外のグループ会社が参加する「グローバルSCM会議」で

「サントリーグループCSR調達基本方針」を共有するとともに、

各社のCSR調達推進の活動内容を確認しています。

サントリーグループは「CSR調達基本方針」を制定し、ビジ

ネスパートナーと連携しながら、サプライチェーン全体での

CSR活動の推進に取り組んでいます。

その一環として、原料部・包材開発部・物流部の主要取引

先を対象に、方針説明会とCSR活動に関する自己評価アン

ケートを毎年実施しています。2014年のアンケート（19項

目・各3点満点）では、回答企業平均で、原料部2.74点、包

材開発部2.91点、物流部2.70点となり、各社がCSR活動に

しっかりと取り組んでいることを確認しました。また原料部

では、ビールの主要原料である麦芽・ホップ生産者に対し、

児童労働・強制労働などの人権課題に関するヒアリングを

実施しました。

サプライチェーン全体で
CSR活動を推進

第14回「安全推進大会」

物流協力会社とともに
安全に配慮した物流を推進

サントリーグループとビジネスパートナー双方の品質向上

や業務改善に向けて、原材料サプライヤーを訪問して生

産現場での品質確認や情報・意見交換を実施しています。

原材料サプライヤーの
生産現場を訪問

グレープフルーツ農園
（アメリカ・フロリダ州）

ウーロン茶畑（中国・福建省）

サントリービジネスエキスパート株式会社　専務取締役

SCM本部長　沖崎 行男

サントリーグループの事業は、原料および資材の調達、物流等の多種多様な協力会社の皆
様からのサポートをいただいて成り立っています。私たちは、これらの協力会社の皆様を

大切なビジネスパートナーと考え、健全な取引関係と相互信頼の向上に努めています。
取引にあたっては、各社の商品・サービスの品質や安全性、供給能力、環境
保全、社会貢献などへの取り組みを公正に評価し、選定あるいは取引継続
の可否を判断しています。また、主要なサプライヤーや物流会社などに対
して説明会やアンケートを行い、ともにCSR活動を推進し、活動レベルを
高めることを目指しています。今後も積極的な対話の機会を設けてビジ
ネスパートナーとの連携をさらに強化していきます。

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をさらに強化していきます。
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責任ある
マーケティング

適正飲酒の
普及・啓発

新聞・雑誌等での
啓発広告の展開

啓発ポスターの
店舗掲示

マーケティング
規定の整備

業界と連携した
啓発活動

商品パッケージへの
注意表示

主な活動

さまざまな
ステークホルダーへの

普及・啓発

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。2014年に、グローバルなマーケティング規定

をもつビームサントリーがグループに加わったことを

ふまえ、2015年からは同社とアルコール問題などを定

期的に討議しながら、責任あるマーケティングに取り

組んでいきます。

6重点課題

酒類を扱う企業として
責任あるマーケティングと
適正飲酒の普及と啓発
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サントリーグループは、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し、2014年末まで

に150回以上掲載してきました。また、「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

企画に協力しています。これらの活動とともに、酒類を製造・販売する企業と

しての自覚のもと、国内グループ従業員の適正飲酒に関する意識を高める教

育・啓発活動を実施しています。

さらに、2015年からは、適正飲

酒を含むグローバルなマーケ

ティング規定をもつビームサント

リーと、アルコール関連問題に関

するビジョンや方針を討議する会

議を年4回開催していきます。

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。

モデレーション広告と
キャンペーンポスター

ビームサントリーとの打ち合わせ

商品パッケージへの注意表示と点字によるお酒表示 「STOP! 未成年者飲酒
キャンペーン」ロゴ

プログレスレポート

アルコール関連問題への取り組み

業界と連携したさまざまな活動を実施
ビール酒造組合や日本洋酒酒造組合などの業界団体に所

属する企業として、中高生を対象とした未成年者飲酒防止

のためのポスターの店舗での掲示や、スローガン募集活

動、新聞・雑誌での啓発広告の展開、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。

業界全体の取り組み向上

お客様や従業員に適正な飲酒を啓発

アルコール関連問題の低減に向けて世界の酒類メーカーと連携
WHO（世界保健機関）は、各国政府や公衆衛生機関の専門家などと協議しながらアルコー

ル関連問題の低減に向けた活動を継続的に実施しています。2010年には、酒類業界を

重要なステークホルダーと位置づけ、「アルコールの有害な使用の低減に関する世界戦略」

を採択しました。サントリーグループは、ビール酒造組合や日本洋酒酒造組合を通じて、

世界の主要酒類メーカーによるWHOのアルコール世界戦略を実現していくための「業界コ

ミットメント」の推進に2013年から取り組んでいます。「業界コミットメント」の進捗は毎年

監査法人による監査を経て「プログレスレポート」として発行されています。2015年からは

ビームサントリーとしてグローバルレベルの「業界コミットメント」の推進にも取り組んでいます。

TOPICS

ビームサントリーは、責任あるマーケティングの取り組みとして「drink smart®」プログラムを

グローバルに展開しています。同社では、未成年者飲酒や飲酒運転の防止、適正飲酒の啓発、

飲酒をしない人への配慮といったグローバルな基本原則をふまえ、関係団体と協力しながら各

市場固有のニーズ・文化に合わせたプログラムを推進しています。

ビームサントリーの「drink smart®」プログラム
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CSRマネジメント

サントリーホールディングス（株）

経営

業務執行

選任・解任 選任・解任

会計
監査人

内部監査部門
（グループ監査部）

監査役会

株主総会

国内・海外グループ会社

リスクマネジメント
各委員会 取締役会

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を導入しています。

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、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、社外取締

役1名を含む11名（2015年4月現在）の取締役で構成されて

います。取締役会では、グループ全体の経営課題について

具体的な検討・協議・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。

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、機動的な意思決定を実現しています。

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、社外監査役

2名を含む4名（2015年4月現在）の監査役で構成され、業務の

執行状況や内部統制システムの整備状況などを監査していま

す。加えて、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設けています。

また、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や適法性について、客観的な立場か

ら検証しています。

コーポレート・ガバナンス／リスクマネジメント／コンプライアンス
お客様や社会から信頼される企業であり続けるために、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 リスクマネジメント

コンプライアンス推進

コーポレート・ガバナンス体制

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

ており、サントリー食品インターナショナル(株)に「リスク

マネジメントコミッティ」を、ビームサントリーに「グロー

バルリスク＆コンプライアンスコミッティ」をそれぞれ設置

しています。また、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、サントリーホールディングス（株）に「グ

ループリスクマネジメント委員会」を設置しています。

さらに、グローバルな事業拡大に伴い、海外グループ会社を

含めたグループ全体のグローバルリスクマネジメントを強

化するため、2015年4月に「グローバルリスクマネジメント

委員会」を新設しました。これらの委員会を通じて、リスク

の把握や対策実行、クライシスマネジメント体制の整備な

どの活動を行い、お客様をはじめとしたステークホルダー

の皆様に対する責任を果たすことを目指しています。

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、2012年にはこの綱領を、従業員の「考動」を

促すための指針とするため、社会的責任に関する国際規格

ISO26000を参照して内容を改定し、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。

コンプライアンス・ホットライン
「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、社内外2カ所に「コンプライアン
ス・ホットライン」を設置しています。

実践のための活動
グループの理念や「企業倫理綱領」をまとめ
た小冊子を、海外も含めたグループの従業
員に配布するとともに、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。
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1899

1923

1921

年表で見るサントリーグループの歴史

創業・ぶどう酒の製造販売を開始

事業活動 社会・環境活動

日本初の国産ウイスキー製造に着手

1972
食品事業に本格的に進出

1978
メロンリキュール「MIDORI」を
アメリカで発売

1983
シャトー ラグランジュ
経営開始

1984
中国のビール市場に参入

1993
健康食品事業に参入

2009
オランジーナ・
シュウェップス 買収

2004
世界初の「青いバラ」開発

2013
サントリー食品
インターナショナル（株） 上場

1963
サントリー株式会社へ社名変更

「サントリービール」製造販売

邦寿会創立・今宮診療院開設

1946
食品化学研究所設立
（現 サントリー生命科学財団）

1961
サントリー美術館開館

1969
サントリー音楽財団設立
（現 サントリー芸術財団）

1973
愛鳥活動開始

1980
ラグビー部創部

1986
サントリーホール開館

1979
サントリー文化財団設立

2003
「サントリー天然水の森」
活動開始

2004
次世代環境教育
「水育（みずいく）」開始

2014
ビームサントリー 誕生

2014
「サントリー環境
ビジョン2050」策定

2011
東日本大震災復興支援
「サントリー東北サンさんプロジェクト」
（2011年～継続中）

バレーボール部創部

42Suntory Group CSR Report 2015



●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
●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　2015年6月


