
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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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。

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。

サントリーグループ品質マネジメントシステム

サントリーグループは、グローバル展開と新規領域への事業拡大

にともない、グループガバナンスを目的とする品質マネジメント

システムを整備・進化させてきました。現在は「サントリーグルー

プ品質方針」のもと、「サントリーグループ品質保証規定」に則った

商品・サービスの品質に関する事項を「品質マネジメントに関す

る標準規格類」として定め、お客様視点に基づく品質保証活動を展

開しています。

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

への周知を継続して進めていきます。

グループ全体の品質保証推進体制を確立

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。委員会での討議

内容は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。委員会の中心的役割を担っているのは、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）品質保証本部で、品質戦略部はグループ各社を統括管理する

役割を担い、品質保証本部は各部署の日常の品質保証活動を推進・

サポートする役割を担っています。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。

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を構築し、One Suntory の実現に取り組んでいます。

グループ品質保証の推進

■グループ品質保証推進体制

■サントリーグループの品質マネジメントシステム

サントリーグループ
品質方針

サントリーグループ
品質保証規定

品質マネジメントに関する
標準規格類

グループ各社個別の標準規格類

国内・海外グループ会社

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

取締役会

サントリーホールディングス（株）

重点課題4重点課題3 重点課題6重点課題2 重点課題5重点課題1

品質戦略部長による品質監査

サントリーグループは、グループ会社の品質マネジメントシステ

ム強化のために品質戦略部長による監査を実施しています。この

監査は、国際標準の考え方に基づいて監査の基準を明確にすると

ともに、グループ各社の品質マネジメント状況を評価し、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

ことを目的としています。2014年は、国内1社と海外2社を対象と

して監査を実施。各社の組織と品質責任者、レポーティングルート、

お客様の声からの品質向上体制、従業員教育など、品質マネジメン

ト体制の把握と今後の課題設定を行いました。今後も、監査基準や

監査方法を継続的に進化させることによって、グループ各社およ

びグループ全体の品質マネジメント力と品質保証レベルの向上に

取り組んでいきます。

サントリーウエルネス（株）の品質監査
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グループ全体の潜在リスクの抽出と低減

法令違反や健康影響、品質異常などの重大なクライシスにつなが

るリスクを中心に、潜在的なリスクを徹底して抽出・低減する活

動を継続・推進しています。2006年より、生産研究部門の経営層

をはじめとする関連部門の責任者が一堂に会する「リスク検討会」

を毎週1回開催し、直近の1週間に把握した社内外の品質リスクを

タイムリーに共有して対応策を論議するとともに、潜在的なリス

ク要因の変化を定量的に捉える指標（潜在リスク指標）のモニタリ

ングを実施しています。

グローバル品質保証の強化

サントリーグループのビジネス領域がさらにグローバルに拡大し

ていくなか、2014年も海外の品質保証強化に重点的に取り組みま

した。

サントリーグループのグローバル展開にあわせ、2014年に「国内

製造、海外輸出販売製品に関する品質保証規定」を定めました。こ

れは日本国内で製造し、海外に輸出・販売する製品の品質保証ルー

ルと確認事項を明確に示すもので、輸出製品の品質保証を強化し

ています。今後も継続して、グローバル品質保証体制の強化に取り

組んでいきます。

外食グループ会社における品質保証活動の強化

サントリーグループは、「品質保証委員会」のもとに「外食品質保証

委員会」を設置しています。同委員会では、外食グループ会社が一

堂に会して重大トラブルの未然防止活動を共有・推進し、発生し

た品質トラブルについてはその原因究明と再発防止に取り組んで

います。

2014年は「外食表示ガイドライン」を制定して、グループ会社共通

の考え方を示すとともに、表現の具体例を示すことによって、食材

や調理法に関する情報を、お客様に、正しくわかりやすくお伝えす

ることを徹底しました。今後も、各社の品質保証活動を推進すると

ともに、各社間の連携とシナジーを図り、外食グループ会社に対す

るお客様からの信頼獲得を目指していきます。

安全性科学センターがISO/IEC17025認定を取得

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・安心な商品をご提供でき

るよう努めます。

重点課題4重点課題3 重点課題6重点課題2 重点課題5重点課題1

その他の品質保証活動

●【お客様からの信頼獲得】 フードディフェンスを強化

2013年の年末に発生した冷凍食品への意図的異物混入事件は、社

会的に大きな問題になりました。サントリーグループは、2009年

からフードディフェンス活動を進めていましたが、お客様からの

信頼にお応えするため、2014年

にこの活動をさらに強化しまし

た。工場受付での監視や入場者

氏名の記録に加え、暗証番号や

IDカードなどを使用してセキュ

リティ対策を強化し、工場敷地

内のカメラやセンサーも増設し

ました。

●【品質出前授業】 小学生を対象に「期限表示」に関する授

業を開催

東京都内を中心に小学校を訪問

し、「飲み物・食べ物には安心し

て、美味しく飲食できる期限」が

あることを学習するオリジナル

授業を実施しています。この授

業を通して「賞味期限」と「消費

期限」の違いを学んでいただき、

身近な食べ物・飲み物の「期限表示」を確認し、封を開けたら早め

に飲む・食べることを習慣づけてもらいたいと考えています。

これからもサントリーは、一人でも多くの子どもたちが食品の安

全について自分自身で考えることができる力を身につけ、安心し

て美味しく飲んで食べてもらうための活動を続けていきます。

●【原料】 行政・生産者と連携して高品質なワイン用ぶど

うを安定調達

サントリーワインインターナショナル(株)

は、2013年から山形県長井市と白鷹町の

生産者の方々と協働し、耕作放棄地だった

ところを一緒に整備することで、新たなワ

イン用ぶどうの栽培を行っており、収穫さ

れたぶどうからワインの試験醸造ができ

るまでになりました。この活動は、行政機

関と連携して地域の農業事情や土壌、気象

データを分析することから始まり、選択した条件で「高品質なぶど

う」ができることを科学的に評価しています。今後も、生産者の方々

と協力して、安全・安心で高品質なぶどうの調達を目指し、日本ワ

インの一層の品質向上にチャレンジしていきます。

サントリーグループが大切にしている品質には、「魅力的品質」「安

全性品質」「社会的品質」があります。上記の品質出前授業（消費者

啓発）やぶどう栽培（原料サステナビリティ）の取り組みは、社会か

らの要求にお応えする品質活動――つまり「社会的品質」と捉えて

おり、これからも積極的に取り組んでいきます。

食の安全・品質に関する出前授業の
様子

暗証番号やIDカードなどを使用した
セキュリティ
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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

  分析科学的、微生物学的、生物学的安全性の視点で製造・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

すべてのプロセスで、魅力的品質を維持・向上させるための要素を抽出・改善

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

飲用時品質向上セミナー

商品企画・開発

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

  美味しさ・機能性を徹底追求した設計

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の設置などによる
フードディフェンス力強化

2次元コード等による原材料トレーサビリティシステムの活用、および持続可能な社会を実現するための
サステナブル調達に関する社会的品質保証活動を展開

お届け

水

容器包装

原料

輸送

飲用・飲食

製造

景品

調達

科
学
的
評
価

試
験
・
分
析

ト
レ

サ
ビ
リ
テ

「

重点課題4重点課題3 重点課題6重点課題2 重点課題5重点課題1

各プロセスにおける主な品質保証活動
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●賞味期限の「年月」表示

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、サントリーグループは「年月」表示（漢

字表記）に取り組んでいます。すでに2013年5月に「サントリー天

然水  南アルプス」の2ℓペットボトルで「年月」表示を開始しており、

2014年は缶コーヒーや茶飲料を対象に順次「年月」表示を展開し

ました。

安全・安心への取り組みについて

わかりやすく情報を開示

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き、親しんでいただける

よう、さまざまな活動をわかりやすく紹介しています。2014年の「も

のづくりひとがたり」では、ビールの重要原料である麦芽品質のつ

くり込みや工場で使用する水蒸気や電気・ガスなどのエネルギー

をコントロールする取り組みを、それに携わる従業員とともに紹

介しました。また、PCサイトに加えてスマートフォン用サイトを

開設し、お客様がアクセスしやすい環境を整えました。

今後も、お客様に安全・安心に対する信頼性を評価いただけるよう、

継続的に発信していきます。

自主回収について

品質保証の徹底に努めながらも問題が発生した場合は、迅速・適

切に情報開示を行っています。2014年1月から2015年4月にかけ

て、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。

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、グループ各社の開発・生

産・広報・宣伝などの関係部門と連携して、品質保証本部が遵法性・

妥当性を確認するしくみを構築し、正確な表示とわかりやすい表

現を推進しています。

商品への表示例

●誤認飲酒防止のための表示例

チューハイなどの低アルコール飲料をソフトドリンクと間違えて

誤飲することがないよう、商品に「酒マーク」を表示しています。そ

のほか、主要な商品については、缶蓋に「おさけです」の表示や、点

字で「おさけ」の表示を行っています。

●妊産婦飲酒の注意表示例

妊産婦の飲酒について注意を喚

起するために、商品に「妊娠中や

授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発

育に悪影響を与えるおそれがあ

ります」と表示しています。

●アレルギーに関する表示

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。

また、清涼飲料では「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。酒類ではアレルギーに関する表示は免除されてい

ますが、ビール類やチューハイなどの低アルコール飲料については、

自主的に清涼飲料と同様の27品目について表示をしています。

サントリーグループが提供する商品やサービスをお客様に安心・信頼してご利用いただくためには、商品に正確でわかりやすい表示を記

載するだけでなく、サントリーグループ全体で取り組んでいる品質保証活動をWebサイトなどでわかりやすくお伝えしていくことが重

要だと考えています。

適切でわかりやすい情報開示

ソフトドリンクと誤飲することがないよう、
缶ぶたに「おさけです」と表示

リサイクル推進のための「リサイ
クルマーク」を表示

目の不自由な方が誤飲されないよう、缶ぶ
たに点字で「おさけ」と表示

ソフトドリンクと誤飲することが
ないよう、「酒マーク」を表示

妊産婦飲酒の注意表示
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」

重点課題1 重点課題4重点課題3 重点課題6重点課題2 重点課題5

29



お客様満足を実現するために

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。

「お客様満足のための基本方針」と「行動指針」

1999年に「お客様満足のための基本方針」を明文化しました。これ

は、従業員一人ひとりが、常にお客様への満足の提供を意識して行

動をするための方針です。また、

2002年にはお客様からの連絡

窓口となるお客様センターの

「行動指針」を制定し、その実践

をセンター全担当者に徹底し

ています。

お客様満足のための基本方針（1999年制定）

私たちは、社会のよき一員としての役割を果たすため、さま

ざまな活動を通じてあらゆるお客様の更なる満足の確保、維持、

向上に努めます。お客様とのコミュニケーションを大切にし、

お客様に信頼され、喜んでいただける安心・安全な製品、サー

ビス、情報の提供を行うとともに、お客様の声を企業活動に

反映させていきます。

お客様センターの行動指針（2002年制定）

1.お客様からのお問い合わせ・ご指摘等に対して、迅速、的確、

丁寧に対応してまいります。また、公平、公正であるように

努めてまいります。

2.お客様に信頼され、喜んでいただけるさまざまな情報を、

お客様に積極的に提供いたします。

3.お客様のご意見・ご要望や社会の求めるものを、社内に適

切に反映させてまいります。

4.お客様の権利を保護するため、消費者保護に関する法規お

よび社内の自主基準を遵守いたします。

「お客様対応規定」

サントリーホールディングス（株）とグループ13社※は、基本方

針・行動指針を実行するための行動規範として、ISO10002（JIS Q 

10002）に則った「お客様対応規定」を制定し、お客様対応に関する

積極的な取り組みと責務を明確にしています。この規定は、お問い

合わせやご指摘をいただいたお客様の権利を認識し、企業活動に

対するお客様満足を維持・向上することを目的としています。今

後は、この規定に基づいた詳細な基準・手順を定め、さらなる周知

徹底を図っていきます。

※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）、サントリーフー
ズ沖縄（株）、サントリープロダクツ（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）、沖縄サントリー（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）、サントリーコーポレートビジネス（株）、サ
ンリーブ（株）

お客様の声への対応と共有、そして活用へ

お客様センターでは、ご連絡を受けた時点で、その内容を情報管理

の基幹システムである「Neo HarmoniCS※」に入力し、担当部門と

連携しながらお問い合わせなどに迅速かつ的確に対応しています。

また、このシステムに対応結果を記録することでお客様からいた

だいた貴重な情報を全社でリアルタイムに共有し、品質改善や商

品開発、リスクマネジメント強化などにつなげています。

さらには、お客様センターに寄せられた声を集約・分析し、商品の

品質改善やお客様への対応改善に役立てる取り組みを推進してい

ます。関連する部門ごとに目標を立て、対策を実施し、その成果を

検証するというPDCAサイクルにより、継続的な改善を図ってい

ます。

※お客様から得た情報を共有・蓄積するためのサントリー独自のデータベー
スシステム。ハーモニクスという名称は、「Harmony（お客様と響きあう）」と

「Customer Satisfaction（お客様満足）」を組み合わせた造語　

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

お客様センター

■お客様情報の流れ

様
客
お

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
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ナーの拡充などを行いました。

こちらからの情報開示にとどまらず、お客様からご意見をいただ

き改善につなげるためのフィードバックフォームを設置するなど、

インターネット上でのお客様の声の収集も進め、双方向的なコミュ

ニケーションに努めています。

お客様のご期待に応え続けるために

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います。

「お客様視点気づき講座」

お客様センターに寄せられた情報をもとに、具体的事例を紹介・

共有するプログラムで、お客様の意識や関心の変化、企業への期待、

お客様意識と企業の思い込みのズレなどを取り上げています。た

とえば商品の表示では、「つくり手側は伝えているつもりでも、お

客様の立場で見ると専門用語がわかりにくい」「説明が不十分で伝

わっていないことがある」といった事例から、お客様の視点で考え

ることの大切さと難しさを学びます。2014年度は約4,000名が参

加しました。

「お客様視点体感プログラム」

普段お客様と直接やりとりをする機会が少ない、マーケティング

部門や研究開発部門、スタッフ部門などに所属する従業員が対象で、

お客様センターでの電話対応を丸1日体験します。お客様の声か

ら真意を読み取ること、解決方法を自ら考え対応することを経験し、

お客様の視点を事業活動に的確に反映させることを目的としてい

ます。

このプログラムには2005年の開始以降、2014年までの9年間で約

350名が参加しました。

「声カード」の活用

お客様からのご指摘を受けて対応を完了した案件については、

ご指摘いただいたお客様に「声カード」を送付し、お客様の満

足度を確認しています。いただいたご意見は、対応者本人に

伝えるとともに、イントラネットを通じて全社にフィードバッ

クし、さらなる対応の改善に役立てています。

お客様のご意見を商品づくりに活用

お客様から寄せられたご意見やご要望を取り入れ、品質改善、商品

開発、情報提供の充実などを図っています。より安全で使いやすい

商品の開発を行うためには、お客様の視点がなによりも大切です。

お客様からの声に真摯に耳を傾けることで、すべての人にやさし

く親切な商品・サービスの提供を目指しています。

また、商品発売後の改善だけでなく、新しい商品開発時においても

お客様の声を役立てる「アセスメント活動」に注力しています。開

発部門に対し、他社商品や他カテゴリー商品に対するお客様の声

を提供することで、より幅広い視点での「気づき」を促すとともに、

お客様視点での事前チェックなどを実施しています。

インターネットを活用したコミュニケーション

お客様センターを通じたコミュ

ニケーションに加え、インター

ネットを活用した、よりスピー

ディーで幅広いコミュニケー

ションを推進しています。

お客様センターのホームペー

ジは2012年秋に全面刷新し、

よくいただくご質問を見やすく表示したり、Q&Aを充実させてキー

ワード検索の機能も加えるなど、お客様が知りたい情報を探しや

すくなるように工夫しました。また、お客様のニーズにお応えし、

原材料・栄養成分一覧の掲載を開始しました。引き続き、2013年

もスマートフォン向けサイトの開設や、「よくいただくご質問」コー

■お客様からのお問い合わせ・ご意見やご指摘の内容
　（2014年実績：91,598件）

※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

ご指摘※1

 16％

情報の内容 お問い合わせ・ご意見の内容

経営・
社会動向など
6％

宣伝関連
5％

購入方法
9％

販売活動
14％

キャンペーン
14％

商品関連
52％

お問い合わせ・
ご意見※2

84％

サントリーホームページお客様センター

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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Webサイト「商品情報」
サイト内コンテンツ
「トクホのススメ」

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」

健康情報を掲載している冊子

商品・サービスを通じた健康への貢献

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に豊富に含まれるポリフェ

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。

健康に貢献するサントリーの研究開発体制

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。

お客様とのコミュニケーションを推進

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。

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

「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
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