




サントリーらしく、世界の リーディングカンパニーに
私たちは、お客様に「飲む」という瞬間を、より楽しく、

よりワクワク、より満足していただけるようにいつも考え続けています。

お客様の多様なニーズにお応えするためにバラエティに富んだ商品を揃えるとともに、

お客様がいつでもどこでも飲みたいときに飲みたいものをおいしく飲めるよう、

グループ一丸となってイノベーションに取り組んでいます。

これからも、私たちの強みである「ナチュラル＆ヘルシー」「ユニーク＆エモーショナル」

といった特徴ある商品開発力を活かしながら、

世界の国・地域それぞれのお客様の嗜好に合わせた商品をお届けしてまいります。

そのために、次のことをお約束します。

私たちは、サントリーグループで働く人々をサントリアンと呼びますが、

世界中で働くすべてのサントリアンたちが、

サントリーの創業者精神である「やってみなはれ」を発揮し、世の中に先駆けて、

社会に新しい価値を提供する若々しい会社であり続けます。そして、多様な個性と

キャリアを持つ人材が、自由闊達でフランク・フラット・フレキシブルな企業風土の下、

イノベーションを次々と生み出し続けます。

こうしたユニークかつサントリーらしいやり方で、

世界をリードする飲料メーカーになるという大きな夢に向かって挑戦してまいります。

引き続き、株主の皆様のご支援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
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ロングセラーブランド　リニューアル特集①

「ひとつ上の、伊右衛門。」として、生まれ変わりました。

◆ 新しくなった伊右衛門 ２つの老舗の革新

◆ 伊右衛門の6つのこだわり 

◆ 福寿園の伝統と革新 

01 一番茶で味の革新

02 ボトルデザインの革新 

227年の歴史を持つ老舗茶舗「京都福寿園」とサントリーが共同開発をし、

2004年の発売時に、ペットボトル市場で一大ブームを巻き起こした「京都福寿園 伊右衛門」。

今年3月、伊右衛門は、さらに上質に、さらにおいしく、生まれ変わりました。
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＜一番茶比率＞

17年

今までの
伊右衛門

従来品比

約 倍2

伊右衛門
史上最大量！

※主要4ブランドとはペットボトル緑茶飲料の
　売上上位4ブランドをさします。

34.4
mg

525ml あたりの
テアニン含有量

こだわり① こだわり② こだわり③

こだわり④ こだわり⑤ こだわり⑥

旨み成分テアニンNO.1 20種類以上の茶葉・抹茶 石臼挽き抹茶100％

年に5回、茶葉を変えている1/1000mmの微粉砕茶葉で
お茶の甘みを引き出す

安心・安全 約300項目もの
厳しい残留農薬検査

一番茶を従来の約2倍に増量し、贅沢に使用。お客
様がおいしいと感じるお茶、その色・香り・味を再現
しました。 「一番茶」は、その年の最初に生育した
新芽を摘み採って作られたお茶で、冬に蓄えられ
た栄養分＝旨みがたっぷり含まれています。

ひと目見て、はっとする美しさと心地よさ。 現代の
茶器として、パッケージを進化させました。 カラー
は、急須で淹れたおいしいお茶に現れる緑のグラ
デーションを表現。形状は竹のモチーフを継承し
つつ、日本的な引き算のデザインで構成しました。 

伊
右
衛
門緑

茶
A

緑
茶
B

緑
茶
C

16.8mg15.5mg15.0mg

京都福寿園は、寛政二年（1790年）に、初代、福井伊右衛門によって京都に創業された

茶舗。「お茶のおいしさを広く気さくに」という精神で、日本におけるお茶文化浸透の一翼を

担ってきました。 2004年、現代生活にフィットしたペットボトルでの本格緑茶「伊右衛門」

をサントリーと共同開発しました。時代を超えて脈々と受け継がれてきた、確かな技術

と誇りで、日本茶の新しいおいしさへの革新を、世界に発信し続けています。 

※主要4ブランド中



ロングセラーブランド　リニューアル特集②

「サントリー烏龍茶」  発売以来最大の大刷新！

◆ 「サントリー烏龍茶」は発売 36周年

◆ 烏龍茶のココが変わった！ 

烏龍茶カテゴリーで圧倒的なNO.1 シェアを誇る、サントリー烏龍茶。

おいしい食事のお供として、多くの方々に長年愛され続けてきました。

今年 5月、見た目も、中味も、スッキリとスタイリッシュに、新しく生まれ変わりました。

「サントリー烏龍茶」は、1981年に缶入り烏龍茶として発売

されました。お茶を買って飲むという習慣さえなく、缶入り

のお茶、ましてや烏龍茶など大半の人が飲んだことも見た

こともない時代に、飲料を通じた新しい健康習慣が生まれま

した。味は今よりも濃いめで、190g の少し重いスチール缶

に入っていました。

独自の茶葉抽出技術を新規採用し、烏龍茶ならではのコクや香りは活かしながら、
後味がよりスッキリとした味わいに進化させました。
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「味」

「パッケージ」「コミュニケーション」
TV-CMにはトップモデルとして世界的に活躍されて
いるミランダ・カーさんを起用。新しくスタイリッシュに
生まれ変わった烏龍茶の魅力を伝えていきます。 

インパクトのある茶色のキャップと新型ボトルを
採用し、烏龍茶ならではのコクとキレのある味わい
をスタイリッシュに表現しました。 また、環境にやさ
しいラベルを新たに採用し、
ラベル印刷工程における
CO2 排出量を約8割削減す
ることが可能となりました。

リニューアルのポイント①

リニューアルのポイント③リニューアルのポイント②
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新商品
注目の

サントリー天然水 
PREMIUM
MORNING TEA
レモン

サントリー 
特茶 ジャスミン

クラフトボス 
ブラック

「伊右衛門 特茶」から待望の
ジャスミン茶が登場です！
爽やかなデザインと味わい、
ぜひお試しください！

田中 浩生

ジャパン事業本部
ブランド開発第一事業部

中寺 貞善

ジャパン事業本部
ブランド開発第一事業部

クラフトボスならではの“澄みわたる

コク”、ぜひお試しください！

缶コーヒーがお好みではない方や、
普段コーヒーを飲まない方でも
ゴクゴク楽しめる一品です。

桜井 弓子

ジャパン事業本部
ブランド開発第二事業部

まさかの透明レモンティー！ “体脂肪を減らすのを　助ける” 
 トクホジャスミン茶

働く人の相棒「BOSS」から
“缶コーヒーじゃない、ボス” 誕生

2017年6月6日［火］発売2017年4月25日［火］発売 2017年4月4日［火］発売

●紅茶の香りとコクが凝縮された
　リプトンの「香り贅沢茶葉」を使用し、
　 華やかな香りを贅沢に抽出しました。

●清冽な「サントリー天然水」に
　有機レモン果汁を加え、 
　すっきりした後味に仕上げました。

●200を超える工程から実現 “澄みわたるコク”

●思わず写真に撮りたくなる!?
　 “オリジナルの透明ボトル”

BOSS発売25周年の今年、缶コーヒー
ではない新シリーズが登場。
中味＆パッケージに、BOSSのクラフト
マンシップをぎゅっと詰めこみました。

●脂肪分解酵素を活性化させる
　ケルセチン配糖体の働きにより、
　体脂肪を減らすのを助けます。

●特級･一級中心のジャスミン茶葉
　を使用。さらに国産緑茶を加える
　ことで、力強い華やかな香り立ちと
　すっきりとした渋みを実現しました。

「サントリー天然水」から透明な
レモンティーが新発売です！ 
透明にもかかわらず、驚きの
レモンティーの香りと味です！ 



南アルプスのふもとに位置し、雄大な自然に囲まれた工場です。東日本

で販売する「南アルプスの天然水」を生産しています。ガイドツアーで

は、迫力満点の製造ラインを見学いただけます。また、場内には「バード

サンクチュアリ（鳥の聖域）」という森の散策路があり、季節に応じた

野鳥や木々の風景を楽しむことができます。

※同敷地内にはサントリー白州蒸溜所が併設されており、

　ウイスキーづくりを併せて見学いただけます（有料）。

【お問い合わせ先】サントリー天然水 南アルプス白州工場

山梨県北杜市白州町鳥原2913-1
TEL : 0551-35-2211（電話受付時間 9:30-16:30）

【お問い合わせ先】サントリー九州熊本工場

熊本県上益城郡嘉島町大字北甘木字八幡水478
TEL : 096-237-3860（電話受付時間 9:30-17:00）

【サントリー天然水 南アルプス白州工場（山梨県）】

【サントリー九州熊本工場（熊本県）】

美しい自然と降雪量の多さにより豊富な水量を誇る奥大山エリアに位置

する工場です。同工場は、雪を貯蔵し夏場の空調や生産設備の冷却源に

利用するなど、自然との共生を目指しています。今年の6月には工場見学

のプログラムを全面刷新し、「奥大山の天然水」の価値をより体感できる

内容としました。天然水が育まれるまでを視覚的にご紹介するプロジェク

ションマッピングを導入したほか、工場敷地内に遊歩道を整備し、散策

しながら奥大山の豊かな自然を楽しめる見学コースも設けました。

【お問い合わせ先】サントリー天然水 奥大山ブナの森工場

【サントリー天然水 奥大山ブナの森工場（鳥取県）】

鳥取県日野郡江府町大字御机字笠良原1177 
TEL : 0859-75-6114（電話受付時間 9:30-16:30）

みつくえ かさらはら

南アルプス奥大山

阿蘇

天然水工場へ行こう！
～サントリー天然水は 3つの水源からお届けしています～

きたあまぎ はちまんすい

「阿蘇の天然水」のほか、清涼飲料水やビール類を生産する業界初の

本格的ハイブリッド工場です。ガイドツアーでは、ビールの製造工程の

見学と併せて、「阿蘇の天然水」ができるまでをパネルを使ってご案内

しています。九州熊本工場は、昨年4月の熊本地震の被害を受けました

が、既に生産設備の復旧・増強を完了しています。「阿蘇の天然水」に

ついても今年の6月より製造を再開しており、9月19日（火）に再発売

する予定です。

雄大な山々と豊かな森によって育まれる
「サントリー天然水」。自然を体感しながら、
工場見学と試飲が楽しめる、サントリーの
天然水工場にぜひお越しください。
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株主の皆様に当社へのご理解をより深めていただけるよう、イベントを開催いたします。

「サントリー伊右衛門 日本茶セミナー」

株主様向けイベントのご案内

※集合・解散場所までの往復交通費及び宿泊費等は株主様のご負担でお願いいたします。

ブレンドした
オリジナル茶葉を
茶筒に入れて
お持ち帰り
いただきます。

● 場所・日時

各回40名（同伴者様を含む）

2017年6月30日現在、当社株式100株
以上をご所有の株主様

イベントに関するお問い合わせ先 … 株主様イベント事務局

※株主様1名につき、同伴者様1名まで可。同伴者様は小学生以上の方に限ります。

TEL:0120(012)321　

注意事項
※株主様1名につき、1回のご応募とさせていただきます。
※株主様ご本人からのご応募でない場合、ご応募は無効とさせて
　いただきます。
※ご応募に際していただいた個人情報は、本イベントを実施する上で
　必要な限りにおいてのみ使用いたします。
※ご応募後の参加希望イベント番号の変更はお受けできません。
※車椅子・介助が必要な方に関して個人情報をお知らせいただく
　場合は、必ずご本人の同意確認の上、お申し込みください。

※当選された方へのご連絡をもって、発表にかえさせていただきます。
※落選された方へのご連絡はいたしませんので、何卒ご了承ください。

東京会場（JR東京駅周辺を予定） 名古屋会場（JR 名古屋駅周辺を予定）

11/17（金）
①開演10:00  終了11:40

②開演14:00  終了15:40

③開演18:00  終了19:40

④開演10:30  終了12:10

⑤開演15:00  終了16:40

11/24（金）

● 内容：福寿園の茶匠によるおいしいお茶の淹れ方セミナーや、
　　　　茶葉のブレンド体験を予定しております。

● 現地集合・現地解散（詳細は当選された方にご案内させていただきます）
● 参加費：無料

[ 月～金 9:00～17:30（祝日を除く） ]

募集人数

応募要領
PC／スマートフォンでご応募の方
➡2017年9月19日（火）23:59まで

応募締切日

応募条件

当選された方には、10月10日(火)頃に
ご連絡いたします。

当選発表

業績ハイライト（連結）

2017年第2四半期（2017年1月1日～6月30日）の連結売上高は前年同期比1.6%増の6,896億円、営業利益は

同7.9%増の430億円、四半期純利益は同14.8%増の205億円となりました。

売上高（億円）

営業利益（億円）

2014
第2四半期

2013
第2四半期

2015
第2四半期

2016
第2四半期

2017
第2四半期

四半期純利益（億円）

売上高構成比（2017年第2四半期）

3%

6%

オセアニア

米 州

6,896
億円

日本

62%
17%
欧州

12%
アジア

5,981
5,180

6,223 6,790 6,896

2014
第2四半期

2013
第2四半期

2015
第2四半期

2016
第2四半期

2017
第2四半期

348
276

380 399 430

2014
第2四半期

2013
第2四半期

2015
第2四半期

2016
第2四半期

2017
第2四半期

149
120

188 179
205

1.6%
前期比 

増

前期比 

14.8%増
前期比 

7.9%増

はがきでご応募の方
➡2017年9月19日（火）当日消印有効

当社ホームページ内の応募フォームより、必要事項をご入力
の上ご応募ください。

●参加希望イベント番号（必ず①～⑤のいずれか1つを選んでご応募
ください）    ●お名前　   ●ご住所　  ●日中ご連絡のつく電話番号　
●年齢　  ●性別　  ●同伴者の有無

※上記必要事項をご記入いただき、ご送付ください。大変恐縮ではございますが、郵便
　代金はご負担くださいますよう、お願い申し上げます。

〒103-8601  日本郵便株式会社  日本橋郵便局  局留 
　　　　　　 サントリーイベント事務局宛

http://suntory.jp/18665/

応募方法

宛 先

必要事項

●PC／スマートフォンでご応募の方はこちら

●はがきでご応募の方はこちら
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会社概要（2017年6月30日現在）

取締役

株式の状況

株主メモ

IRサイトのご案内

コーポレートメッセージ

サントリーグループのコーポレートメッセージ「水と生きる SUNTORY」。

これは、私たちの思いや活動を広く社会と共有するための言葉です。

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、水を育む環境を守りたい。

水があらゆる生き物の渇きを癒すように、社会に潤いを与える企業でありたい。

そして水のように柔軟に常に新しいテーマに挑戦していこう。そんな思いを日々 新たにする言葉。それが、「水と生きる SUNTORY」です。 

商号

証券コード

本店所在地

設立

資本金

TEL

 

サントリー食品インターナショナル株式会社
（英文表記：Suntory Beverage & Food Limited）

2587

東京都中央区京橋三丁目1番1号

03（3275）7310

2009年（平成21年）1月23日

1,683億84百万円

（2017年6月30日現在）

（2017年6月30日現在）

専務取締役

取締役

 

代表取締役社長 小郷 三朗

栗原 信裕
沖崎 行男

取締役副社長 辻村 英雄

鳥井 信宏（サントリーホールディングス株式会社 副社長）
井上 ゆかり（社外）

千地 耕造
内田 晴康（社外）
増山 美佳（社外）

監査等委員である
取締役

 

発行可能株式数

発行済株式数

株主数

480,000,000株

309,000,000株

45,559名

事業年度 毎年1月1日から12月31日まで

定時株主総会 毎年3月（議決権の基準日 毎年12月31日）

配当金の基準日

株主名簿管理人

郵便物送付先

公告方法

期末配当：毎年12月31日
中間配当：毎年6月30日（中間配当を行う場合）

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない
事由により電子公告によることができない場合には、
日本経済新聞に掲載する方法により行う。
公告掲載URL
http://www.suntory.co.jp/softdrink/ir/pn/

三井住友信託銀行株式会社

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話照会先：0120-782- 031（フリーダイヤル）

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

企業情報などの詳細は、ぜひIRサイトをご覧ください。

http://www.suntory.co.jp/softdrink/ir/


