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社長メッセージ

遊休農地を茶畑に転換するビジネスモデルで、
世界に日本茶の文化を広げたい
産地育成事業で地域に貢献
伊藤園では、安全で良質なお茶をお届けするために、

環境を考えない企業は消費者には支
持されない

直接契約による茶生産農場の整備を進めてきました。お

現在、地球温暖化が世界的に重要な課題として認識さ

茶を持続的に供給できる「産地」を育成するという考え

れ始めています。温暖化を防止することは、社会ととも

からスタートした産地育成事業は、農家の経済的自立や

に存在する企業として当然の責務です。当社は、京都議

後継者の育成、
そして地域の活性化にも貢献しています。

定書達成のための国民運動「チーム・マイナス 6%」に

茶園を整備する地域の多くは、もともとは耕作放棄地

参加し、オフィスや工場での省エネルギーを推進すると

であった遊休農地を転換して整備しています。わが国に

ともに、営業車両からの CO2 排出量を削減するために、

は現在、約 39 万ヘクタール（埼玉県の面積と同じぐら

ハイブリッド車の導入を進めています。現在の導入台数

い）の遊休農地があると言われていますが、30 年ほど

は約 100 台ですが、今後は東京都内の営業車をハイブリ

前から、鹿児島県や宮崎県などで茶園の整備を始め、遊

ッドなどの低燃費車両に随時切替えるとともに、この取り

休農地を茶畑に転換することなどにより確保した契約茶

組みを大都市圏を中心に、全国へ拡大していく計画です。

園は 2007 年度約 500 ヘクタールになります。さらに大

自動販売機でも省エネルギー対策を進めています。新

分県でも新たな産地育成の協定を締結しており、今後は

規に購入する自動販売機は、夜間に冷却し、電力使用の

1,000 ヘクタールにまで拡大する予定です。遊休農地を

ピーク時に運転を停止する省エネタイプを採用していま

生産性の高い耕作地に転換し、持続的な茶園事業を立ち

す。また最新のヒートポンプ型も積極的に設置していき

上げ、わが国の農業と地域経済の活性化に貢献していき

ます。環境問題は企業経営の中で最も重要な課題の一つ

たいと考えています。

であり、環境を考えない企業は消費者からの支持は得ら

また、大規模茶園育成事業とは別に、
「充実野菜」の

れません。伊藤園では、PET ボトルの薄肉化をはじめ、

原材料となるにんじんなどの野菜もつくっていきたいと

植物原料由来のプラスチックで製造する容器の調査な

考えています。人件費が高いわが国では、手間暇がかか

ど、できることから着実に取り組みを進めています。

ると価格が高くなってしまうのが現状です。この背景に

今後は、このような取り組みを、グループ企業全体に

は小規模の個人農家では機械化に取り組みにくいことに

広げていくとともに、サプライヤーとの協業の中で、よ

よるコスト高の問題があげられます。こういった問題は

り環境負荷の少ない製品・サービスの開発 ･ 提供をして

農地を大規模化し、作業を機械化することによって解決

いきたいと考えています。

することができると思います。こうして茶園だけでなく
野菜の生産においても、経済ベースで事業として成り立
つビジネスモデルを確立したいと考えています。
大規模化し、機械化を進めることで、将来的には、年

全営業拠点で ISO14001 の認証を取得

配の方々でも参加できるような農業を実現したり、週休

このような環境への取り組みを一層推進するため、当

2 日制を実現して 3K と言われた日本の農業を「楽しい

社では ISO14001 の認証取得を全社的に進めています。

農業」
に変えたいとも考えています。自然の中で働くと、

2006 年度は本社部門で認証を取得いたしました。2008

人間はとても元気になれます。社員だけでなく、社外の

年度には、全国の営業拠点で認証を取得する予定です。

方々にも、積極的に農業に携わる機会を提供し、働き甲

また昨今、食品会社への社会不安が高まっていること

斐や生き甲斐を見い出してもらえる場を提供するのが私

から、品質管理の強化にも力を入れています。自社の工

の夢です。

場では、既に ISO9001 の認証を取得していますが、飲
料の委託先へも HACCP と ISO9001 などの認証取得を
お願いしています。品質は工場だけの問題ではありませ
ん。原材料の生産、調達、そして物流を経てお客様のお
口に入るまで、すべてが品質に関わっています。営業や
物流部門を含め、一貫した品質管理体制を構築するため
の取り組みを、今後も全社一丸となって進めていきます。
「食の安全」の確保にも、徹底して取り組んでいます。
当社は 20 年以上前から、ウーロン茶については、当社
の社員や委託先の製茶工場の担当者が農家を訪問し、生
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産方法や農薬などをチェックし、トレーサビリティを確
立しています。さらに、すべての製品について現品検査
を行い、農家を含めた近隣の畑でも安全性が保たれるよ
うに、生産地との信頼構築を図っています。

お茶と共に和の文化を世界に発信
現在、海外への事業展開も進めていますが、私のもう
一つの夢は、お茶と共に日本の文化や良さを世界に伝
えることです。アメリカではナチュラル系のスーパーマ
ーケットなどで、緑茶の販売をすでに行っていますが、
2007 年度中には全米最大のチェーンでも販売を開始す
る予定です。その後は、ヨーロッパへの展開も考えてい
ますが、お茶を知っていただくことは日本の文化を伝え
ることだと思っています。そのため、ニューヨークのマ
ンハッタンに数年前から開いているお茶の専門店には、
茶葉だけでなく、急須などの茶器の展示 ･ 販売コーナー
や和食レストランなども併設しています。日本の文化を
緑茶とともに発信することで、健康に良いとされる緑茶
の普及と文化の相互理解、食文化の向上にこれからもま
すます貢献していきます。

経営理念

お客様第一主義
経営方針

新創業期
積極、スピード、チームワーク、教育

Ⅰ. みんなでつくる新しい伊藤園
Ⅱ. 優良企業になろう
1. 全部署がマーケティング志向を持ち、ブランド強化を
推進する伊藤園
2. 新商品、新技術、新事業に挑戦する伊藤園
3. 既存客の強化、新規開拓強化を推進する伊藤園
4. お客様をよく理解し、深いつながりを持ち、お客様が
好きになる伊藤園
5. 商品知識を高め、商品の売り方の工夫を図る伊藤園
6. 日本の食文化を世界に広げる伊藤園
7. 明るくあたたかく、社員が好きになる伊藤園
8. 教育の強化を図る伊藤園
9. 総コストの削減と費用対効果の向上を推進する伊藤園
10. 全業務のシステム強化を図り、効率を高める伊藤園
11. みんなで環境を考える伊藤園
12. リスク管理、法令遵守を徹底する伊藤園
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会社概要
会社名

編集方針

（2007 年 4 月 30 日現在）

株式会社伊藤園

伊藤園は経営理念である「お客様第一主義」に基づき、

英文社名

ITO EN, LTD.

「自然」「健康」「安全」「良いデザイン」「おいしい」の

本社所在地

東京都渋谷区本町 3 丁目 47 番 10 号

５つの製品開発コンセプトに沿った製品を提供してい

設立

1966 年 8 月 22 日

ます。こうした事業活動を通じて、持続可能な社会を

資本金

12,655,340,000 円

実現することを願って種々取り組みを行っており、そ

従業員数

5,010 名

れらの活動を報告します。
特集では、茶製品の原料調達からＰＥＴボトルのリ

支店・営業所・出張所

全国 26 地区

直営店（専門店）

全国 153 店舗

サイクルという、製品の上流から下流に至る過程での

工場

静岡相良工場
（静岡県牧之原市女神 21）

社会や環境に配慮した取り組みについてお知らせしま

浜岡工場
（静岡県御前崎市新野 3406 － 4）

す。また、伊藤園が社会から何を期待されているのか、

201 拠点

福島工場
（福島県福島市荒井字河原畑 6 － 1） 真摯に耳を傾ける姿勢を継続したいと考えており、昨
沖縄名護工場
（沖縄県名護市伊差川 112）

年に引き続いてステークホルダー・ミーティングを開

研究所

中央研究所
（静岡県牧之原市女神 21）

催しました。ここでいただいた貴重なご意見やご要望

主な事業

茶葉および飲料製品の製造、販売

もご紹介しています。
さらに、地球温暖化防止活動環境大臣賞やウェステッ

伊藤園グループ主要各社 伊藤園産業株式会社

ク大賞環境大臣賞を受賞した、茶殻リサイクルシステ

株式会社沖縄伊藤園

ムをはじめとする環境活動についてもご報告していま

株式会社伊藤園関西茶業

す。

フードエックス・グローブ株式会社
タリーズコーヒージャパン株式会社

報告書の対象範囲

ITO EN
（North America）
INC.
ITO EN
（USA）
INC.
寧波舜伊茶業有限公司

対象組織

株式会社伊藤園 単体

対象期間

2006 年 5 月 1 日～ 2007 年 4 月 30 日
（一部、対象期間以前、もしくは以後の活動

福建新烏龍飲料有限公司

内容も含まれます）

ITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITED
対象分野

Mason Distributors, INC.

環境の３側面

売上高・営業利益
■ 売上高（単位：百万円）
300,000

■ 営業利益（単位：百万円）

283,790

297,881

25,000

22,557

260,090
250,000

持続可能性にかかわる、伊藤園の経済・社会・

235,629

19,509

20,000

211,495

20,820

GRI「サステナビリティ ･ リポーティング ･ ガイドライン 2002」
環境省「環境報告書ガイドライン（2003 年度版）
」

17,678
16,038

200,000

参考にしたガイドライン

15,000
150,000
10,000

100,000

0

'02

'03

'04

'05

25,000

19,145
15,306



'03

5,000

20,537

'04

'05

'06（年度）

4,559
4,016

4,817

5,010

3,000

10,000

2,000

5,000

1,000

'04
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'05

2007 年 9 月

次回発行予定

2008 年 9 月

'06（年度）

0

お問い合わせ先
http://www.itoen.co.jp

広報部生活環境室

16,858

'03

発行月

株式会社伊藤園

4,229

4,000

15,000

'02

'02

■ 従業員数（単位：人）※出向社員を除く
22,665

20,000

0

'06（年度）

■ 経常利益（単位：百万円）

0

発行月と次回発行予定

5,000

50,000

〒 151-8550
TEL

eco@itoen.co.jp

東京都渋谷区本町 3 丁目 47 番 10 号

03-5371-7185

アンケート用紙はホームページに掲載されていますので、お手数ですがダウンロード
のうえ、ご記入いただき上記へお送りいただくか、ホームページ上でご回答いただき
送信ください。
'02

'03

'04

'05

'06（年度）

特

集

安全でおいしいお茶をお届けするために

伊藤園は、お客様に心から「おいしい」と思っていただけるお茶をお届けするため、茶の原料調
達から飲料の空き容器のリサイクルに至る、あらゆる面で社会や環境に配慮しながら事業活動を
行っています。

安全で高品質な茶葉を生産するために
「高品質な茶葉の安定調達」は伊藤園が考える最も重要な課題の一つです。この実現のために徹底的に
品質を吟味し、トレーサビリティの確立や産地育成事業に真摯に取り組んでいます。
伊藤園は、創業以来ずっと原料の品質向上と安全性確

ヘクタールの茶園と契約をしています。

保に取り組んできました。とりわけ、
緑茶飲料は 1985 年

中でも、2001 年からは、遊休地を転換して茶園を造成

に発売して以来、消費が増加を続けており、茶葉の需要

することから行う、産地育成事業を宮崎県都城などで開

が拡大しています。伊藤園は、
「高品質な茶葉の安定調

始し、農家の経済的自立や後継者育成、地域の活性化な

達」を最も重要な経営課題の一つとして考えており、
「お

どを通じて、持続可能な原料調達に取り組んでいます。

～いお茶」に使用している茶葉は、100％国産を使用し、
トレーサビリティ
（生産履歴の追跡）
が確認できないもの
は仕入れていません。
また、高品質な茶葉を安定的かつ継続して大量に確保

（ha）
1,200

するために、茶生産者とのかかわり方から変える必要が

800

あると考えました。単に原料を購入するに留まらず、茶

600

生産者と直接契約を結び、茶の栽培から綿密な情報交換
を行うことによって、より高い品質と生産性を実現し、
茶生産者と伊藤園の両者が持続的に良い関係を構築でき
るように対話を重ねています。
このような考え方に基づいて、静岡、三重、奈良、滋

1,085

1,000

400

891
717
582
488
382

200
0

'06

'07

'08

'09

'10

'11（年度）

■ 産地育成事業での茶園面積の現状と予測

賀、島根、鹿児島、宮崎、熊本、大分の９県、約 2,316
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特

集

茶生産農場での取り組み
伊藤園は、
高品質な茶葉を安定的に調達すると同時に、

かけて年 2 ～ 4 回、茶葉を収穫します。
この間の施肥の量や時期、防除方法、茶葉の収穫のタ
イミングなどで、茶の品質や安全性、生葉の収量や環境

安全・安心な製品づくりにつながる原料生産に関する取

への負荷が決まります。そのため、茶葉の生産地に合っ

り組みを、契約農家も含めて実践しています。茶葉を調

た最適な栽培方法を、現地の農家の方々と一緒になって

達している農家とは納入時期や量、および栽培計画等に

研究し、より一層、安全で高品質な茶葉を生産するため

ついて契約しています。これらの契約茶園とは密接な情

に日夜努力しています。

報交換を通じて、伊藤園が設定した肥料や農薬の適正使
用基準に基づいて、栽培計画書と栽培管理記録書の提示
を求めています。この栽培記録は肥料および農薬の使用
状況が茶畑ごとに管理されており、いつ、どんな肥料や
農薬をどのくらいの量・濃度で使用したのかが記録され、
このデータを基に栽培履歴リストが作成され、伊藤園が
業界に先駆けて取り組んでいるトレーサビリティ構築の
基本骨格となっています。
また、伊藤園の産地担当者は定期的に茶園に赴いて、
高品質な茶葉栽培の基本である土づくりから、各地域に
最適な栽培技術に至るまで指導を行っています。
さらに経営面においても、茶生産者と伊藤園の両者が
安定的に収益を得られるよう、茶園の大規模化や機械化
を積極的に推進し生産性の向上を支援するとともに、長
期的な契約によって安心して茶生産に取り組めるように
信頼関係の構築に努めています。

■ 茶園の一年（時期は静岡県中部の場合）
※ 詳しくは伊藤園ホームページをご覧ください。 http://ocha.tv/production/cultivation/

お客様の声

■ 茶生産農場

茶樹の栽培と伊藤園の取り組み
茶樹は苗を植えてから安定した品質や充分な収量の生
葉が得られるまで、平均して 5 年以上の歳月がかかり、
排水路の整備・堆肥の施用・土づくり・剪枝・除草など
多くの手間も必要です。
しかし、いったん収穫できるようになると、毎年作付け
が必要な稲作や野菜と異なり、35 ～ 50 年程度は安定し
て収穫することができます。この間、茶樹は毎年、施肥・
病虫害の防除・整枝を行います。そして、4 ～ 10 月頃に


S-book 2007

三山貴子 氏

今回見学するまで、伊藤園
さんが緑茶飲料の原料を、国
内生産に限定している点、ト
レーサビリティに力を入れて
いる点などを知る機会があり
ませんでした。消費者にこ
うした取り組みが伝われば、
もっと伊藤園さんのファンが
増えていくのではないでしょ
うか。
例えば、多くの方に認知し
ていただくためには、テレビ
CM の出演者の方が茶園を訪
れて話を聞くようなバージョ
ンも面白いかもしれません。さらに今回のように茶園を消費者が見
学する機会が増えればとも思います。
伊藤園さんと茶園とが一体化した取り組みは、
「食の安全」や
「CSR」が注目されている今の時代のニーズに一致していると思い
ますので、今後この点を伊藤園さんの強みにますます繋げて行って
ほしいと思います。

安全性の確保と環境への配慮

達と茶生産者の経営の安定を目的として、茶園の造成か

食品の安全性に対する消費者の視線は、以前にも増し

らかかわる産地育成事業を積極的に推進しています。茶

て厳しくなっています。それに加え、農作物である茶の

葉は土地利用型の永年作物であり、将来の市場性とあわ

栽培では、自然環境への配慮も求められます。

せて考えると、長期的に農地を活用できる最適な作物の

伊藤園は、茶の栽培過程で、安全性の確保と環境配慮
の両面から、さらなる信頼とご支持をいただけるように
取り組みを進めています。
具体的には、国や自治体の農業関連研究機関の試験研

一つです。
地域において農業振興を検討されている行政・組合・
生産者の方々に対して、次のような事業理念や事業方針
を提案しています。

究成果などに目を配っており、例えば、化学肥料や農薬
の使用量を可能な限り最小限に抑える栽培技術の最新動
向を把握し、効果的な手法の導入に努めています。
このように、栽培技術の進展を常に把握しつつ、生産
農家と密なコミュニケーションを図りながら、各地の茶
園に最適な栽培方法の導入を進めることにより、これか

産地育成事業の理念
緑茶原料の安定調達と生産の効率化、
生産農家の育成のために、国内外で
大規模茶園事業を積極的に展開します。

らも環境にやさしく、より安全性の高い茶葉の生産を推

事業方針

進していきます。

産地育成事業への取り組み
現在、国内では就農者の高齢化や後継者不足などの理
由により、
「農地の遊休化」
が深刻な問題となっています。

●品質向上と低コスト化
●農業の安定経営と原料の安定供給
●環境と共存する茶園経営の推進

一方で、健康志向の高まりや缶および PET ボトルの緑

後継者育成と日本の農業の活性化を目差して

茶飲料の消費拡大によって緑茶原料の需要は徐々に増加

茶生産者の高齢化や後継者不足は、茶葉の市場価格が

しています。

非常に不安定であるため安定的な収入の確保が難しく、

このような背景も踏まえて、伊藤園では今後特に需要
増が見込まれる緑茶飲料用の原料を主体に、その安定調

長期的な農業経営の計画策定が困難であったことも無関
係ではありません。
伊藤園が 1985 年に発売した「缶入り煎茶」を契機と

お客様の声

冨田直子 氏

茶葉をその場で摘んで食
べましたが、甘みがあって
とてもおいしいので驚きま
した。脇に生えていた野生
の茶葉とは味が全く違うの
です。また、一番茶がおい
しい理由、次に生える二番
茶の芽の位置なども実地で
学び、お茶がぐっと身近に
なりました。やはり実際に
体験して感じることは大切
ですね。
さらに農家の方がお茶の
木に愛情を注ぎながら、次
世代農家育成の夢に取り組まれている様子が印象的で、この活
動をサポートされている伊藤園さんのファンに、一気になりま
した。
今後、このような農園見学の機会を社内外のより多くの方に
提供することで、伊藤園さんの中からも、そして外からも、ビ
ジネスが大きく発展していく可能性を強く感じました。

して、国内における緑茶飲料は消費量が増加しており、
茶葉の需要が高まっています。当社はかねてより「高品
質な茶葉の安定調達」を最重要課題であると認識してお
り、産地育成事業は生産者と伊藤園が抱える安定経営・
安定調達という課題に対して、解決策を提供するととも
に両者にとって良い関係を構築するための方策であると
考えています。
伊藤園では、この産地育成事業を柱として、スケール
メリットを活かした大規模茶園経営と機械化を進めてお
り、可能な限り省力化を図っています。さらに、生葉の
生産、荒茶の加工に関する技術ノウハウの提供や、契約
取引による全量取引と単価安定によって生産者の安定収
入を確保することにより、国内の茶生産者ひいては日本
の農業の活性化に貢献していきます。
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高品質なお茶をお客様へお届けするために

ここでは、お客様に喜んでいただける高品質な製品をお届けするための日々の取り組みについて
ご紹介します。

研究開発における取り組み

製造過程での取り組み

■ 中央研究所の研究風景

■ 静岡相良工場（製茶ライン）

伊藤園は、
「お客様第一主義」の経営理念のもと「自然」
「健康」
「安全」
「良いデザイン」
「おいしい」という 5 つ

摘採した生葉は、蒸して酸化酵素の働きを止め、茶の
エキスが抽出しやすいように揉みながら乾燥させて「荒

のコンセプトに基づき、製品開発に取り組んでいます。

茶」に加工します。さらに、この荒茶は消費者の好みに

中央研究所では、製品原料に含まれる成分の健康効果

合うように香味のバランスを整える仕上げ加工を行い、

に関する基礎研究や実証、新製品開発のための中長期的
な研究を行っています。最近では緑茶のカテキンやテア

リーフ製品や茶飲料の原料となります。
伊藤園は、この生葉から仕上げ加工を行うプロセスに、

ニンが健康維持の上でどのような効果をもたらすかとい

多くの技術とノウハウを有しており、協力工場や自社工

う研究も進め、一定の研究成果が出ています。また、米

場での製造に活かしています。

国テキサス大学 M.D. アンダーソンがんセンターと緑茶

次に、緑茶飲料の原料である荒茶は、すべて伊藤園の

成分のがんへの効果についてのさまざまな共同研究を重

静岡相良工場に集め、形状、色つや、香り、水色※、微

ね、新たな成果が期待されています。こうした研究成果

生物検査、味を調べる官能検査、残留農薬や成分を分析

の公表によって、緑茶成分の健康面への効果を社会に伝

する理化学検査など、厳しい品質管理を実施します。特

えています。

に、残留農薬検査は、社内のほか、第三者に委託した検

また、農業技術部では茶の栽培・加工に関する研究と

査も行い、信頼性を高めています。もう一つの大切な原

産地の開発・育成に取り組み、開発部および商品企画部

料である水は、50 項目の基準を設定して、これを満た

では、連携して茶葉、飲料、その他の新製品の開発を行っ

した軟水だけを精製して用いています。こうして厳選さ

ています。

れた原料茶から飲料製品を製造するプロセスは、その多
くを外部に委託していますが、 自社製造・委託製造を



研究開発者の声
（中央研究所：提坂裕子）

品質管理担当者の声（品質管理部：岸本修一郎）

日々の業務においては、可能な限り環
境負荷の低減に留意しながら研究開発
を進めています。資源の有効利用とい
う視点ではまだ多くの課題があります
が、使用電力や室温調整等への目配り
など、できることから確実に実行して
います。また、製品の原料に含まれて
いる成分分析に用いる有機溶媒を極力
減らすための工夫など、研究所の業務
特性として対処する必要がある事項に
ついても取り組んでいます。
製品開発に関する将来展望としては、健康効果が認められる成
分を含んだ飲料の開発を通じて、お客様のさらなる健康増進に貢
献していきたいと考えています。

品質管理を担当する部署として、製
品の原料である茶葉、果実、野菜の残
留農薬に注意を払っています。理化学
検査による残留農薬や成分分析はもち
ろん行っていますが、栽培履歴の管理
を含めてトレーサビリティもとても重
要です。
茶葉に関する伊藤園のトレーサビリ
ティは、業界の中でも先取的な取り組
みを行ってきています。今後は、海外
産の果実や野菜にも拡充し、すべての原料で迅速かつ精度の高い
生産履歴の把握を可能とし、お客様が今以上に安心して商品をお
買い求めいただけるようにしたいと考えています。
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問わず、厳しいサンプル検査を実施しています。特に、

早くお客様にお届けすることで、より品質の良い商品を

委託製造された飲料製品は、工場の品質管理担当者と伊

ご提供することに努めています。

藤園の品質管理部員の両者で、毎日、厳格な基準に基づ
いてサンプル検査を実施しています。
このほか、全国の委託工場担当者と定期的に品質会議
を行うことで、日々の情報共有やパートナーシップの構
築を図り、より良い品質を維持するために継続的な改善

営業・販売における取り組み
ルートセールスについて
伊藤園では、当社独自のルートセールス方式でマーケ

に取り組んでいます。

ティング、営業・販売活動を行っています。全国 201 の

※ 水色（すいしょく）：茶浸出液の色

営業拠点に配属されたルートセールスマンが小売店や自

トレーサビリティへの取り組み

動販売機に製品を直接届けています。またセールスマン
は、製品の運搬・納入だけでなく、小売店での陳列方法

トレーサビリティとは、ある商品が「どこで・誰」に

や新商品の提案、自動販売機を設置していただけるお客

よってつくられ、
「どのように」して食卓まで届いたか

様を探すなど、販売促進や新規顧客開拓に向けてのエリ

を記録し証明することで、消費者に商品の安全性を証明

アマーケティングも担当しています。販売先で得た情報

するシステムのことです。

を携帯情報端末機に随時インプットすることにより、本

伊藤園は、お客様第一主義のもと、信頼ある商品をお

社では売れ筋商品情報や在庫状況を把握した上で生産現

届けすることを第一と考え、いち早くトレーサビリティ

場へフィードバックすることができます。お客様に一

の確立に取り組んできました。

番近い営業最前線からの声は、社内のアイデアを募る

伊藤園の茶飲料は 100％国産茶葉を使用しており、日

「Voice 制度」を通して商品開発にも活かされています。

本各地の契約農家や仕入先から調達しています。契約農

さらに、販売した製品に最後まで責任を持つために、

家の方には、使用した肥料や農薬の種類、使用時期など

自動販売機の回収箱から空き容器の自主回収をすること

を記した「栽培管理記録書」の提出を依頼し、仕入先に

もルートセールスマンの重要な業務であり、リサイクル

対しても荒茶の生産履歴の作成を依頼しています。

の推進に寄与しています。ルートセールスの特長を活か

各地で生産された荒茶は、すべて静岡県の相良工場に

して地域に密着し、企画提案から納品までの一貫した営

集めて仕上げ加工を施し、その後、飲料の委託製造工場

業活動を展開することで、お客様との信頼関係を構築し

から流通、納品までを一貫して管理することで、すべて

ています。

の生産 ･ 流通履歴を把握できる体制を構築しています。
今後も関係者の協力を得て、一層信頼性のある商品をお
届けして参ります。

物流における取り組み

リーフ製品の販売について
日本の伝統的な食文化の一つとして今なお多くの人々
に愛飲されているお茶を、伊藤園は独自の高度な技術で
製造加工しています。リーフ製品のなかでも、本物志向

伊藤園では、全国を 5 つのブロックに分け、ブロック

のお客様向けには、専門店を展開しています。全国の大

ごとに飲料製品の委託生産を行っています。
これにより、

型商業施設、百貨店、スーパーマーケットなどに 153 の

生産工場と消費地を近づけることで輸送距離を短縮し、

店舗を出店しており、試飲などの対面販売を通じて、お客

環境負荷を抑えるだけでなく、製造した商品を少しでも

様の嗜好に合わせたきめ細かな販売活動を行っています。

営業担当者の声
（仙台南部支店：石濱健二）

販売担当者の声（百貨店部：大石ナナ）

『お客様との約
束は必ず守る』営
業していく上で一
番大切なことだと
思 っ て い ま す。 約
束 を 守 る こ と は、
お客様のご要望に
お応えすることに
な り、 満 足 度 も 高
ま り ま す。 満 足 し
ていただくことが
で き れ ば 信 頼 が 生 ま れ ま す。 信 頼 が あ れ ば、 こ ち ら の 要 望
も 聞 き 入 れ て い た だ き 商 談 も ス ム ー ズ に 進 み ま す。 し か し
信 頼 を 得 る の は 容 易 で は あ り ま せ ん。 決 し て お 金 で は 買 え
ま せ ん し、 誰 か が 与 え て く れ る も の で も あ り ま せ ん。 日 頃
の 小 さ な 約 束 の 実 行 が 積 み 重 な り、 信 頼 へ と 変 わ っ て い く
の だ と 思 い ま す。 我 々 営 業 マ ン は、 伊 藤 園 の 代 表 と し て お
客 様 と 接 し ま す の で、 そ の 人 物 の 印 象 が 会 社 の 印 象 に な っ
て し ま う こ と を 忘 れ て は い け ま せ ん し、 小 さ な 約 束 の 実 行
が 大 き な 成 果 と な っ て 返 っ て く る こ と を 信 じ、 日 々 頑 張 っ
ていきたいと思っています。

日々『一客入魂』
をモットーに、接客
し て い ま す。 こ の
お店でお茶を買っ
て よ か っ た、 来 て
よ か っ た、 ま た あ
の人から買いたい
と思っていただけ
る よ う、 楽 し い 接
客を心がけていま
す。日本茶・紅茶・
中国茶・ハーブティなどの取り扱いがあり、見た目も楽しい売り
場にしています。お客様のライフスタイルをうまく聞き出し、そ
れに似合ったお茶を選ぶお手伝いをして、お客様に笑顔で『あり
がとう、また来るわ』と言われた時が一番の喜びで、心の中では
ガッツポーズをしています。これからも自分のスタイルを活かし
て、より一層、知識を深めながら、明るく楽しい接客を心掛けて
いきます。
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空き容器リサイクルの推進に向けて

お客様がご利用になった後の空き容器を資源として再利用を行い、地球環境への負荷を低減する
ための活動を進めています。今回は、空き容器のリサイクルセンターをお客様に見学いただき、
中でも伸長著しいＰＥＴボトル容器のリサイクルをさらに推進するためのご意見を頂戴しました。

日本におけるＰＥＴボトル・リサイ
クルの仕組み
飲料製品の代表的な容器包装であるＰＥＴボトルは、
主に石油由来のポリエステル（ポリエチレンテレフタ
レート）を原料として化学反応によってつくられていま

飲料用 PET ボトルの生産量
市町村回収率
事業系含む全体回収率
（千トン）
600

（%）
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514
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332

ＰＥＴボトルは軽くて運搬が容易、
落としても割れず、
中身が確認できる、開封口がキャップ式のため飲みきる
必要がない、などの高い利便性によって、広く社会に普
及しています。
循環型社会を実現するための環境取り組みの一環とし
て、1995 年に「容器包装リサイクル法」が制定されま
したが、現在、空きＰＥＴボトルは 65％を超える回収
率となっています。
空き容器となったＰＥＴボトルは大きく２つの経路で
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■ PET ボトルの生産量とリサイクル率の推移
※ 事業系とは自動販売機や、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、鉄道会
社などで事業者自ら回収するものです。
出典：PET ボトルリサイクル推進協議会

回収されています。市町村で分別収集されるものと、販
売店や自動販売機などから事業者が回収する経路です。
こうして回収されたＰＥＴボトルは処理工場でキャップ
とラベルが選別され、洗浄後、原料となり製品製造工場
で各種の商品にリサイクルされます。
近年、回収されたＰＥＴボトルの一部が海外に輸出さ

90.9%

88.1%

れており、輸出量は年間 20 万トン以上に及ぶと推計さ
れています。したがって、これらを含めると日本国内に
おけるＰＥＴボトルの全リサイクル率は、70％以上に達
していると考えられています。

■ スチール缶リサイクル率（2006 年度）

■アルミ缶リサイクル率（2006 年度）

出典：スチール缶リサイクル協会

出典：アルミ缶リサイクル協会
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家

伊藤園の取り組み
圧

ボトル

縮

別
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収集運搬

営業拠点

自主回収

自動販売機
販売店など

■ PET ボトルリサイクルの流れ

to

ＰＥＴボトルリサイクルの品質向上、
効率化への取り組み
ＰＥＴボトルのリサイクルに関しては、回収率の向上
以外にも回収空き容器の選別の徹底やＰＥＴボトルの減
容化による輸送効率の向上も重要な要素です。
選別の徹底では、
キャップを取り除くことはもちろん、
異種ボトルや異物の除去、さらに汚れのひどいボトルや
ボトル内部に異物が入ったものを除去することが、再商
品化向け原料の品質向上には極めて重要な取り組みにな
ります。
また、ＰＥＴボトルの減容化は、横につぶして「する
め状」に圧縮することによって、容積を減らして輸送効
率の向上を図るとともに、取り扱いやすい梱包
（ベール）
にすることで、リサイクルコストやエネルギーの低減に
つなげています。

伊藤園の取り組み
伊藤園は、全国 201 カ所の営業拠点に配属されたルー
トセールスマンが、小売店と 119,820 台の自動販売機に
製品を納品していますが、製品納品時の営業車両を活用
した、いわゆる静脈物流による空き容器の自主回収にも
積極的に取り組んでいます。
また、容器メーカーと協力して容器の軽量化にも取り
組んでいます。
今まで、
2002 年度に「お～いお茶 500㎖ＰＥＴボトル」

■ 空き容器の選別工程（上）、選別・圧縮された空き缶類（下）

を約 20％、2004 年度に「2ℓＰＥＴボトル」を約 15％
軽量化しました。さらに、ホットＰＥＴボトルのキャッ
プについては従来内側と外側に異なる素材を使っていた
ものを同一素材に改良することで、減量化を行っていま
す。

■ マテリアルリサイクルにより作成した制服（左）、
2ℓ PET ボトルの取っ手部分（中央）、空き容器入れ（右）

お客様の声

木村歩美 氏

リサイクルセンターの見学を
通じて、PET ボトルのリサイク
ルが徹底されて行われているの
を知り、ゴミの分別という、小
さな自分の行動が、直接、環境
保全に役立っているということ
を実感できました。
リサイクルのプロセスを知り、
リサイクルに取り組むことが環
境のためになるとより明確に理
解できたので、これまで面倒に
思っていたリサイクルに対して
も、積極的に取り組むことが出
来ると思います。
私のように、リサイクルのプロセスを正しく知ることで、意識
も変わり、リサイクルにさらに積極的に取り組む人も増えるので
はないかと思います。
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ステークホルダー・ミーティング

今回は、２回に分けてステークホルダー・ミーティングを開催しました。まず、宮崎県都城市に
ある茶園見学の後に農業生産法人アグリセンター都城様で行い、次に、東京都足立区の株式会社
東京クリアセンター様の空き容器リサイクル工場見学後に実施しました。この２回のミーティン
グを通じて、伊藤園の代表的製品である茶飲料の原料生産から空き容器のリサイクル処理までの
取り組みをご覧いただき、率直なご意見を伺いました。

茶園から始まるトレーサビリティ

農業を活性化する次世代育成

三山：伊藤園さんは他社よりも早くトレーサビリティに

冨田：こちらでは遊休地を活用することで若い人材が

取り組まれたと聞いています。きっかけを教えていただ

戻って来られ、同時に 75 歳迄の雇用も促進されている。

けますか？

交流を通じて次世代の育成にも取り組まれていますね。

伊藤：外国の野菜で残留農薬問題があった際、「伊藤園

白尾：若者に夢を与えたい。とはいえ、収支が合う事業

は生産履歴のないものは仕入れません」と宣言しまし

にならないと後継者も入ってこない。しかしここにきて、

た。当時はまだトレーサビリティの仕組みを構築中でし

伊藤園さんと契約して安心して農業ができるという状況

たが、
この宣言によって急ピッチで確立することができ、

がようやく出来上がりました。若者には 10 年スタンス

無理といわれていた「茶のトレーサビリティ」が業界の

で勉強してもらい、楽しさ苦しさを教え、後にのれんわ

中でいち早く整いました。

けをして伊藤園とまた契約する、そんな輪の広がりを目

吉田：最近では私が担当させていただいているお客様か

差して取り組んでいます。

らも「トレースできている製品なら採用できる」と言わ

堀口：今、実際に産地に入って現場を見ていますが、若

れており、トレーサビリティへの要求は厳しくなってき

い人達とシルバー採用の 70 代の方が分け隔てなく、
「こ

ています。伊藤園の強みとして売り込めるところが伸び

こがこうだからこうしろよ」
「わかりました」と言い合っ

てきているのを感じます。

ていて、交流と育成が進んでいるのを感じています。

高岡：今、日本の小売業は取り扱う商品について、安全・

西巻：確かに営業の立場としても、このような農家の方

安心、健康、環境に関する３つの情報を必死で集めよう

の現状を見ると売り方が変わりそうです。もっと多くの

としていますが、なかなか集まらないのが現状です。

社員に、今日のような取り組みを見てもらいたいですね。

冨田：環境といえば地球温暖化が叫ばれていますが、遊
休地を茶畑にするのは植林活動と同じですよね。つまり
今回の取り組みは、本業が CO2 排出削減に繋がる環境
ビジネスでもあるのだと認識しました。
高岡：その観点からいくと、輸送にかかるコストや CO2
についてはなにか対策を考えていらっしゃいますか？
伊藤：現在、産地から集められたお茶は、品質管理とト
レーサビリティ管理などのために、いったん静岡相良工
場にすべて集められます。ここで、品質基準に応じて選
別や仕上げ加工、ブレンドが行われ、製品ごとに安定し
た品質の原料を製造しています。飲料製品の場合、原料
を一括管理して、安全性や品質などの信頼性を確保し、
製造は消費地に近い委託工場で行い、短い距離でお客様
にお届けすることで、CO2 の削減と輸送コスト削減を達

■ アグリセンター都城での見学風景

成しています。
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立教大学経営学部 准教授

お客様代表

お客様代表

お客様代表

農業生産法人アグリセンター都城

高岡 美佳 氏

冨田 直子 氏

三山 貴子 氏

木村 歩美 氏

白尾 静昭 氏
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消費者を巻き込んで価値を伝える

リサイクルをよりスムーズに行うために

三山：茶農家とこれだけ力を入れて関係を築いている、

西巻：リサイクル工場の中でＰＥＴボトルと缶の仕分け

トレーサビリティにもしっかりと取り組まれているとい

がされるところに一番人が配置されていましたが、自動

うメッセージが、充分に消費者に届いていないのがもっ

販売機の横の空き容器入れを増やして缶とＰＥＴボトル

たいないと思いました。

を分ければ、その作業は軽減されると思いました。

高岡：企業の CSR 活動や環境活動はとかく完璧に近づ

吉田：営業は自動販売機横の空き容器を回収しています

けようとしますが、未完成でもいいと思います。伊藤園

が、いろいろなごみが混在していてモラルの低さを感じ

さんがされている支援の中に消費者を巻き込む仕組みが

ていました。でも「みんなでリサイクルしましょう」と伊藤

あって、社会を共に牽引してくれることを期待します。

園がなんらかの媒体を使って発信できたらいいですね。

三山：お茶のオーナー制度のようなものがあれば、台風

木村：大学でもごみ箱を複数に分け、ＰＥＴボトルもラ

時にもドキドキして茶樹を気遣いながら環境意識も高

ベルやふたと本体を分けて捨てられるようにするだけ

まって、伊藤園さんと一体感を共有できるかもしれませ

で、意識は変わると思います。リサイクルのプロセスを

ん。

消費者がより具体的に知ることの大切さを感じました。

冨田：例えば、お茶を買ったらお茶の樹が一本植わるな

冨田：リサイクルしやすい容器の開発についてはどのよ

どと具体的にアピールすれば、多少値段が高くてもその

うな取り組みをされていますか？

お茶を購入する消費者はいると思います。

中澤：伊藤園としてはＰＥＴボトルメーカーとの取り組

高岡：少なくとも今の取り組みだけでも、価値をきちん

みとなりますが、過去にＰＥＴボトルの蓋がアルミから

と伝えられれば 10 円高くても購入する人が増えると思

プラスチックになり、リサイクルしやすくなりました。

います。

最近ではラベルもはがしやすいように切れ目を一本から

吉田：他社のお茶製品がたくさん出てくる中で、
「お〜

二本に増やしたり、切れ目に矢印をつけるなどしていま

いお茶」をいかに差別化するかというのは、営業の命題

す。

ですね。

廣瀬：ＰＥＴボトルの設計段階でリサイクルしやすい、

高岡：伊藤園にしかできないこと、トレーサビリティ

処分業者の負担にならないような排出ができないか、他

や、地域、顔が見えるような支援の仕組み、これをもっ

の飲料メーカーとも協力して考えていきたいですね。

と差別化に使わないともったいないですね。例にあがっ
たオーナー制度も国内の産地情報を持っている伊藤園さ
んだからこそ可能ですよね。
伊藤：実際に産地に入り込んで製造をやっている人間か
らすると、この取り組みも全て当たり前、それがひそか
な誇りでもありました。でも今言われて、確かにもっと
訴えるべきかもしれないと感じました。

農業技術部

広域流通営業一部

茂原支店

農業技術部

品質管理部

広報部 生活環境室

伊藤 章雄

吉田 裕一

西巻 正美

堀口 大輔

廣瀬 仁美

中澤 宙也
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リサイクル以外の資源の有効利用

ケーションを強化することで、よりアピール度の強い企

高岡：再利用できるリターナブルＰＥＴボトルはいかが

業になっていっていただければと思います。

でしょう。そんな選択肢が新しいＰＥＴボトルよりも安

廣瀬：社内でも Voice 制度という社内提案制度があるの

く提供されれば、私はそちらを使いたいですね。

ですが、リサイクルについての表示をもっと大きくした

中澤：再利用を前提とした厚いＰＥＴボトルが欧米には

らどうだろうという声もあがっています。そういった意

ありますが、洗浄という安全面と環境面の天秤、そし

見も反映しつつ、またお茶のメーカーとして、お茶の文

て再利用されないと環境負荷もコストも高くなりますか

化、急須の文化を子どもたちに伝えることなどでも社会

ら、それらを鑑みて日本の文化に浸透するか、検討する

的な役割を果たしたいと思います。

必要がありますね。

木村：一人ひとりの営業マンが、一つの自動販売機に

冨田：リデュースという視点から、ＰＥＴボトルを使わ

責任をもってＰＥＴボトルの回収までされていること

ず、例えばお茶サーバーをコンビニエンスストアに設置

から、伊藤園さんの意識の高さを感じました。社内の

するなどという案をご検討されたことはありますか？

Voice 制度とも合わせて、街の声を吸い上げて変えて

廣瀬：はい、業界で検討されたことはあります。また、

いっていただきたいと思います。またお茶から発展して、

リデュースという観点で、業界の指針に基づいてＰＥＴ

和の心も大切に伝えていただきたいと思いました。

ボトルを 3%や 5%軽量化する取り組みは行っています。

西巻：ここまで農家の育成をしている、ここまでリサイ

高岡：コンビニエンスストアでのお茶サーバーの例もそ

クルをしているということを知らない社員が多いと思い

うですが、その場合ＰＥＴボトルは減るけれど、電気代

ます。「社員が好きになる伊藤園」という経営方針もあ

を含め、他の負荷が増えるかもしれません。環境面だけ

ります。社員の仕事に対する誇りやモチベーションにい

でなく、社会性なども含めて、ある取り組みの影響を総

かに結びつけるか、そんな観点からの教育があったらと

合的に判断する指標ができるといいですね。最初は CO2

思います。

といった、定量化しやすいものから作成するのが現実的

冨田：ナンバーワンのお茶メーカーとして、伊藤園さん

だとは思いますが。

は世の中に大きな影響を与え、メッセージを発信して未

木村：お茶は健康にいいものですから、健康面も指標の

来を創っていける力を持っていらっしゃいます。日本の

一つに盛り込まれることを期待したいです。

農業の育成、リサイクルだけでないより広い視野での環

これからの伊藤園に期待すること

わくしながら取り組んでいただきたいと思います。

高岡：日本の農業の育成、トレーサビリティへの取り組

吉田：今回、見学させていただいた茶園や工場について

みと売り方、そしてきちんとした基準を持ってリサイク

のビデオを活用して、取り組みを社員に伝えるだけでも

ル工場も選定されている、原材料生産からＰＥＴボトル

意識は変わると思います。また私自身、自動販売機の営

のリサイクルまですべての段階において責任を持って真

業の際、紙パックの方が環境に優しいからと断られたこ

剣に取り組んでいる真面目な会社であることを実感しま

とがあるのですが、今後は売り込みもしっかりできます。

した。企業のパワーを生かして、社内と社外のコミュニ
13

境価値の提供、さらには日本の文化の継承。どうかわく
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地球温暖化防止に向けて私たちにできること

地球温暖化が懸念される中、伊藤園は二酸化炭素排出量の抑制を環境目標の重要課題とし、その
目標達成に向けて取り組みを行っています。

地球温暖化防止に関する考え方
近年、地球温暖化問題は深刻さを増しており、その防
止に向けた取り組みはますます重要になっています。当
社は、
「みんなで環境を考える伊藤園」を経営方針の一

▼

職場で

つに掲げて、社会に信頼され環境と調和する、健全で持
続可能な経営を目差しています。

▼家庭

で

伊藤園では、環境行動指針を基本として環境中期目標
を設定し、二酸化炭素排出量の抑制を重要課題として掲
げており、省エネ機器、低公害車・ハイブリッド車両の
積極的な導入による電力や燃料の使用量抑制を中心とし
て、全社で二酸化炭素排出量の削減を推進しています。
また、製造・物流部門における防止対策として、全国
を５つに分けたブロックごとに飲料製品を委託生産し、
生産工場と消費地を近づけて輸送距離の短縮化による消
費エネルギーの縮減を図っています。今後も、社員一人
ひとりが環境意識を高め、業務や日常生活において身近
なこと、できることから環境取り組みが促進していくよ
うに企業として意識啓発や活動支援を行っていきます。

地球温暖化防止に向けた伊藤園の施策

■ 「チーム・マイナス 6%」アクションプラン

伊藤園は、地球温暖化防止の取り組みの一つとして、
環境省が推進している国民運動である「チーム・マイナ
ス 6％」に 2005 年から参加しています。
具体的なアクションプランとして、６つの大項目につ
いて職場と家庭で実践できる取り組み内容を社内に掲示
しています。これにより、社会・環境活動に取り組む企
業姿勢を明確にするとともに、社員一人ひとりの二酸化
炭素の排出抑制につながるアクションの促進を図ってい
ます。

■ ハイブリッドトラック

地球温暖化防止に向けた施策一覧
電気・燃料の使用量削減
製品のブロック物流（生産から販売までの輸送距離短縮）
省燃費車両の導入
エコドライブの実施
省エネ型自動販売機の導入
茶殻リサイクル商品の開発
クールビズ
ウォームビズ
グリーン購入

■ ブロック物流のエリア
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茶殻リサイクルシステム
茶の機能性を活かしたリサイクル商品づくり
茶系飲料の製造工程で排出される茶殻は年間 42,000t

だけるように茶殻配合製品を開発しました。このような

（平成 18 年度当社分）
になります。ほとんどが堆肥や飼料

取り組みが評価され、下記の 4 つの賞を受賞しました。

に有効利用されていますが、茶殻には天然の抗菌・消臭

今後も、環境に配慮した製品・サービスの研究開発に
努めていきます。

効果があります。
そのような茶殻の効果を生活の中で幅広くご利用いた

■ 第２回エコプロダクツ大賞（エコサービス部門）農林水産大臣賞

■ ウェステック大賞 2006 環境大臣賞

■ 第 36 回食品産業技術功労賞

■ 平成 18 年度地球温暖化防止活動環境大臣賞

佐藤 崇紀
（開発部）

岡 茂夫
（特販部）
近年、茶系飲料の需要増に

「え！？この中にお茶殻が

伴い茶殻の排出量が年々増加

入っているの？」と言いなが

しています。茶殻はポリフェ

ら、お客様は製品を手に取り

ノールなどの有効成分が多く

必ず鼻を近づけます。茶殻入

含まれていますが、水分含有

り製品をご覧いただいた時の

率が高く、腐敗しやすいため

お客様の反応です。リサイク

多額の費用をかけて処理しな

ル製品で臭いを嗅ぐ方はいま

ければなりません。そこで、茶殻の腐敗を抑えて輸

せんが、茶殻入り製品は香りを楽しんでいただいて

送・貯蔵する技術と、茶殻を乾燥させずに原料の一

います。

部として既存のプラントに投入して、茶殻配合製品

例えば、私の祖母や母は茶殻を畳に撒いて掃除して

シュレーションボードは茶殻の持つ消臭性を利用し

いました。そんな「おばあちゃんの知恵」が「茶殻

て畳の芯材として広く利用されており、茶入りせっ

入り畳：さらり畳」などの茶殻入り製品に形を変え

こうボードは当社相良工場の新事務所や東京や京都

たのです。今後さらに伊藤園独自の技術を生かし、

の建造物等に使用しています。また、茶配合樹脂は

各専門メーカーの皆様のご協力のもと、新しい製品

茶殻の持つ抗菌性を利用してベンチ等の成型品に利

や用途のご提案ができるよう努力していきたいと思

用しています。茶配合樹脂を板状に成型した茶配合

います。

パネルは耐水性・抗菌性等の機能性と木目調の質感

また、2006 年度より ISO14001 の特販部門の目標

を有しており、当社では自動販売機に使用して、病

に「茶殻配合商品の販売拡大」を掲げ、部全体で取

院施設や寺院、観光施設などの公共施設向けに展開

り組んでいます。

しています。
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また、茶殻は昔から家庭で再利用されていました。

を製造する技術の開発に成功しました。茶配合イン

S-book 2007

■ 茶殻リサイクルの流れ

栽培

茶配合ボード

さらり畳

茶殻を木材と配合し、建材向け木質
ボードとして再利用しました。

株式会社北一商店と共同開発
http://www.kitaichi.co.jp

MDF（中繊維板）（左）
インシュレーションボード（中）
ハードボード（右）

お茶入り日用品

茶入りせっこうボード

製造

茶殻を石膏に配合し、建材向け石膏
ボードとして再利用しました。

茶殻

お茶入りボールペン
含水茶殻の輸送・
保存・配合技術

販売

化粧タイプ（上）
無地タイプ（下）
チヨダウーテ株式会社と共同開発
http://www.chiyoda-ute.co.jp/

茶配合樹脂

茶殻とプラスチックを配合した
茶配合樹脂を開発しました。

ゼブラ株式会社と共同開発

お茶入りミニボールペン
お〜いお茶新茶の景品として採用

茶配合樹脂ペレット
日本油脂株式会社と共同開発

お茶入りベンチ

中央化学株式会社と共同開発
東海産業株式会社で販売

お茶入りダンボール
伊藤園はレンゴー株式会社と共

伊藤園委託飲料工場

同で茶殻をダンボールに配合する
技術開発に成功しました。
「お茶
入りダンボール」は使用済みダン
ボールを通常古紙として再利用で
きる設計になっています。また、

ダンボールの輸送

含水茶殻

お茶入りダンボール

飲料工場にダンボールを納品した
トラックの帰り便で茶殻を運送す
るなど環境に配慮した設計になっ
ています。2007 年 4 月 23 日に発
売した「お〜いお茶新茶」のダン
ボールに採用しました。

含水茶殻の輸送

ダンボール工場

伊藤園製品用
ダンボールに加工

使用済み
ダンボール

納品

S-book 2007
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マネジメント

コーポレートガバナンス・リスクマネジメント
経営の透明性、健全性、遵法性の確保や迅速かつ適切な情報開示等を実践することにより、企業価値の
向上を目差します。

コーポレートガバナンスに対する考
え方
伊藤園グループは、
「企業価値の向上」
を図るべく、コー
ポレートガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つ
と位置付けています。内部統制の仕組みの強化や情報開
示体制の確立に取り組むことにより経営の透明性を確保
し、健全な経営システムのもとで事業活動を継続してい
くことが、社会における責任を果たす上で重要であると
考えています。

企業の社会的責任を果たし、すべてのステークホルダー
の信頼に応えるための経営体制を積極的に推し進めるこ
ととしています。

リスク管理体制
伊藤園グループは、リスク担当部署を設け、規程やガ
築して対応の強化に努めています。事業活動を遂行する
上でのリスクについて、下記のように認識しています。
①コンプライアンス上のリスク
コンプライアンス室が中心となり全社的なコンプライ
アンス教育を実施、推進しています。
②情報セキュリティー上のリスク

に監査意見を述べるとともに、監査役会での監査方針に

個人情報保護方針を定め、個人情報の漏洩を未然に防

従い、取締役の業務執行を監査しています。

止するとともに、コンピュータのセキュリティーを強
化して不正アクセス等を防止しています。
③品質および環境上のリスク

株主総会
選任・解任

取締役会
【経営・監督】

選任・監督

選任・解任

監査

の対応も含め、組織的な管理体制を構築しています。
環境リスクに関しては、環境マネジメントシステムの

監査

代表取締役

監査
【内部統制】

内部監査室
助言・指導

第 回

・内部統制推進
・環境
・PL 推進
・車両安全管理

社外弁護士等

コンプライアンス室
内部統制推進室
各種専門委員会
・予算
・長期経営計画
・人事制度改善

製品管理基準ガイドラインを定め、品質や製造物責任

選任・解任

監査役会
【経営監視】

管理手法により、全社的な問題として取り組んでいま
会計監査人

昼寝して鳥獣戯画の中にをり

伊藤園は監査役設置会社です。計４名の社外監査役が
取締役会に毎回出席し、個別案件ごとに客観的かつ公平

経営執行会議

他

す。
④債権回収上のリスク
債権管理基準に従い、与信管理および債権回収管理を
徹底し、貸倒損失の発生の未然防止に努めています。
⑤災害および事故のリスク
安全衛生委員会・防災管理委員会において災害発生時
の対処方法および緊急マニュアルを策定し、被害を最

■ コーポレートガバナンス体制

小限に止める体制を整えています。

内部統制システム

情報開示（ディスクロージャー）

伊藤園は、内部統制の仕組みを構築する目的を
新俳句大賞 文部科学大臣奨励賞
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株主、販売先、仕入先、金融機関などと積極的に協調し、

イドラインを策定し、組織横断的なリスク管理体制を構

コーポレートガバナンス体制と
2006 年度の取り組み

【経営執行】

18

発展と企業価値を高めるために、国・地域社会、消費者、

伊藤園グループでは、ディスクロージャーポリシー

（1）事業活動における業務の有効性・効率性の向上

に沿って情報の開示を行っています。そのディスク

（2）企業の財務報告の信頼性の確保

ロージャーポリシーの中で、情報開示の基本姿勢を掲

（3）事業活動にかかわる法令その他規範の遵守

げており、情報の開示に関して、証券取引法および東

（4）正当な手続きおよび承認による企業資産の保全

京証券取引所の定める適時開示規則に従い行っていま

を図ることであると考えています。
目的を達成すること、
ならびに 2006 年 5 月 1 日に新会社法が施行されたこと
に伴い、内部統制システムの基本方針を定めました。こ
の中では、情報管理や実効的な監査のための体制、業務
運営の基本方針などが定められています。
業務運営の基本方針では、
長期にわたり永続的な成長・
S-book 2007

す。
また、当社を理解していただくうえで、公平性、迅
速性の観点から積極的に情報開示に努めています。

コンプライアンス
全ての社員が法令および企業倫理を遵守し、
「コンプライアンス企業・伊藤園グループ」の実現に向け、
取り組んでいます。

コンプライアンスに対する考え方

準の手引 ※」「行動基準 Q&A」を全社員に配布していま
す。なお、2007 年度から短時間教育資料「わたしたち

伊藤園では、企業経営や業務遂行の適法性および適正

のコンプライアンス」を毎月発行し、各部署、拠点にお

性を確認し、消費者、投資家、地域の方々など伊藤園グ

ける社員教育に役立てています。

ループを支えてくださるすべての皆様の期待を真摯に受

※ 同冊子は伊藤園ホームページからダウンロードできます。
http://www.itoen.co.jp/csr/compliance/index.html

け止め、誠実に対応していくことがコンプライアンスの
基本理念であると考え、全社員が法令および社内規程遵
守の徹底に努めています。

伊藤園グループ行動規範
１
２

2004 年度に取締役会の諮問機関として「コンプライ

３

アンス委員会」を設置。審議結果は取締役会に答申し

４

ています。また、同年に法務部内に設置したコンプライ

５

アンス室では、内部通報等で把握した事案をコンプライ
アンス委員会に報告するとともに、顧問弁護士などと連

６
７

携をとりながら事案の処理にあたっています。さらに、

８

2007 年 5 月よりコンプライアンス室を独立、人員の充
実を図り、体制を強化しました。
取締役会

企業倫理ホットライン
（内部通報制度）

コンプライアンス委員会

内部通報の受理窓口として「企業倫理ホットライン」
を設け、通報、相談、質問、連絡などを受け付け、社内

企業倫理担当役員
企業倫理担当部署
コンプライアンス室

顧問弁護士

調査担当部署

の法令違反や不正行為に対し迅速かつ適切な措置をとる
ことができる体制を構築しています。コンプライアンス
室と顧問弁護士 3 名が受理窓口となり、面談、電話、郵

報内規」により厳守されます。通報内容は厳正に調査し、

伊藤園グループ全社員・クローバー ・嘱託・出向者およびお客様
※

※ クローバー：パート・アルバイト

結果を通報者に連絡するとともに、コンプライアンス委
員会にも報告され、再発防止に役立てています。

個人情報の保護
伊藤園では、お客様の個人情報については、お客様が
安心してお取引いただけるよう「個人情報の保護に関す

目差し、グループ企業を含めた全社員のコンプライアン

る法律」をはじめ関連法規を遵守し、適正な保護・維持・

ス意識を高めるために社員教育に力を注いでいます。そ

管理に当っています。個人情報は適正な方法で取得し、

の結果、2006 年度のコンプライアンス社員教育・研修

利用する場合は利用目的を特定して公表・通知し、法令

の実施結果は、105 回、受講者数 2,373 名に達しています。

に基づく場合を除いて第三者には提供しません。また、

特に、全国 201 の営業拠点を、一人の漏れもないように

情報の漏洩防止のため、適切な安全管理措置を講じてい

巡回し、教育精度を高めています。

ます。ホームページを通して取得した情報は「伊藤園ホー

の有効活用に努めています。さらに、全社員が携行する
「伊藤園手帳」に「伊藤園グループ基本網領」
、
「伊藤園

ムページ プライバシー・ポリシー」に基づき厳正に管
理しています。
伊藤園ホームページには「個人情報保護方針」、「プラ

グループ行動規範」
「行動チェックポイント」を掲載し、
、

イバシー・ポリシー」、「『個人情報の保護に関する法律』

教育冊子「伊藤園グループ ･ コンプライアンス ･ 行動基

に基づく公表事項」を掲載しています。
S-book 2007

大賞（小学生の部：幼児含む）

「コンプライアンス企業・伊藤園グループ」の実現を

また、企業倫理ホットラインを設置し、内部通報制度
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新俳句大賞

コンプライアンス強化への取り組み

保護や秘密保持は、公益通報者保護法に基づく「内部通

第 回

送、FAX、e-mail などで受け付けています。通報者の

社外

コンプライアンス担当者
（各部署長）

通報

伊藤園グループ
各社 / 各部署

内部通報

中立的な立場による内部監査
外部監査

■ コンプライアンス体制

９

太陽に似てる妹つゆ明ける

コンプライアンス体制

私たちは、全てのお客様に対し、卓越した技術に基づいた自然・
健康・安全・良いデザイン・おいしい商品を提供いたします。
私たちは、全ての取引に際して対等、公正な取引を誠実に行
います。
私たちは、皆様の理解と評価を得るため、適時・適切な情報
を提供します。
私たちは、継続的に企業価値の増大に努め、魅力ある企業を
目指します。
私たちは、お互いに基本的人権を尊重し働きやすい環境の確
保に努めます。
私たちは、環境問題に積極的に取り組みます。
私たちは、法令・企業倫理を遵守し企業市民として健全かつ
正常な関係を維持・確立します。
私たちは、伊藤園グループ社員の一人として、国際貢献を視
野に入れて行動するとともに地域社会の発展に寄与します。
私たちは、お客様から安心、満足、信頼を得られるように全
員が心を一つにして最大の努力をします。
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社会性報告

社員とのかかわり
いきいきと働ける職場環境の整備と社員の能力向上に取り組んでいます。

人事と雇用に関する考え方

障害者雇用の推進
伊藤園の常用雇用者 5,617 名（2007 年 4 月現在出向社

伊藤園は創業以来、
「人を人として遇する」の理念の

員を含む）のうち、82 名が障害を持つ社員です。障害者

もと、学歴や性別にかかわらず誰にでも平等にチャンス

雇用率は 1.85％※と、法で定められた雇用率（1.8％）を上

が与えられ、公正に評価される「実力主義」を採用して

回っています。

います。また社員一人ひとりがいきいきと働くことので
きる職場環境を、
さまざまな制度でサポートしています。
社員の能力向上のため、海外研修や資格取得、社外研
修制度などの教育制度を充実させ、知識や技術の取得

車椅子対応のトイレやオフィス入り口の階段をスロー
プに変えるなどバリアフリー化を推進し、誰もが働きや
すい職場環境設備の整備に努めています。
※政令の定めにより重度障害者はダブルカウントしています。

を支援しています。その顕在化した実績や能力の発揮度
合いを評価する人事評価は、自己評価と直接・間接の上

（%）
2.5

司による多段階評価で実施しています。結果は本人に
フィードバックするとともに、今後の目標設定を明確に

2.0

行っています。

万緑の中にとけこむ青蛙

育児休業制度、介護休業制度、ホームヘルパー制度な
どの福利厚生制度のうち、2006 年度は休職制度を見直
しました。社会貢献を目的としたボランティア休職と自
己研鑽を目的とした自己啓発休暇を可能とし、これらを
目差す社員を支援する仕組みを新たに導入しました。今
後も「人」を大切にする施策の導入、拡充を進めていき
ます。

1.5

1.0

0.5

0.0

'01

'02

'03

'04

'05

'06（年度）

■ 障害者雇用率の推移

人権尊重への取り組み
人権を守ることは社会の基本ルールです。
伊藤園では、
基本的人権の尊重を明記した、行動規範と行動基準を策
定し、
これらをもとに、
セクシャルハラスメントやパワー
ハラスメントの根絶や性別・年齢・宗教・人種などによ
る差別を排除した、働きやすい職場環境の整備に取り組

第 回
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んでいます。また、企業倫理ホットライン※ を設置し、
内部通報や相談、質問などを受け付けて、問題点の改善・
再発防止を図っています。
※企業倫理ホットラインについては 18 ページをご覧ください。

多様性のある職場づくり
新俳句大賞 大賞（中学生の部）
19

伊藤園は、社員の採用、昇進、昇格においては、性別、
年齢、学歴、国籍、障害の有無等の属性に関係なく、機
会を与え、徹底した実力主義のもと公平な処遇を行って
います。

男女機会均等
現在の全社男女比率は男性が 92.2％、女性が 7.8％と

■ 車椅子対応トイレ

仕事と生活の調和に向けて
社員の仕事と生活の調和を推進するため、伊藤園は常
に制度の拡充を行なってきました。既に、扶養人数の制
限を撤廃した上で、子供が増えるに従って増額する扶養
手当を導入しているほか、2006 年度からは、育児休業
中の社員に社内報「Communi“tea”」の発送を行うなど、

男性比率が高くなっていることから、女性がいきいきと

復帰時に会社情報が途絶えないよう配慮することで、希

働ける職場環境づくりや、福利厚生の充実によって女性

望者全員のスムーズな復帰を支援しています。また、復

比率の向上を図っています。

帰後についても、短時間勤務や時差出勤、そしてベビー
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シッター費用の全額補助制度などを導入し、育児環境に
配慮しながら社員として一層活躍できるよう制度化を進
めました。

ティーテイスター制度
茶を扱う伊藤園独自の社内制度として、「ティーテイ
スター（茶資格）」制度があります。ティーテイスター

さらに社員と会社との相互理解を深め、一人ひとりが

制度は緑茶・紅茶・ウーロン茶に関する高い知識と技能

安心して業務に専念できるように、
「なんでもコミュニ

を持つ人に与えられます。この制度が目差しているもの

ケーション室」を新たに開設し、より私的な側面からも

は、茶に関する知識の向上、社内外への茶文化および正

社員をサポートできる仕組みをつくりました。

しい知識の普及などの啓発活動です。現在、保有者は全

家庭と仕事の両方をサポートするために
産前産後休業や育児休業の取得以外にも
社員が働きやすくなるよう制度を整えています。

休職制度
介護休業
制度

■ 仕事と家庭の両立支援に関わる制度一覧

人材育成
■ ティーテイスターの社外での啓発活動

伊藤園では、最も大切な財産は「人」であり、社員教
育の根幹は
「自己啓発」
であると考えています。
そのため、
社員が働きながら知識や能力の向上を図ることのできる

労働安全衛生
伊藤園では、すべての社員が健全な心身を保持し、安

の基礎から応用、また財務関連、マーケティング、組織

全に働くことができる職場環境づくりに努めています。

管理など豊富なカリキュラムを用意しています。昨年度

具体的には、全社員対象の健康診断では法律で定めら

は全 10 コースで実施し、社員自身が自分のキャリア形

れている項目のほかに、生活習慣病検診で９項目、人間

成に活かせるコースを選択して受講しました。受講者は

ドックで 22 項目をそれぞれ追加し、年齢に合わせた検

通信教育・スクーリング・卒業論文など一年間かけて自

診を全額会社負担で行っています。また、産業医のカウ

己啓発に取り組みます。学んだ内容は、自分の業務に対

ンセリングにより精神面のケアを図るメンタルヘルス制

するスキルアップ、将来のキャリア形成に役立てること

度も導入しています。また、定期的に安全衛生委員会を

ができます。

開催し、社員の安全意識の向上や家族を含めた健康管理

第 回

「伊藤園大学」という社内制度を開設しています。営業

石投げて月がちぎれる水鏡

産前産後
休業

の社員が挑戦しています。

ホーム
ヘルパー
制度

育児休業
短時間
時差出勤
制度

社員の約 15％にあたり、毎年職種や部署を問わず多く
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に役立つ情報の発信も行っています。2006 年度の労災

第 18 期 伊藤園大学コース一覧（全10コース）

③

生産物流コース

④

国際ビジネスコース

⑤

提案創造コース

⑥

営業実践コース

⑦

営業基礎コース

⑧

財務アドバンスコース

⑨

財務ベーシックコース

⑩

マーケティング実践コース

（件）
120

117

113
106

100

89

80
60
40
20
0

'03

'04

'05

'06（年度）

■ 労働災害発生件数の推移
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大賞（高校生の部）

経営資源活用コース
組織活性コース

新俳句大賞

①
②

発生件数は 106 件で前年度より減少しました。
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社会性報告

地域社会とのかかわり
伊藤園は、事業活動以外でも地域社会への責任を果たすことが重要であると考えています。良き企業市
民として伊藤園の各拠点でさまざまな取り組みを行っています。

社会貢献活動に対する考え方
伊藤園は、地域社会の一員として明るく住みやすい社
会を、地域の方々とともに築いていくことが社会への貢

ける清掃活動だけでなく、スポーツや文化面においても
事業活動をとおした各種活動に取り組んでいます。

献であると考え、活動を行っています。公共の場所にお

改札をくぐって手を振る夏の終わり

アダプトプログラム（まち美化運動）

名古屋西支店

伊藤園では、地域で行っている住みよい環境づくりの

ラムサール条約登録地でもある藤前干潟や庄内川河口

ために、清掃活動や街路樹への水やりなどで協力してい

部沿岸のゴミ拾いを中心とした清掃活動を行う「クリー

ます。本社では、
東京都の
「ふれあいロードプログラム」、

ン大作戦」に 2005 年から参加しています。

関西本部と伊藤園関西茶業では神戸市の「美 ing 神戸市

5 月 19 日に実施した「2007 春のクリーン大作戦」
には、

民活動」で月 2 回、約１時間の清掃活動に社員約 15 ～

社員やその家族が地元の方々と共同で、河川敷のゴミ拾

30 名が参加しています。新たな活動として、2006 年 9

いを実施しました。

月からは、西新宿ビルで勤務する社員を中心に本社と同
日程で、
「ふれあいロードプログラム」と新宿区の「道
のサポーター制度」
に参加しました。回を重ねるごとに、
ゴミも少なくなり、近隣の方々からも感謝の言葉をいた
だくなど社員の参加意識も高まっています。今後も継続
して実施し、活動地域を拡大していく予定です。

成田支店
第 回

1996 年より、成田商工会議所主催の市内美化運動に
参加し、駅前や成田山新勝寺参道は毎月 1 回、空港周辺

18

支店・事業所での取り組み
神戸西支店
2006 年より、兵庫運河近隣の企業などを中心に構成
する「兵庫運河を美しくする会」に参加しています。
新俳句大賞 大賞（一般の部Ａ）
21

運河の水質浄化と周辺の景観美化を通じて地域社会に
貢献するという活動目的に賛同し、
社員数人が毎年数回、
運河水面のゴミ拾いや周辺道路の清掃を行っています。
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道路は半年に１回、地元企業や市役所の方々約 100 名と
一緒に清掃や草取りを実施しています。（成田山参道は
2006 年度「美しい町並み金賞」を受賞しました）

伊藤園レディスゴルフトーナメント

静岡相良工場での「工場祭」
地域社会との融和と貢献、お取引先様と社員、その家

伊藤園レディスゴルフトーナメントを開催して 22 年

族との懇親を目的に毎年、工場祭を開催しています。15

経ちますが、年々、社会とのかかわりを深めています。

回目を迎えた 2006 年度は、10 月 14 日に開催し、約 1,500

当初から静岡県の社会福祉事業にチャリティをしていま

人の方々にご参加いただきました。バザーやオークショ

したが、1994 年に会場を千葉県のグレートアイランド

ンで得た収益金は、地元の福祉施設に寄付しました。

倶楽部に移してからは地元長南町にチャリティしていま
す。そして 1995 年からはボランティアを募り地域との
かかわりに力を入れました。今では延べ参加者数は 1,200
名を超える規模に成長しました。
2006 年はギャラリーの入場料も全額チャリティする
ことにしたため、ギャラリーも観戦することがそのまま
社会貢献になります。2006 年のチャリティの総額は 750
福祉協議会」にそれぞれ寄贈しました。

チャリティ募金
創業以来、毎年年末に社員
でチャリティ募金を行ってい
ます。集まったお金で福祉施

お〜いお茶

設や養護施設などに、希望さ

新俳句大賞

れる品物を寄贈しています。

1989 年の第 1 回より応募が年々増加し、18 回目を迎

2006 年度は、約 24 万円相

えた今回の応募総数は過去最多の 1,699,489 句、第１回

当の品物を寄贈しました。

寒鯉の寄り添っている深みかな

万円で、「千葉県こども病院」、「長南町」、「千葉県社会

目からの累計応募作品数も 14,463,056 句となっていま
す。この大賞の特徴は、「お～いお茶」シリーズのパッ

年度

寄贈先

寄贈品

2001

介護老人福祉施設 三郷藤光苑 フラットテレビ
特別養護老人ホーム愛泉苑
BS 内臓ビデオ

2002

社会福祉法人 わらしべ舎西多賀 ソファー一式
医療法人美瑛介護老人保健施設
デジタルビデオカメラ

2004 港区社会福祉協会「たんぽぽ」
文京槐の会
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どもたちの表現力の育成、情緒教育に適した教材として
活用されています。このため、応募の約 84％は小・中・
高校生で、ここを中心に幅広い年齢層の方々から作品が
寄せられています。今後も当社独自の活動として、継続
していきます。

ステンレスボード
エプロンほか

大賞（一般の部Ｂ）

2005 社会福祉法人

車椅子
サッカーボールほか

あることです。新俳句は学校教育でも取り入れられ、子

新俳句大賞

2003 茨城県立こども福祉医療センター

定型などにとらわれず自由な感性を楽しむ“新俳句”で

第 回

ケージを発表メディアとしていること、季語や 5.7.5 の

40 型液晶テレビ

2006 老人保健施設 大泉学園ふきのとう 介護用品一式
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社会性報告

お客様とのかかわり
伊藤園の経営理念である「お客様第一主義」に基づき、お客様のご意見・ご要望にお応えして、より良
い信頼関係を築けるように、日々の活動に誠意をもって取り組んでいます。

お客様満足についての基本的な考え方
伊藤園の経営理念の基本は『お客様第一主義』です。

お客様満足の向上に向けた取り組み
商品企画、品質管理部門等を中心に毎月開催される
「商

お客様から、電話、手紙、e-mail 等で寄せられる、お問

品開発会議」において、寄せられたお客様の声をもとに、

い合わせやご意見・ご要望は、企業にとって最も重要で

商品の改良、表記の改善などを検討しています。また、

有意義な情報であると考えています。

キャンペーンの景品や告知方法、広告表現などについて

日々の営業活動では、営業員が直接お取引先様からの
ご意見・ご要望を承る際には、一つひとつ丁寧に対応す
るようにしています。

も、お客様からの情報を活かすよう心掛けています。
より多くのお客様からのお問い合わせ、ご意見・ご要
望にお応えするため、2007 年度より「お客様相談室」の

小鳥鳴く僕は鼻歌森は風

また、お客様への専用の窓口として設けられた「お客

専用回線を着信者負担（フリーコール）に変更するととも

様相談室」では、常にお客様の立場に立って、誠実かつ

に、室員の増員およびシステムの改良を実施しました。

迅速に対応することを心掛けています。

電話

お客様満足の向上に向けた社内体制

お客様の声に基づいた改善事例
（１）

0800−100−1100（フリーコール）

お客様から商品へのご意見・ご要望をいただいた際に

「リサイクルの際の分別排出時

は、日本全国 200 カ所に及ぶ拠点網を活用しています。

にラベルが剥がしにくい」という

商品に対するご指摘の場合は、現品をお預かりの上、お

ミシン目

お客様の声にお応えし、
「ＰＥＴ

調べすることを基本とし、お申し出のあった最寄りの拠

充実野菜シリーズ」の切れ込みの

点責任者が直接伺い、迅速な対応を行っています。

ミシン目を改良しました。

運転マナー等の営業活動へのお申し出に対しては、担

２本線の幅を従来に比べ大幅に

当部署で事実確認のうえ厳重に指導し、再発防止に努め

広げ、剥がしやすくしました。

ています。
また、2007 年度より「お客様相談室」を広報部内の
ひとつのセクションから、社長直轄の部署として独立さ
せ、多岐にわたるお客様のご要望に、より迅速に応えて
いく体制を整えました。
第 回
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お客様の声に基づいた改善事例
（２）
「ドリンクをケースで購入する時、賞味期限が分から

俳句 環境
1.8% 0.3%
感想・提案
2.2%
その他
商品関連
2.7%

その他
11.0%

ない（数字や記号がたくさん書いてあるので、どれが賞

購入希望
17.7%

味期限か分かりづらい）」という声にお応えし、
ダンボー
ルケースの表示を順次変更しています。
賞味期限の数字表記の前に“賞味期限”の文字を入れ、
流通上の識別番号と明確に区別するようにしました。

自動販売機
3.5%

新俳句大賞 優秀賞（小学生の部：幼児含む）
23

■ 「ＰＥＴ充実野菜シリーズ」の改良部

賞味期限
9.2%

価格・種類・
発売日
3.7%

お客様の利便性の向上とともに、販売店様での在庫管
理にも役立っています。

産地・農薬
3.9%
製法・配合
4.3%

製品への指摘
8.4%

SP 関連
5.0%

今後の課題と目標
ホームページ上でご案内している「お客様相談室コー

品質規格
5.5%

使用方法
5.9%

容器包装
7.1%

■ お客様相談室へのお問い合わせ内容（2006 年度）

成分
7.9%

ナー」の一層の充実を進めていくとともに、多くのお客
様が求めている情報の開示を今後、さらに進めていきた
いと考えています。
ホームページアドレス http://www.itoen.co.jp/faq/index.html
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環境報告

環境経営
伊藤園は、地球環境との調和を考えた経営を積極的に推進しています。

環境経営への取り組み

環境関連法令への対応
法律・条例で定められた規制値より厳しい自主基準を

経営方針「みんなで環境を考える伊藤園」に基づいた

設け環境汚染を防止しています。また、内部監査室では、

環境基本理念、環境行動指針を実践するため、1998 年 5

産業廃棄物の適正処理の監査強化を ISO14001 の目標に

月に環境委員会を設立しました。
その下部組織として
「本

掲げ、チェックリストに基づき監査を実施し、改善を促

社部門環境委員会」
、
「営業部門環境委員会」
、
「生産部門

進しています。

環境委員会」を設置し、現場の実務的な立場からの問題
抽出と対策を行うことのできる全社的な体制を築いてい
ます。

環境教育への取り組み
社会・環境報告書「S-book」を全拠点の嘱託、パート
社員を含む全社員に配布し、社員の環境意識の向上に努

伊藤園グループ環境方針
伊藤園グループは、
「お客さま第一主義」に基づき、すべてのお客様の共有財産である地球環境を守り、
次世代に継承することが最重要課題であることを強く認識し、あらゆる事業活動において法規制を遵守し、
自主的・継続的に環境保全に取り組むとともに自然と調和した食文化の発展に貢献いたします。

め、部長、拠点長、管理課長などに教育を行っています。
また、本社部門、生産本部と中央研究所では、外部講師
を招いての勉強会や ISO14001 の内部監査員教育を毎年

【環境行動指針】

実施しています。

1. 省資源化・省エネルギー化を推進します
2. 排出物の抑制、適正処分・リサイクルを推進します
3. 活動・製品・サービスにかかわる法規制や協定を遵守し、環境汚染の予防を推進し、環境マネジメント
システムの継続的改善を図ります

グリーン購入への取り組み

4. 地球温暖化・大気汚染の防止に努めます
5. 環境に配慮した製品開発、製品製造、研究に努めます

「グリーン購入基本方針」と「グリーン購入ガイドラ

6. 環境に配慮した物品購入と仕組みづくりを推進します
7. 日常から地球環境への認識を高め、グループ内外とのコミュニケーションを推進し、一人ひとりが環境
保全活動を認識して行動します

イン」に沿って、原材料から事務用品、自動販売機、車
両など環境に配慮した製品を優先的に購入しています。

経営執行会議

伊藤園グリーン購入基本方針

環境委員会

環境保全活動の一環として、原材料・資材・什器・備品・自動販売機・車両・設備などの調達にあたり、
環境負荷の少ないグリーン製品の購入を積極的に推進します。これにより、環境にやさしい製品や
サービスを提供していきます。

環境委員会事務局

本社部門

営業部門

生産部門

【部門テーマ】
環境を思う仕組みづくり

【部門テーマ】
地域を思いやる営業活動

【部門テーマ】
環境を考えた製品づくり

【主な役割】
環境保全活動の政策立案・啓発

【主な役割】
環境保全活動の推進・情報収集

【主な役割】
生産・製品設計から取り組む
環境保全活動

ACTION

■ 環境経営体制図

【対象となる品目】紙類、文具・事務用品類・OA 機器類、社用車、什器類、制服・衣類、原料・資材

第 回

伊藤園全社員

1.「地球環境への気遣い」が基本にあります。
本当に必要なモノだけを購入します。
購入に際し、環境情報を吟味してから購入します。
必要な量だけ購入します。
Long-Life 設計のモノを最優先で購入します。
購入したモノは、正しく、大切に、永く使用します。
2. グリーン製品の購入基準を設けます。
環境汚職物質などを使用していないもの。削減の工夫がされているもの。
再生・再利用や分別排出・分別廃棄が容易にできるように、素材の組み合わせや組み立てに配慮
しているもの。
再生原料の含有率の高いもの。
省エネルギー・省資源設計のもの。
メーカーによる修理体勢が整っているもの。交換部品の調達が容易なもの。消耗品は、
「使い捨て」
よりも「詰め替え」が可能であるもの。
ISO14001 の認証を取得している事業者、環境保全活動に高い意識で取り組んでいる事業者に
より製造、販売されたもの。
3. この基本方針は広く「お客様」に公表し、徹底します。

彼の名がどんどんでてくる炭酸水

【環境基本理念】
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「S-book2006」アンケート結果
設問 1「S-book2006 をどの程度読みましたか？」

設問 2「報告書を読んだ理由」
（複数回答可）
【設問】

【回答数】

【構成比率】

興味があり、知識を得るため

1,434 件

47.8%

■ 興味ある項目を読んだ

自分の仕事に生かすため

1,233 件

41.1%

■ 読んでいない

社員として当然だから

676 件

22.5％

■ その他無効回答

部・拠点内教育、職位教育があったから

110 件

3.7%

17 件

0.6%

■ 全ページに渡り熟読した
（回答数 =303 件）

■ 一通りざっと目を通した

2.7%
13.8%

0.9%

10.1%

（回答数 =2,175 件）
（回答数 =414 件）
（回答数 =82 件）
（回答数 =26 件）

72.5%

その他

S-book 2007

新俳句大賞 優秀賞（中学生の部）

伊藤園および伊藤園グループ会社の全社員（嘱託・クローバーを含む）を対象に、S-book2006 に関するアンケート
を実施しました。3,000 名から回答があり、その概要についてご報告いたします。
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環境 ISO への取り組み
環境マネジメントシステムを構築し、継続的な改善を図っています。

ISO14001 の認証取得
伊藤園は、環境活動の持続的改善に有効な手段とし
て、ISO14001 に沿った環境マネジメントシステムを構
築しつつあります。すでに認証を取得している生産本部

本社部門の 2006 年度の取り組み事例
商品ダンボールの色数・印刷面積削減（商品企画部）
商品ダンボールの印刷面積を小さくしたり、印刷色数
を少なくして、環境負荷を低減しています。

に加え、2006 年度は、6 月に広島東支店、2007 年 4 月
に本社部門が認証取得しました。それぞれの組織に合っ
た形でのシステムを構築・目標設定し、運用しています。
2007 年度は全営業拠点の認証取得に向け準備していき
ます。

たんぼ道夕日さえぎるものはなし

■ 従来の商品ダンボール（左）
、
ISO の取り組みにより、
色数を削減した商品ダンボール（右）

取得事業所

取得年

事業内容

静岡相良工場

2000 年 12 月

茶葉製品、コーヒー原料の製造・包装

中央研究所

2000 年 12 月

茶に関する研究、開発、品質管理

浜岡工場

2001 年 11 月

荒茶製造

福島工場

2001 年 11 月

茶葉製品の包装

ション事例を、Voice 制度を活用して社内に紹介してい

飲料原料部

2003 年 11 月

飲料原料の購買

ます。

飲料部

2003 年 11 月

飲料製品・資材の購買

※ Voice 制度：お客様のご不満やご要望を製品開発やコミュニケーションに取り入れる
提案制度。

物流部

2003 年 11 月

飲料製品の物流

広島東支店

2006 年 6 月

茶葉および飲料製品の販売

本社部門

2007 年 4 月

茶葉および飲料製品の販売とそれに伴
う管理活動

環境面で有効な Voice 提案の紹介
（市場調査室）
社員から集めた環境面でのお客様とのコミュニケー

■ ISO14001 の認証取得状況

塚本 芳啓
（生産本部 ISO 事務局）
生産本部では認証取得以
来、約 400 名の社員が自分た
ちの業務の中から設定した環
境目標に向かって取り組みを
進めています。事務局では、

第
回
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新俳句大賞
優秀賞（高校生の部）
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各部署の取り組みの方向性を
検討したり、円滑な運用が行われるように日々担当者と

販促制作物のグリーン使用促進
（販売促進部、広告宣伝部）

知恵を絞り、よりよい仕組みづくりを図っています。今

運用を始めた 2006 年 11 月以降、100

後も、法令遵守や安全で確かな品質を守り続けることは

アイテムの制作物にグリーン素材を採

もちろん、お茶のトップメーカーとして、環境という切

用（印刷物には再生紙・植物性インクを、

り口から新しい価値を創り出せるような仕組みづくりを

販促物には再生素材）
しました。

目差していきます。

榮枝 浩（広島東支店

環境管理責任者）

■ 原料に茶殻入りプラスチックを使用した販促物

営業拠点としてできるこ
と、やらなければいけないこ

環境教育の推進、営業全地区実施
（広報部、能力開発部）

とから取り組んでいます。主

全 国 の 営 業 拠 点 長 を 対 象 に S-book

には営業車の軽油使用量の削

2006 を使用した環境教育を地区別に実

減・商品廃却の削減・電力使

施しました。また部署長を対象に環境

用量の削減です。認証取得し

経営についての教育を実施しました。

て 1 年間経過し、支店のメンバーの環境意識が高まって
いるのを感じています。
S-book 2007

事業活動と環境への影響
事業活動における環境負荷を把握し、環境負荷低減の継続を目差します。

INPUT
原

OUTPUT
生

料

自社の生産活動および
委託製造先で使用したもの
荒茶（緑茶原料）
ウーロン茶・紅茶
果汁原料等
その他原料

21,171t

自社の生産活動から排出したもの

静岡相良工場

22,963t

福島工場

659t

浜岡工場

160t

・茶葉製品

資

材

自社の生産活動および
委託製造先で使用したもの

エネルギー
自社の生産活動で使用したもの
電 力･･････････ 6,858 千 kWh
燃 料（原油換算）･････1,182 ㎘
用 水･････････････ 71,465 ㎥
軽 油･･･････････････････15 ㎘
ガソリン･････････････････11 ㎘

・茶葉

沖縄名護工場

12,763t

・飲料製品

廃棄物
自社の生産活動から排出したもの
排出物････････････････ 1,071t

飲料製品の原料と
製造方法

茶葉製品

委託製造業者
飲料製品の委託製造について
伊藤園では製品開発および原料調達を行
い、売上の 90% を占める飲料製品のほ
とんどを外部で委託製造しています。

物流・販売

大気排出

エネルギー
営業拠点

201 拠点
自動販売機

119,820 台

専門店（直営） 153 店舗

出

3,375 台

荷

PET ボトル入り飲料製品･････ 2,147 百万本
缶入り飲料製品･････････････････ 514 百万本
紙容器入り飲料製品･････････････ 222 百万本
びん入り飲料製品･･･････････････････ 1 百万本
茶葉製品････････････････････････ 106 百万本
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※ 数値には、委託製造業者における飲
料製品の製造で使用するエネルギー
や排出物は含まれません。また、自
動販売機及び直営店舗で使用するエ
ネルギーなど、正確な数量の把握が
困難なものについても記載されてい
ません。
※ 大気排出の算出係数は、電力につい
ては各電力会社の公表している最も
新しい係数を使用し、その他のエネ
ルギーは、「環境省地球温暖化対策
の推進に関する法律施行令第三条」
に基づき計算しています。

S-book 2007

新俳句大賞 優秀賞（一般の部Ａ）

車輌

CO2････････････････ 29,692t
NOx････････････････････ 148t
SOx･･･････････････････････ 2t

第 回

電 力･････････14,086 千 kWh
燃 料（原油換算）･･･････191 ㎘
用 水･････････････ 73,182 ㎥
軽 油･･･････････････ 7,325 ㎘
ガソリン･･････････････1,426 ㎘
LPG（車輌燃料）･･ 164,900 ㎥
天然ガス･･･････････ 44,000 ㎥

CO2･･････････････････ 7,033t
NOx･･･････････････････････ 3t
SOx･･･････････････････････ 6t

会えずとも瞳とじれば暖かし

PET ボトル･･････････ 64,870t
スチール缶･･･････････ 16,248t
アルミ缶････････････････ 693t
その他飲料容器･････････1,888t
段ボール･････････････ 54,031t
茶葉包装資材･･････････ 3,336t

大気排出

自社の事業所

・茶葉製品、原料茶葉、コーヒー原料
71,690t

産
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環境目標
環境方針を基本に中期目標を設定し、ISO14001 を通して目標達成への取り組みを積極的に推進して
います。
全社で電力使用量の削減に取り組み、
2004 年度比 5.1％削減となりました。CO2 排出量も 2004 年度比 8.8％削減となっ
ています。静岡相良工場では乾燥機を増設したため、電力使用量は 2005 年度比 11.1％増加しました ( 乾燥機の動力源
は従来の LPG 型からより環境負荷の少ない電力型に切り替えました )。工場全体では、2004 年度比 3.3％の増加となり、↗
■ 環境目標と 2006 年度の成果
重点課題
１．環境配慮型製品の開発

花吹雪耳の奥まで愉快なり
第
回
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2006 年度短期目標

• 環境保全型茶栽培の推進と新規定植茶園の拡大

• 茶園管理技術の構築
栽培技術試験計画の第二段階実施
• 既存産地の低農薬栽培の推進
（散布回数 13.4 回以内）
• 新産地事業の推進
新産地立ち上げ 2 件、新規定植茶園 2 件

• 環境負荷の少ない製品･容器の継続的開発

• ＰＥＴボトルの軽量化
• リーフ資材の軽量化
• 茶殻再利用製品の開発（４アイテム製品化）

２．グリーン調達の推進

• グリーン購入･グリーン調達の推進

• 本社･営業部門のグリーン購入システムの構築

３．廃棄物、副産物の再資源化の
推進

• 廃棄物管理の徹底

• グリーン調達の拡大
• マニフェスト伝票管理の徹底

• 原料 ･資材等の廃棄物発生の抑制
• 全生産工場の廃棄物再資源化率 99.5％達成
• 製造工程の廃棄物再資源化率 100％維持

• 廃棄物減量化の推進
リサイクル推進

• 本社ビルの事業系廃棄物の再資源化率 90％達成

• 本社ビルの再資源化率 100％達成

• 産業廃棄物の再資源化
• 全社の電力使用量の抑制
• 全社での省資源、省エネルギー活動の推進

•
•
•
•

• 全生産工場の電力使用量［生産量原単位］
2004 年度比 −2％

• 静岡相良工場の電力使用量［生産量原単位］
2005 年度比 −0.7％

• 全生産工場の燃料使用量［生産量原単位］
原油換算、2004 年度比 −2％

• 全生産工場の燃料使用量［生産量原単位］
原油換算 2004 年度比 −5％維持

５．二酸化炭素排出量の抑制

• 全社の二酸化炭素排出量［売上高原単位］
2004 年度比 −10％

• 省燃費車両の積極導入

６．容器包装のリサイクル促進
７．環境マネジメントシステムの
構築

•
•
•
•

• 全拠点での回収空き容器リサイクルの実施
• ISO14001 の本社･営業部門への拡大準備

４．省資源、省エネルギーの推進
※沖縄名護工場は 2005 年度本格稼動に
つき除きます。

８．社会貢献活動の推進
達成…目標を達成しました

新俳句大賞
優秀賞（一般の部Ｂ）
27

2007 年度中期目標

★★★…順調です

拠点での回収空き容器リサイクル率の向上
環境経営度の向上
グループ企業での環境経営の推進
地域への社会貢献活動の推進

★★…改善策を施行中です

生産本部の一般廃棄物の

蛍光管リサイクル改善を４営業地区へ拡大
2004 年度対比 −5％［売上高原単位］
エコドライブキャンペーンの実施
クールビズ、ウォームビズの継続実施

• アダプトプログラムの拡大

★ ･･･ 目標値を是正しました

環境会計
環境保全の取り組みを評価するため 2001 年度より環境会計を導入しました。環境会計の導入により、個々の環境活
動の経済的効率性を評価し、企業活動に求められる「持続可能性」追求の指標とすることを目的としています。また、
全社の環境保全に対する投資や費用を確認し、環境リスクの発見に役立てたいと考えています。
上下流コストが前年度に比べて減少しているのは主に、ＰＥＴボトルのリサイクル費用が減少したためです。
環境会計は、環境省「環境会計ガイドライン 2005」に沿って行っています。
集計範囲：株式会社伊藤園
対象期間：2006 年 5 月 1 日〜 2007 年 4 月 30 日

S-book 2007

↘2007 年度は +3％の維持を目標としています。本社部門では、ISO14001 への取り組みを始め、2007 年 4 月に認証を取
得しました。本社ビルでは、リサイクル率 100％（ごみゼロ）を達成しました。今後は本社ビル以外にもごみゼロの事業
所を広げていきます。
2006 年度成果

評価

2007 年度短期目標

• 茶園管理技術の構築
栽培技術試験計画の第二段階実施
• 既存産地の低農薬栽培の推進（散布回数 13 回）
• 新産地事業の推進
新産地立ち上げ 2 件、新規定植茶園 2 件

★★★

• 茶園管理技術の構築
栽培技術試験計画の継続実施
• 新産地の低農薬栽培の推進（散布回数 12.8 回以内）
• 新産地事業の推進
新産地立ち上げ２件、新規定植茶園２件

• ＰＥＴボトルの軽量化 2005 年度比 −0.16g（1 本あたり）
• リーフ資材の軽量化 ３アイテム
• 茶殻再利用製品の開発（8 アイテム製品化）

★★★

• ＰＥＴボトルの軽量化
• リーフ資材の軽量化
• 茶殻再利用製品の開発（４アイテム製品化）

★★

• 生産部門の取引先より環境保護に関する調査を実施
• 常時排出事業単位で管理。全拠点、全廃棄物についてマニフェ
スト伝票管理ソフトの運用を開始
• 各地区管理課にて集約管理の実施

★★★

★★★
• 本社ビルの再資源化率 100％達成

達成

全 201 拠点を対象に 140 拠点で実施
2004 年度対比 −5.1％［売上高原単位］
エコドライブキャンペーンの実施
クールビズ、ウォームビズの継続実施
夏場の室温設定の変更（26℃→ 28℃）

• グリーン調達先の拡大、レベルアップ
• マニフェスト伝票の適正な管理と定期チェックの実施

★★

• 各工場の一般廃棄物のリサイクル処理ルートの整備を行った。

•
•
•
•

• 本社・営業部門のグリーン購入システムの構築と購入率向上 50%
• 販促物のグリーン使用の促進 250 アイテム採用

★★
★★★
★★★

• 静岡相良工場の電力使用量［生産量原単位］
2005 年度比 +11.1％

★

• 全生産工場の燃料使用量［生産量原単位］
原油換算 2004 年度比 −4.2％

★★★

• ハイブリット車 35 台増車
• 台東浅草ビルの屋上および 7 階の一部緑化
• 全社の二酸化炭素排出量［売上高原単位］ 2004 年度比 −8.8％

★★★
★★★

• 東京都と新宿区と契約し、西新宿ビル近くの道路清掃活動開始

★★★

★★★

• 本社ビルの再資源化率 100％維持
• 西新宿ビル、台東浅草ビルの再資源化率 100％達成
•
•
•
•

蛍光管のリサイクル全拠点実施
全社の電力使用量 2004 年度対比 −10％［売上高原単位］
ノンフロン･ヒートポンプ自販機の積極導入 2,000 台
省エネタイプエアコンの設置推進 17 拠点増設

• 茶葉生産工場の電力使用量［生産量原単位］ 2004 年度比 +3％以下
• 静岡相良工場の電力使用量［生産量原単位］ 2005 年度比 +12％以下
• 全生産工場の燃料使用量［生産量原単位］ 2004 年度比 −5％
• ハイブリッド車の積極導入 50 台
• 営業車からの排出 CO2 2006 年度比 −1％［1 台当たり］
• 太陽光発電設備の設置
•
•
•
•

全拠点での回収空き容器リサイクルの実施
全営業拠点 ISO14001 認証取得に向け準備
グループ企業全体の環境方針策定
アダプトプログラム等、社会貢献活動の拡大
（単位：百万円）

分類

取り組み内容
低公害車の導入、浄化槽施設の設置・整備等
省エネルギー対策、ノンフロン自動販売機導入等
廃棄物の適正処理･リサイクル推進等

3. 管理活動コスト
4. 研究開発コスト
5. 社会活動コスト

ISO14001 の運用、環境負荷監視、従業員への環境教育等
環境保全に資する製品などの研究開発等
事業所以外の自然保護･緑化･美化、環境保全団体への寄
付等
自然修復のコスト等

6. 環境損傷対応コスト
7. その他コスト

グリーン購入、空き容器の自社回収費用、容器包装、廃
棄商品のコスト等

合
※消費税は含みません

計

0 1,037

0

190

0
0

23
22

0
0

51
27

0

12

0

12

0
0
0
0
26 1,625

0
0
0

0
0
929
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1. 事業エリア内コスト 1-1 公害防止コスト
1-2 地球環境保全コスト
1-3 資源循環コスト
1-1 ～ 1-3 までの合計
2. 上下流コスト

2005 年度
2006 年度
投資額 費用額 投資額 費用額
25
38
0
45
0
4
0
4
0
486
0
597
25
529
0
646

第 回

• 全 201 拠点に対し 196 拠点で実施
• 本社部門 ISO14001 認証取得

• 静岡相良工場と浜岡工場の一般廃棄物のリサイクル率 100％実施
• 原料 ･資材等の廃棄物発生の抑制、2004 年度比 5％削減［生産量原単位］

そつえんでママのお目めはあめよほう

• グリーン購入率 38.8％
• ノンフロン自販機 140 台導入

※当ページの金額は百万円未満を切り捨てています
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地球温暖化防止への取り組み
全社員で意識を高め、地球温暖化防止に取り組みます。

地球温暖化防止に向けた伊藤園の取り
組み
2005 年度に引き続き、全社的にクールビズ、ウォー
ムビズ、エコドライブを推進し、省エネルギー・省資源
活動に取り組みました。
本社部門では ISO14001 認証取得に向け、2005 年度以
上の電気使用量の削減、廃棄物の削減・リサイクル率の
向上に取り組みました。

電力
生産部門

相良工場
福島工場
浜岡工場
使用量 / 生産量

2006 年 度 の 使 用 量 は
2005 年度より 6%増加し
ました。これは相良工場

2006 年度の目標と実績

（万 kWh）
600

風ふいたまたくりおちたまたおちた

で、6 月から新設備が稼

500

動したことによるもので

400

す。既存設備では、2005

300

増加となりました。全

年度同様きめ細かい管理

200

※2

を行いました。なお、沖

100

の削減ができました。全生産工場の燃料使用量は原油換

縄名護工場は 1,634千kWh

算で 2004 年度比 4.2%削減となりました。

を使用しました。

生産部門では、相良工場の電力使用量 2005 年度比
0.7％削減という目標に対し、11.1%

※1

社の電力使用量は目標を達成し、2004 年度対比 5.1%

※１
※２

生産工場は生産量原単位
営業・事務・研究部門は売上高原単位

工場にて 6 月から新設備

（t-CO2）
4,000

大幅に増加したことによ

2,000

た。

0.13

0.14

1,500

進した結果、営業拠点の

0.15（t-CO2/t）
0.15
0.12

3,000
2,500

3,517 トンを排出しまし

0.14

3,500

が稼動し、電力使用量が
るものです。飲料生産を

全社で省エネルギーを推

二酸化炭素排出量
二酸化炭素排出量 / 生産量

2006 年 度 の 排 出 量 は
加しました。これは相良

218.6

475

0

0.09
3,058

3,022

3,420

3,515

1,000

0.06
0.03

500
0

'03

'04

'05

0.00
'06（年度）

増加にもかかわらず、使
用 量 は ほ ぼ 横 ば い、 売
上原単位では 4.7％を削
減 し ま し た。2007 年 度
は さ ら に ク ー ル ビ ズ、

488

199.9

492

219.6
200

522

'03

'04

'05

0
'06（年度）

■ 電力使用量（生産部門）

全営業拠点
本社ビル
研究所
神明町ビル
使用量 / 売上高

（万 kWh）
1,500
1,200

54.6

（kWh/ 百万円）
70
60

55.3
49.5

47.3

50

900
600

40
1,286

1,439

1,404

1,409

30
20

300

ウォームビズの徹底や、
不要電力の節電を推進し

210.0

100

2005 年 度 に 引 き 続 き

生産部門
2005 年 度 よ り、2.8 % 増

（kWh/t）
300

営業・事務・研究部門

二酸化炭素

している沖縄名護工場は

0

10
'03

'04

'05

'06（年度）

0

■ 電力使用量（営業・事務・研究部門）

ます。

■ 二酸化炭素排出量（生産部門）

燃料

第

営業・事務・研究部門

生産部門

二酸化炭素排出量
排出量 / 売上高

回
（t-CO2）
35,000

0.11

0.11

0.11

30,000

（t/ 百万円）
0.12
0.10

25,000
20,000
15,000
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26,485 28,151

30,474 29,692

10,000

2007 年度も継続し
て推進します。

5,000
0

'03

'04

'05

2005 年度より 2.6%減少
し ま し た。2007 年 度 も

0.10

これまで以上に、継続的

0.08

に省エネルギーを推進し

0.06

ます。なお、沖縄名護工

0.04

場はボイラーのほか、夏

0.02

場に重油の自家発電設備

0.00
'06（年度）

■ 二酸化炭素排出量（営業・事務・研究部門）

を稼動するため、737㎘
を使用しました。

注１ 二酸化炭素の排出係数の内、2006 年度の電力は最新の各電力会社の CO2 排出係数を採用しています。
注 2 沖縄名護工場は、2005 年度より本格稼働につき、上記実績には含んでおりません。
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燃料使用量（原油換算）
使用量 / 生産量

2006 年 度 の 使 用 量 は

18

29

■ ノンフロン・ヒートポンプ自動販売機

（㎘）
500

（ℓ/t）
25

22.36
19.49

400

18.54

18.67

300

15
486

200

453

456

444

100
0

20

10
5

'03

'04

'05

■ 燃料使用量（生産部門）

'06（年度）

0

オフィス・事業所での取り組み

低公害車の導入
2006 年 度 は、 低 公 害

伊藤園は、毎年 6 月から 9 月までクールビズ、11 月

車 378 台を導入し、国土

から 3 月までウォームビズを実施しているほか、昼休み

交通大臣認定の低公害車

の消灯、上下 3 階以内の階段移動の励行、省エネ機器の

指 定 基 準 で、 全 車 両 の

購買などによるエネルギー消費の抑制につながる取り組

34.7％になりました。

（台）
1,200

800

燃費車両への入れ替えと

600

ともに、営業車の環境負

400

全国 201カ所の営業拠点に配属されたルートセールス

荷を抑制するために、使

200

マンと 3,375 台の営業車両が、119,820 台の自動販売機

用 年数を 6 年、17 万 km

0

とお取引先様に製品をお届けしています。事業の拡大に

を基準として、最長でも

伴って、車両台数や自動販売機の保有台数が増加してい

7 年で新車への切り替えを

ることから、１台当たりのエネルギー使用量の削減と大

進めました。

物流・販売体制の効率化

気汚染物質の排出抑制は重要な課題であると認識してい
の推進、荷積みや営業ルートの効率化に積極的に取り組

1,182

15.1

20
15

804

702

10

426

'03

5
'04

'05

'06（年度）

0

■ 低公害車の導入状況

自動販売機の選定は、
夏場の夜間に十分冷却す

料製品の委託製造により、運送に要するエネルギー消費

ることにより、電力使用

を抑制しています。

量がピークになる 13 時

2006 年度の１台当たりの燃料使用量は、ガソリン車、

25

自動販売機の省エネルギー対策

んでいます。さらに、全国を５つのブロックに分けた飲

エコドライブ ･ キャンペーンの実施

30

24.8
23.2

（kWh/ 年）
2,000

1,500

から 16 時の冷却運転を

1,000

停 止 す る 機 能（ ピ ー ク
カット）を搭載した機種

ディーゼル車ともに減少しました。今後も引き続き、各

だけを採用し、消費電力

個人の省燃費意識徹底と
「不要なアイドリングストップ」

の抑制に努めています。

「急発進・急加速をしない」
「不要な荷物を積まない」
「営

また、ノンフロン･ヒート

業ルートの見直し」を柱にエコドライブ運動を推進して

ポンプ方式の自動販売機を

いきます。

積極的に導入し、消費電力

1,867

1,680

1,498

1,470 1,415

500

0

'02

'03

'04

'05

'06（年度）

■ 自動販売機１台当たりの年間消費電力の推移

母さんの大根きる音まだ眠い

ます。その対応として、低公害車の導入やエコドライブ

（%）
35

34.7

1,000

また、ガソリン車の省

みを展開しています。

天然ガス車
ハイブリッド車
LPG 車
一般の低公害車
低公害車比率

の大幅な削減を図ってい
ます。

軽油使用量
ガソリン使用量
１台当たり軽油使用量
１台当たりガソリン使用量

7,000

6,880

7,111

7,322

7,325

2,000
1,478
'03

1,697
'04

1,805
'05

1,426

ある「チーム・マイナス

1,500
1,000

６％」に 2005 年から参

500

加しています。日々の事
業活動を通じて、企業と

0
'06（年度）

■ エコドライブ推進のポスター

■ クールビズの励行

してできる環境配慮の取
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■ 営業車両の燃料使用量の推移

18

温暖化防止の国民運動で

2,000

3,000

0

の目標達成に向けた地球

2,500

5,000

1,000

伊藤園は、京都議定書

3,000

6,000

4,000

チーム・マイナス６％への参加

（ℓ/ 台）
3,500

第 回

（㎘）
8,000

り組みを推進しています。

S-book 2007

30

環境報告

社員の家庭での地球温暖化防止活動
地球温暖化防止活動は、社員一人ひとりのエコライフ活動とともに進めています。

社員一人ひとりが環境意識を持って
行動するために

を見直し、各人が自覚をもって温暖化防止につながる行
動を積み重ねていくことが重要です。
このような背景を踏まえて、伊藤園では地球温暖化防

京都議定書の第一約束期間の開始を来年に控えて、地

止に対する意識啓発と、社員による具体的な活動を紹介

球温暖化防止に向けた一層の取り組み強化が求められて

することを目的として、全社に「家庭での地球温暖化防

います。とりわけ、オフィスや店舗、業務部門や物流を

止活動（エコライフ）」を募りました。その中から、代表

含む運輸部門の温室効果ガス排出量の抑制が課題になっ

的な活動事例５つをご紹介します。

ており、この解決には国民一人ひとりがライフスタイル

社員のエコライフ事例
①エコライフ活動の内容
②活動のきっかけ
③継続している期間
（いつから）
④継続するための目的、工夫・秘訣

嘘をつく相手がいない春休み

⑤活動に関する効果やメッセージ
高瀬 秀芳
（経営企画部）
① 会 社 に は マ イ 箸 を 持 参 し て、
昼食にお弁当を買う時は、割
り箸・スプーンを断っていま
す。家では、
電気をマメに消し、
電化製品はスイッチタップを
使って待機電源も切っていま
す。妻にもけんかしない程度
に勧めて、一緒にやっていま
す。買い物時は、もちろんマイバッグ持参です。
② 学生時代にエアコン電力消費量を少なくする建築の
研究をしていた
③ 省電力は小学生時代、マイ箸は今年年初、マイバッ
グは 2 〜 3 年前から実行
④ 特になし
⑤「実践している人が、まだ実践していない人に広め
ることが大切」
植田 幸市
（製造管理部）

第 回
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① 私が飲みに行った時は別にし
て、夕食は家族 5 人が、そろっ
て食べ、入浴時間も午後 8 時
から 10 時までの 2 時間で順番
にはいり、家族で協力してガ
スの節約をしています。年頃
の娘もいますが、朝シャンは
厳禁です。
② 家事の効率化を狙って開始した
③ 2001 年頃から開始
④ 家族で役割分担をしており、一番下の小学生の子ど
もが風呂当番の役割を担っており、支度がすんだら
順番に入る習慣になっている
⑤ 実施前よりも電力、ガス料金ともに少額を確認
「ささいなことでも継続することで効果がでる」
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法月 愛（掛川支店）
① 夏でも寝る前にエアコンは消し、
節電しています。車に乗る時は、
窓を開けエアコンを使わないエコ
ドライブを心がけています。
② 学生時代からサッカーをやっ
ており、体調管理もありエア
コンの使用を控えている
③ 大学時代から気をつけている
④ エアコンの温度調整を下げすぎないようにし、健康
面を考えて継続している
⑤ 特になし
関根 宏和（北支店）
① 冷蔵庫の扉の内側にシートを
貼って、開閉時に冷気を逃がさ
ないようにし、使用しない家電
のコンセントをマメに抜いてい
ます。ゴミの分別や、洗濯にお
風呂の残り湯を使用するなど、
妻を中心に家族で取り組んでい
ます。
② 妻がこうした活動に熱心で影響
を受けた
③ 冷蔵庫のシートは今年初めから
実践
④ シートは百円ショップで購入
し、長い暖簾状のもの 3 枚を冷
蔵庫上部に貼付して冷気の放出を防止している
⑤ 一般世帯よりも電力消費量が少ないことを確認
小島 俊英（小田原支店）
① トイレのタンクに水入りＰＥＴ
ボトルを沈めたり、洗濯には
お風呂の残り湯を使ってまと
めて洗うなど使用量を減らし
ています。妻がテレビの情報
番組でネタを仕入れて節約生
活をしていますが、自然と環
境にも良いことをしているの
だと実感しています。
② 妻を中心として家族で取り組んでいる
③ 結婚後、約 18 年間続けている
④ 残り湯は手桶とポンプを使っている。食事後の皿を
キッチンペーパーで拭いて水の使用量を抑えている
⑤ 水道、電気料金ともに一般世帯よりも少額を確認
「気づいた人が声かけして改善していくことが大切」

省資源活動と容器包装リサイクルの推進
全社員で省資源への取り組みに努めるとともに、容器包装については製品開発の段階から、軽量化や
リサイクルのしやすさ、環境負荷の低減を考えて設計しています。

省資源化に向けた伊藤園の取り組みと
2006 年度の実績

しての役割を果たすとともに、飲料メーカーなどの業

伊藤園は、P.29 で報告した電力や燃料使用の削減以

協議会での活動を通して、リサイクルに向けた活動を

外にも、水についても貴重な資源であることを認識し、

伊藤園は、再商品化委託料を支払うことで事業者と
界団体により設立されたＰＥＴボトルリサイクル推進
推進しています。

使用量の削減に努めています。2006 年度は、前年度比

こうした取り組みの結果、日本のＰＥＴボトルリ

13.8％減少し、茶葉１トン当たりの用水使用量は 0.52m3

サイクル率は 65.6％（2005 年）に達し、欧州の 34.6％

であり、効率的に水資源を利用しています。沖縄名護工

（2005 年）や米国の 21.6％（2004 年）を大きく上回り、

場は飲料工場のため、58,989m3 を使用しました。

世界最高水準を維持しています。

2006 年度の目標と実績

用水使用量
用水使用量 / 生産量
（㎥）
15,000

（㎥ /t）
0.70
0.63
0.60

12,000

0.58

「全拠点での回収空き容器リサイクルの実施」でした。

0.60

結果は 201 拠点中、196 拠点でのリサイクルの実施にと

0.55

0.52

0.50

9,000
14,196
12,477

6,000

0.45

どまりました。2007 年度は 100%実施を達成できるよう
に努めます。

0.40
0.35
0.30

3,000

0.25
0

'03

'04

'05

'06（年度）

リサイクル実施拠点数
リサイクル実施率
（拠点数）
200

94.6

94.3

98.0

97.5

（％）
100

0.20

■ 用水使用量の推移（生産部門）

175

容器包装リサイクルに対する伊藤園
の取り組み

150

75

176

181

192

196

125

50

25

日本では、1995 年に容器包装リサイクル法が制定さ
れ、ＰＥＴボトルリサイクルに向けた取り組みが本格化
しました。この法律の特徴は、資源を有効利用し循環型

0

'03

'04

'05

'06（年度）

0

さかさまに心を覗く夏の蜘蛛

14,015

13,631

容器包装のリサイクル促進における 2006 年度目標は、

0.65

■ 空き容器リサイクルの実施拠点数と実施率の推移

社会を構築するために、消費者に「分別排出」
、自治体
に「分別収集」
、事業者に「再商品化」と、それぞれが

ルートセールスマン
一人ひとりが空き容器

果たす役割をはっきり決めた点にあります。

を回収し、自拠点に持
（千トン）
2,500

65.6

ち帰ります。ルート員
（%）
60
50

2,000
34.6

1,500

40

第 回

日本の生産量
米国の生産量
欧州の生産量
日本の回収率
米国の回収率
欧州の回収率

が回収した空き容器

18

は、契約業者に渡し、
適正処理を行っていま
す。

■ 空き容器の回収風景

30
21.6

1,000

20

0

10

'97

'98

'99

'00

'01

■ 日米欧のＰＥＴボトルリサイクル状況の比較
出典：ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会

'02

'03

'04

'05（年度）

0

ＰＥＴボトルの軽量化など製品開発の段階の環境負荷
低減や、回収した空き容器の 100%リサイクル実施など
に積極的に取り組んでいきます。
また、環境負荷の大きい飲料製品を外部の委託工場で
製造しているため、品質会議などを通して委託先へ省資
源・省エネルギーへの協力をお願いしています。
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環境報告

廃棄物・副産物の削減と再資源化への取り組み
廃棄物の発生抑制に努めるとともに、資源としての再利用、再資源化に取り組んでいます。

廃棄物の削減に向けた取り組み

を行うなど、化学物質の管理にも万全を期しています。

事業活動を行うにあたって、生産、物流・販売、消費
と全ての過程で廃棄物・副産物が発生しますが、それ

廃棄物の再資源化に向けた取り組み

らを「資源」ととらえ、発生量の抑制に努めると同時

2006 年度の生産部門の廃棄物総排出量は 2005 年度と

に、効率的な再利用、再資源化に取り組んでいます。生

比較して 18 トン減少し、1,071 トンとなりました。2005

産拠点では、製造工程で発生する廃棄物の 100%再資源

年から沖縄名護工場が稼動し、廃棄物の量は増えていま

化を目標に取り組みました。静岡相良工場では廃棄物

すが、再資源化率は向上しています。 今後も継続して、

の 100%リサイクル継続を達成しましたが、事務所から

廃棄物の再資源化をすすめていきます。

の廃棄物の一部が再資源化されず、98.9%でした。また、
本社ビルの一般廃棄物の再資源化率 100%も達成し、さ
らに蛍光管のリサイクルを全 201 拠点中 140 拠点で実
施しました。2007 年度は製造工程の廃棄物再資源化率

廃棄物総排出量
再資源化量 / 廃棄物総排出量
（t）
1,200

ふらここや水の惑星けり上げて

800

化率の向上を目差し、廃棄物管理の徹底を図ります。

600

（t）
1,000

400
（t/t）
0.06

0.05

0.05

800

0.04

0.04

0.04

0.05
0.04

600
965

948

905

400

917

862

97.3

86.1

1,134

90
949

1,089

0

85

埋立
1.5%

46,000t

80

200

'03

'04

'05

75
'06（年度）

■ 全生産工場の廃棄物再資源化率の推移

0.03

'02

8%

'03

'04

1%
2%
2%

'05

'06（年度）

0.00

■ 古紙（段ボール、包装紙など）・・・・55%
■ アルミ蒸着包装材 ・・・・・・・・・11%

1%

■ 植物性残渣（茶殻・コーヒー殻）・・・15%

5%

■ 植物性残渣（茶粉・油茶） ・・・・・・5%
■ 植物性残渣（リーフ製品） ・・・・・・1%
■ 廃プラスチック類（紙くず含む） ・・・8%

肥料
80.9%

■ 2006 年度当社飲料製造に関わる
残渣排出量と処理状況
※ 飲料残渣には茶殻、コーヒーなども
含めます。

大部分の飲料製造を委託している工場から出された茶
殻やコーヒー殻は、2006 年度約 46,000 トンでした。伊
藤園ではそれらを排出物として廃棄するのではなく、肥
料などにリサイクルをしています。また一部は茶殻リサ
イクルシステムによって、茶殻配合樹脂などに生まれ変
わっています。

■ 繊維くず ・・・・・・・・・・・・・・2%

1,071t

■ 金属くず ・・・・・・・・・・・・・・1%
■ ガラス・陶磁器くず ・・・・・・・・・0%
■ 蛍光管 ・・・・・・・・・・・・・・・0%
■ 汚泥 ・・・・・・・・・・・・・・・・0%

11%

55%

■ 生ゴミ他 ・・・・・・・・・・・・・・2%

第 回

■ 静岡相良工場の廃棄物排出量の推移
（上）
、全生産工場で排出される全廃棄物の内訳
（下）

化学物質の管理
伊藤園は、自然由来の
原料を用いて商品を製造
していますが、その研究
･ 開発過程では、一般的
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1,071

燃料化
10.8%
建材
0.2%
飼料
4.6%

0.01

0

15%

18

（t/t）
100
95

0.02

200

97.7

1,000

100%を維持するとともに、全生産工場の廃棄物再資源
総排出量
排出量 / 生産量

98.8

な化学物質も使用してい
ます。これらの研究棟の
建物は、防犯システムを
導入しています。来客の
ある正面玄関以外の出入り口では施錠をし、棟員 1 人に
１枚専用カードを渡して入退出管理をしています。また
棟内の薬品庫には、館内への入退出用カードとは別の専
用カードを使用者のみ登録して、薬品庫への入退出管理
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■ 自動販売機の処理の流れ

第三者意見
今回、第三者意見をまとめるに先立ち、２回にわたって開催されたステークホルダー・ミーティ
ングに参加するとともに、宮崎県都城市の農業生産法人アグリセンター都城、鹿児島県志布志市の
鹿児島堀口製茶グループ、静岡県牧之原市の伊藤園静岡相良工場と中央研究所、東京都足立区の東
京クリアセンターを見学し、現場で働く方々からお話をうかがいました。
これら茶園や施設の見学・ヒアリング調査の結果および本レポートの内容をふまえて、第三者意
見を述べます。
実地視察により第三者意見書を 宮崎・鹿児島の茶園
ご執筆いただくまで
視察（4 月）

立教大学経営学部 准教授

高岡 美佳 氏

リサイクルセンター

静岡製茶工場

第三者意見書

視察（5 月）

（7 月）
視察

執筆（8 月）

評価できること
• ９つの県の 2,316 ヘクタールの茶園と直接契約を結ぶと同時に、2001 年より、
「産地育成事業」に積極的に取り組んでいる点を高
く評価します。従来は安定的な収入の確保が困難であった茶生産者と技術を共有し、長期的な契約を結ぶことで、現在、産地で
は後継者の育成をも視野に入れた持続的経営が可能となりつつあります。また、伊藤園にとっても、急拡大する市場に対応する
ために不可欠であった
「高品質な茶葉の安定調達」
という目標が達成され、さらに、それを通じて、消費者も安全・安心なお茶を安
定的に購入できています。このように、原料生産者・メーカー・消費者の三者ともにメリットがある仕組み
（win-win-win の関係）
は、
単なる社会貢献活動の一環として行われる地域振興策に比べて持続性が高く、本当の意味での地域振興・農業振興につながる活
動であると評価できます。
• 高品質で安全な製品を消費者に提供するために、生産者と協力して、品質管理とトレーサビリティの仕組みを構築している点に、
伊藤園の誠実な企業姿勢を感じ取ることができます。現在、日本を含めた先進国の小売業は、店頭に並べる商品の
「安全 / 安心」
「健
康」
「環境」情報の収集に大きな関心をもっています。今後は、小売企業とも協力しあって、原材料の生産から調達、物流を経て消
費者の口に入るまでの一貫した品質管理とトレーサビリティを推進していただくことを期待します。
• 茶殻リサイクルに代表される廃棄物・副産物の削減と再資源化、電力使用量の抑制に代表される省資源・省エネルギーの推進、
ＰＥＴボトル回収・リサイクルに代表される容器包装リサイクルの推進など、環境側面について、ISO14001 を通して目標達成
への取り組みを堅実に進めている点を評価します。

要望したいこと
• 本レポートの記述によれば、現在、全社男女比率は男性 92.2％、女性 7.8％であり、今後は、女性がいきいきと働ける職場環境
づくり等を通じて女性比率の向上に取り組むとのことですが、具体的な目標
（女性比率）
や目標達成のためのプロセスが示されてい
ない点が気にかかります。
雇用のダイバーシティ
（多様性）
の確保は、
企業にとって重要な社会的責任項目です。
もちろん、
ルートセー
ルスを主軸に置いた伊藤園の営業戦略特性や、雇用される女性側の意思・事情等もあるので、必ずしも数値と達成率のみで判断
する必要はありません。しかし、本レポートがステークホルダーとの CSR コミュニケーションの重要なツールであることを考え
れば、次年度のレポートでは、少なくとも、現状で男女比率がなぜ大きく異なるのかという点について、より丁寧な記述がなさ
れるべきであり、この点で改善が望まれます。
• IPCC 第 4 次報告書第１作業部会報告書は、
「人為起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原因」
と断定しました。消費者が環境や社
会に配慮したライフスタイルに転換するためには、意識・価値観
（文化）
の変革が必要です。伊藤園は、人々にとって身近な飲料を
あつかうメーカーですから、その利点を活かし、食文化を通じて、日本の文化や良さを活かしたサステナブルなライフスタイル
に転換させるような新たな提案をされることを期待します。

第三者意見書を受けて
高品質な原料の安定調達を実現する上で、トレーサビリティの確立や生産農家の育成はとても大切であると考
えています。評価をいただき、改めて「安全でおいしいお茶を」お客様に安定してお届けすると同時に、地域社
会の活性化のために、今後も誠実に取り組んでまいりたいと思います。また、環境マネジメントシステムの活用
を通して環境意識を高め、社員全員が生活者としての自覚をもてるように、全社的な取り組みを推進してまいり
ます。
取締役広報部長
環境担当役員

川相 貴由

雇用の多様性確保につきましては、ルートセールス型の現在のビジネスモデルでは男性中心の職場なのが現状
です。しかし、女性が活躍できる職種も増やしつつあり、同時にキャリア サポート プランの充実と併せて、管理
職登用の機会も増やしていく方向です。
来年度以降には長期的な視点から具体的な取り組み策定も進めていきます。
事業を通したライフスタイル転換につきましては、
「食」に携わる企業として、
「食育」や「食文化」への取り組
みを通じて貢献していきたいと考えています。ステークホルダーの皆様との対話を通じて、前向きに伊藤園に何
ができるか検討を進めてまいります。
S-book 2007
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伊藤園「S-book(社会･環境報告書)2007」を
お読みいただき、
ありがとうございました。

この報告書は、伊藤園が社会からの期待に応えるため、
事業活動を通じて行っている取り組みを中心に、社外の
皆様に広くお知らせし、ご理解いただくために毎年発行し
ています。
2006 年度の取り組み実績を中心に、分かりやすく報告を
することに努めましたが、まだまだ不充分な点が多いかと
思います。
お読みいただいた皆様からご意見やご提案をいただき、
今後の取組みや報告書作成に活かしていきたいと考えて
おります。
インターネット、または FAX にてアンケートを受け付け
ております。FAX でご回答いただく場合、次項にアンケート
用紙がございますので、印刷して頂き、ご回答の上、下記
までご送付いただければ幸いです。
どうか忌憚のない意見をお寄せいただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。

2007 年 9 月

FAX：03(5371)7184
株式会社伊藤園

広報部生活環境室

〒151-8550 東京都渋谷区本町 3 丁目 47 番 10 号
TEL:03(5371)7185
e-mail:eco@itoen.co.jp

「S-book(社会･環境報告書)2007」アンケート

Q1

本報告書をお読みになり、どのように感じられましたか？
●報告書の内容について
□とてもわかりやすい

□少しわかりやすい

□どちらともいえない

□少しわかりにくい

□とてもわかりにくい

□どちらともいえない

□あまり評価できない

□評価できない

●伊藤園の取り組みについて
□とても評価できる

Q2

□評価できる

本報告書を読まれて印象に残ったこと、興味を持たれたこと、より詳しく知りたいと
お感じになられた内容をお選びください。（複数回答可）

□社長メッセージ
―特集―

□「安全でおいしいお茶をお届けするために」

□「高品質なお茶をお客様へお届けするために」

□「空き容器リサイクルの推進に向けて」

□「ステークホルダー･ミーティング」

□「地球温暖化防止に向けて私たちにできること」

□「茶殻リサイクルシステム」

―マネジメント―

□コーポレートガバナンス・リスクマネジメント

―社 会 性 報 告― □社員とのかかわり
―環 境 報 告―

□環境経営

□コンプライアンス

□地域社会とのかかわり

□環境 ISO への取り組み

□地球温暖化防止への取り組み

□お客様とのかかわり

□事業活動と環境への影響

□環境目標

□環境会計

□社員の家庭での地球温暖化防止活動

□省資源活動と容器包装リサイクルの推進

□廃棄物・副産物の削減と再資源化への取り組み

□第三者意見

Q3

伊藤園に対して、今後どのようなことを期待されますか？

Q4

ご意見やご感想、またはご提案やご希望をご自由にお書きください。

Q5

あなたと伊藤園のかかわりをお選びください。
□消費者
□報道機関

□伊藤園株主

□お取引先

□政府･行政機関

□その他（

□金融･投資機関

□環境 NPO／NGO

□伊藤園事務所の近隣住人

□研究･教育機関

□学生

□企業･団体の環境担当者

□伊藤園社員または家族

）

質問は以上となります。ご回答ありがとうございました。
次回の社会･環境報告書の送付を希望される方は、お手数ですが下記事項をご記入ください。
お名前
ご住所

次回の送付を希望

する

・

しない

〒

ご連絡先

TEL（

）

－

ご職業（勤務先）

部署

尚、記載いただいた個人情報に関しては、社会･環境報告書の送付以外には使用いたしません。

株式会社伊藤園

広報部生活環境室

FAX：03（5371）7184

