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お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

CSR
マネジメント

お客様・お取引先と響きあう 商品・サービス

お客様に信頼され、ご満足いただける商品・サービスを提供し続けるために、サントリーグループは、お客様とのコミュニケーションを

大切にし、お客様の声を広く企業活動に反映するとともに、サントリー品質方針「All for the Quality」のもと、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。また、グローバルな総合酒類食品企業として、アルコール関連問題にも積極的に取り組んでいます。

グループ品質マネジメント
の推進

健康で豊かな生活への
取り組み

すべてのプロセスにおける
お客様視点の品質保証

お客様コミュニケーション

適切でわかりやすい
情報開示

CSR調達

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。

お客様の健康で豊かな生活に貢献するた
め、さまざまな商品・サービスを提供して
います。

「サントリー品質方針」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。

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。

お客様に安心・信頼していただくために、
品質保証に関する情報や活動を適切・正
確に、わかりやすくお伝えしていきます。

サステナブルな社会の実現に貢献するた
め、ビジネスパートナーとともにCSR調達
を推進しています。

公正・公平な取引 安全に配慮した物流の推進 アルコール関連問題への
取り組み

ビジネスパートナーとは、公正な評価・選
定や公平な競争機会を基盤にしています。

物流協力会社と連携して、安全で環境に
配慮した物流を推進しています。

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。
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CSR行動計画

■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

重点項目 中期目標 2015年度の実績 2016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

・お客様の声の解析を通じた品質課題の継続的
な抽出と課題の解決を実施

・物流・保管分野にもフードディフェンス活動を
展開

・「食の安全・品質」に関する出前授業活動の
体制強化に向けたオペレーション効率化と行政
との連携開始

・食品表示法・新食品表示基準への対応推進

・お客様の声の解析を通じた
品質課題の継続的な抽出と
課題の解決

・食品表示法・新食品表示基
準への対応推進

・HPを通じた安全・安心への
取り組みの情報拡充

グループ全体の品質保証体制強化
とシナジー発揮

・グループ会社への品質方針浸透、品質マネジメ
ント強化・推進

・グローバルな法規情報・リスク情報のネットワー
ク構築に向けた海外グループ会社・法規チーム
とのコミュニケーション開始

・海外グループ会社への品質ナレッジの共有・展開

・安全性科学センターにて国際規格ISO/IEC17025
を水分析で取得

・FSSC22000をビール３工場が取得

・外食グループ会社の「品質保証活動ガイドライ
ン」を制定

・グループ会社への品質方針
浸透、品質マネジメント強化・
推進

・サントリー品質スタンダード
の制定・展開

・海外グループ会社への品質
保証に関するナレッジの共
有・展開

・飲食をともなうイベントの品
質保証体制強化

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

・お客様センターの応対品質向上に向けた継続
的活動実施

・対応スタッフの応対スキル向上のためのトレー
ニング、商品知識の勉強会実施

・お客様センター品質評価の実施と改善活動
PDCA強化

・ユーザビリティ向上を追求したホームページの
リニューアル

・英語問い合わせ対応体制の拡充（HPに問い合
わせフォーム開設）

・お客様センターの応対品質向
上に向けた継続的活動強化

・対応スタッフのクレドマイ
ンドの浸透、トレーニング、
勉強会の実施

・外部診断等の客観的な応対
品質評価とその結果による
PDCA活動の推進

・デジタル進化に伴うお客様
との新たなコミュニケーショ
ン方法の開発・推進

お客様の声
を企業活動
へ反映

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

・お客様視点での商品化の各プロセスでの事前ア
セスメント活動の実施

・お客様の声を経営や商品化へ活かすVOC活動
の拡充（定期的なVOC会議の実施）

・アセスメント活動のしくみ
化、ナレッジ化の強化

・お客様の声を活かした商品・
サービスの改善

・VOC分析手法の進化と商品
開発へのVOC活用の推進

■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

重点項目 中期目標 2015年度の実績 2016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

・イッキ飲み防止キャンペーンや
STOP!未成年飲酒キャンペー
ン等の実施

・モデレーション広告の継続実施

・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

・デジタルマーケティング年齢認
証のしくみを導入検討

・エナジードリンクのプロモー
ションを行わないことを継続

・業界コミットメントの実行
継続

・グループ内でのARPリスク
意識の醸成・定着
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■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 2015年度の実績 2016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

・お取引先とCSR調達 方針を共有した上
で、アンケートを継続実施

・海外グループ会社とCSR調達方針を共有
（グローバル調達会議の実施）

・ウーロン茶の原料調達先に対して人権課
題のヒアリングを実施

・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

・CSR調達アンケートの継続実施

・環境アンケートの新規実施

・海外グループ会社の活動内容
のヒアリング

・原料調達先に対する人権課題
のヒアリング継続実施

物流における安全性向上
・物流における安全性推進の継

続・強化
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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「サントリー品質方針」を制定し、全従業員が常に品質の維持・向上に取り組んでいます。

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

CSR
マネジメント

お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

グループ品質マネジメントの推進

海外を含めたサントリーグループ全体で、品質マネジメントのしくみを構築し、ONE SUNTORY の実現に取り組んでいます。

グループ全体の品質マネジメント推進
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伴い、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「サントリー品質方針」のもと、「サントリー品質原則」に則った商品・サービスの品質に関する事

項を「サントリー品質スタンダード」として定め、お客様視点に基づく品質マネジメント活動を展開しています。

今後も、グループ会社と協働し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。

■サントリーグループの品質マネジメントシステムの構成

グループ全体の品質マネジメントを推進するために、「品質保証委員会」を設

置しています。品質保証委員会では、グループ品質戦略に基づく横断的重要

課題の推進を通じて、お客様にお届けする商品・サービスの価値の向上、グルー

プ全体の品質リスクの再発防止・未然防止の徹底等を実施しています。委員会

での討議内容は取締役会等に適宜報告し、グループの経営課題として共有し

ています。

また、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サントリーホールディングス株式会社CQO　(Chief 

Quality Officer)による品質会議を実施しています。この会議は、グループ各社の品質マネジメント状況を評価し、各社の強みと課題を

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。2015年は、国内2社を対象として実施し、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の取り組み、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、このような取り組み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。

「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。

サントリー品質方針
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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「週例リスク

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モニタリングしています。

徹底した潜在リスクの抽出と低減

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。

2015年は対策を強化するため、グループ会社共通の考え方を示す「ア

レルギートラブル防止・異物混入防止・食中毒防止」ガイドラインを新

たに制定しました。グループ会社が連携することで、シナジー効果を

高め、お客様からのより一層の信頼獲得を目指していきます。

外食グループ会社における品質保証活動の強化

外食品質保証委員会
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各プロセスにおける主な品質保証活動

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

CSR
マネジメント

お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

すべてのプロセスにおけるお客様視点の品質保証

「サントリー品質方針」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。

各プロセスにおける取り組みの詳細は、「サントリーの安全・安心への取り組み」をご覧ください。
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サントリーの4つの国内ビール生産拠点（サントリー武蔵野ビー

ル工場、サントリー利根川ビール工場、サントリー京都ビール工

場、九州サントリーテクノプロダクツ(株)）において、国際的な食

品 安 全 マネジメント規 格「FSSC22000」（Food Safety System　

Certification22000）の認証の取得を完了しました。

サントリーでは、工場をはじめとする製造に関わる部門での品質保

証や食品安全性の体制づくりにISO9001やFSSC22000などの国際

的な標準・規格を導入し、品質保証活動を推進しています。

国内ビール生産全拠点において食品マネジメントの国際規格「FSSC22000」の認証を取得

■2015年トピックス

品質保証本部内にある安全性科学センターは水の元素分析に加えて清涼飲料水の糖度（糖用屈折計示度）および総酸（酸度）

に範囲を拡大し、三得利分析技術（上海）有限公司は茶葉中の残留農薬分析に加えて茶飲料中の茶ポリフェノールにおいて適正

な試験結果を出す能力のある試験場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。今後も信頼性の高い

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。

安全性科学センター、三得利分析技術（上海）有限公司がISO/IEC17025認定範囲を拡大
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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、缶ぶたに「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。

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

CSR
マネジメント

お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

適切でわかりやすい情報開示

サントリーグループが提供する商品・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。

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。

妊産婦飲酒の注意表示
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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、在庫管理などに伴う環境負荷を

少しでも減らすため、賞味期限が1年以上の商品について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、缶コーヒーや茶飲料を対象に順次展開しています。

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。2015年の「ものづくりひとがたり」では、“いいお茶にこだわり「美味しい」を創る”緑茶の中味開発者の活動と品質への思

いを紹介しました。また、PCサイトに加えてスマートフォン用サイトの拡充を図り、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。2015年1月から2016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。

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」

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「食品表示法」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。酒類について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は、自主的に同法を準用し、アレルギー表示をしています。
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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。

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

CSR
マネジメント

お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

健康で豊かな生活への取り組み

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。

「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もった特定保健用食

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。

■研究に基づく特定保健用食品を開発

「日本人間ドック健診協会」推薦
サントリーのトクホ飲料

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。

■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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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。

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
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お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

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
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開設。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。お客様からいただくご意見、ご要望に真摯にお応えし、よりよい商品・サービスの改善・開発など、広く企業活動に反映させ

るよう、取り組みを強化しています。

創業以来、お客様満足を第一に、お客様との対話を大切にし、ご意見やご要望を企業活動に反映しています。

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

CSR
マネジメント

■「お客様満足のための基本方針・行動指針」

従業員一人ひとりが、お客様へご満足を提供することを常に意識して行動するために、1999年

に「お客様満足のための基本方針」を明文化。2002年にはお客様センターの「行動指針」を

制定し、お客様センター全員での実践を徹底しています。

お客様センター

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。

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。

お客様満足のための基本方針

お客様センターの行動指針

■「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14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」を制定しました。この規定では、お問い合わせやご指摘を申し出られたお客様の権利を認識し、

企業活動へのお客様満足を維持・向上することを目的に、お客様対応に関しての積極的な取り組みと責務を明確にしています。さらに

この規定に基づいた詳細な基準・手順を定め、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）、サントリービバレッジソリューション（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）
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■クレド：CREDO (SUNTORY MIND for Customer Service)

基本方針、行動指針が従業員一人ひとりの心、日々の行動に根付くように、2013年に、お客様対応を担う者としての信条を明文化した「ク

レド：CREDO（SUNTORY MIND for Customer Service）」をお客様リレーション本部全員で作成し、お客様によりご満足いただける

活動を生み出す風土醸成に努めています。

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※1」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関連部署で速やかに共有し、品質改善、リスク

マネジメント強化などにつなげています。

お客様から寄せられたご意見やご要望を、関連する部門と定期的に共有し、商品・サービスの向上、情報提供の充実などの企業活動や、

従業員の行動へ反映するVOC活動※2を強化しています。

※1 お客様から頂いた情報を共有・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

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

■お客様情報の流れ

■お客様からのお問い合わせ・ご意見やご指摘の内容（2015年実績：98,894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

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(対応に関するアンケート)」

をお送りし、お客様の満足度をお聞きしています。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。声カードに記入いただいたお客様の93％の方が、「今後も

当社の商品を利用する」とお答えになりました(2015年実績)。

「声カード」の活用
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■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、新商品の開発時においてもお客様の声を役立てる「事前評価活動」を重視しています。開発部門に、

他社商品や他カテゴリー商品に対するお客様の声を共有することで、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

事前チェックを実施しています。

Webを活用したコミュニケーション
デジタル技術の進化に伴い、お客様センターを通じた電話、手紙、Eメールなどのコミュニケー

ションに加え、Webを通じて、ご自身で情報検索されるお客様には、動画やイラストなどを活

用するなどして、お客様センターホームページの情報拡充に努めています。また、近年外国語

のお問い合わせの増加に伴い、英語でのお問い合わせフォームも新たに開設し、より多くのお

客様からのお問い合わせにお応えできるように努めています。

さらに、SNSを通じてメッセージを発せられるお客様との双方向コミュニケーションづくりの取

り組みも進めています。
サントリーお客様センターホームページ

お客様のご期待にお応えし続けるために
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「お客様視点醸成活動」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」「e-ラーニング」の3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、お客様の意識と企業の思い込みのギャップなどを取

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。2005年から毎年実施してお

り、2015年度は約4,000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

お客様をより深く理解するために、お客様センターでの電話対応を丸1日体験します。お客様と

の対話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など、現場経験を通して学

んだ「お客様視点」をそれぞれの場で活かしていく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、2015年までの10年間で約450名が参加しました。

お客様視点体感プログラム

■お客様視点醸成　eラーニング

お客様からどのような声が多く寄せられているかの概要、代表的な声など、全従業員が学べるよう2015年にeラーニングを新たにスター

トしました。管理職も含め、国内のほぼ全従業員にあたる約6,800名が受講しています。
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CSR調達基本方針の制定

お客様・お取引先
と響きあう

自然
と響きあう

社会
と響きあう

従業員
と響きあう

CSR
マネジメント

お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

CSR 調達

サステナブルな社会の実現に貢献するため、ビジネスパートナーとともにCSR調達を推進しています。

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活動を推進しています。

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。

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CSR調達基本方針（2011年制定）
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■サプライチェーン全体でCSR活動を推進

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。2015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2.76点、包材開発部2.93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、

ウーロン茶の仕上げ工場に対して、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。

サントリーグループは、コーヒーの主要原料として高品質なコーヒー豆の安定供給を

目的に、その一部をブラジルミナスジェライス州セラード地区にある同国有数のスペ

シャリティコーヒー農園である「Bau農園」と契約し輸入しています。同農園は、レイ

ンフォレスト・アライアンス※1やUTZ※2など国際的な認証を取得しており、徹底した品

質管理と労働環境面で大変高い評価を受けています。サントリーグループでは今後も

安全かつ安心な商品をお客様にお届けできるようビジネスパートナーとの取引をしっ

かりと進めていきます。

※1 レインフォレスト・アライアンス：1987年地球環境保全のために熱帯雨林を維持することを

目的に設立された国際的な非営利団体です。

※2 UTZ：持続可能な農業のための国際的な認証プログラムで適正な農業実践と農園管理、安

全で健全な労働条件、環境保護、児童労働撤廃など、すべての基準を満たして初めて認証

されます。

高品質かつ安定供給に向けた契約農園

海外のグループ会社が参加する「グローバルSCM会議」で各社のCSR調達推進の活動内

容を確認するとともに、「サントリーグループCSR調達基本方針」を共有しています。

ビジネスパートナーとの連携強化
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方針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に啓発・支援を推進していきます。

グリーン調達の推進
サントリーグループは、「サントリーグループCSR調達基本方針」のもと「サントリーグループグリーン調達基準」（2011年改定）を定め、

ビジネスパートナーとともに環境負荷低減に向けた調達活動を進めています。

現在、お取引先工場の8割が環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001を認証取得するなど、環境対応が向上しています。また

包材開発部は、2015年も「グリーン調達ガイドライン」のお取引先評価基準に基づくグリーン調達総合評価を実施し、23社を対象にし

た評価で平均3点（3点満点）と、環境への取り組みが進んでいることを確認しました。

海外グループ会社と「CSR調達基本方針」を共有

グローバルSCM会議
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お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

公正・公平な取引

原材料のサプライヤーとは、公正な評価・選定や公平な競争機会を基盤にしています。

サプライヤーとの公正・公平な取引の徹底
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。

ビジネスパートナーとは、お互いに信頼できるパートナーとして力を合わせ、お客様に喜んでいただける商品・サービスの提供を目指し

ています。

■下請法に対応した経理システムを運用

サントリーグループでは、「下請代金支払遅延等防止法（以下、下請法）」に対応した経理システムを構築・運用しています。原料・包

材の発注段階で登録した支払条件などの情報をもとに、予定どおり支払手続きがされていない場合に、管理者画面に警告が表示され、

支払遅延などのトラブルを未然に防止するものです。なお、2015年は原料・包材の取引に関し下請法に抵触する法令違反はありません

でした。※

※2015年12月現在のサントリーグループの「下請法」適用ビジネスパートナー数は、原料部が47社（取引金額比率で約16％）、包材開発部が24社（取引
金額比率で約2％）

■電子手形の導入

2010年、サントリーグループでは、ほとんどのビジネスパートナーに電子手形取引を導入しました。このしくみを導入することで、ビジ

ネスパートナーの資金調達の多様化（早期資金化）に寄与します。また、下請法対象会社への支払条件対応も統一して行うことで、対

応漏れリスクの低減を図っています。

お客様・お取引先
と響きあう
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と響きあう
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と響きあう
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と響きあう
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マネジメント
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お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

安全に配慮した物流の推進

物流協力会社との連携

■協力会社各社の安全推進を強化

物流安全5原則

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、2015年末で66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。

物流協力会社と連携して、安全で環境に配慮した物流を推進しています。

「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。

1.法定速度遵守と防衛運転の実施

2.正しい養生の徹底と3急運転禁止

3.アイドリングストップとタイヤ止めの完全実施

4.ヘルメット・安全靴の完全着用と5Sの徹底

5.合図・指差呼称の励行と安全確認の徹底

※�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」で活動を共有

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の意欲向上や強化につなげています。

第15回「安全推進大会」 「安全推進大会」での表彰式 「フォークスキルコンテスト」風景

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81拠点が認定を取得

（2015年末）、認定取得率は99％に達しました。これはトラック運送業界全体の取得率25.3％

（2015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。

「安全性優良事業所」の認定取得状況
（2015年12月31日現在）
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トレーラスワップ輸送方式を開発
トレーラスワップ輸送は、今まで一泊二日を要していた東京⇔大阪間の長距離輸送において、中継地点での貨物リレーを行うスキーム。

トレーラはヘッド部分とシャーシ部分の切り離しが可能であり、東京・大阪それぞれのトラックドライバーは中継地点まで運転、合流し、

そこでシャーシを交換し、それぞれの出発地へ戻るといった日帰りでの運行を可能としました。この取り組みにより、トラック乗務員の

労働環境改善を図るとともに、積載効率の高い大型シャーシ（スーパートレーラ）を開発し、車両台数削減による環境負荷軽減をあわ

せて実現しました。

今後トラック乗務員はさらに減少していくことが想定されています。一方でサントリーグループの輸送量は年々増加していきます。工場で

作ったものを確実にお客様へお届けする、安定供給のための新しい輸送方法の開発にこれからも取り組みます。

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。

トレーラスワップ輸送方式の概要 納車されたスーパートレーラシャーシ
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お客様・お取引先と響きあう　商品・サービス

アルコール関連問題への取り組み

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。

酒類製品を製造・販売することの責任
お酒は古くから百薬の長といわれます。また、コミュニケーションを円滑にし、人々に幸福をもたらす面もあります。その一方で、致酔性・

依存性を有することから、不適切な飲み方によってさまざまな問題が生じるおそれがあることも事実です。

このような特性をもつ酒類を製造・販売する企業として、サントリーグループではアルコール関連問題の予防と適正飲酒の啓発を目的と

したさまざまな活動を続けています。

2002年には、適正飲酒のための基本理念・行動指針を制定しました。

専門組織が責任をもって対応
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、事務局であるARP事務局（現ARP室）を設置。1.責任あるマーケティ

ングの実践、2.社内外への適正飲酒の啓発、3.研究機関への参加・協力・支援などを行っています。

※ARP：Alcohol-Related Problems（アルコール関連問題）
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サントリーグループは、アルコール飲料の特性を認識し、アルコール関連問題の予防に努めるとともに、適正飲酒の考え方を普

及させることによって、人々のより健康で文化的な生活のために貢献します。

1.アルコール飲料の持つ致酔性、依存性が、身体的、精神的、社会的な問題を引き起こすことを認識し、アルコール関連問題の

予防をめざします。

2.体質の違いや身体の状況、飲酒に対する考え方の違いが尊重されるより良い飲酒環境の形成をめざします。

3.節度をわきまえた適度な飲酒(適正飲酒)は、心身の健康に役立ち、人間関係に潤いを与えるとの認識に立って、お酒の科学的

研究の推進と、その正しいつきあい方についての知識の普及に努めます。

1.飲酒に関する正しい知識の啓発に努めます。

2.社会活動に積極的に協力します。

　・未成年者飲酒防止

　・イッキ飲み防止

　・飲酒運転防止など

3.法令、当社ならびに業界自主基準を厳守します。

4.アルコールと健康に関する医学研究に自ら取り組み、また、支援します。

適正飲酒のために──サントリーの基本理念・行動指針（2002年制定）

基本理念

行動指針
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■１.責任あるマーケティングの実践

責任あるマーケティングの実践

ARP室は、酒類製品に関するすべてのマーケティング活動に対して、適法性・妥当性の社内事前審査を行っています。この審査により、

不適切なマーケティング活動を未然に防止しています。

2006年には、製品表示などについても事前審査をシステム化しました。2007年には酒類の広告･販促活動に関する社内自主基準を改

定し、活動をより強化しました。2007年以降も、業界団体と連携して自主基準の改定を行い、責任あるマーケティング活動の推進に努

めています。

■2.適正飲酒啓発活動

従業員に対する適正飲酒啓発

酒類を製造・販売している企業の一員として、従業員の適正飲酒に関する意識を高めることも重要です。サントリーグループのイントラネッ

トには、ARP室による「お酒を悪玉にしないために――グループ社員一人ひとりにできること。」を開設し、国内グループ会社従業員へ

の啓発を行っています。また、飲酒運転を行った従業員は、公私を問わず諭旨免職以上の処分とすることを就業規則に定めています。

また、2015年からは従業員を対象に適正飲酒に関するセミナーとアルコール体質検査を実施しています。これは従業員が自分自身のア

ルコールの代謝に関する体質を知るとともに、他者への配慮や適正飲酒を広めることを目的に行っています。

社会情勢に対応して「飲酒に関する連絡協議会」が制定した酒類業界の自主基準および社内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5時00分～ 12時00分までから、

5時00分～ 18時00分までに延長し、年間を通して5時00分～ 18時00分まで酒類のテレビ広告を自粛することとしました。

さらに、2014年に施行された「アルコール健康障害対策基本法」に基づき、不適切な飲酒の誘引防止のための自主的な取り

組みとして、テレビ広告で使用するタレントの年齢を25歳以上に引き上げることや、テレビ広告の飲酒表現で、喉元を通る「ゴ

クゴク」の効果音を使わないことなどを決定しています。

社会情勢に対応した自主基準の改定（業界・社内）

お客様に対する適正飲酒啓発

サントリー独自の取り組み

酒類メーカーとして、お酒の特性や適切な飲み方をお客様に正しくご理解いただく取り組みを行っています。

取り組み 開始年度 概要

モデレーション（適量）キャンペー
ンで節度ある飲み方を啓発

1986年

「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2015年末までに全国紙に
160回以上掲載しています。（2002年には第22回新聞広
告賞「広告主企画部門優秀賞」を受賞しました）

「イッキ飲み防止キャンペーン」
（主催：イッキ飲み防止連絡協議
会）への協力

1993年

イッキ飲み防止連絡協議会が実施している同キャンペー
ンの趣旨に賛同し、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。
同協議会は、「イッキ飲み」によって亡くなった方々のご
遺族が中心となって1992年10月に結成されました。
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業界と連携した取り組み

ビール酒造組合や日本洋酒酒造組合などの業界団体の一員として、その活動に積極的に参画しています。これまでに、①未成年者飲酒

防止のためのポスターを交通広告を中心に展開し、②中高生を対象とした「未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞募集キャ

ンペーン」、③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。また、2015年からは、④酒類ホームペー

ジのブランドサイトの入り口で20歳以上であることを確認するための年齢認証ゲートを設けました。

学習教材「親子で学べる未成年
者飲酒防止教材」を発行

2005年

子どもとその保護者を対象に未成年者飲酒の弊害をテー
マにした学習教材「親子で学べる未成年者飲酒防止教材」
を発行。首都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）の教育機
関などへのご案内で大きな反響をいただき、その後、配
布対象範囲を全国へ拡大。未成年者飲酒の防止活動に
取り組んでいます。

飲酒運転防止の啓発活動 2006年

欧米などで先行している「指定ドライバー制度」（飲食店
などで車１台につき１人以上の指名ドライバーを決める制
度）は、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。さらに飲食店を運営して
いる（株）ダイナックでは、未成年者飲酒禁止と飲酒運
転禁止のステッカーを飲食店全店に貼付しています。

「2015年 未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞
募集キャンペーン授賞式、受賞作品」

「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 酒類ホームページ年齢認証ゲート

■3.アルコールと健康に関する医学研究への取り組み・支援

サントリーグループでは、アルコール関連の各種研究に注力しています。1992年から主催・運営している「アルコールと健康」研究会も

その1つで、アルコールが人体に及ぼす影響をプラス・マイナスの両面から研究しています。毎年新しく研究テーマを設定し、同会の会員

となっている大学病院医師の方々に調査・研究を委託しています。

また、アルコール医療の発展に貢献するために、WHO（世界保健機関）から日本で唯一アルコール関連問題の施設として指定された「独

立行政法人国立病院機構久里浜医療センター」と長期の研究委託契約を締結しています。



063

アルコール関連問題低減に向けグローバルに活動
アルコール関連問題は、WHO（世界保健機関）で2010年に「アルコールの有害な使用の低減に向けた世界戦略」が採択され、また2013

年の「NCD（非感染性疾患・生活習慣病）予防のためのアクションプラン」でも有害な飲酒の低減が目標の1つとして含まれるなど、各国政

府や公衆衛生機関の専門家が関係者と協議しながら取り組むべきグローバルな課題として位置づけられています。その中で酒類業界も重要な

ステークホルダーと位置づけられています。

サントリーグループはBeam Suntoryとして、これらのアルコールに関する課題に対応するため、国際的な適正飲酒推進の取り組みを進める

組織「IARD」に参画し、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の実現に寄与するための「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。

サントリーは、2015年からは、Beam Suntoryとグローバルなレベルでの責任あるマーケティングの実践や、適正飲酒の啓発活動の展開を行う

ため、定期的に会議を開催し、中期的なビジョンのもと、グローバルなマーケティング規定の整備や、啓発プログラムの推進に取り組んでいます。

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踏まえ、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

プログレスレポート

コミットメント　CEO会議
（左からBacardi, Diageo, BeamSuntory, 

Heineken, AB InBev, Pernod Ricard, 
SAB Miller の各CEO）

ビームサントリー社
との打ち合わせ
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