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第三者意見

会社概要

2011年4月30日現在

会社名

株式会社 伊藤園

英文社名

ITO EN,LTD.

本社所在地

東京都渋谷区本町3丁目47番10号

設立

1966年8月22日

資本金

19,912百万円

従業員数

5,278名

支店・営業所・出張所

全国30地区

直営店
（専門店）

全国156店舗

工場

静岡相良工場（静岡県牧之原市女神21）

■ 売上高（単位：百万円）
350,000
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297,881
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201拠点

0

25,000

福島工場（福島県福島市荒井北1-2-9）

主な事業

茶葉および飲料製品の製造、販売

伊藤園グループ主要各社

伊藤園産業 株式会社

22,557

20,000

沖縄名護工場（沖縄県名護市伊差川112）
中央研究所（静岡県牧之原市女神21）

'07

'08

'09

'10（年度）

■ 営業利益（単位：百万円）

浜岡工場（静岡県御前崎市新野3406-4）

研究所

'06

19,605
15,648

15,000
10,227

10,000

11,297

5,000
0

株式会社 沖縄伊藤園

'06

'07

'08

'09

'10（年度）

■ 経常利益（単位：百万円）

株式会社 伊藤園関西茶業
タリーズコーヒージャパン 株式会社

25,000

株式会社 日本廣告社

20,000

伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ 株式会社

15,000

株式会社 グリーンバリュー

10,000

ITO EN(North America)INC.

22,665
18,955
14,896
10,449 11,119

5,000

ITOEN(USA)INC.

0

寧波舜伊茶業有限公司
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'09

'10（年度）

■ 従業員数（単位：名）※出向社員を除く

福建新烏龍飲料有限公司
ITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITED

6,000

Mason Distributors, Inc.

5,000

5,010

5,223

5,346

5,237

'06

'07

'08

'09

5,278

4,000
3,000
2,000
1,000
0

参考にしたガイドライン

発行年月と次回発行予定

GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3版」

発行年月

2011年9月

環境省「環境報告ガイドライン
（2007年版）」

次回発行予定

2012年9月

報告書の対象範囲

お問い合わせ先

※一部、対象期間以前、もしくは以後の活動内容やグループ会社の活動内容も含まれます。

対象組織

株式会社 伊藤園

単体

対象期間

2010年5月1日〜2011年4月30日

対象分野

持続可能性にかかわる、
伊藤園の経済・社会・環境の3側面

株式会社 伊藤園
〒151-8550

'10（年度）

環境部
東京都渋谷区本町3丁目47番10号

TEL 03-5371-7213

e-mail：eco@itoen.co.jp

FAX 03-5371-7261
URL：http://www.itoen.co.jp/inquiry/index.html

経営理念

お客様第一主義 ーみんなでつくる これからの伊藤園ー

お客様の定義
・消費者の皆様

・株主の皆様

・販売先の皆様

・仕入先の皆様

・金融機関の皆様 ・地域社会の皆様

編集方針
社会から信頼され続ける企業であるために――私た
ちはこのテーマについて、2010年度も事業を通じてさ
まざまな取り組みを実施してきました。
S-bookはその内容をまとめ、私たちの考え方や活動
内容、今後取り組むべき課題について報告しています。
また、今回の特集では、
「 お〜いお茶」という製品を通

製品開発コンセプト

自然、健康、安全、
良いデザイン、おいしい

表紙写真について
表紙の写真は、大分県杵築市にある茶畑です。
当社が取り組む茶産地育成事業で耕作放棄地を造成
し、苗木を植樹して育てた4年目の茶畑で、その面積は
20ヘクタールとなります。まだまだ若く小さい茶樹の今
後の成長に期待が高まります。
なお、茶産地育成事業に関する記事については、本レ

じてつながっているものの、実際に接する機会の少ない、

ポートの「特集 製品に込めた私たちの想い」
（P7-8）

生産家、営業社員、お客様の「つながり」にスポットを当

をご覧ください。

て、記事を構成しています。
今年度も、読者が知りたい情報、私たちが伝えたい情
報をできるだけわかりやすく解説するよう心掛けて、編集
をしています。ご一読いただき、当社に期待することなど
ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

アンケート用紙はホームページに掲載されています。お手数ですがダウン
ロード・ご記入のうえ、左記「お問い合わせ先」へお送りいただくか、ホーム
ページでご回答・送信くださいますようお願い申し上げます。
URL：http://www.itoen.co.jp/csr/report/question/index.html

●本レポートは、表紙に「お〜いお茶」の茶殻をリサイクルした茶配合紙、本文（P2-33）
には、使用することで森を元気にすることに役立つ
「森の町内会 間伐に寄与する紙（森林認証紙）」を使用し、VOC（揮発性有機化合物）成分ゼロの100％植物油インキ、
有害廃液を出さない水なし印刷方式で制作しています。
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チーム伊藤園が一丸となって、
「お客様第一主義」を実践していきます。

「お客様第一主義」を実践する
まず始めに、今年３月の東日本大震災で被災された
皆様に、あらためて心よりお見舞いを申し上げます。
当社では震災直後より、被災地域の支店社員が中心

当社では原材料の生産や調達、製品の製造における
各過程において厳格な品質管理体制を構築してお
り、特に当社製品の約6割を占める茶葉と日本茶飲

となって、自社の飲料製品を各地の避難所に配布。東

料については、各工程におけるトレーサビリティシス

北各地の拠点から製品を集め、
３日間で60万本を提

テムを確立し、徹底してきました。

供いたしました。社員一人ひとりが自ら被災しながら

特に、今回の震災後に起きた福島第一原子力発電

もできる限りの行動を取った結果であり、
「倉庫の飲

所の事故以降、お客様の関心が高まっている放射性

料は、販売物であるだけでなく緊急時の救援物資でも

物質については、原材料とすべての製品を対象に放

ある」という考えが、普段からの心構えとして全社員

射線量測定器による検査を徹底してから出荷してお

に浸透していたこと、そしてわずかながらでも被災

り、製品の安全性を確保したものだけをお客様のも

された方々のお役に立てたことを嬉しく思います。

とへお届けしています。こうした取り組みを積み重ね

こうした行動は、当社が従来から基本理念として

てきたことが、多くのお客様に当社の製品を選んで

掲げている「お客様第一主義」に基づくものでもあ
ります。大きく社会が揺れ動いている今だからこそ、

いただく信頼につながっていると考えています。
また、企業を取り巻くその他の社会的課題について

その原点に常に立ち返りながら、社員一人ひとりが

も、さまざまな取り組みを展開中です。夏の電力供給

「お客様第一主義」の実践者となり、小さな信頼を積

不足と地球温暖化防止に向けた取り組みとしては、ク

み重ねて社会に貢献していく所存です。

トップメッセージ
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な製品をお客様にお届けする」ことです。そのため、

ールビズ期間の前倒しやサマータイムの実施、LED照

その意味でも、まずは本業を全うすることが何よ

明の導入などを推進するとともに、飲料業界全体として

り重 要です。今 後どこで災 害が起こったとしても生

電気使用量の15％を削減するという目標とあわせ、節

産や流通体制への影響が最小限に留められるよう、

電対象地域における自動販売機の電力について25%

製茶工場の分散化などを中心に、改めてBCP（事業

の削減を実施しています。熱を効率よく利用し、省エ

継続計画）の見直しを図っているところです。

ネ効果の高いヒートポンプ式自動販売機の展開を拡
大するとともに、自動販売機のオペレーションについ

安全な製品をお届けするために
飲料メーカーである当社の最大の使命は、
「安全
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ても一元的に管理できる当社の強みを活かせば、目
標の25％削減を必ず達成できると確信しています。

次に、省 資 源 の 観 点 から、主 力 商 品 で ある「 お〜

たちの持つ能力を最大限に発揮し、やりがいを持っ

い お 茶 」に、通 常より3 0 ％ 軽 量 化した 環 境 配 慮 型

て柔軟に働ける環境づくりに今後とも全力を尽くし

PETボトルを関東の一部エリアで採用しました。昨年

ていきます。

の500㎖製品への導入に続き、2011年度からは

具体的には、ワーク・ライフ・バランスとさまざまな

２リットル製品へも導入しました。今後は全国展開に

社員がいきいきと働ける職場環境の整備をいっそう

向け、エリアを拡大していきます。

進めていきます。女性だけでなく男性も、育児休暇

世界規模の課題となりつつある水資源の保全も、

などの 制 度を積 極 的に利 用できる環 境を確 立する

飲 料メーカー で ある当 社にとって 非 常に重 要 な 課

とともに、女性社員の割合の向上や外国人社員の採

題です。売 上げの 一 部を日本 各 地 の 環 境 保 全 活 動

用など充実させていく所存です。

に寄附し、社員がボランティアで活動にも参加する
「お茶で日本を美しく。」キャンペーンなどを通じて、
環境保全につながる取り組みを推進しています。

2016年に当社は設立50年を迎えます。その節
目に向け、国内で総合飲料メーカーとしての確固た

また、九州地方を中心に進めている「茶産地育成

る地 位を築くとともに、より積 極 的なグローバル 展

事 業 」も、農 業 従 事 者 の 育 成 、地 域 社 会 の 活 性 化に

開も進めていきます。そして製 品だけではなく、日

資する重要な事業です。合計1,000ヘクタールを

本が誇る豊かな食文化としての「お茶」を、より広く紹

目標に、今後もさらに取り組みを広げていきます。
また、2011年５月には新たに「CSR推進室」を設

介し、伝えていきたい。その役割を担う
「世界のティー
カンパニー」を目指したいと考えています。

立しました。社会的責任の国際規格ISO26000を

その伊藤園が目指すもの、取り組んでいることを

一つの基準としながら、これまで進めてきた「お客様

ご紹 介したのが本レポートです。どうぞお読 み いた

第一主義」に基づいた、さまざまな活動をあらためて

だき、忌憚のないご意見をお寄せください。

検証し、継続していくべきこと、新たに取り組むべき

「世界のティーカンパニー」を目指して

株式会社
代表取締役社長

本庄 大介

こうした活動のすべてを担うのは、
「チーム伊藤園」
の社員たちです。当社の財産とも言うべき彼らが自分

ITO EN S - book 2011
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ことを可視化し、推進していきたいと考えています。
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お客様第一主義の実現に向けて

− CSRの強化 −
CSR推進体制

伊藤園は経営理念「お客様第一主義」のもと、お客様と
社会の発展、お客様からの信頼を得ることが、当社の持続

社長

2011年度からCSR

的な発展につながると考えています。

活 動を 抜 本 的に強 化 す
るため、CSR推進委員会

経営執行会議
CSR推進委員会
事務局：経営企画部CSR推進室

現在、社会には多くの課題があります。また、2011年

を設置しました。CSR推

３月11日に発生した東日本大震災は社会に大きな影響を

進委員会は、委員長であ

与え、その復興には中長期的に取り組んでいかなければ

る社長以下、生産・営業・管理部門の本部長や副本部長のほ

なりません。

か、関係部署の部署長から構成されます。

全部署・拠点

このような社会環境のもとで、伊藤園はこれまでも行っ

今後の方針

てきたCSR（企業の社会的責任）活動をさらに強化するた
めCSR推進基本方針を定め、社是・経営理念の徹底を図る

ISO26000に示された考え方や中核主題「組織統治」

こととしました。

「人権」
「労働慣行」
「環境」
「公正な事業慣行」
「消費者

また、2011年度に策定した中長期経営計画では「日本

課題」
「コミュニティへの参画及びコミュニティの発展」に

の総合飲料メーカー」
「世界のティーカンパニー」を目指

沿って、これまでの活動を振り返り、今後の伊藤園のCSR

すこととしています。そのような中で、今後、社会的責任の

のあるべき姿や取り組むべき活動を検討、実践していきま

国際規格ISO26000（社会的責任に関する手引）を参考

す。特に、幅広いステークホルダーとの対話を行い、社会

に、CSR活動の強化を進めていきます。

と伊藤園グループの発展を目指していきます。

現在の主なCSR活動の体系
組織統治
・CSR推進体制の確立

・ステークホルダーとの対話

・コーポレートガバナンス体制の確立

・適時適切な情報開示（ディスクロージャー）
による説明の実施

人権
・基本的人権の尊重（職場や家庭などでの人権意識の向上、

公正な事業慣行
・リスク管理体制の構築（社内通報窓口の設置など）

高齢者・子ども・女性・障がい者・外国人などの人権への理解と

・コンプライアンス体制の構築

配慮など）

・情報セキュリティー管理

・障がい者の雇用

・知的財産権の保護
・下請法の遵守

労働慣行
・ノー残業デー ・伊藤園大学・大学院（FA制度）

・製品開発コンセプト（自然・健康・安全・良いデザイン・おいしい）

・人材育成プログラム

・ISO9001（品質マネジメントシステム）認証継続

・次世代認定マーク
（くるみん）取得 ・再雇用の促進

・品質管理体制の整備 ・
トレーサビリティの確保

・ワーク・ライフ・バランスの向上（有給休暇取得率の向上、

・ユニバーサルデザイン製品の提供

連続休暇の取得、在宅勤務など）
・労働環境の改善（職場環境改善推進委員会）など

お客 様 第一主 義の実 現に向けて
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消費者課題

環境

・ISO10002（苦情対応マネジメントシステムの国際規格）
適合宣言 ・食育

コミュニティへの参画及びコミュニティの発展

・環境配慮型製品の開発

・茶産地育成事業での地域活性側面 ・お〜いお茶新俳句大賞

・ISO14001認証（全社全部門取得）継続

・伊藤園 レディス ゴルフ トーナメント

・グリーン調達、購入（ヒートポンプ式自動販売機の採用など）

・まち美化運動（アダプトプログラム）

・省エネ車の導入促進 ・茶殻リサイクルシステム

・社会貢献キャンペーン
（お茶で琵琶湖を美しく。など）

・環境コミュニケーション（エコプロダクツ展参加など）

・社会貢献自動販売機 ・災害支援（東日本大震災復興支援など）

ITO EN S - book 2011

特集
社会から信頼され続ける
企業であるために
毎年発行しているS-bookに対して、2010年度も多くの消費者の方々と
社員からご意見をいただきました。私たちはそのすべてに目を通し、皆様か
らいただいたご意見やご要望に応えられるよう活動を推進したり、S-book
の内容に反映することを心掛けています。本特集では、伊藤園が社会から
信頼される企業であり続けるための活動について、皆様からの関心が高
かった項目を考慮し、その活動の一部を紹介しています。
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自信と責 任を持
っ
て販 売していきた
いと思います。
お客 様 、
お取 引
先 様 、社員との「
かかわり」を大 切
にした原 料 調 達
に 興 味を持ちま
した。 一 人ひと
りの社員が伊 藤
園の代表であると
いうことを再認識
しました。 す
べてのお客 様か
ら安 心して仕 事
を任 せていただ
けるよう、
プロ意 識を持っ
て取り組んでいき
たい
と思いました。
厳しい品質管理
により、
私たち
営業は安心して商
談ができるので心
強く思いま
す。 お〜いお茶
ができるまでには
、作り手の
方々の汗のにじむ
ような 努力と苦 労
があるこ
とをあらためて痛
感し、作り手の方
々に感 謝
の気持ちを伝える
と同時に、
製品をもっと大
切に扱わなけれ
ばと思いました。

特集
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植え付け直後の茶樹の苗木（1年目）

特集

私が取 材

して
きまし た！

製品に込めた
私たちの想い

私が
た！
お 答 えしまし

農事組合法人
カヤノ農産
足立支店

副組合長理事

河野誠一

河野杉雄 氏

私たちは「お茶の伊藤園」として、
「お客様に満足い

の常識にとらわれず、より効率的なやり方を常に工夫し

ただける緑茶飲料をつくること」、
「日本の茶生産を支

ています。例えば、先ほど話に出た木質チップを畝と畝

援すること」を目指して、2001年から茶産地育成事業

の間に敷きつめる手法は、雑草が生えるのを防ぐととも

（新産地）に取り組んでいます。今回、伊藤園の営業担当

に、水や養分の流出を防いだり、それ自体がのちに肥料

者が、大分県杵築市の「カヤノ農産」を訪問し、生産者の

になったりと、多くのメリットがありました。

方のお茶づくりにかける想いを伺いました。カヤノ農産

今苦労しているのは、茶葉商品と飲料商品で使う原料

は建設業を母体とする農業法人で、2007年から大分

用の茶葉のつくり方が違う点です。特に摘み取り時期

県、杵築市と伊藤園の4者で手を組み、茶産地育成事業

の見極めや、整枝の時期や位置などは、茶葉の品質や収

に取り組んでいます。

穫量に関係しますので、その都度茶樹の状態をよく見て、
伊藤園の農業技術部の担当者と相談しながら、最適な方

Q.どのようにして耕作放棄地を茶畑にしたのですか。

法をいろいろと試行錯誤しているところです。

本業である建設業のノウハウを活かし、雑木林と化し

楽しみなのは、毎年だんだん茶樹が大きくなっていくの

ていた耕作放棄地を茶畑に造成しました。この時、雑草

を見ることですね。そして、今後収穫量を上げ、毎年収益

が生えるのを抑えるため、重機で草の種を多く含む表

が出るまで育てていくことが目標でもあり、楽しみでも

土を下の方の土と入れ替えています。春の植え付けが

あります。

うね

終われば、雑草が生えないよう畝 と畝の間に木質チッ
※

プを敷き詰めて完了。この間、約4〜5ヵ月ほどでした。
ちなみに、ここで使うチップは、本業から出る伐採木な

Q. 茶園の環境保全に関しての取り組みはありますか。
独自の技術や工夫によって、肥料や薬剤の使用を必要

どを有効活用しているため、無駄がないんです。

最小限にしています。例えば植え付けの時に、植え穴の

※畑で作物をつくるために
（間隔を空けて）細長く直線状に土を盛り上げた部分

中だけに肥料をピンポイントで入れるので、茶樹の根が

Q.お茶づくりのうえで気をつけていること、苦労している

えることができます。また、畑をよく観察して、害虫や病

こと、また反対に、
どんな瞬間に喜びを感じるのか教えて

気、雑草が出てきた時にだけ農薬や除草剤を使うことで、

ください。

経済性と環境負荷の低減を両立させています。

効率的に栄養分を吸収でき、肥料の使用量を格段に抑

特集
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大規模な茶畑を少人数で管理しているので、
これまで
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茶樹の植え付けから4年後

本取材には、大分県農林水産部 研究普及課 主査 野圭子 氏、首都大学東京
都市教養学部 都市政策コース 教授 奥真美 氏にご同行いただきました。
右から 野圭子 氏、奥真美 氏、農業技術部 一氏秀樹、河野誠一、河野杉雄 氏。

Q.日本では茶葉の需要が増える一方、就農者の高齢化や
訪問を終えて

後継者不足で、茶生産家の減少や耕作放棄地の増加が深
刻化しています。後継者の育成や、地域の雇用のために

「お〜いお茶」は、農家の方の支えなくしては

取り組んでいることがあれば教えてください。

つくれないのだということをあらためて実感し

2010年から10代の青年が１人、
ここで働いています。

ました。農家の方と一緒に、茶葉の段階から製

お茶づくりは未経験でしたが、興味を持って取り組んで

品づくりに取り組んでいるのが、他

くれているので、
ここの後継者として育ってくれることを

社にはない伊藤園の強みです。そ

期待しています。また、将来的に私たちが荒茶工場を持

のことを踏まえて、今まで以上に

ち、近隣の農家と伊藤園をつなぐ役割を果たせるように

製品を大切に、想いを込めて仕

なれば、地域全体の農業振興や、後継者不足の解消にも

事に取り組みたいと感じました。

つながるのではないかと考えています。

茶産地育成事業の概要

自治体など）が主体として行い、伊藤園の役割は、

伊藤園は、耕作放棄地などを活用し、高品質な茶

事業の提案から始まり、茶葉生産に関する技術を提

葉を安定的に確保しながら、雇用創出などによる地

供し、生産された茶葉をすべて買い取ることです。

域の活性化や、茶生産家の安定的な経営を支援する

現在、九州の4県6地区の新産地で茶園面積271

ことで、日本の持続可能な農業の育成を目指してい

ヘクタール、生産量470トンに達しています。将来

ます。茶園の造成、栽培は伊藤園と提携した農業振

的には1,000ヘクタール規模への拡大を計画して

興に取り組む団体（農業生産 法 人 、農業協同組合、

います。
■茶産地育成事業の状況

■茶産地と伊藤園の役割とメリット

農業振興に取り組む団体
■役割
・耕作放棄地などを活用した
茶園の造成
・茶栽培、荒茶加工
■メリット
・安定的、持続的な農業経営
・雇用の創出、
後継者不足の解消
・大規模化・機械化・
IT化による生産コスト低減

伊藤園
■役割
・技術の提供
（品種選定、栽培、
収穫、加工）
・茶葉の全量買い取り
■メリット
・原料の安定調達、品質向上
・生産の低コスト化による
原価低減

(ヘクタール)
800

面積
（契約栽培）
面積
（新産地）
生産量

2,121

600

475

500

300
200
100

380
232

298

1,905
538
478

538

役割

1,900
1,600
1,300

1,214

148

177
799

ʻ06

ト
( ン)
2,500

ʻ07

210
ʻ08

250

271

ʻ09

700
ʻ10
（年度）

1,000

茶産地育成事業の詳細は、当社ホームページ http://www.itoen.co.jp/csr/cultivate/ をご覧ください。
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さまざまな関係者の愛情を受けて生産される「お〜いお茶」

特集

込めた
に
」
茶
お
い
〜
「お
私たちの想い

は、いくつもの厳しい品質検査で、安全性が確認されたもの
だけが、消費者の皆様へ届けられています。ここでは、
「お〜
いお茶」に対する想いを、消費者の皆様へのラブレターとい
うカタチでご紹介します。品質管理に関する取り組みは、本
レポートP17-18「お客様とのかかわり」をご覧ください。
STEP1

研究開発・製品開

開発部

飯田淳子
商品企画一部

STEP2

原料調

安田哲也

達

農事組合法人 カヤノ農産
副組合長理事
農業技術部

特集
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仕入部
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一氏秀樹

横道泰隆

河野杉雄 氏

発

STEP3

製造

品質管理一部

古本真祐美

第一製造部

桜井寿紀

STEP4

営 業・販 売

広域流通物流管理部

足立支店

販売促進部

寒河江真菜

河野誠一

大楽泰督

特集
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日本の食文化としての
「お茶」を広める取り組み
〜世界のティーカンパニーを目指して〜

伊藤園のお茶を広める取り組み
伊藤園はルートセールスや店舗での販売を通し、
日本のみならず、世界へお茶を広めています。そのため、
お茶の知識やおいしいお茶の入れ方など、社員への教育を実施しています。また、販売活動以外にも、消費
者の皆様やお取引先様に対し、お茶の魅力や正しい知識を伝えるために、全国で食育活動を行っています。

南東北量販店課

広島北支店

お取引先様にご協力いただき、消費者の皆様を対象

消費者の方がお茶を購入する際、お取引先の担当者

にした「お茶の学習会 」を宮城県内各地で年に15〜

様から商品の紹介をしていただけるようお茶の勉強会

20回開催しています。普段の生活の中で、今まで以上

を推進しており、大きな反響を得ています。最近は急須

にお茶を楽しんでいただくことを目的に開催する学習

を使わないご家庭も増えているため、おいしく入れる

会には、幅広い年代の方にご参加いただいています。今

ための温度について、手順ごとの具体的な時間をお教

後も「お茶の伊藤園」だからこそできる食育活動を継続

えしています。今後はお茶の歴史、健康性などお茶の魅

して実施し、お茶の持つ魅力や素晴らしさをお伝えして

力をさらに幅広く伝えていく予定です。

いきます。

ティーテイスターの声

お取引先様の声

でいく取り組みは私たちの使

かりやすくご説明するよう心掛

命です。

けています。
「温度帯によるお

日本 人にとって 毎日の 食

いしさの違い」を説明し、数パ

生活に欠かせないお茶の入

ターンの入れ方をご紹介する

れ 方を 学 べるこの 取り組 み

ことで、
「お茶を入れるのは難

を今後も積極的に実施して

しくない」とより身近に感じて

株式会社フレスタ

吉田 亮

いただいているようです。

中村泰幸 氏

ITO EN S - book 2011

お茶にかかわらず食文化
を大切にし、後世に受け継い

ツ、味の決め手をできるだけ分

南東北量販店課

特集
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日本人の生活に深く密着し
たお茶の有効性、入れ方のコ

いきたいと思います。

専門店舗

伊藤園市川コルトンプラザ店

店舗はお客様に試飲をしていただき、急須で入れたお茶のおいし
さをその場で味わっていただける場です。従業員自らも試飲を行い、
お客様へお茶の産地や味の特徴などを自分たちの言葉で伝えるよ
うにしています。消費者の方と直接会話をすることで、お茶の魅力を
お伝えできるのは、店舗ならではの特長です。
販 売員の声

日本茶以外にもさまざまな飲料がある現代で、
「急須で入れる
お茶はやはりおいしい」とより多くの方々に親しんでもらえるよう、

専門店一部

お客様の立場に立ったサービスを行い、さらに日本茶の魅力を積極

大内里佳

的にアピールしていきたいと思います。

ITO EN(North America) INC.
アメリカでは、国民の健康志向が急速に拡大し、健康性が注目さ
れる緑茶市場は伸張し続けています。高品質な無糖飲料を扱うの
は当社だけであり、多くのお客様から、自然でクリーンなお茶の味
にご好評をいただき、お客様からの問い合わせは年々増えていま
す。茶葉製品を紹介する際は、産地やおいしい入れ方、時には豆知
識をお伝えし、お客様と会話をして、お茶の魅力をお伝えしていま
す。さまざまなイベントにも参加し、日本の食文化に関連したお茶
の豊かな歴史、産地、おいしい入れ方を紹介することで、大きな反
響を得ています。
営業員の声

My goal is to continue to educate

私の目標は、お客様の声一つひと

and promote the benefits of green

つに真摯に対応し、自分のできる最

tea.

大限の努力を行い、伊藤園ブランド

I want to represent a product that
provides a value to the lives of the
people receiving them.
I want to help grow the business
at ITO EN(North America) INC. and

Natural/Mainstream 部門
Kasey Young

make us one of the top beverage
companies in the US and to make
our consumers happy！

の信頼に貢献して伊藤園を米国一
の飲料企業にすること。そして、緑茶
飲料の先駆け的存在として、緑茶の
多様性や奥深さなど本当の意味で
の日本食文化が理解されるよう魅力
を伝え、多くの消費者をハッピーに
することです！

特集
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茶殻リサイクル
システム

お茶殻入り封筒ができるまで

お茶殻入り封筒の
魅力に迫る！

製紙工場で生産された茶

次 の 工 程で、さらに封 筒

お茶殻入り封筒の魅力を探るため、

殻入りの原紙。機械にセッ

の 形 になるようにカット

トされ、断裁されます。

封 筒 の 加 工・販 売 を 行って い る

（型抜）。

（株）イムラ封筒様を訪問しました。
伊藤園「茶殻リサイクル」のポイント
◎紙原料の削減に貢献！
！

◎水分を含んだ状態の茶殻をリサイクル!!
茶系飲料の製造工場で発生する茶殻は、水分が多く温

さまざまな製品の原材料に茶殻を混ぜることで、通常

度が高いため、カビが発生しやすく、長期保存ができない

用いられる原材料の使用量を削減することができます。

という問題があります。一方で、水を含んだ茶殻を長期保

例えば紙製品であれば、茶殻を混ぜた分、主要原料で

存するために乾燥させようとすると、石油資源などを無駄

ある木材パルプなどの使用量削減が可能。その上、木材

に消費し、余分なCO2を排出することになります。

パルプの多くが輸入に頼っているのに対し、
「お〜いお

そこで伊藤園では、茶殻の保存方法や輸送方法、製品へ

茶」で用いる茶葉は「国産茶葉100％」のため、原材料

の配合方法について試験を行い、茶殻を乾燥させずに水

調達にかかる輸送エネルギーを削減できるという利点

分を含んだ状態のままでリサイクルする独自の技術を開

もあります。

発しました。

・・・ま だ ま だ あ る！そ の 他 の 茶 殻 入 り 製 品・・・
茶入り紙製品

茶配合ボード

茶配合樹脂

茶殻配合建材

茶殻入り名刺

茶配合ボード

お茶入りベンチ

お茶入りせっこうボード

お茶入り畳「さらり畳」

お茶入り日用品

茶殻入りデザインウォール
「エコアートプラス」

断面図

茶殻入りパッケージ

「茶殻リサイクルシステム」がグリーン購入大賞「審査員特別賞」、
および地球環境大賞「環境大臣賞」を受賞
伊藤園の「茶殻リサイクルシステム」は、2010年10月に、第１２回グリーン購入大賞（主催：グリーン購入ネット
ワーク）の「審査員特別賞」、2011年2月には、第２０回地球環境大賞（主催：フジサンケイグループ）の「環境大
臣賞」を受賞しました。茶殻を配合した工業製品の開発を積極的に行い、茶殻リサイクル製品の種類を長年にわ

特集
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たって増加させていること、取り組みをさらに拡大させるため、異業種他社と連携した活動を進めていることな
どをご評価いただきました。
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紙原料を削減！

お茶の香りで
リフレッシュ！

原材料に茶殻を混ぜ

伊藤園では、お茶殻入り封

る分、紙の主要原料で

筒へ切替えることにより、1年

ある木材 パ ルプの 使

間で約0.85トンのパルプ使

ほんのりお茶のいい香りが。

用量が削減されます。

用量の削減につながりました。

リフレッシュ効果も期待できます。

お茶殻入り封筒には、

糊付けして貼り合わせ、
封筒が完成！

窓付き封筒の場合は窓穴
を 開けてフィルムを 貼り
ます。

薄い紙でも透けない！
薄くても中身が透けないので
軽量化が可能。内刷り不要で
インクの使用量も削減。

抗菌・消臭効果！
茶葉による抗菌・消臭効果がありま
す。封筒使用後は「下駄箱などに入
れて再利用」というユーザーの声も。

お茶殻入り封筒の導入を決めたのは、
他社との差別化が図りにくい封筒製品

身が透けにくいことから、封筒の紙を薄
くでき、内刷りの必要もなく、環境意識の

にあって、
これなら新しい環境製品とし

高いお客様からも高い評価をいただい

てのニーズが期待できるのではないか

ています。お茶独特の香りも評判が良

と考えたからです。非木材紙として有名

いですね。現在は、主に地方自治体や

なケナフやバカスは、原料調達が困難

企業から注文をいただいていますが、

ご担当者の声

なことが課題でした。その点、茶殻入り

一般の個人のお客様にも使ってもらえ

（株）イムラ封筒

の紙は、調達は何の問題もありません。

るよう、今後さらに販路を拡大していき

営業企画管理部

また、表面の模様のおかげで封筒の中

たいと考えています。

飲料だけではなくさまざまな形でお

家村正和 氏

段ボールなどの紙製品や、畳、樹脂など、

茶を利用していただく、
「お茶を通じた

茶 殻 製 品にかかわる企 業 の 交 流 会も

トータルサービス」の提供が当社の目標。

毎年開催していて、そこで生まれたネ

お茶のプロフェッショナルとして培って

ットワークが新たな展開につながるこ

きた技術を、飲料だけではない別分野

ともあります。今後も多くの人や企業

茶殻リサイクル製品もその一つ。封筒や

製品の幅を広げていきたいですね。

担当者の声

（株）伊藤園
でも活用していきたいと思っています。 と「チーム茶殻 」として連携しながら、 特販一部 新事業課

茶殻リサイクルシステムの詳細は、当社ホームページ http://www.itoen.co.jp/csr/recycle/ をご覧ください。
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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などを実践することに
より、企業価値の向上を目指します。

コーポレートガバナンスに対する考え方

また、業務運営の基本方針では、長期にわたり永続的な

伊藤園グループは、
「企業価値の向上」を図るために、

者、株主、販売先、仕入先、金融機関などと協調して企業の

の一つであると位置付けています。内部統制の仕組みの

社会的責任を果たし、すべてのステークホルダーの信頼

強化や、情報開示体制の確立に取り組むことで、経営の

に応えるための経営体制を確立することを掲げています。

透明性を確保し、健全な経営システムのもとで事業活動

水切りは銀河を走る小石かな
第
回
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を継続していくことが、社会における責任を果たすうえ

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、規程やガイ

で重要であると考えています。

ドラインを策定し、組織横断的なリスク管理体制を構築し

※コーポレートガバナンス：企業を健全に運営するための仕組み

て対応の強化に努めています。事業活動を遂行するうえ

コーポレートガバナンス体制

でのリスクについて、以下のように認識しています。

伊藤園は監査役設置会社です。社内監査役1名、社外監
査役3名が取締役会に毎回出席し、個別案件ごとに客観的

① コンプライアンス上のリスク

かつ公平に監査意見を述べるとともに、監査役会での監

法務部コンプライアンス室が中心となり全社的なコンプ

査方針に従い、取締役の業務執行を監査しています。

ライアンス教育を実施、推進しています。

■コーポレートガバナンス体制(2011年度)

② 情報セキュリティー上のリスク
個人情報保護方針を定め、個人情報の漏洩を未然に防止

株主総会
選任・解任

取締役会【経営・監督】
選任・監督

監査

選任・解任

て不正アクセス等を防止しています。

監査

コンプライアンス委員会

③ 品質および環境上のリスク

内部監査室
法務部コンプライアンス室

文部科学大臣賞

経営企画部
CSR推進室

各種専門委員会
・予算委員会
・長期経営計画委員会
・人事制度改善委員会

・内部統制推進委員会
・環境委員会
他

助言・指導

CSR推進
委員会

社外弁護士等

新俳句大賞

経営執行会議

製品管理基準ガイドラインを定め、品質や製造物責任の
会計監査人﹇経営監視﹈

監査
【内部統制】

【経営執行】

するとともに、コンピューターのセキュリティーを強化し

選任・解任

監査役会【経営監視】

代表取締役

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管理手法
により、全社的な問題として取り組んでいます。
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

内部統制システム
伊藤園は、内部統制の仕組みを構築する目的を以下
のように考えています。
（1）事業活動における業務の有効性・効率性の向上
（2）企業の財務報告の信頼性の確保
（3）事業活動にかかわる法令その他規範の遵守
（4）正当な手続きおよび承認による企業資産の保全

マネジメント報告
15

成長・発展と企業価値を高めるために、国、地域社会、消費

コーポレートガバナンス の充実を経営上の最重要課題
※

これらの達成と、2006年5月施行の会社法への対応
を目的に内部統制システムの基本方針を定めました。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。内部統制システムの
整備・運用状況については、内部監査室が独立的・客観的
立場から定期的に監査を実施しています。

ITO EN S - book 2011

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、被害を最小限
にとどめる体制を整えています。

情報開示(ディスクロージャー)
伊藤園グループでは、ディスクロージャーポリシーに沿
った情報の開示を行い、基本姿勢を掲げるとともに、情報
の開示に関して、金融商品取引法および東京証券取引所
の定める適時開示規則に従っています。
また、伊藤園を理解していただくために、公平性、迅速
性の観点から積極的な情報開示に努めています。

コンプライアンス
すべ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」の実現を目指します。

コンプライアンスに対する考え方

コンプライアンス強化への取り組み

企業経営や業務遂行の適法性および適正性を確認し、

2010年度は全国の営業本部および地区に「コンプラ
イアンスリーダー」
「推進責任者」を配置しました。全拠

てくださるすべての皆様の期待を受け止め、誠実に対応

点で毎月１回教育を実施し、教育後は報告書で確認を

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

行っています。

えています。
「伊藤園グループ行動規範」、
「個人情報保護方針」、
「プライバシー・ポリシー」、
「個人情報保護法に基づく公表事項」については、当社ホームページをご覧ください。

■コンプライアンス体制
取締役会の諮問機関「コンプライアンス委員会」を設置し、審議結果は取締役会に答申しています。専属部署
の法務部コンプライアンス室では、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し、顧問弁護士
などと連携をとりながら対処しています。
取締役会

調査結果は、
しっかりと
再発防止に役立てられます！

コンプライアンス委員会

公正に調査が
行われます！

その① 通報
コンプライアンス室と顧問弁護士２名が受

きんぎょすくいわたしも金魚もひっしです

消費者、投資家、地域の方々など伊藤園グループを支え

理 窓 口となり、面 談 、電 話 、文 書 、
ＦＡＸ、
e-mailで受け付けています。原則として実

その② 調査

調査担当部署

その③
連絡・報告

※クローバー：パート・アルバイト

報告されるとともに、
コンプライアンス委
員会へ報告され、再発防止に役立ててい
ます。

教えて！企業倫理ホットライン

内部通報の受理窓口として「企業倫理ホットライン」を設けています。この体制により、社内の法令違反や不
正行為に対して、迅速で適切な措置をとることができます。

を感じます。さらなる徹底のため、本社や生産部署等においても「コンプライ
アンスリーダー」
「推進責任者」を選任し、法令遵守体制を強化します。全社員
が一丸となって違反事案の未然防止・再発防止に努め、お客様を大切にし、かつ
社員が働きやすい「良い会社」づくりを目指します。
法務部 コンプライアンス室

新井英之
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マネジメント報告

コンプライアンス教育の成果が表れ、社員一人ひとりの意識が高まってきているの

大賞︵小学生の部・幼児含む︶

制度の利用が可能なのは正社員にとどまりません！

その③ 結果の連絡・報告
調査内容および措置の結果は、通報者に

伊藤園グループ全社員・クローバー※およびお客様

担当者の
声

22

新俳句大賞

その① 通報

通報内容は、公正に調査が行われます。
社外

コンプライアンス
担当者（各部署長）

社長・各部長

通報者の保護と
秘密保持は厳守！

その② 調査

通報

面談、電話、郵送、FAX、
e-mailで受け付けています！

伊藤園各部署

伊藤園グループ

名や通報内容の保守については、
「内部通
報内規」により厳守しています。

内部通報

グループ企業連絡会

名による通報内容のみ受理し、通報者の氏

顧問弁護士

回

企業倫理担当部署
法務部コンプライアンス室

第

企業倫理担当役員

16

お客様とのかかわり
お客様のご意見・ご要望に真摯に耳を傾け、双方向のコミュニケーションを図ることで、
より良い信頼関係を築いていきます。

品質管理についての考え方と取り組み

伊藤園の品質管理（主な検査）

伊藤園は、安全でおいしい製品をお客様にお届けする
ため、創業以来一貫して厳しい品質管理活動に取り組ん
でいます。食品の安全性についての社会からの要求がま
すます高まる中、お客様からの高い期待と信頼にお応え

一夏の青春コップで飲み干して

できるよう、原料調達から製造、流通のすべての過程に
おいて、製品の安全性確保に努めています。
原料となる茶葉や野菜・果実は、調達もしくは品質管理の

伊藤園と製造委託先に
よるサンプル検査

（形状、色つや、香り、水色検査）

・微生物検査
・理化学検査（残留農薬、成分分析）

・官能検査（味、香り）
・理化学検査（農薬）
・微生物検査

水

・水質検査

担当者が産地に赴き、栽培・加工・管理の各工程において定
められた方法で適切に行われているかを確認しています。
調達された原料は、味や香り、微生物や残留農薬など
の検査を経て、品質と安全性が確認されたものだけが製
品になります。
製品は伊藤園の管理基準を満たす工場で製造されて
います。委託製造の飲料製品は、伊藤園の品質管理部と
工場の品質管理者の両者が、すべての製造段階ごとの

第
回
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飲料原料

・官能検査

お客様満足についての考え方と取り組み

サンプルについて、人の五感による官能検査と、機械に

伊藤園の考え方の基本は「お客様第一主義」です。お

よる理化学検査を毎日行い、品質をチェックしています。

客様から、電話、手紙、e-mail等で寄せられるお問い合

なお、ホームページおよび製品パッケージQRコードで

わせやご意見・ご要望は、私たちにとって貴重な情報で

主な飲料製品の原産地表示をしています。

す。そのため、日々の営業活動においては、お客様から
いただくご意見・ご要望に、営業員が一つひとつ丁寧に、

新俳句大賞

伊藤園のトレーサビリティの取り組み
（緑茶飲料の基本的な流れ)

茶生産家

茶の問屋
仲介業者

ステムの国際規格）への自己適合を宣言し、ホームペー
ジに掲載しました。
２０１０年度には社員が常時携帯する
手帳に、
ＩＳＯ10002の 基本理念
ました。
■ お客様からいただいたご意見・ご提案の流れ
回答

STORE

お客様

報告

お客様
相談室

指導

全役員
情報の共有化
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報告

報告

社会性報告

小売店

社員

お客様
回答

製造委託工場

ご意見
ご提案

製造管理記録（原料となる荒茶や
加工日時など、荒茶を加工し、飲
料用原料に加工する際の記録）
製造管理記録（伊藤園から有償
支給した原料ロットや製造ライ
ン、日時など緑茶飲料を製造す
る際の記録）

行動指針 などを

掲載し、全社員へのＩＳＯ10002の考え方の浸透を図り

荒茶工場情報

静岡相良工場

17

荒茶製造管理記録（原料となる
生 葉を摘 採した 茶 畑 や 生 産 者 、
荒茶製造日時など、荒茶を製造
する際の記録）

２００９年度にＩＳＯ10002（苦情対応マネジメントシ

ご意見
ご提案

大賞︵中学生の部︶

荒茶工場

栽培管理記録（使用した農薬や
肥料、茶園管理など、茶葉を栽培
する際の記録）

そして誠実に対応するように心掛けています。

改善指示

関連部署

■ お客様相談室へのお問い合わせ内容（2010年度）
価格・種類・発売日 4.1％
製品へのご指摘 4.0％

２０１０年度にお客様の声により
発売した製品
行楽に限らず、お勤め先などにもマイボ

ご感想・ご提案 2.2％

トルを携行する方が増えてきました。マイ

その他商品関連 1.1％

ボトル派のお客様からのご要望にお応えし
その他
13.1％

購入希望
14.5%

「マイボトル用５００㎖用麦茶ティーバッグ」
を発売しました。

製法・配合・成分
11.3%

使用方法
7.3％

稲を刈る僕の頭は三分刈り

産地・農薬
11.2％
賞味期限
10.1％

容器・包装 6.6％
広告・販促関連 5.8％
品質規格 4.4％
営業関連 4.3％

お客様とのコミュニケーション
東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故以

（株）西鉄ステーションサービス 小嶋修一 氏
（写真右）
藤野さんが納品でお店に来られる時は、いつも

ました。テレビ・新聞などの報道内容によりお問い合わせ

笑顔で元気良くあいさつしてくれます。行動も

が増加することが予想された場合は、できるだけ多くの

機敏で一所懸命仕事に取り組む姿勢は、私たち

お客様のお問い合わせにお答えするため、社内応援体制

の店のスタッフにも伝わるため、みんなからの

をとって対応させていただいています。

信頼も厚いです。商品の提案や売場での展開

製造している工場の所在地の確認でした。そこで、ホー

い提案や意見を出してお店の運営に積極的に

ムページでも確認いただけるように、
「最近よくいただく

協力してくれています。今後も引き続き、精力

ご質問コーナー」に、製品ごとの賞味期限と、製造工場の

的な提案や意見をもらいながら、売場のさらな

所在地の一覧を掲載しました。

る活性化につなげていきたいと考えています。

また、一部の野菜、水道水および茶葉からの、基準値を
超える放射性物質検出という報道に対し、使用している
野菜、水の安全性、および緑茶をはじめとした製品の検
査体制について、随時ホームページでご案内しています。
■ ホームページ「お客様相談室」の「最近よくいただくご質問」コーナー

営業担当者
福岡西支店

藤野貴倫

お 客 様 の 話 の 内 容 を 理 解し、そ れに対して
しっかりと回答することを心掛けています。その

大賞︵高校生の部︶

について相談すると、お客様目線を心掛けた良

22

新俳句大賞

特に多かったお問い合わせは、製品を製造した日と

回

ーク時には普段の６倍を超えるお問い合わせが寄せられ

第

降、消費者の方々の、製品の安全性への不安が高まり、
ピ

お客様

ため会話も弾み、仕事がしやすいとよくご評価
いただきます。
「お互い一緒になって売上を伸
ばしていこう」と言われた時は、自分のことも考
えてくれているのだとうれしかったです。今後も、
お客様とのコミュニケーションをもっと図るた
まで以上に喜んでいただける営業活動を行い、
良い信頼関係を築いていきたいと思います。
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社会性報告

めに、勉強していろいろなアイデアを提案し、今
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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
伊藤園は創業以来、
「人を人として遇する」の理念の
もと、学歴や性別にかかわらず誰にでも平等にチャンス

より「伊藤園大学院」が開校され、さらなる自己啓発に取
り組む社員が、経営感覚を身につける場として入学して
います。

が与えられ、公正に評価される「実力主義」を採用して

踏み切りの棒が上がって春が行く
第
回
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います。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おり、福利厚
生面だけでなく、全社員が新しい商品や販促提案などの

伊藤園大学院
卒業生の声

幅広い提案を行える社内提案制度「VOICE制度」があり
ます。
社員の能力向上のため、教育制度を充実させ、知識や
技術力の向上を支援しています。その顕在化した実績や

名古屋南支店 支店長

能力の発揮度合いを評価する人事評価は、自己評価と直

廣濱 主

接・間接の上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、次年度の個人目
標設定に反映させています。

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、パワーハ

経営方針にある「全員で勉強し目標に向かって
チャレンジする」を実践しようと考え、入学を決
心しました。毎回の講義で、今まで知らなかった
考え方などを競合や異業種との比較で学んだこ
とで、広い視野で日頃の業務にあたれるように
なりました。自らをさらに成長させたいと考えて
いる社員には入学を勧めていきたいと思います。

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、実力主義を徹底して働きやすい職場環境の

新俳句大賞

整備に取り組んでいます。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

1994年から開始した「ティーテイスター（茶資格）」

の改善・再発防止を図っています。

制度は、茶に関する高い知識と技術を持つ社員に資格を

※企業倫理ホットラインについてはP16をご覧ください。

付与し、茶に関する知識と技術の向上、社内外への茶文

大賞︵一般の部Ａ︶

化および知識の普及などを目指しています。毎年職種や

人材育成
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、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社内制度を整え

部 署 を 問 わ ず 多くの 社 員 が 挑 戦し 、現 在 、全 社 員 の
20.8%が資格を保有しています。

多様性のある職場づくり

ています。また、現場でのさらなる実践力につなげるた

伊藤園は、社員の採用、昇進、昇格において、性別、年

め、知識教育強化として、学びの場（通信教育）を推進し

齢、学歴、国籍、障がいの有無等に関係なく、徹底した実

ていきます。

力主義のもと公平な処遇を行っています。

伊藤園大学・伊藤園大学院

男女機会均等

1989年に設立されたこの制度は、営業の基礎や応用、

社会性報告
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ティーテイスター

2010年度の従業員男女比率は男性が90.8％、女性

財務関連、マーケティング、組織などのカリキュラムから

が9.2％となり、2009年度より女性比率が0.3ポイント

社員が学びたい内容を選び、知識の修得を目指して1年

向上しました。

間、課題やグループ討議に取り組みます。今後は語学な

営業社員が自ら商品の積み下ろしなどの納品業務を

どカリキュラムを増設していきます。さらに2009年度

行うルートセールスを主体とした営業形態のため、男性

ITO EN S - book 2011

社員の比率が高いのが現状です。今後も職種の拡大や
能力発揮の機会を増やすなど、女性がいきいきと働くこ
とのできる職場づくりを推進していきます。

女性

4,794名
（90.8%） 484名
（9.2％）

現場からの意見を吸い上げ、縦横のコミュニケーショ
ンを図り、より良い職場環境をつくるため、職場環境改善

男女従業員数（2011年4月末現在）
男性

職場環境改善推進委員会の活動

合計

推進委員会を設置しています。委員は各事業所より選任
され、原則として年に3回、エリア別に委員会を開催して
います。

5,278名

男女別指導職・管理職者数（2011年4月末現在）
女性

合計

2,093名
（98.7%）

27名
（1.3％）

2,120名

採用者数（2011年4月新卒者実績）
男性

女性

合計

140名
（83.3％）

28名
（16.7％）

168名

障がい者雇用の推進
2011年4月現在、88名の障がいを持つ社員がさま
ざまな職種で働いており、障がい者雇用率は1.86％で
す。採用前に配属予定拠点にて、
２週間の事前実習を行
上を図っています。
供することで就職に向けた支援を行うと同時に、社員の
理解促進にも努めています。

ワーク・ライフ・バランス（社員の仕事と生活の調和）を
推進するため、子どもが増えるに従って増額する扶養手

事例が共有できました。問題点は貼りだして共
有化し、委員会で得た成功事例とすり合わせ、
できることから改善していきました。朝礼など
で時間管理を促し続けることで意識が高まり、
業務効率が上がりました。また、支店全員で営
業ルートをフォローし合い、有給休暇取得を推
進しました。サマータイムなどの新しい制度に
ついても積極的に話し合って、成果を出してい
きたいと思います。

当の継続や、育児や介護に携わる社員の支援のため各

労働安全衛生

全社一斉の「ノー残業デー」の実施や、有給休暇、連続5

全社員対象の健康診断では、法定以上の検査を実施

日以上の長期休暇の取得を継続して促進することで、長

し、希望者に対して婦人科健診や前立腺検診を一部会社

時間労働抑制に取り組みました。

負担で行っています。そのほかにも健康診断再検査補助

また、社員の育児休業については、男性・女性の分け隔

金制度などを通して社員とその家族の方の健康管理を

てなく積極的な制度活用を図ることを目的に定めた行

支援しています。また、産業医のカウンセリングによる、

動計画を、着実に実施してきました。その結果、2010年

健康相談や心の悩みについての対応など、社員がいきい

11月に次世代育成支援対策法

きと働くための支援をしています。

に基づく基準適合一般事業主と
して認 定を 受け、次 世 代 育 成 支

大賞︵一般の部Ｂ︶

種制度の拡充を行ってきました。
2010年度も社員の労働環境をさらに整備するため、

22

新俳句大賞

ワーク・ライフ・バランスの推進

委員会では、各拠点の強い改善意識を感じ、好

回

また、障がいを持つ方に職場での就業体験の機会を提

（右が本人、左は東京港南支店支店長 荻原健夫）

第

い、本人と職場との適性を確認することで、定着率の向

東京港南支店 根岸文章

この蟻もアフリカ象もただ一世

男性

職場環境改善
推進委員の声

2010年度の労災発生件数は82件で、2004年度か
ら引き続き減少傾向にあります。

援マーク「くるみん」を取得しま

社会性報告

した。今 後も会 社 全 体で各 種 制
度の充実・意識の向上を図ってい
きます。
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地域・社会とのかかわり
社会を構成する企業市民として、さまざまな取り組みを行っています。

社会貢献における考え方
明るく住みやすい社会を、地域の方々とともに築いて

お〜いお茶新俳句大賞
新俳句は学校教育でも取り入れられ、子どもたちの表現

いくことが社会への貢献の第一歩であると考え、取り組

力の育成、情緒教育に適した題材として活用されるなど、

んでいます。

老若男女を問わず、毎年、多くの方にご応募いただいてい

静岡相良工場での取り組み
地域社会との親睦やお取引先様との交流、社員とその

正座した僕の両足炭酸水

家族との懇親を目的に、毎年工場祭を開催しています。
バザー、模擬店、お茶の手揉み実演やミニコンサートなど
のイベントを楽しみに1,500人近い来場者がいらっしゃ
います。
2010年度は、工場がある牧之原市役所にも出展して
いただきました。バザーなどで得た収益金はすべて地元

ます。その特徴は、季語や五・七・五の定型などにとらわれず
自由な感性を楽しむというコンセプト、入賞作品を「お〜
いお茶」シリーズのパッケージに掲載していることです。
今後も当コンテストを通じて、より多くの方に俳句創
作を楽しむ機会を創出していきます。
[第22回応募総数]1,712,928句
[入賞作品]2,000句
[累計応募総数]21,117,624句

の福祉施設に寄付しています。

第
回
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伊藤園レディスゴルフトーナメント
新俳句大賞

健康で豊かな生活を応援する企業姿勢の一環として、

琵琶湖環境保全活動
「お茶で琵琶湖を美しく。」

ています。また、
トーナメントの入場料収入およびウェア

滋賀県が推進している「マザーレイク２１計画」に賛同

の販売収入等は、全額、社会福祉事業やスポーツ振興に

優秀賞︵小学生の部・幼児含む︶

し、2008年度より、社員による琵琶湖周辺の清掃活動

寄付します。その金額は例年、およそ800万円になりま

や、お客様にも参加していただくヨシ刈りなどの環境保

す。さらに開催地千葉県を中心に広くボランティアを募

全活動を実施しています。

り、運営を委ねています。地元の中学生にもボランティア

2010年度は、周辺地域の皆様にも多数ご参加いた

に協力いただき、期間中のボランティア数は述べ1,600

だき、約1.6トンのヨシを刈りました。また関西地域にお

名にもなります。これからも「スポーツ振興 」
「 地域振

ける2010年12月から2011年2月までの「お〜いお

興」
「社会貢献」に力を入れ、社会的にも意義のあるトー

茶」全飲料製品の売上の一部を滋賀県に寄付し、琵琶湖

ナメントを目指していきます。

の環境保全に役立てていただいています。

社会性報告
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1985年より毎年、女子プロゴルフトーナメントを開催し
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チャリティ募金

（株）伊藤園関西茶業

1966年の設立以来、社員による年末チャリティ募金

伊藤園神戸支店や関西の営業スタッフと協力して、毎

を続けています。集まった募金で、福祉施設や養護施設

月2回、神戸市の「美ing神戸市民運動」に参加し、最寄

などへ希望される品物を寄贈しています。

駅から本社への通勤路の清掃や植込みの手入れを行っ

年度

寄贈先

寄贈品

社会福祉法人
文京槐の会

40型液晶テレビ

2006

介護老人保健施設
大泉学園ふきのとう

介護用品一式

2007

港区立特別養護老人ホーム
白金の森

車椅子 2台

2008

杉並区特別養護老人ホーム
南陽園

車椅子 5台

2009

高齢者介護複合施設
デイサービスきらら一之江

エレクトーン
ギター

※このようなまち美化運動「アダプトプログラム」は伊藤園グループでも
推進し、年々実施事業所が増えています。
実施事業所：本社ビル、西新宿ビル（伊藤園と（株）グリーンバリューの合
同）、台東浅草ビル、滋賀支店、大津支店、寝屋川支店、関西量販店部・茨
木支店、神楽坂ビル（タリーズコーヒージャパン（株））

■ 左は伊藤園関西茶業。右は茨木支店

関連会社の取り組み
伊藤園産業（株）

タリーズコーヒージャパン（株）

毎年、地元の学校の課外授業として工場見学や職場体

「コーヒースクール」をはじめ「絵本読み聞かせ」など各
店舗でイベントを開催しています。2010年度は「手話」

いを体感していただいています。職場体験では衛生教育

によるコーヒースクールを開催しました。

回

ちでブレンドし手づくりしたティーバッグを飲み、味の違

第

験を実施しています。見学会ではお茶の講義や、自分た

地域社会に根ざした「コミュニティーカフェ」として、

毛糸編むひそかに私も心編む

2005

ています。

22

や箱詰めなどの作業実習を通して、働くことの喜びや社

広島では8月6日の平和記念式典にて、お客様と一緒

会人としての責任感を学ぶ場として活かされています。

に折った「千羽鶴」を寄贈するなど地域の方々との交流
を深めています。好事例は全店で共有し、より工夫を凝
確立を目指します。

新俳句大賞

らした取り組みをすることで「コミュニティーカフェ」の

優秀賞︵中学生の部︶

（株）沖縄伊藤園
マブヤードリンク製品の売上の一部を寄付し、沖縄県の
青少年育成事業と自然保護に役立てていただいています。
また、
「海と大地の湧昇水PET500㎖」に配合する
万座沖で汲み上げた海洋
深 層 水を 購 入 する際 、協
力金を上乗せしてお支払
いし、恩 納 村 漁 業 協 同 組

社会性報告

合が取り組むサンゴ礁の
再生事業に役立てていた
だいています。

マブヤードリンク

海と大地の湧昇水
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地域・社会とのかかわり

「お茶で日本を美しく。」キャンペーンの実施
2010年6月から8月の「お〜いお茶」飲料全製品の売上の一部を、自然環境の保全・整備活動などに寄付させていただ
くとともに、社員も環境保全や美化活動のボランティア活動に参加しました。

①北海道

②宮城県

③東京都

僕がいてりんごみたいな君がいる

北海道の東部、厚岸郡にある霧多布湿原

ラムサール条約に登録され、多くの観光

東京都が推進する「校庭の芝生化」
「海

にてごみ拾いなどの清掃活動を地元のＮＰ

客も訪れる宮城県北部の伊豆沼・内沼にて

の森」の取り組みに賛同し、都内小学校４

Ｏ法人「北海道遺産協議会」の方々と一緒

周辺道路の清掃活動や、地元漁協と協力し

校の校庭の芝生の維持・メンテナンス活動

に行いました。当日は380ｋｇ以上のごみ

て、
うなぎの稚魚の放流も行いました。

や、海の森の植樹活動に参加しました。

を回収しました。

④山梨県
富士山五合目登山口にて、
ごみ拾いや登
山客へごみ袋を配布しました。

①

第
回
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⑤静岡県

②

「富士山一斉清掃」の御殿場口側に参加

新俳句大賞

チャーを受け、間伐する樹の選定から、伐

レンジャー」様の案内で富士山の概要や登
保全活動の大切さを学びました。

優秀賞︵高校生の部︶

⑨福岡県

ひこさ ん

か いしょ

瀬戸市「海上の森」にて、夏と秋の2回、
ＮＰＯ法人「海上の森の会」の方々のレク

しました。また、清掃と併せて「富士山エコ
山マナー、自然環境のレクチャーを受け、

⑥愛知県

⑨

⑧

⑦

⑥ ⑤④ ③

⑧広島県

採、運びやすい大きさへの切断や枝打ち
を行いました。

⑦大阪府

開発などにより自生種が少なくなった八

堺区の「共生の森」森づくり活動に参加

観を取り戻すため、お客様と一緒に、
シダの

幡高原 カキツバタの里 をよみがえらせ

し、大阪府民の方々が植樹したエリアの雑

群生を伐採し、
シカの侵入防止のための防

るため、地元の方々と一緒に草刈りなどの

草刈りを行いました。また、生駒山系「花屏

護柵を張る事前準備を行いました。福津市

作業を行いました。また、広島県が管理す

風」
（柏原市亀の瀬地区）の、ヤマザクラを

御供田地区では、自治体と地域住民の方々

る広島県緑化センター内の間伐ボランティ

植樹した区域で、苗木の生長の妨げになる

と連携し、
ビオトープ造成予定地の、ため池

アに参加しました。

雑草の刈り取りを行いました。

シカの食害から英彦山の自生植物の景

の造成と歩道の草刈りを実施しました。

社会性報告
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「お茶で日本を美しく。」キャンペーンの詳細は、当社ホームページ http://www.itoen.co.jp/kirei/ をご覧ください。
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東日本大震災への対応
2 0 1 1 年 3 月に発 生した 東日本 大 震 災におい ては、
「飲料水は、非常時に救援物資となる。迅速に飲料水・生
活水として配布する」という普段の心構えにより、翌日よ

放射性物質測定による製品の安全性の証明
震災後に発生した放射性物質の拡散について、当社の
製品の安全性を確保するために、放射線量測定器により、
原料と製造後の製品の検査を実施しています。

り現地・近隣拠点から直接、自社の飲料製品を100万本
提供させていただきました。また、義援金1億円を、日本
赤十字社を通して寄付しました。
また、今回の災害からの復興には長期化が予想される
ため、追加支援として、2011年5月から8月の主力飲料
だきます。
そのほか、2011年度の新卒採用について、エントリー
シート受付延長や採用選考時期の延期を行いました。今後
も被災地への支援について積極的に取り組んでいきます。

タリーズコーヒージャパン（株）での取り組み
全店舗にて節電営業に切り替えるとともに、3月17日
から募金箱を設置しました。また、4月8日から5月31日
までチャリティドリンク
として「ティラミスス
ワークル 」と「 ショコ
ラミントスワークル 」
を販売し、売上の一部

第

と募 金 箱にお 寄 せ い
ただいた義援金を

回

「赤い羽根共同募金」
節電対策

電話にも湯沸かし器にも返事する

製品の売上から１本1円を義援金として寄付させていた
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を通じて寄付しました。

電力の最需要期となる夏季に全国的な節電対策を早
期に決定し、実施しました。
毎年6月1日から実施していたクールビズを5月16日
からに変更。
・サマータイムの導入

口蹄疫、新燃岳噴火による被害への対応
茶産地育成事業の展開や、野菜原料の提供でご協力
いただいている宮崎県が、口蹄疫で畜産農家が大きな被
害を受けたため、義援金100万円と飲料製品2,400本
を社会福祉法人宮崎県共同募金会を通じ、寄付しました。

・蛍光灯対策

また、2011年１月に起きた新燃岳の噴火に伴う降灰

必要最低限に電球を間引くとともに、本社ビルは全蛍

により、茶産地育成

光灯をＬＥＤ照明に変更。

事業などで協力い

・パソコン
一定時間、操作しないと電源が切れるモードに変更。
・エレベーター

ただいている宮崎
県都城市が農作物
の生育不良や汚損

2アップ3ダウンの階段使用徹底。

などの被害を受けた

電力ピーク時（14時から16時）に1基停止。

ため、同じく100万

・自動販売機
自動販売機は、災害時の水分補給を担うライフライン

円を寄付しました。

優秀賞︵一般の部Ａ︶

6月1日から9月30日までの就業時間を原則１時間早
め、8時から16時30分に変更。

新俳句大賞

・クールビズの前倒し

■ 口蹄疫への義援金寄贈

社会性報告

の役割も果たす一方で、電力を消費するため、さまざ
まな節電対策を行いました。
・輪番制による冷却機能停止時間延長
・屋外自動販売機の消灯
・LED照明機の新規標準採用
ITO EN S - book 2011
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環境経営
全拠点全部署でISO14001（環境経営システム）認証を取得し、経営方針
「みんなで環境を考える伊藤園」を実践、取り組んでいます。

2010年度 環境目標

実績

環 境目標と

茶殻リサイクル製品増加

１０アイテム

実績

販促物のグリーン素材率100％

100％

環境教育の推進

新任拠点長教育早期実施

※中期・短期環境目標および実績の一覧は、当社ホームページ http://www.itoen.co.jp/csr/system/ をご覧ください。

寒天干す怒涛のような銀河系

環境経営への取り組み

■ ISO14001認証取得事業所（伊藤園および関連会社）

全拠点全部署でISO14001（環境経営システム）認
証を取得し、環境負荷の低減と活動内容の向上を図って
います。営業、生産、本社の各部門それぞれの業務に沿っ
た環境目標を立て、継続的改善活動をしています。今後
は、グループ会社へも認証範囲を拡大していきます。

伊藤園グループ環境方針
【環境基本理念】

第
回
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取得年月

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

飲料原料部

2003年11月 飲料原料の購買

飲料部

2003年11月 飲料製品・資材の購買

物流部

2003年11月 飲料製品の物流

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

伊藤園産業（株）2007年12月 茶葉製品の製造・包装と物流

伊藤園グループは、
「お客様第一主義」に基づき、すべてのお

沖縄名護工場

2009年1月

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

営業拠点部門

2009年3月

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。

（株）グリーンバリュー 2010年3月

飲料製品の製造
茶葉および飲料製品の販売
自動販売機等の選定、購入仲介、設置業務

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

新俳句大賞

【環境行動指針】
1．
省資源化・省エネルギー化を推進します

設け環境汚染を防止しています。また、全事業所が毎年、

2．
排出物の抑制、適正処分・リサイクルを推進します

法規制登録簿で法令の遵守確認を実施するとともに、法

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

優秀賞︵一般の部Ｂ︶

続的改善を図ります

務部・内部監査室・環境部による現地確認を行っています。
※
を導入し、廃
2010年度は「電子マニフェストシステム」

4．
地球温暖化・大気汚染の防止に努めます

棄物の適正処分と管理を強化しました。2010年度の法

5．
環境に配慮した製品開発、製品製造、研究に努めます

規制違反はありませんでした。

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
意識して行動します

※廃棄物処理法で推奨されている、排出事業者、収集運搬会社、処理会社
をインターネットでつなぎ、廃棄物の管理の一元化と強化を図るシステム。

グリーン購入への取り組み
当社で定めた「グリーン購入基本方針」と「グリーン
購入ガイドライン」に沿って、原材料から事務用品、自動

■ 環境経営推進体制

販売機、車両などについて、環境に配慮したものを優先

経営執行会議

的に購入しています。2010年度のグリーン購入率は

環境委員会
環境委員会事務局

本社部門

環境報告
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取得事業所

【部門テーマ】
環境を思うしくみづくり
【主な役割】
環境負荷低減に向けた
政策立案・啓発

営業部門

【部門テーマ】
地域を思いやる営業活動
【主な役割】
環境負荷低減の推進・
情報収集

DO

伊藤園全社員
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生産部門

【部門テーマ】
環境を考えた製品づくり
【主な役割】
生産・製品設計から取り組む
環境負荷低減

76％でした。

伊藤園グリーン購入基本方針
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。

環境コミュニケーション

環境教育への取り組み
「S-book」を全グループの社員および配属前の新入

社内外とのコミュニケーションも重要な課題と考え、

社員に毎年配布し、読後はフィードバックシートを記入す

取り組みを強化しています。一般の来場者が多い環境展

ることで、環境意識の向上に努めるほか、時事問題や環

示会「エコプロダクツ」に2009年度から出展し、社員が

境用語をわかりやすく解説した教育冊子「ecoガイド」を

来場者に直接説明を行って、
「お〜いお茶」を通した、伊

毎月発行し、部署内教育に役立てています。本社部門、生

藤園の取り組みを広くお伝えしています。

監査員教育を毎年実施していま
す。2009年度からは、環境部員
が 新 任 拠 点 長 を 現 地 訪 問し 、
ISO14001の運用教育を行って
います。また、東京商工会議所主催
の「環境社会検定試験(eco検定)」
は、22名が合格しています。

■ ecoガイド

S-book2010のアンケート結果（抜粋）

るよう心掛けている。

2010年度は、社員3,962名から回答がありまし

【伊藤園の社員として、正直で誠実な行動】
・お客様の立場に立ちながらの営業を心掛け「一番の

て特集で掲載し、社内浸透がさらに進むことを目指

ビジネスパートナーは伊藤園」と言っていただけるよ

すとともに、ここでは社員から寄せられた感想や意

う、日々細かい小さい約束を着実に守っていけるよう

Q. これからの伊藤園をつくるために実践していることは？（自由回答）
2,000
1,500

に入りたいと思う気持ちが強くなるよう、日々の営業

・環境配慮型の自販機を積極的に提案している。
298件

289件

264件

207件

・効率的なルートを回ったり、車内在庫を明確にし、過
少しでも燃費を上げられるようエコドライブに取り組
んでいる。
【お茶文化への理解と情報発信】
・
「世界最強のティーカンパニー」を目指すため、全

審査員賞

自 分にできること・
やるべきことを
着 実に実 行

お茶 文 化への
理解と情報発信

環 境 に 配 慮 した 行 動

伊 藤 園の社 員 として︑
正 直で誠 実な行 動

﹁お客 様 第一主 義 ﹂の実 践・
密なコミュニケーションの
実践

剰な積み込みを無くして商品管理を徹底することで、

新俳句大賞

【環境に配慮した行動】

500

22

で見本になるような姿を心掛けている。

1,544件

1,000

0

実践してる。
・これから就職を考えていくような方たちが、伊藤園

回

見の中から、回答の多かった項目を紹介します。

第

た。特に関心が高かった項目の一部をより掘り下げ

ドキドキが﹁やった﹂にかわった運動会

産本部では、ISO14001の内部

社員が「茶」のスペシャリストになるよう社内教育に取
り組んでいる。

社員自身が取り組んでいる具体的な実践例
【「お客様第一主義」の実践・密なコミュニケーションの実践】
・売上は業界3位でも、お客様との信頼関係は1位
と自信を持って言えるよう接している。

・茶産地育成事業は、
これからの日本の農業全体の良
いモデルケースとなると思うので、
しっかりと私たち
の理念をお客様に伝える。
【自分にできること・やるべきことを着実に実行】

・お客様や地域とより良い関係を築き上げ、人の心を

・
「これからの伊藤園」をつくっていくためには、
まず第

持った営業活動を心掛けている。時代が変わりビジ

一に「今の伊藤園」を大事にすることが大事。今の伊
藤園を大事にするために、社内外にかかわらず、まじ

ていきたい。

めに仕事に取り組む。

・お客様が抱えている問題をともに考え、クリアして
いくことにより、お互いに成長していける関係をつく

・生産を担当する立場として、品質管理の徹底を行っ
ている。

ITO EN S - book 2011
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ネスの方法が変わっていってもそのことは大事にし
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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指します。

INPUT
原

OUTPUT

料

生

自社の生産活動および
製造委託先で使用したもの

ハンカチは涙の雨漏り受けとめる

荒茶（緑茶原料） ･･･････ 24,182t
その他原料 ････････････ 70,147t
ウーロン茶・紅茶

自社の工場
静岡相良工場 ･･･････････････････････ 27,242t
・茶葉製品、原料茶葉、
コーヒー原料
・茶葉製品

資

材

自社の生産活動および
製造委託先で使用したもの
PETボトル ････････････ 85,601t
スチール缶 ････････････ 16,867t
アルミ缶 ････････････････ 1,725t
その他飲料容器 ･･････････ 3,562t
段ボール ･･････････････ 59,580t
茶葉包装資材 ････････････ 4,517t

第
回

自社の生産活動で使用したもの

新俳句大賞

電 力･･･････････････ 876万 kWh
燃 料
（原油換算）････････ 880 ㎘
用 水 ･････････････ 204,224 ㎥
軽 油 ････････････････････ 18 ㎘
ガソリン ･･････････････････ 22 ㎘

用水

浜岡工場 ････････････････････････････････ 146t

・茶葉

・飲料製品

茶葉製品

製造委託先
飲料製品の製造委託について
伊藤園では製品開発および原料調達
を行い、売上の89%を占める飲料製
品のほとんどを外部に製造委託して
います。

物流・販売

製造委託先から排出したもの
CO2 ･･･････････････ 174,713t

大気排出
CO2･･････････････････ 29,791t
NOx･････････････････････ 152.2t
SOx････････････････････････ 2.0t

審査員賞

営業拠点 201 拠点
自動販売機 149,879 台
※自動販売機およ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
が困難な数値については記載してい
ません。

専門店（直営）156店舗

出

車両 3,574 台

荷

PETボトル入り飲料製品 ･･･････ 2,626 百万本
缶入り飲料製品 ･･･････････････････ 570 百万本

環境報告

紙容器入り飲料製品 ･･････････････ 356 百万本
びん入り飲料製品 ･････････････････････ 3 百万本
茶葉製品･･････････････････････････ 123 百万本
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排出物･･････････････････ 1,712t

大気排出

営業拠点、本社、研究所
および車両で使用したもの
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廃棄物

飲料製品の原料と製造方法

17,297,054㎥

電 力･････････････1,535万 kWh
燃 料（原油換算）････････ 141 ㎘
軽 油････････････････ 7,467 ㎘
ガソリン･･････････････ 1,614 ㎘
LPG（車両燃料）･････ 38,419 ㎥
天然ガス･････････････ 27,170 ㎥
用 水･･･････････････ 66,399 ㎥

CO2････････････････････ 7,611t
NOx･･･････････････････････ 4 .1t
SOx･･･････････････････････ 7.8t

自社の生産活動から排出したもの

沖縄名護工場 ････････････････････････ 14,178t

製造委託先で使用したもの

エネルギー

大気排出
自社の生産活動から排出したもの

福島工場 ･･････････････････････････････ 2,199t

果汁原料等

エネルギー

22

産

電力について
※大気排出の算出係数は、
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」
に基づいて計
算しています。

地球温暖化防止への取り組み
重点課題として、地球温暖化防止に取り組んでいます。

地球温暖化防止に向けた取り組み

営業車燃料使用量の削減

2010年度中期環境目標である、
「全社のCO2排出量

2010年度 環境目標

2004年度比 10％削減」に向け、省エネ設備への切替
えや車両燃費向上、不要電力の削減など、全部署で省エ

車両からのCO2排出量
2007年度比３％削減

ネルギー活動に努めました。今後もISO14001による

電気・燃料の使用量削減

東日本大震災後に発生した燃料不足によるものもあり
ますが、燃費の良い車両の導入や、営業の効率化とエコド
ライブ推進の効果が表れ、全社の燃料使用量および、1台
当たりの燃料使用量はともに減少しました。

省燃費車両の導入

(㎘) ■ ガソリン使用量 ■ 軽油使用量
9,000 ● 1台当たりガソリン使用量 ▲ 1台当たり軽油使用量

エコドライブの実施

(ℓ/台)
4,000

省エネ型自動販売機の導入
クールビズ

6,000

ウォームビズ

2,683

2,859

2,777

2,805

2,484

2,378

2,399

2,306

7,325

7,986

2,000

2,143
7,467

7,857

3,000

1,000
1,426

1,522

1,646

1,614

1,637

0

'06
'07
■ 営業車燃料使用量の推移

'08

'09

'10 (年度)

回

0

第

製品のブロック販売
（生産−販売の輸送距離短縮）

7,992

3,000

2,687

はやぶさの孤独を想う午前二時

地球温暖化防止に向けた施策一覧

8.1％削減

（1台当たり）

取り組みを強化、推進し、2013年度には、新しい中期目
標としてCO2排出量を2009年度比8％削減します。

実績
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環境配慮型車両導入

ハイブリッド車の導入50台、
260台稼動

導入33台、
稼動247台

「ハイブリッド車の導入50台」については、用途に合

全 国 2 0 1ヵ所 の 営 業 拠 点 に 配 属 さ れ た 営 業 員と

わせて軽自動車への切替えを行ったため、33台の導入

3,574台の営業車両が149,879台の自動販売機や、

にとどまりました。車両導入時において国が定める基準

お取引先様に製品をお届けしています。事業の拡大に伴

をクリアした低公害車と、ハイブリッド車などの環境配慮

い車両台数や自動販売機の保有台数が増加しているの

型車両の全車両に占める割合は69.3%となりました。

で、車両1台当たりのエネルギー使用の削減と、大気汚

今後も、環境配慮型車両を積極的に導入し、2013年度

染物質の排出抑制は重要課題であると認識しています。

には、稼動比率80％以上を目指します。

そのため、環境配慮型車両の積極的な導入や、営業
ルートの効率化等による使用燃料の削減に取り組んで
います。
全国を5つのブロックに分けて飲料製品を委託製造し、
運送エネルギー消費を抑制しています。また、飲料の原
料輸送についても一部を、車両から鉄道に変更するモー
ン物流を推進しています。

2,000
1,500

■ LPG車
■ 一般の低公害車

0

80
69.3

1,182

60.4
45.3

53.2

60

40

34.7

'06

100

2,156

1,583

1,000
500

1,925

2,477 (%)

20

'07

'08

'09

0

'10 （年度）

■ 環境配慮型車両導入の推移
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環境報告

ダルシフトのエリア拡大など、積極的に取り組み、グリー

(台) ■ 天然ガス車 ● 環境配慮型車両比率
2,500 ■ ハイブリッド車

審査員賞

物流・販売体制の効率化

実績

新俳句大賞

ブロック物流のエリア

2010年度 環境目標

28

地球温暖化防止への取り組み

二酸化炭素排出量の推移

電力使用量の推移

2010年度 環境目標
全社で2004年度比 １０％削減
（売上高 原単位・沖縄名護工場除く）

生産本部からの排出
2009年度以下（生産量原単位）

実績

2010年度 環境目標

実績

15.2％削減

事務・営業・研究部門で
2004年度比 20％削減

15.8％削減

（売上高 原単位）

9.5％削減

静岡相良工場で2009年度比
5％削減（生産量原単位）

1.7％削減

東日本大震災により福島工場の一時稼動停止および
燃料不足に伴う営業車両の運行制限もありましたが、エ

大根を抜いてる私神戸っ子

生産設備のエネルギー源をLPGから電力へ転換したこ

いたため、排出量・原単位ともに減少しました。

とにより、使用量が増加しましたが、原単位では削減しま

今後は、2013年度中期目標「全社で2009年度比

した。中期目標に、省エネ設備・機器への切替え促進を掲

８％削減」の達成を目指し、省エネルギー効果の高い設

げ、2011年度は、10拠点の倉庫照明のLEDへの切替

備や車両への交換を進めます。

えを進めます。
(t-CO2/百万円)

(t-CO2) ■ 生産部門 ● 売上高 原単位
（会社全体）
50,000
■ 営業・事務・研究部門

40,000

31,342

第
回

22

猛暑による事務所での空調使用の増加および、新しい

コドライブの推進や生産設備の効率的な稼動を進めて

3,191

30,000

0.121

36,740
7,032
0.123

38,895

40,030

7,308

8,020

0.126

0.128

39,013
7,836
0.125

37,402

0.15

7,611

（会社全体）
(万kWh) ■ 生産部門 ● 売上高 原単位
2,500 ■ 営業・事務・研究部門
2,376
2,342

1,928

2,000

489
0.113

0.10

686

751

821

867

876

1,500
80

20,000
28,151

29,708

31,587

32,010

31,177

29,791

0.05

74.13

1,000

500

新俳句大賞

0

'04
（基準年）

'06

'07

'08

'09

75.97

74.91

72.64

70.43

10,000
1,439

1,412

1,491

1,521

1,509

'04
（基準年）

'06

'07

'08

'09

73.14

1,535

0

'10（年度）

0

■ 二酸化炭素排出量（会社全体） ※ 2006年度から、沖縄名護工場分を含む

60

'10（年度）

■ 電力使用量（会社全体） ※ 2006年度から、沖縄名護工場分を含む

ISO14001の取り組み事例

審査員賞

・海老名支店
営業車両の燃費向上を目指し、燃費の良い営業
員が全員の前で運転のコツ
を発表しています。支店のメ
ンバーが説明するため、具体
的で取り組みやすく、2年連
続で燃費が向上しています。

生産部門燃料使用量の推移
エネルギー源の電力への転換と生産設備の効率的な
稼動を進め、使用量・原単位ともに減少しました。
特 に全 体 の６割 以 上 を 占 める沖 縄 名 護 工 場 で は 、
2009年度比10％減少しました。
(㎘：原油換算) ■ 燃料使用量
1,200

新型ハイブリッド車の性能検証
より燃費効率が良く、CO2排出量が少ない車両
の導入に向け、日野自動車（株）様と協力して新ハ
イブリッド車の性能検証を

環境報告

行っています。実際の走行
状況における燃費データ
やドライバ ー の 声を 収 集
し、報告しています。
ITO EN S - book 2011

● 生産量原単位

35
29.08

800

200
0

30

27.53

25

23.50

600
400

(ℓ／t)

32.34

1,000

29

2,242

2,098

(kWh/百万円)

2,411 100

20.10

20

1,182

1,071

1,157

958

880

'06

'07

'08

'09

'10（年度）

■ 燃料使用量

10
0

※ 昨年掲載のグラフに、沖縄名護工場の数値を加え、再計算しています。

自動販売機への取り組み
環境配慮型の自動販売機の展開を拡大しています。

伊藤園の考え方
伊藤園は、自動販売機を「いつでも、
どこでも、誰にでも、
お客様の意思で自由に伊藤園の商品をお選びいただける
売り場」として、重要な販売チャネルと位置付けています。
また、猛暑や体調不良、災害時における水分補給を担うライ
フラインの役割も果たします。一方で自動販売機が環境に

39%
削減

1,000

500

機種を増やすともに、社会的な意義の高い自動販売機を通

0

して、お客様に清涼飲料をお届けしたいと考えています。
ヒートポンプ式自動販売機※の展開拡大

1,498

1,470

1,415

950

920

910

'04

'05

'06

'07

'08

'09

910

'10（年度）

エコ・ベンダー機能

伊藤園では、消費電力の少ないヒートポンプ式自動

夏の午後 ※は電力需要のピークのため、午前中に

販売機を積極的に採用し、2011年4月末のヒートポ

商品をしっかり冷やし、午後は冷却を自動的にストッ

ンプ機比率は33.5％、50,199台が稼動しています。

プする仕組みをエコ・ベンダー機能と言います。電力

中期目標の2013年度末には、稼働

需 要 の 集 中を 抑え通 常 冷 却に比 べ て消 費 電 力を
90%削減するとともに、
ＣＯ２の排出抑制に貢献し

※商品の冷却で発生した熱を外に放出せず、

ています。

商品の加温に再利用する仕組みで熱を効率

第

率５０％以上を目指します。

※7月1日〜9月30日の午後1時〜午後4時

回

良く利用する機能が付いた自動販売機。消費

無花果の実を食べ母の笑顔有り

負荷を与えていることも事実です。今後も環境に配慮した

■ 自動販売機1台当たりの年間消費電力の推移 出典：サンデン株式会社
（kWh/年）
1,500

22

電力が少なく、
ヒートポンプ機能を搭載しない
自動販売機と比べて、電気使用量を約56％
削減できます。

屋内自動販売機の２４時間消灯の推進
清 涼 飲 料自販 機 協 議 会 の

新俳句大賞

自主行動計画に沿って、設置

ＬＥＤ蛍光灯の標準採用

先 オ ー ナー 様 のご協 力を 得

従 来 の 蛍 光 灯と同 水 準 の 明るさで消 費 電 力を

ながら、自動販売機の照明を

大幅に削減でき、寿命が長く、資源の有効活用にも

屋内は24時間、屋外は昼間
の12時間消灯しています。こ
れにより、
１台当たり約10％

自動販売機全体の消費電力量を5%削減できます。

以上の電力が削減されます。

■ 24時間消灯ステッカー

審査員賞

つながるLED照明を装備した機種を2011年度よ
り標準採用しています。従来の蛍光灯使用時に比べ、

※ 東日本大震災での対応は、本レポートP24をご覧ください。

自動販売機の処理の流れ

本体はシュレッダーで粉砕

フロンガスの回収

電池類／蛍光管の取り外し

フロンガス処理

加工用の再生鉄へ

リサイクルへ

フロンガスは完全に無害化され、埋立処分へ

ITO EN S - book 2011

環境報告

フッ化カルシウムに
フロンガス破壊装置

30

省資源化と廃棄物削減に向けた取り組み
３Ｒ＜Reduce（排出抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再資源化）
＞の原則に
基づき、省資源の取り組みに努めています。

実績

環 境目標と

商品廃却損 2009年度比 ５％削減

１８.１％削減

実績

動植物性残渣の有効利用推進

有価売却率 ６5％

軽量化キャップの利用推進

軽量キャップ使用比率
2009年度比6.6％向上

琉球の藍のあかるさ冬銀河

省資源化に向けた取り組み

再資源化

商品開発において、PETボトルやラベルの軽量化によ

ルートセールスマンが回収した空き容器や交換した自

る原料資源の削減や、茶殻リサイクル段ボール使用の拡

動販売機の蛍光管は、すべて適正な再資源化業者により

大に取り組んでいます。

リサイクルされています。本社ビル、西新宿ビル、台東浅

工場では、貴重な天然資源である水についても使用量

草ビルでは、事業系一般廃棄物の分別を徹底し、
リサイ

の削減に努めています。なお飲料生産を行う沖縄名護工

クル率100％を維持しています。また、飲料の委託製造

場の水使用量は、189,209㎥でした。

工場から出る茶殻やコーヒー殻も肥

(㎥)

20,000

第

15,000

回

10,000

22

2010年度 環境目標

■ 用水使用量

● 生産量原単位

0.6

0.58

料などにリサイクルしています。一部
は茶殻リサイクルシステムで建材や
紙などになり、社内でも封筒や名刺

0.52

などに積極活用しています。

0.51

0.51

0.5

12,477

12,409

'06

'07

新俳句大賞

■ 生産部門の用水使用量

今後も委託製造工場と協力し、省
資源化、省エネルギーと再資源化を

0.44

5,000
0

(㎥/t)

12,309

15,823

'08

'09

15,015

0.4
'10（年度）

※ 沖縄名護工場を除く

推進していきます。
金属くず 4.2%

繊維くず 2.6%
生ごみ 0.4%
その他 2.7%

廃プラスチック類
（紙くず含む）6.6%

廃棄物削減に向けた取り組み
食品を大事にすることが食品メーカーの基本と位置

審査員賞

付け、全営業拠点の環境目標として商品廃却損の削減に
取り組んでいます。生産工場では、分別細分化を推進し、
紙ごみや茶袋といった資材だけでなく、製造時に出る茶
粉やコーヒー殻なども有効資源として有価売却を進め、
有価売却率は65％となりました。また、紙の省資源化の
ため、コピー用紙の有効利用についても全社で推進し、

植物性残渣
（リーフ製品）
0.4%
植物性残渣
（茶殻・コーヒー殻）
1.9%

古紙（段ボール、
包装紙など）
44.6%

1,712t

植物性残渣
（茶粉・油茶）29.1%

アルミ蒸着包装材
7.5%

■ 当社生産工場の排出物の内訳（2010年度）

紙ごみの削減にも取り組んでいます。
(t)
1,200

■ 廃棄物総排出量
98.9

1,000

96.2

● 再資源化率
98.0

99.2

98.5

(%)
100

燃料化（サーマルリサイクル）
10.5%
建材等 1.5%

埋立 1.5%

飼料 4.3%

肥料 82.2%

800

51,804t

600
400
200

環境報告
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0

892

1,057

1,174

1,158

'06

'07

'08

'09

■ リーフ生産工場の廃棄物排出量と再資源化量の推移

1,175
80
'10
（年度）

■ 飲料残渣排出量と処理状況（2010年度）
※飲料残渣には茶殻、
コーヒー殻なども含めます。茶殻の排出量は46,044トンです。
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容器・包装リサイクルの推進
容器・包装も重要な資源と考え、さまざまな形で
減量やリサイクルを推進しています。

環 境目標と
実績

2010年度 環境目標

実績

茶殻リサイクル段ボール使用2,000万ケース

2,620万ケース

ロールラベルの採用推進

PET 天然ミネラルむぎ茶２ℓで
採用開始

（公財）日本容器包装リサイクル協会へ再商品化委託

容器・包装は、製品の安全を守るための重要な役割を
果たしますが、必要最小限の厚さや大きさと使用後も資

料を支払うことで事業者としての役割を果たすとともに、

源として活用しやすいよう、開発段階から減量や分別・リ

ルートセールスマンが直接回収してくる空き容器は、す

サイクルしやすい設計に取り組んでいます。

べて契約業者によりリサイクルしています。また、PETボ
トルリサイクル推進協議会での活動を通して、
リサイクル
の啓発をしています。伊藤園でも制服や空き容器入れに、
PETボトルのリサイクル品を積極的に採用しています。

■ はがしやすいロールラベル

アルミ缶

スチール缶

93.4％

89.1％

PETボトル

ガラスびん

77.5％

97.5％

回

■ ホットＰＥＴボトルの一部商品に
再生ＰＥＴを含んだラベルを使用
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飲料容器のリサイクル率（2009年度）

日に干した布団に小さき浄土あり

容器包装リサイクルに向けた取り組み

製品開発時の取り組み
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■ PETボトルのリサイクル率の推移 出典：PETボトルリサイクル推進協議会

※2007年度から回収率定義の改訂が実施され、2005年度からの新回収率が公表されています。

PETボトルリサイクルの流れ
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委託回収業者
※アルミ缶やスチール缶は溶解して、それぞれ素材として再生されます。
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容器への取り組み
環境配慮型PETボトルの製品への採用を拡大し、
環境負荷の低い充填方式を導入しています。

緑茶飲料では業界最軽量のPETボトルを
開発・採用！
環境配慮型の500㎖PETボトルは、本体を従来と比
べて約30%軽量化。緑茶飲料では業界最軽量（2010
年6月10日現在）の19gを実現しました。ラベルの厚

はくちょうは行きさきをさす矢印で

さも45μm（マイクロメートル）から業界最薄クラスの
20μmとし、容器・包装資材使用量の削減と、製品全体
の軽量化による配送のエネルギーコストの低減を図り
ました。

新
旧

1,260t
削減

理が必要になります。
この両者のデメリットを克服したのが東洋製罐（株）様
と共同開発した「NSシステム」※3 。常温充填が可能で、
ボトルの殺菌処理に薬剤を使用しない独自の充填方式
です。この方式ではボトルが高温にさらされるのは殺菌
時のみのため、ボトルに要求される耐熱性が低く済み、
ボトルの軽量化が可能となりました。

高温水

常温の
飲料を充填

軽量化に
成功！

120周

分！

ボトル1本当たり削減した原材料は7g。年間に
換算すると約1,260トン ※1となります。これは、

第
回
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用する殺菌剤を洗い流すための大量の水とその排水処

NSシステム

‒7g
原材料を年間

はありませんが、ボトルを完全無菌状態とするために使

薬剤を使用せず、
高温水で短時間で殺菌

高温にさらされるのは
短時間のため、耐熱性が
低く済み、軽量化が可能

※3 “NS”は“Non-Sterilant”（ノン・ステリラント＝殺菌剤を使用しない）の略

エネルギー量で原油に換算すると約2,000㎘※2
となり、燃費10km/ℓの車が、地球を約120周
走るために必要なガソリン量に相当します。
※1 2010年度出荷量から算出
※2 出典：
「石油化学製品のLCIデータ報告書＜更新版＞」
（2009年3月(社)プラスチック処理促進協会）

新俳句大賞

「NSシステム」開発で殺菌剤の使用量削減と
ボトルの軽量化に成功！

製品への採用拡大と全国展開を開始
軽量化・薄肉化した環境配慮型PETボトルについて、
当社の主力飲料製品「お〜いお茶」
「同 濃い味」の500㎖
PETボトル製品への採用を関東の一部エリアで2010
年6月より開始。2011年度からは2ℓPETボトル2製品
へも導入を拡大し、ボトル本体は
従来と比べて約30%軽量化して

後援団体賞

これまでは、飲料を高温にしてから充填する「温水充

40ｇ、ラベルも従来より約40％

填方式」がとられており、ボトルに一定の耐熱性が必要

軽量化して30μmとしました。全

だったため、ボトル本体の大幅な軽量化は困難でした。

国展開に向けて、今後も展開する

一方、一般的にミルク入り飲料などで採用され、常温で

地域や製品への採用を拡大してい

充填する「無菌充填方式」では、飲料を高温にする必要

く予定です。

変更前（左）変更後（右）

■ 軽量化ボトル開発チームの声
ＮＳシステムは「緑茶飲料に最適な充填システム」のコンセプトのもと開発がスタート。容器が軽くなると厚さは
当然薄くなり、同じ形では強度を保てません。デザインもお客様の使い勝手も大事なうえ、輸送時や倉庫保管時に変
形しない、安定して扱える充分な強度を持つ形状の開発には苦
労しました。また、おいしさと品質を保ちつつ、
ここまでの軽量化
を実現するのは技術面で難しく、緑茶の風味を保つ技術など、蓄
積したノウハウを活かして試行錯誤の末に実用化に成功。共同開
発パートナーの東洋製罐(株)様はじめ、各充填工場様のご協力も
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得て実現しました。清涼飲料メーカーとして、おいしさと品質の
向上と同時に、容器の減量とリサイクルのしやすさに取り組むこ
とは社会的使命であり、今後も軽量化と品質保持性を高めた容
器の開発に取り組んでいきます。
ITO EN S - book 2011

■ 写真左より
品質管理一部 前川良平
品質管理二部 寺尾佳織
開発部 島岡謙次

品質管理一部 岩堀泰士
開発部 坂田匡孝

第三者意見

〈

第三者意見を
執筆いただくまで

都市教養学部
都市政策コース 教授

奥 真美 氏

（株）イムラ封筒様の
6月 相模原工場にて、
お茶入り封筒の
生産現場を視察
8月

5月

大分県のカヤノ農産様で
茶園を視察

5月

首都大学東京

〉

6月

第三者意見書執筆

今回、第三者意見を執筆するにあたり、茶産地育成事

果などさまざまな効用があることを知りました。茶殻入

業が展開されている大分県杵築市の茶畑と、お茶殻入

りの製品はこのほかにもボード、ベンチ、畳、段ボールや

り封筒を製造している工場を見学させていただきまし

パッケージなどの包装材等々さらに拡大しつつあるとの

た。

ことで、異業種間の連携による多種多様な製品の開発

まず、杵築市にあるカヤノ農産の茶畑では、20ヘク
タールにも及ぶ広大な土地一面に茶の樹が植えられて
おり、通常思い浮かべる日本の茶畑とはまったく異なる、

が今後も期待されるところです。最終的には茶殻のゼロ
エミッションも夢ではないかもしれません。
茶産地育成事業と茶殻リサイクルシステムはいずれ

いまだかつて見たことのないスケールと風景に圧倒さ

も「お茶の伊藤園」ならではの特徴的な取り組みです。

れる思いがしました。ここでは建設業の機材とノウハウ

企業が社会的責任を果たし社会・経済・環境の好循環の

を活用して耕作放棄地を茶畑に転換し、地域における産

実現に貢献していくうえで、こうした事業特性に根ざし

業育成と雇用創出と同時に、良質な茶葉の安定供給を

た息の長い取り組みを続けていくことこそが重要です。

目指して、試行錯誤を繰り返しながらも情熱を持って生

そのためには、特に若手社員（できれば新入社員全員）

産家と伊藤園の技術者とが一緒に取り組んでいる姿を

が、茶葉の生産から茶殻の処理に至るまでの「お茶」を

拝見することができました。加えて、木質チップによる雑

中心とするライフサイクルをしっかりと把握して、そこに

草の発生抑制や最小限の肥料・農薬・除草剤の散布量で

かかわるさまざまな主体の苦労や工夫を認識すること

最大の効果を得る試みは、経済性と環境保全とを両立

ができるような実地での機会が設けられることが望まし

させる重要なノウハウの蓄積につながっていると感じま

いと言えます。

した。こうした茶産地育成事業によって得られた貴重な

最後に、今後の環境面での取り組みにおいて、
「生物

技術やノウハウを、ぜひほかの地域においても共有し水

多様性の保全」は、低炭素と資源循環と並んで、いかな

平展開を図っていかれることを期待します。

る企業も考慮すべき環境要素であるといえます。伊藤

また、お茶殻入り封筒については、茶殻リサイクルシ

園でも、自社製品をめぐるライフサイクル全体を通して、

ステムから生み出された製品の代表格として位置づけ

事業活動と生物多様性との関係をできる限り定量的に

られるもので、紙原料の削減やお茶の香り、抗菌・消臭効

把握していく努力を始められると良いでしょう。

第三者意見を受けて
取締役

管理本部 副本部長兼経営企画部長

(環境委員会委員長・CSR推進委員会副委員長)

笹谷秀光
現地ご訪問を踏まえての貴

ご意見を真摯に受け止め、社員の実地研修の充実

重なご意見をいただき、誠に

などに努めてまいります。また、生物多様性保全に関

ありがとうございました。

しても、
「お茶で日本を美しく。」キャンペーンなどの

ご評価頂いた茶産地育成事
業では、地域社会、生産家、当社のWin-Winの関係
を維持しながら、日本の農業の活性化にも貢献して

取り組みに加え、今後の活動に反映させてまいりま
す。
伊藤園は、
「 お客様第一主義」の経営理念のもと、
今期からの中長期経営計画において、CSRの強化を

始まり、当社製品を梱包する段ボールや空き容器回

重要な経営課題と位置付け、社会・環境の持続可能

収ボックスなど、営業活動に不可欠の物品にもその

な発展に貢献するよう、国際標準であるISO26000

可能性を広げております。

を活用しつつ、CSR活動を深化させてまいります。
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まいります。また、茶殻リサイクルシステムは、畳に
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