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トップメッセージ

バリューチェーン全体で
社会に新しい価値を提供
伊藤園グループのビジネスモデルの根幹には、共有価値
創造を実現するCSR／CSV経営があります。
伊藤園グループのCSRでは国際規格ISO26000を活用し
ており、食料自給率向上、健康、食の安全、環境、水保全な
どの社会的課題の解決に取り組んでいます。この本業を通
じたCSRに加えて、環境・消費者・コミュニティなどの
経営上の重点事項には、当社の強みを活かしつつバリュー
チェーン全体を通じて、共有価値の創造（CSV）を目指す活
動を展開しています。
例えば、茶産地育成事業では地域の雇用を生み出し、活性

主なCSR目標 ････････････････････････････････････････････････････････････････････13

化につながり、地域も生産者も元気になる一方で、当社も高

第三者意見 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････14

品質な茶葉を安定的に調達でき、お客様に自信を持って安
全でおいしい製品を提供しています。

「Sustainability Report 2015特集編」
（CSR報告書2015）の位置付けと編集方針
伊藤園では、2015年度より財務・非財務情報を統合し、一冊で
ご理解いただけるようにした「伊藤園レポート2015」を発行する
こととしました。本冊子「Sustainability Report 2015特集編」は、

これらの活動では、社員も皆様とともに持続可能性につ
いて学ぶ工夫を加え、人材育成に力を入れています（ESD）
。
これにより「チーム伊藤園」として力をつけています。
以上のような共有価値が創造されるには、関係者の皆様

非財務情報について伊藤園レポート2015を補完するもので、トッ

との連携・協働が何よりも大切であると考えています。
また、

プメッセージ、マテリアリティ（重点事項）を考慮した特集や第三

これら関係者の皆様との連携・協働から生まれた価値が社

者意見等を中心に構成しています。非財務情報については、さら
に報告編（別冊子・実績報告中心）
、定番化されたコミュニケーショ
ンブック（お茶にまつわる7つのストーリー）の3部で構成されてい
ます。また、ウェブサイトには詳細情報を掲載しています。
本報告書（特集編／報告編）の編集にあたり参考としたガイド
ライン・報告対象組織・報告対象期間等は、以下の通りです。
【参考ガイドライン】

社会的責任に関する国際規格ISO26000/国内規格JIS Z 26000、
GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3.1
版」
、環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）
」

【報告対象組織】

外からの評価につながることが、当社の励みとなります。
例えば、競争戦略面でご評価いただいた2013年の「ポー
ター賞」受賞のほか、2014年以降、茶産地育成事業が地域活
性化の社会課題解決に資するものとして「日経ソーシャル
イニシアチブ大賞 企業部門賞」を受賞し、アルミ箔を使用
しない常温流通可能な新・環境配慮型紙パック飲料容器は、
開発企業との協働も評価され「リデュース・リユース・リ

原則として伊藤園グループを対象としています。伊藤園グループ

サイクル推進功労者等表彰 農林水産大臣賞」を受賞しまし

を対象としていない場合は、個々に対象範囲を記載しています。

た。また、
「日本水大賞 経済産業大臣賞」は総合飲料企業と

【報告対象期間】

2014年度（2014年5月1日～ 2015年4月30日）の活動を中心に、一
部それ以前からの取り組みや、直近の活動報告も含んでいます。
また、ご紹介する関係者の所属・役職名は活動当時のものです。

【発行年月】

2015年10月（前回発行 2014年10月「S-book CSR報告書2014」
、

次回発行予定 2016年10月）
〔免責事項〕この報告書には、伊藤園グループの将来について

しての基本である「水」を「お茶で日本を美しく。
」の活動な
どで守っているCSR活動が評価されたものです。
今後とも「お客様第一主義」の経営理念に基づき、革新と
価値創造を実現し、企業価値向上に努めつつ、世界のティー
カンパニーに向けた施策をさらに展開してまいります。

の計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含ま
れています。これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報
から判断した事項および所信に基づく見込みです。
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代表取締役社長

■ グループ経営理念

“お客様第一主義”

すべてのお客様を大切にすることが
経営の基本と考えています。
伊藤園グループの考える“お客様”とは、
「伊藤園グループとかかわりを持つ
すべての方々」を意味します。つまり、すべてのステークホルダーのことです。
法令等を遵守し、“お客様”とともに、財務側面での価値創造のみならず、社会・
環境側面での価値創造も目指しています。また、その前提として、地球環境を
守り、
次世代に継承し、
自主的・継続的な環境保全と自然との共生に貢献します。

■ 伊藤園グループのCSR体系
伊藤園グループ内の価値観を共有して一体化を図るために、CSR経営の考え方を具体的に

伊藤園グループ CSRの体系

示す、
「伊藤園グループCSR憲章」を2013年3月に制定しました（2014年2月に改定）
。

経営理念

伊藤園グループCSR憲章

経営ビジョン
CSR憲章

伊藤園グループは、経営理念「お客様第一主義」に基づき、ステークホルダーの皆様のご
意見を拝聴し、ステークホルダーの信頼を得ることを旨として、法令遵守を徹底し本業を通
じて国際規格ISO26000/国内規格JIS Z 26000に即して７つの中核主題に取り組み、
「世界の
ティーカンパニー」を目指します。

CSR推進基本方針
CSR中長期計画
CSR活動推進計画

また、国内及び世界で「グリーンエコノミー」を実践し、新たな食文化の創造と生活提案を行い、社会課題の解決と伊藤園グルー
プの成長を両立する「共有価値の創造（CSV）
」により、持続可能な社会・環境の実現に貢献します。
※伊藤園では、この基本的な考え方に加え、7つの中核主題（
「組織統治」
、
「人権」
、
「労働慣行」
、
「環境」
、
「公正な事業慣行」
、
「消費者課題」
、
「コミュニティへの参画及びコミュニティの発展」
）に即
してCSR憲章を定めています。

伊藤園グループのCSR／CSVの姿
世界のティーカンパニーを目指す
総合飲料メーカーとしての活動の軸

製品開発コンセプト

ビジネスモデル
地域密着ルートセールス
川上から川下までの供給体制

自然

健康

重点テーマ
組織統治

環

境

安全

良いデザイン

重点テーマ
人権

消費者

グループ力
おいしい

重点テーマ
労働慣行

グループ相乗効果の発揮
共有価値の創造（ C S V）

コミュニティ
公正な事業慣行

経営理念「お客様第一主義」 チーム伊藤園で実践

基本的 C S R
E S Dによる人づくり

■基本的CSR：ISO26000の7つの中核主題に基づく、経営基盤の強化
■共有価値の創造（CSV）
：社会課題の解決（お客様の不満解消）と伊藤園グループの成長の両立･
（重点テーマである「環境」
「消費者」
「コミュニティ」でCSVを目指す）
■ESDによる人づくり：チーム伊藤園で実践

▼伊藤園グループCSR推進基本方針 制定：2012年4月 改定：2014年2月
1.
2.
3.
4.

伊藤園グループは、経営理念「お客様第一主義」に基づき「チーム伊藤園」で社員一丸となってCSR活動を行う。
伊藤園グループは、消費者、株主、取引先、仕入先、金融機関、地域社会、社員などの幅広い関係者（ステークホルダー）の期待に応えつつ、事業活動を行う。
伊藤園グループは、総合飲料メーカーとしての活動の軸である「ビジネスモデル」
「製品開発コンセプト」
「グループ力」を活かして本業を通じたCSR活動を強化する。
伊藤園グループは、国際規格ISO26000/国内規格JIS Z 26000を活用してCSR活動を進める。これら規格の7つの中核主題である組織統治、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者
課題、コミュニティへの参画及びコミュニティの発展に関する取り組みを行う。その上で、3つの活動の軸を活かして、環境、消費者課題、コミュニティへの参画及びコミュニティの発展を
重点テーマとして位置づけ、社会課題の解決による共有価値の創造（CSV）を実現するべく、積極的な取り組みを行う。
5. 伊藤園グループは、ESD（持続可能な開発のための教育）の考え方を取り入れ、CSR/CSV活動を実践できる「人づくり」を行う。
6. 以上により、競争力を高め、社会に求められる企業として価値を向上させ、世界のティーカンパニーを目指す。

3つのCSR目標 伊藤園では、持続可能な社会・環境のためのCSR目標として、次の3つを目指しています。
環境に
やさしい企業

バリューチェーンを活かします
自然を守ります
「お茶で日本を美しく。
」します

人に
やさしい企業

人権を尊重します
安全・安心を提供します
良い労働慣行を築きます
「人づくり」に力を入れます

社会に
やさしい企業

コミュニティの発展に貢献します
地域との共存を図ります
文化面での貢献をします

3つのCSR目標についての詳細は、
「コミュニケーションブック」41ページをご参照下さい。

詳細はこちら URL ▶ http://www.itoen.co.jp/csr/
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共有価値を創造する
茶畑から製品までの一貫体制
伊藤園は、
「茶畑から製品まで」の独自の一貫体制に

の項目は、関係者の意見を聞いて定めたマテリアリティ

より、高品質な製品をお客様にお届けできるよう努め

（重点事項）です。

ています。その過程で伊藤園ならではのさまざまな工夫

ここでは、緑茶を中心としたバリューチェーンの内容お

をしています。調達、製造・物流、商品開発、営業・

よびそれに対する社外からの評価について紹介します。

販売、マーケティングまでの一連の流れ（これを「バ

※パートナーなどにとっての価値を含む。

独

リューチェーン」といいます）の全体を通じて、関係者
との連携により新たな価値を生み出しています。価値と

自のバリューチェーンの構築には、それを支える基盤
的取り組みが重要です。主な基盤的取り組みは、次の4

つです。

して、事業面の価値（下図の○印）のみならず、同時に、

第一に、食品を取り扱う企業として、製品の設計、原材料の

※

社会・環境面の価値 （下図の●印）を生み出してい

調達から製造、流通に至るまでの、厳しい品質管理体制やト

ることが、伊藤園の特長であり強みの源泉です。これら

レーサビリティシステムをバリューチェーン全体にわたって

調達
高い原料調達力

○ 高品質で安定した、規模優位性の
ある原料調達力
● 国産原料の消費拡大と緑茶市場の
活性化

製造・物流

商品開発

ファブレス方式

商品開発力

● パッカー：受注による安定的な経営

● 幅広いお客様への健康価値の提供

○ 設備投資のコスト削減、需要に即した生産調整

○ 高付加価値製品による製品差別化

NSシステム

○ 高品質による製品
差別化、コスト削減
● 省資源・省エネル
ギー製品の普及

茶殻リサイクルシステム

○ 省資源・リサイクルによるコスト削減
● 環境配慮、新たな生活様式への発展

茶産地育成事業

○ 茶葉の品質向上・原料の安定調達
○ コスト削減

品質管理体制

○ ブランド価値向上

○ IT活用による摘採時期の最適化

● 消費者の安全・安心

● 食料自給率向上、耕作放棄地対策

生産物流ブロック体制

● 地域活性化・環境保全型農業の
推進

〈 茶産地育成事業 〉

▲フード・アクション・ニッポン
アワード（研究開発・新技術部門
最優秀賞）

▲日経ソーシャルイニシアチブ大賞
（企業部門賞）
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環境にやさしい製品の提供

○ 物流費の削減、迅速な製品供給

幅広い製品ラインアップ

○ 飲料市場の拡大、大手流通との商
談や消費者ニーズへの柔軟な対応
● 多様なニーズに応じた飲料の提供

特許戦略・商標戦略

○ 他社との製品差別化、ブランド力
の向上、競争力の確保
● 模倣品対策への貢献

● 環境配慮、在庫・物流管理の分散化（災害対策）

〈 茶殻リサイクルシステム 〉

▲リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
（農林水産大臣賞）
  ほか

〈 NSシステム 〉

▲資源循環技術・システム表彰（経済産業省 産業技
術環境局長賞）
  ほか

〈 アルミレス紙パック飲料容器 〉

▲リデュース・リユース・リサイクル
推進功労者等表彰（農林水産大臣賞）
  
ほか

〈 容器包装簡素化 〉

▲簡素化大賞（優秀賞）

確立しています。製品の安全性確保を最重要事項として取り
組むことで、お客様へ安全・安心を提供し、信頼を得ることを
第一としています。
第二に、事業は関係者との連携により成り立つことから、基

以上のような事業基盤の特長の上に成り立つ伊藤園のバ
リューチェーンからは、さまざまな価値が生まれています。

社外からの評価

※2013 〜2015年

本的人権の尊重、コンプライアンスのための行動規範や行動

関係者との連携により価値を生み出す事業基盤について

基準を策定し、推進しています。事業を行う上で全社員が配慮

は、社外からの評価にもつながっています。基盤的取り組みに

すべき事項を具体的に定め、全社員に周知・徹底しています。

対する評価としては、伊藤園のバリューチェーン全体の活動

第三に、伊藤園は、最も大切な財産は「人」であるという考

の独自性、各活動が融合し調和（フィット）することで生まれ

え方に基づき、働きやすい職場づくりと人材育成に注力して

る相乗効果など、経営戦略全般が評価されポーター賞（P7参

います。事業を担う社員一人ひとりがいきいきと働くことが

照）の受賞などにつながりました。このほか、継続的なCSR活

できるように、ダイバーシティを重視し、ワーク・ライフ・バ

動が評価された日本食糧新聞社表彰（食品安全安心・環境貢

ランスがさらに向上する職場環境を整備しています。また、社

献賞）
、ユニークなCSR報告書が評価された環境コミュニケー

員の能力やスキルはもちろん、労働意欲も高めるため、伊藤園

ション大賞（優良賞）
、文化側面で評価された日本食海外普及

大学や伊藤園大学院などの自己啓発制度を整備しています。

功労者表彰（農林水産大臣賞）もあります。

第四に、伊藤園独自のビジネスモデルと一体化した財務マ

この活動基盤の下でバリューチェーンそれぞれの段階で行

ネジメントにより、高収益体質、安定的な収益性、資本効率の

われる各活動についても下図の最下欄に示す通り、さまざま

向上などを目指す財務基盤の強化を図っています。

な評価につながっています。

営業・販売

○ 新規顧客の獲得・既存顧客の強化
見込み客管理と顧客満足度の向上
● 地域密着型営業による全国津々浦々への商品供給

マーケティング

○ トータルマーケティングによる売上・シェア拡大、
製品差別化、ブランドの育成強化
● 消費者ニーズに応じた商品の提供

ティーテイスター制度

○ 緑茶市場の活性化、お茶の専門集団による営業・
販売力の強化
● 日本の伝統・お茶文化の普及継承

お～いお茶新俳句大賞

○ 付加価値による売上・シェア拡大
● 日本の伝統文化の振興、学校教育への貢献

「お茶で日本を美しく。」
小売店

○ 付加価値による売上・シェア拡大

● 環境にやさしい生活の促進、環境保全活動の促進

○ 新規顧客の獲得・既存顧客の強化
見込み客管理と顧客満足度の向上
● お茶文化と伝統の保護継承

〈 お〜いお茶新俳句大賞 〉

▲PRアワードグランプリ
（マーケティング・コミュニケーション部門 最優秀賞）
  ほか

〈 贈答品包装 〉

▲日本パッケージングコンテスト（贈答品包装部門賞）

〈「お茶で日本を美しく。
」〉

﹁世界のティーカンパニー﹂へ

ルートセールス

マーケティング

●：事業面の価値
○
●：社会・環境面
の価値

▲日本水大賞（経済産業大臣賞）

〈 ルイボスティー 〉

  ほか
▲FOODEX美食女子グランプリ（金賞）

本ページおよび本冊子でふれる受賞についての詳細はこちら URL ▶ http://www.itoen.co.jp/csr/
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伊藤園の共有価値の創造
（CSV）への取り組み
伊藤園では、①産業集積の形成、②バリューチェーン
の見直し、③製品・サービスの改善という、共有価値
の創造（CSV）における3つのアプローチのすべての面
で、社会的価値と経済的価値の同時実現を目指す戦
略的な取り組みを行っています。この各アプローチによ
り生み出された共有価値については、伊藤園が本業を

新産地事業では、荒茶製造工場が設立された地域もあり、6
次産業化につながっています。県の茶業研究機関や普及機関
との連携強化に加え、肥料など農業資材関連企業、大学や農協
組織との連携強化も図られつつあり、茶産地において産業集
積（産業クラスター）化も進んでいます。
以上のような協働により、伊藤園にとっては、高品質で安

活用して関係者との協働により達成した成果として、そ

定的な原料調達という価値が生まれています。また、農家・地

れぞれ社外からの評価にもつながっています。

域にとっては後継者育成や新規就農者の確保、農業従事者の
若返りなど好循環につながり、耕作放棄地の解消や雇用創出

茶産地育成事業による社会課題解決
（産業集積の形成）

伊

藤園は、地域行政・組合・生産者の方々と協力し、耕
作放棄地などを活用した茶産地を育成し、機械化やIT

化を含めた栽培技術・ノウハウの提供、収穫茶葉の全量買い
取りを行い、茶葉の品質向上、コスト削減を図っています。茶
農家の方々にとっては、伊藤園との契約取引により、安定的な
農業経営、肥料・農薬の適正な使用など環境保全型農業の推
茶産地育成事業による茶園面積
および生産量の推移
（t）
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
0
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進につながっています。

契約栽培面積（ha）
新産地面積（ha）

845

863

883

2,593

2,691

549

542

542

296

321

341

’11

’12

2,813

’13

生産量
（t） （ha）
957
1,000
3,285
600
357

’14

800
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400
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新産地事業展開地区
大分県
臼杵地区
杵築地区
宇佐地区
長崎県
西海地区
宮崎県
都城地区
鹿児島県
曽於地区

など地方経済への好影響という価値も生まれています。

伊藤園にとっての
価値

社会にとっての
価値

・新産地の形成

・農業経営基盤の安定

・安定した原料調達

・地域雇用・経済活性化

※第 3回 日経ソーシャルイニシアチブ大賞
企業部門賞受賞

茶産地育成事業が受賞した「日経ソーシャルイニシアチブ大賞」は、
社会的課題をビジネスの手法で解決する「ソーシャルビジネス」に
おいて優れた取り組みを表彰するものです。

パートナーとの協働による革新
（バリューチェーンの見直し）
伊藤園と飲料製造委託先などとの連携は、経済性のみなら
ず、新たな価値を生み出すイノベーションの源泉ともなって

新産地事業  大分県杵築地区  
「お〜いお茶」原料茶葉専用茶畑

また、野菜飲料では日本製紙株式会社、凸版印刷株式会社

います。
東洋製罐株式会社と開発したNSシステムは、容器の殺菌に

と協働で、アルミ箔の代わりに環境配慮型フィルムを採用し

薬剤を使用せず、温水で洗浄する常温充填方式です。これによ

た「アルミレス紙パック飲料容器（通称：ECO容器）
」を開発

り安全・安心、水使用量の削減、使用エネルギー削減などお客

しました。これにより、常温で長期保存が可能でありながら、

様の要望や環境配慮につながるさまざまな価値を生んでいます。

牛乳パックと同じリサイクルを可能とするなど、持続可能な

また、製造工程で年間約49,000トン発生する茶殻を有効活
用するために、多くは農家への堆肥・飼料として利用されま
すが、これに加えてパートナー企業と「茶殻リサイクルシステ
ム」を構築しています。茶殻を原材料の一部に使用し、畳や建
材、さらには「お～いお茶」のPETボトル用段ボールまで、30

消費などの価値を生み出しています。

キャップ
従来比

ボトル

約13%軽量化

従来比

重量：2.6g

約30%軽量化

種類以上の茶殻リサイクル製品を展開するなど社会・環境側
面での価値を生むイノベーションがパートナーとの協働から
生まれています。

ラベル
従来比

伊藤園にとっての
価値

社会にとっての
価値

・省資源・省エネルギー

・省資源・省エネルギー

によるコスト削減

500ml PETボトル（換算）
重量：19g

製品の普及

約40 〜 50%
薄膜化

厚さ：20マイクロメートル

環境配慮型PETボトル

・環境によい製品の購入

※2 0 1 4 年度 資源循環技術・システム表彰など
3つの賞を受賞

新・充填方式NSシステムが持続可能な消費を実現している点など
が評価され、3つの賞の受賞につながっています（いずれも東洋製
罐株式会社と共同受賞）
。
・循環型社会面：資源循環技術・システム表彰（経済産業省 産業
技術環境局長賞）
（2014年）
・持続可能な消費面：食品産業もったいない大賞（農林水産省 食
料産業局長賞）
（2015年）
・環境技術面：環境賞（優秀賞）
（2015年）

健康や持続可能な消費につながる
製品の提供
（製品・サービスの改善）
消費者の健康志向の高まりを受け、伊藤園では、緑茶の健
康性に関する研究を進め、健康カテキン2倍「お～いお茶 濃い
茶」をはじめとして、体脂肪やコレステロールが気になる方を
ターゲットとした特定保健用食品「カテキン茶シリーズ」を販
売するなど、お客様へ健康価値を提供しています。また、新た
に制度化された機能性表示食品についても研究・開発を進め、
お客様への新たな価値創出に努めています。
容器面においても伊藤園は、環境面での共有価値創造によ
り、緑茶飲料におけるPETボトルの軽量化などを実現してい
ます。主力製品である「お～いお茶」などで、一部の製品を除
き、全国において環境配慮型PETボトルを採用しています。

カテキン茶シリーズ

伊藤園にとっての
価値
・ブランドの確立
・トータルマーケティン
グによる売上・シェア
拡大、製品差別化

社会にとっての
価値
・健康を意識した製品
の享受
・持続可能な消費生活

※2 0 1 4 年度 リデュース・リユース・リサイクル推進功
労者等表彰 農林水産大臣賞など5つの賞を受賞
アルミレス紙パック飲料容器は、以下のような幅広い側面で評価さ
れ、5つの賞の受賞につながっています（いずれも日本製紙株式会
社、凸版印刷株式会社と共同受賞）
。
・持続可能な消費面：リデュース・リユース・リサイクル推進功
労者等表彰（農林水産大臣賞）
（2014年）
・ライフスタイル面：日本パッケージングコンテスト（飲料包装部
門賞）
（2014年）
・ユニバーサルデザイン面：IAUDアウォード（入賞）
（2014年）
・環境製品開発面：エコプロダクツ大賞（エコプロダクツ大賞推進
協議会会長賞（優秀賞）
）
（2014年）
・循環型社会面：ジャパンパッケージングコンペティション･
（経済産業省 製造産業局長賞）
（2015年）
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伊藤園の
競争戦略を紐解く

※ポーター賞とは、日本企業
の競争力を向上させること
を目的として、一橋大学大
学院国際企業戦略研究科が
2001年に表彰制度として創
設。賞の名前は、競争戦略論
の第一人者であるハーバー
ド大学のマイケル・E・ポー
ター教授に由来している。

伊藤園の茶畑から製品までのバリューチェーンを構成する各活動には、相互に関連性があります。また、各活動が調和
することによる相乗効果を生み出しています。ポーター賞受賞時にポーター賞運営委員会が作成した以下にご紹介する
「活動システム・マップ」は、各活動の関連性をわかりやすく整理したものです。これにより、各活動の体系の中での位
置付けが理解できます。また、CSVが生まれる伊藤園独自の競争戦略を理解する上で大変参考になります。

緑

色の項目は、事業における中核的事項です。図の上か

程の製造委託企業との連携と相まって、商品の幅広いライン

ら下にバリューチェーンの川上から川下の流れで整理

アップ（商品種類・容器種類など）を実現しています。このさ
まざまな商品は、ルートセールスにより全国201拠点のあらゆ

されています。
緑色の項目は、薄い緑線で関連項目につながっており、バ

る売り場で顧客ニーズに対応

リューチェーンでの各活動の相互関係を示します。また、緑色

した形で品揃えされます。現

の項目から派生している白色の項目は、中核的事項と関連す

場からの声を活かすVoice制

る個別活動です。

度はさらなる新商品開発につ

上から下へ、高い茶葉調達力から、市場創造力、流通・消費

ながります。このように各活

者との接点まで縦につながっています。左には製造段階での

動が相互に調和（フィット）

ファブレス方式、
右には販売を支える地域密着型のルートセー

して、新たな価値を生むCSV

ルス・システムがあります。原料調達力、技術開発力が製造工

の源泉となっています。

2013年12月5日の表彰式の様子、
一橋講堂（東京都千代田区）にて。
（左）当社代表取締役社長 本庄大介
（右）マイケル・E・ポーター教授

活動システム・マップ
高い原料調達力・
価格交渉力

事業の継続性
生産物流
ブロック体制

ナチュラル・
クリアー製法

特定保健用食品

設備投資費の
コスト削減効果

国内荒茶生産量の
約1/4を占める取扱量
原料安定供給・
品質向上

茶産地育成事業

バリューチェーン・
イノベーション

高い特許力・
高い製造技術力

ファブレス方式
パートナー企業
などとの協働

徹底した
トレーサビリティ

全国201拠点の
あらゆる売り場

ユニークな
価値創造と
市場創造力

地域密着型
ルートセールス・
システム

訪問・対面情報
Voice制度

低い広告宣伝費

NSシステム
徹底した
品質管理

POSデータ

商品の豊富な
ラインアップ

茶殻リサイクル
システム
環境配慮

お茶で日本を
美しく。

7

流通・消費者との
接点を強化
「お客様第一主義」

（注）一橋大学大学院国際企業戦略研究科ポーター賞運営委員会作成の「活動システム・マップ」を基にデザインを改変。

ティーテイスター制度

人材の
育成・活用

販売先での
お茶セミナー
お～いお茶
新俳句大賞

小売店

コラム

関係者との協働
伊藤園グループは、社会に求められる企業として関係
者（ステークホルダー）とともに共有価値の創造につ
なげ、持続可能な社会構築を目指します。
さまざまな関係者との協働に焦点を当てて、2014 〜
2015年の特色ある活動をご紹介します。

伊藤園企画シンポジウム開催

営管理大学院特命教授で行われ、地方創生での各関係者の役

2014年11月11日、名古屋市で開催された「ESDユネスコ世

割などについての議論がなされました。当社笹谷も、
「まち・

界会議」の併催イベント文部科学省主催「ESD交流セミナー」

ひと・しごと創生」
には関係者の連携を促す活動の共通基盤
（プ

に応募し、選定され、当社企画シンポジウムを開催しました。

ラットフォーム）の形成が重要であるとの点などについて強

テーマは「みんなで学ぶ 食と農のOMOTENASHI（おも
てなし）
・MOTTAINAI（もったいない）
・SATOYAMA（里山）

調しました。
詳細はこちら URL ▶ http://s-gb.net/news/1539/

のこころ」です。各分野の有識者に参加を仰ぎ、
「伊藤園ESDモ
デル」を例として持続可能な社会への関係者の役割について
議論し、この内容を取りまとめて世界に向けて発信しました。

環境省による
E S Dユネスコ世界会議に向けた
応援メッセージ企画に協力
環境省が2014年7月にESDに関するユネスコ世界会議成功
に向け、
国民意識の高揚を目的として、
「未来への五七五調メッ
セージ（自由俳句）
」
を全国各地から募集
しました（総数1,997

ご登壇いただいた有識者の皆様（左から）
中嶋美年子氏（元アナウンサー、三菱地所株式会社開発推進部マネージャー）
、馬
越恵美子氏（異文化経営学会会長、
桜美林大学教授）
、
笹谷秀光（当社常務執行役員）
、
松浦晃一郎氏（第8代ユネスコ事務局長）
、鷲谷いづみ氏（
「世界一田めになる学校」
校長、東京大学教授）
、熊倉功夫氏（一般社団法人 和食文化国民会議会長、静岡文
化芸術大学学長）
、マリ・クリスティーヌ氏（国連ハビタット親善大使、あいち海上
の森センター名誉センター長）
※2014年11月時点

句）
。その中で決定し
た環境大臣賞ほか、
計 6 句 を「お ～ い お
茶」製品の一部のパッ
ケージに掲載する形
で協力しました。

詳細はこちら URL ▶ http://www.itoen.co.jp/csr/stakeholder/
詳細はこちら URL▶http://www.itoen.co.jp/csr/csr-news/detail.php?id=24209

グローバルビジネス学会
第3回全国大会開催
2015年7月4日、早稲田大学国際会議場にてグローバルビジ
ネス学会第3回全国大会が開催されました。テーマは「地方創
生とグローバルビジネス」
。パネルディスカッションも開催さ
れ、当社からもパネリスト参加。パネリストは、阿部守一長野
県知事、当社常務執行役員笹谷秀光、高村義晴日本大学理工学
部まちづくり工学科教授、丹羽宇一郎前中国大使・伊藤忠商
事株式会社前会長、山崎正人株式会社いよぎん地域経済研究
センター代表取締役社長、モデレータは、井之上喬京都大学経

トピックス

日本水大賞受賞
地域の水環境保全を支援
するCSR活動「お茶で琵琶湖
を美しく。
」
「お茶で日本を美
しく。
」プロジェクトが、第
17回日本水大賞※（2015年）の経済産業大臣賞を受賞しました。
※主催：日本水大賞委員会・国土交通省
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伊藤園の価値創造モデル
伊藤園グループは、社会・環境の持続可能性と長期的かつ継
続的な企業価値の向上を目指しています。このため、事業環境・
リスクを踏まえて、経営資本のうち強みを活かして、最適な配分
となるような適切な経営戦略を立てています。これをコーポレー
ト・ガバナンスのもとで強固なビジネスモデルを構築して経営力
を発揮し、すべてのお客様に対する価値を創造していきます。

伊

藤園グループでは、グループを取り巻くさまざまな事業環境・リ

製造・人的・知的・社会・自然）におけるグループの強みを最大限に活

かした経営戦略を構築しています。そのため、中長期計画のもと、関係者
からのご意見をいただきつつ経営上の重点事項（マテリアリティ）を
設定しています。また、重点事項には価値創造戦略として
CSVアプローチを実行しています。

）

み
本（強

資

スク
リ
・
環境

事業

経営資本
〈 財務資本 〉

安定したフリーキャッシュフローに基づ

伊藤園を取り巻く環境と
リスク予測
〈 経済状況 〉

●消費者の節約志向
●市場の低価格化
●経済対策及び金融政策の動き
●輸入原料・調達コストの上昇
●海外経済情勢の変動

〈 社会動向 〉

●消費者ニーズ・価値観の変化
●消費者の健康志向・簡便化志
向の高まり
●食の信頼
●食料自給率の低下

いた堅固な財務体質を維持しています。

〈 製造資本 〉

ファブレスによる当社独自の幅広い
ネットワークの構築や高い商品開発力
を有しています。

〈 人的資本 〉

社会のニーズに的確に応えるため、ルー

〈 知的資本 〉

高い製造技術力、環境に配慮した生産
力、特許、ノウハウ、ブランドなどの
知的財産がイノベーションの源泉です。

〈 社会資本 〉

農家やパートナー企業との信頼関係や
幅広い販売ネットワークは、当社ビジ

〈 環境 〉

●地球環境問題
●生物多様性の損失
●持続可能性の保持

経営戦略
中期経営計画
1 . 国内収益基盤の強化
2 . 国内新事業領域への
挑戦
3 . 海外事業基盤確立の
ための戦略的投資

る」人材を育成しています。

●日本の伝統・文化、教育への
●世界における栄養・健康問題

配
な
最適

トセールスを主軸に、
「自ら考え行動す

●世帯構成の変化
期待
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経営

）

略
戦
分（

スクを的確に把握し、これまでつちかってきた6つの資本（財務・

ネスの基盤をなす貴重な資産です。

〈 自然資本 〉

食品を扱う会社として限りある自然資
源や水を活かしています。
▼

上記資本を活かした
一貫したバリューチェーンを構築。

経営上の重点事項

（マテリアリティ）
の設定

これまでの
ステークホルダーダイアログ、
マテリアリティ・レビュー
などを反映

CSVアプローチ
（ 3 類型）
❶産業集積の形成

❷バリューチェーンの見直し
❸製品・サービスの改善

営力

すべてのお客様への価値創造

経

〈 株主 〉

健全な財務体質・株主還元。適時適切な情
報開示、株主総会や定期的な説明会での透
明性ある説明責任の達成により、会社への
理解が深まります。

コーポレート・ガバナンスが基本
総合飲料メーカーとしての 3 つの活動の軸

〈 消費者 〉

安全・安心な製品を提供、健康や嗜好のニー
ズに応える製品ラインアップの充実。ご意
見に誠実に対応した製品づくりにより健康

独自の
ビジネスモデル

で豊かな生活につながります。

〈 仕入先／販売先 〉

地域密着ルートセールス
川上から川下までの供給体制

対等で公正な取引関係を構築。健全なパー
トナーシップにより社会・環境の課題解決
やお客様のニーズにお応えするイノベー
ションが生み出されます。

〈 自治体 〉

お客様
第一主義

健康

まな協働関係が生まれます。

グループ力

5 つの製品開発
コンセプト
自然

地方創生政策などへ協力するほか、さまざ

グループ相乗効果
の発揮

安全

〈 従業員 〉

ワーク・ライフ・バランスとダイバーシティ
への配慮。従業員の要望や提案を受け入
れ、いきいきと働ける職場づくりにつなが

良いデザイン

ります。

おいしい

〈 地域社会・環境 〉

地域の産業・文化・環境や食についての応

経営を強化する推進力

援などを通じ、地域社会の活性化や雇用創

ISO26000 CSR／CSV／ESD の統合

により地球環境・自然環境の保全につなが

CSR目標

中長期的な成長を目指す ︵﹁世界のティーカンパニー﹂へ︶

造

創
価値

出につながります。また、環境面での活動
ります。

環境にやさしい企業
人にやさしい企業

社会にやさしい企業

最適な経営戦略と経営力で
価値を生み出す
経営にあたってはコーポレート・ガバナンスを基盤にしつ

て社会・環境の持続可能性に貢献するとともに、ESDにより
「チーム伊藤園」の人材力の強化につなげています。この3つ
の要素（CSR／CSV／ESD）により経営基盤の強化につなげ
ています。

つ、最適に配分された経営資本を、独自のビジネスモデル／製

これによって、伊藤園グループは、財務面での価値と社会・

品開発コンセプト／グループ力という飲料メーカーとしての

環境面での価値を同時に創出することにより、すべての方々

3つの活動の軸からなる経営力と結び付け、価値を生み出して

の豊かで健康的な生活の実現に寄与することを目指していま

います。
また、経営を強化する推進力としてCSR／CSVを活用し

す。今後も「世界のティーカンパニー」に向けた中長期的な成
長を目指します。
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伊藤園のCSR／CSVの進化
伊藤園グループは、創業以来掲げている社是「お客様第

てきました。これからも伊藤園グループは、環境・消費

一主義」を実践してきました。ステークホルダーとの

者・コミュニティ課題を重点テーマとしたCSV活動に

連携・協働が重視される中、国際規格ISO26000の導入

加え、これらを担う「人づくり」
（ESD）の推進と併せた

を契機に、国際標準の体系に即した CSRを導入しまし

3つの要素（CSR／CSV／ESD）で「CSR／CSV経営」の充

た。さらに、社会課題の解決にバリューチェーンを活用

実を図ります。

するなど本業を通じたパートナーとの価値創造を進め
2010年11月 ⃝ ISO26000発行
2011年 5月 ⃝ 経営企画部にCSR推進室を設置･

社内表彰制度「CSR大賞」を創設

ISO26000を導入

SUSTAINABILITY REPORT 2012

C S R 報 告 書 2 0 1 2

2012年 4月 ⃝ 伊藤園グループCSR推進基本方針を制定
5月 ⃝ CSR推進室と環境部を統合し、CSR推進部に改組（社長直轄）
6月 ⃝ 伊藤園CSRメールマガジン初回発行
9月 ⃝ 第1号のCSR報告書となる伊藤園CSR報告書2012を発行
2013年 3月 ⃝ 伊藤園グループCSR憲章を制定･

伊藤園グループの生物多様性保護の基本的方針を制定

5月 ⃝ ESD推進基本方針を制定･

CSR大賞にCSV部門を追加

10月 ⃝ コミュニケーション編「お茶にまつわる7つのストーリー」
･

パフォーマンス編の2分冊とWEB編からなるCSR報告書2013を発行
Sustainability Report 2013
コミュニケーション編

12月 ⃝ ポーター賞を受賞

CSVの本格導入とCSR／CSV／ESDの体系化へ
2014年 2月 ⃝ 伊藤園グループCSR憲章を改定（CSVを明記）
･

伊藤園グループCSR推進基本方針を改定（CSVを明記）
･
ESD推進基本方針を改定（CSVを明記）

4月 ⃝ 伊藤園グループ環境方針（環境基本理念、環境行動指針）を改定※･
※制定は2001年3月

Sustainability Report 2014

世界のティーカンパニーを目指して

進化する経営戦略
共有価値の創造 CSV
産業集積： 茶産地育成事業×地方経済の活性化
バリューチェーン：トレーサビリティ×食の信頼
製品・サービス： 特定保健用食品×お客様の健康

人づくり・地域づくり ESD
ESDな従業員

①茶殻リサイクルシステム ②「お茶で日本を美しく。」 ③④ティーテイスター制度
⑤お～いお茶新俳句大賞 ⑥グローバル展開

7月 ⃝ 伊藤園CSRメールマガジンを伊藤園CSR／CSV／ESDメールマガジンと改称

社会対応力 CSR
組織統治／人権／労働慣行／環境／公正な事業慣行／消費者課題／
コミュニティへの参画及びコミュニティの発展／グループ各社の主な取り組み

8月 ⃝ 伊藤園ESDグローバル・アクション・プログラム（GAP）を策定し、
･
ESD伊藤園モデルとして推進

10月 ⃝ 冊子「進化する経営戦略」
、コミュニケーションブック※、WEB編からなるCSR報告書2014を発行･
※CSR報告書2013コミュニケーション編を定番化･

資源循環技術・システム表彰（経済産業省 産業技術環境局長賞）
、
･
リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰（農林水産大臣賞）
11月 ⃝ ESDユネスコ世界会議併催イベント（文部科学省主催）にて伊藤園シンポジウムを実施

CSR体系についての外部評価 ：日本食糧新聞社表彰（食品安全安心・環境貢献賞）
環境コミュニケーション大賞（CSR報告書部門 優良賞）
2015年2-3月 ⃝ 食品産業もったいない大賞（農林水産省 食料産業局長賞）ほか
5-7月 ⃝ 日経ソーシャルイニシアチブ大賞（企業部門賞）
、日本水大賞（経済産業大臣賞）
、環境賞（優秀賞）などを受賞
10月 ⃝ 伊藤園レポート2015、サステナビリティレポート2015特集編／報告編（CSR報告書2015）を発行
11

有識者からのご意見（マテリアリティ・レビュー）
伊藤園は、
ステークホルダーとの対話を重視し、
その都度、

ジ〜12ページおよび本冊子でご紹介している伊藤園のビジ

経営やCSR活動に反映させてきました。関係者への訪問・

ネスモデルのバリューチェーンの特性や価値創造への考え

対談などでも、幅広い関係者よりご意見をいただいていま

方を中心に、経営上の重点事項（マテリアリティ）を総括す

す。特に、2011～2014年の4年間にわたり、累計14回にわた

るレビューと進捗管理を行うための有識者会合「マテリア･

り開催されたステークホルダー・ダイアログを通じ、毎年

リティ・レビューのためのステークホルダーダイアログ2015」

活動方針を進化させ、その経過もCSR報告書やホームペー

を開催しました。以下は、ご参加いただいた皆様からのコメ

ジなどでご紹介してきました。

ントを要約したものです。
（葉玉氏はインタビューで聴取、

5年目を迎えた本年度は、
「伊藤園レポート2015」7ペー･

※50音順に掲載しております。
以上の方に加え、名和高司氏も参加）

阿南 久 氏

小島 正美 氏

前消費者庁長官、
一般社団法人 消費者市民社会をつくる会
理事長

毎日新聞社 生活報道部編集委員

消費者志向の経営を進める上で、消費者への安全・安心の基

バリューチェーンの中の茶産地育成事業がまさにマテリアリ

本として、伊藤園の工場を見せていただき品質管理の徹底を感

ティだと思います。耕作放棄地の解消など、日本の農業課題の

じましたが、これが非常に重要だと思います。伊藤園の商品開

解決に貢献しているだけでなく、地域の雇用創出などの地域活

発力による特定保健用食品やこれからの機能性表示食品には、

性化にもつながっている点は、社会に向けてもっと訴求できる

消費者への健康価値提供とわかりやすい情報発信が重要ですの

点だと思います。

で、消費者教育・啓発の取り組みも期待しています。

後藤 敏彦 氏

葉玉 匡美 氏

特定非営利活動法人サステナビリティ日本
フォーラム代表理事

弁護士
TMI 総合法律事務所所属

省資源・省エネルギーの普及の面からNSシステムと、
省資源・

企業は法律違反をしないだけではなく、ステークホルダーに

リサイクル・CO2削減の面から茶殻リサイクルシステムなど環

対して配慮した、一歩進んで喜び、利益を与える積極的な存在

境の取り組みが重要だと思います。自社工場を持たないファブ

として活動することが求められます。伊藤園のバリューチェー

レス方式は、専門メーカーの有する経営資源と技術を選択活用

ン全体を通してそれぞれのパーツのマテリアリティを回すため

するものです。設備投資リスクを軽減する協働先との取り組み

には、その基本にあるコンプライアンスとコーポレート・ガバ

が、さらなるCO2削減などにつながることに注目しています。

ナンスが重要だと思います。

馬越 恵美子 氏

水尾 順一 氏

桜美林大学  経済・経営学系教授、
異文化経営学会会長

駿河台大学  経済経営学部経済経営学科教授、
･
一般社団法人 経営倫理実践研究センター･
首席研究員

伊藤園商品はおいしくて非常に信頼できるという評価と印象

営業とマーケティングを一体化させ、社員が常に顧客と接し、

があります。このブランド力に加え、新俳句大賞や「お茶で日

新規需要の傾向等を把握するとともに、顧客ニーズに即したき

本を美しく。
」活動による付加価値が、広告費を抑えた消費者へ

め細かな対応をするルートセールスが重要だと思います。ES

の宣伝となっていると思います。商品は多様なものを出されて

（従業員満足）とCS（顧客満足）の追求、さらにはCSR（社会的

おり、
この多様性とコーポレート・ガバナンスにおけるダイバー

責任）を高める「三方よしの“ECSR”」により、
サステナビリティ

シティとがマッチすることが重要だと思います。

経営を進めることを期待します。

詳細はこちら URL ▶ http://www.itoen.co.jp/csr/stakeholder/
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主なCSR目標
伊藤園では、ISO26000に即した中核主題別に目標（KPI）を定め、
「計画」
「実行」
「評価」
「改善」のPDCAサイ
クルで活動進捗を管理し、フォローアップしています。
（以下はその要約です）
項目

2014年度活動目標

2014年度活動実績

2015年度活動目標

⃝内部統制推進委員会開催･

組織統治

コーポレート・
ガバナンス

⃝公正で透明性の高い経営

（6回）
⃝個人投資家向けIR説明会開

⃝内部統制における業務の
有効性、効率性向上

催（16回、約2,400名対象）
⃝人権啓発活動推進体制を･

人権

人権の尊重

⃝人権啓発活動

整備
⃝ハラスメント等に関する･

⃝人権啓発活動

教育実施

労働慣行

働きやすい
職場環境づくり
多様性の推進
リサイクルの
推進
地球温暖化防止

環境

2.0％以上の継続

⃝改正障がい者法定雇用率
2.0％以上を継続･
（実績2.19％）

コンプライアンス

お客様満足
消費者課題
健康価値

⃝食品リサイクル率90%以上

⃝全社CO2排出量削減･

⃝全社CO2排出量削減･

2009年度比 -8%[原単位]

⃝茶殻リサイクルビジネス
拡大

⃝全社CO2排出量削減･
2009年度比 -9.5%[原単位]

2009年度比 -8%[原単位]

5,034万ケース
⃝茶殻製品化：28件･

教育・文化

地域貢献

⃝茶殻リサイクルビジネス
拡大

（累計30件以上）
⃝全社の電力使用量削減

⃝全社の電力使用量削減･
⃝全社の電力使用量削減
+
2013年度比 -2％ [原単位]
2013年度比 9.1％[原単位] 2013年度比 -2％ [原単位]

⃝ビジネスコンプライアンス
検定取得推進

⃝お客様満足の向上
⃝機能性飲料製品改良、
･
ラインアップの充実

⃝茶文化の啓発

⃝ビジネスコンプライアンス
検定取得率：･
対象者の70%以上
⃝お客様情報に基づき、
･
製品設計を見直し
⃝機能性飲料製品の改良、
･
発売

⃝ビジネスコンプライアンス
検定取得推進
⃝ハラル認証の取得（相良工
場、伊藤園産業）
（下期）
⃝機能性表示食品の･
ラインアップの充実
⃝茶文化の啓発活動の強化

活用したお茶セミナーを･

⃝外部団体との関係強化

837回実施

⃝イベントへの積極参加

⃝茶産地育成事業（新産地事 ⃝茶産地育成事業（新産地事

⃝茶産地育成事業（新産地事

業）の拡大･

業）の拡大･

業）の拡大･

年間生産量：871トン

年間生産量：824トン

年間生産量：881トン

詳細はこちら URL ▶ http://www.itoen.co.jp/csr/
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2.0％以上の継続

⃝食品リサイクル率90%以上 ⃝食品リサイクル率91.5%

⃝ティーテイスター制度を･

コミュニティ
への参画及び
コミュニティ
の発展

⃝改正障がい者法定雇用率

⃝茶殻リサイクル段ボール：

環境に配慮した
製品開発
省エネルギー
推進

公正な
事業慣行

⃝改正障がい者法定雇用率

第三者意見
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授  

名和 高司 氏

懐の深い経営モデルを高く評価
伊藤園の経営は、ヨコ、タテ、そして幅という３次元にお
いて、世界でも極めて先進的なモデルと考えらえます。
第一に、ヨコ（水平）においては、バリューチェーンを一
貫して、ビジネスと社会の双方への価値創造を行っている
点が優れています。
「茶畑から製品まで」というライフサイクル全体にわたっ

造モデルでは、さまざまな資産が有機的に活用されていま

て、関係者と幅広く協働しながら、顧客に健康と安らぎを

す。なかでも、モノやカネのような有形資産だけでなく、人

届けるというビジネスモデルは、CSVの先進事例として

財、技能、ネットワーク、ブランドなどといった無形資産が

ハーバード大学のマイケル・E・ポーター教授からも絶賛

活かされている点がユニークです。これらの無形資産は財

されています。

務諸表には表れませんが、同社の持続的な成長の原動力に

第二に、タテ（垂直）においては、上層にビジネスモデル
としてCSVを、中層に社会対応力としてCSRを、そして下
層にそれらを支える人づくりとしてのESDを位置づける
という3層構造になっています。ポーター教授はCSRから
CSVへシフトせよと説いていますが、伊藤園は、ビジネス

なっています。このように表面に見えない奥行の深い経営
こそ、同社の真の強みではないでしょうか。

C S V 2 . 0のグローバル展開への期待
伊藤園は「世界のティーカンパニー」を目指してグローバ

と社会の双方にしっかり目配りしている点が特徴的です。

ル展開を加速しています。健康や安らぎといったQOL（生

また、その担い手である人の育成に注力している点も、現

活の質）の向上は、世界中で求められています。同時に、同

場に基軸をおく同社の強みを踏まえた経営モデルといえる

社のこの 3 次元の奥行の深い経営モデルが、21世紀型の日

でしょう。

本発グローバルモデル（CSV2.0）として広がっていくこと

第三に、幅（奥行）の深さも注目されます。同社の価値創

を心から期待しています。

第三者意見を受けて
当社のビジネス・モデルについて、経営戦略のご専門の

CSVによる価値創造、ESDによる人材育成を経営戦略の一

切り口からご評価をいただき、まことにありがとうござい

環として推進し、ご指摘の「CSV2.0のグローバル展開への

ます。今回の報告書の体系では、このビジネス・モデルをわ

期待」を踏まえ、
「世界のティーカンパニー」を目指した取

かりやすく伝えステークホルダーとのコミュニケーション

り組みをいっそう加速してまいります。

に役立つよう、
財務・非財務両面での「統合報告」的アプロー
チを工夫しました。バリューチェーンでの価値創造の分析、
それを構成する各段階での財務・非財務の価値創出にも焦
点を当てました。今後とも、ステークホルダーの幅広い関
心にお応えできるよう、ISO26000による国際標準のCSR、

常務執行役員 CSR推進部長
CSR推進委員会副委員長
環境委員会委員長
コンプライアンス委員会オブザーバー

笹谷 秀光
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会社概要

業績
■ 売上高
（連結）

会社名�������������������������������������

（百万円）

500,000

英文社名���������������������������������
本社所在地 ����������������������������� 東京都渋谷区本町3丁目47番10号
設立����������������������������������������� 1966（昭和41）年8月22日
資本金������������������������������������� 19,912,300,000円
従業員数��������������������������������� 5,381名
支店・営業所・出張所 ��������� 全国30地区  201拠点
店舗����������������������������������������� 全国211店舗
工場����������������������������������������� 静岡相良工場（静岡県牧之原市女神21）

375,000

沖縄名護工場（沖縄県名護市伊差川112）

0

’11

’12

’13

’14

■ 営業利益
（連結）

18,000

17,679

18,907

タリーズコーヒージャパン株式会社
チチヤス株式会社

20,250

21,100

11,393

6,000

0

株式会社沖縄伊藤園
伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ株式会社
ネオス株式会社

’11

’12

■ 当期純利益
（連結）
12,000

株式会社グリーンバリュー
伊藤園産業株式会社

9,000

株式会社伊藤園関西茶業
■ 主な海外グループ会社

’15

（4 月期）

（百万円）

24,000

12,000

■ 主な国内グループ会社

430,541

125,000

研究所������������������������������������� 中央研究所（静岡県牧之原市女神21）
主な事業��������������������������������� 茶葉および飲料製品の製造、販売

403,957

250,000

浜岡工場（静岡県御前崎市新野3406-4）
福島工場（福島県福島市荒井北1-2-9）

351,692

369,284

437,755

’13

11,244

’14

12,096

’15

（4 月期）

（百万円）

9,249
7,675

7,292

6,000

ITO EN（North America）INC.

3,000

ITO EN（USA）INC.
Mason Distributors, Inc.
Distant Lands Trading Company, Inc.
ITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITED
ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
ITO EN Singapore Pte. Ltd.
寧波舜伊茶業有限公司

0

’11

’12

’13

’14

5,278

5,285

5,307

5,339

’11

’12

’13

’14

’15

（4 月期）

■ 従業員数
（単独）
6,000

（名）

5,381

4,500

福建新烏龍飲料有限公司
伊藤園飲料（上海）有限公司

3,000

PT ULTRAJAYA ITO EN MANUFACTURING
PT ITO EN ULTRAJAYA WHOLESALE

1,500

ITO EN（Thailand）Co., Ltd.
0

  ※2015年4月30日現在

Sustainability Report 2015特集編に関するお問い合わせ先

CSR推進部
〒151-8550 東京都渋谷区本町3丁目47番10号
TEL：03-5371-7213

FAX：03-5371-7196

e-mail：csr＠itoen.co.jp
http://www.itoen.co.jp

’15

（4 月30日現在）

サステナビリティレポート2015報告編
Sustainability Report 2015

CSR

社会対応力
CSRとは

Corporate Social Responsibilityの略で、
「企業の社会的責任」と訳される。

伊藤園グループでは、社会からの信頼を得るために幅広い「社会対応力」をつけることととらえて
いる。関係者（ステークホルダー）
との連携･協働により、本業を通じて社会・環境の持続可能性に
貢献するための活動である。
伊藤園グループでは、企業活動のグローバル化もにらみ国際規格のISO26000を羅針盤とし、そ
れに即した7つの原則と７つの中核主題で体系的にCSRを推進している。

ISO26000の7つの中核主題

目

次

組 織 統 治・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ⅰ

コミュニティ
への参画及び
コミュニティ
の発展

人 権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ⅲ

人

権

組織統治

労 働 慣 行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ⅳ
環 境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ⅵ

消費者課題

組

織

労働慣行

公 正 な 事 業 慣 行・・・・・・・・・・・・・・・ⅹ
消 費 者 課 題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ⅺ
コミュニティへの参画及び
コミュニ ティの 発 展・・・・・・・・・・xⅲ
グループ 各 社 の 主な取り組 み・
・
・
・
・xⅵ

公正な
事業慣行

環

境

組織統治
●取締役会

基本的な考え方

取締役会は、原則月1回開催され、経営の基本方針・経営戦略等の

伊藤園グループは、経営理念
「お客様第一主義」
に基づいて健
全な経営体制を構築し、経営の透明性・健全性・遵法性の確保、迅
速かつ適切な情報開示等を実践していきます。
※

組織統治：
【CSR憲章 】
伊藤園グループとして、経営理念に基づく健全な経営を推進し、
グループ全体でのシナジー発揮を図るとともに、グループ全体の
ガバナンスとＢＣＭ
（事業継続マネジメント）
の推進により、事業継
また、
ブランドイメージの訴求強化および
続力の強化を図ります。
理解促進を推進し、本業を活用して企業価値の向上を図ります。
※伊藤園グループでは、
７つの中核主題
（
「組織統治」
「人権」
、
「労働慣行」
、
「環境」
、
「公正な
、
事業慣行」
「
、消費者課題」
「
、コミュニティへの参画及びコミュニティの発展」
）
に即してCSR

重要事項を協議・決定しています。
取締役は17名で、
うち2名は社外取締役であり、独立的立場から職
務執行を監督・牽制する機能を担っています。

●監査役会
監査役会は、原則月1回開催され、監査に関する重要事項を協議・決
定するほか、監査実施状況、課題認識等の情報共有および意見交換等
をしています。
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役3名
（いずれも社外監査
役）
で構成され取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業
務執行部署への往査等を通じて、取締役の職務執行の適法性を中心
に監査し、必要に応じて意見表明をしています。

憲章を定めており、
その内容を各中核主題別活動報告ページの冒頭に記載しています。

独立役員の取締役会・監査役会への貢献
コーポレート・ガバナンスの方針
伊藤園では、
「お客様第一主義」
を経営理念に掲げ、伊藤園グループ基本綱
領の中で、
「伊藤園グループは企業の永続的な成長・発展と企業価値を高める
ため、国・地域社会・消費者・株主・販売先・仕入先・金融機関等のステークホル
ダーと協調し、企業の社会的責任を果たすことを経営の根幹」
としています。
この経営理念が、伊藤園の企業理念の基本的な考え方であり、コーポレー

株主との対話
IR活動の推進
これらのコーポレート・ガバナンスに関する情報については、伊藤園レ
ポート2015

23、24ページもご参照ください。

ト・ガバナンスを支える根幹です。伊藤園はこの理念に基づき、すべてのステー
クホルダーの信頼に応え、持続可能な社会の実現に向けた経営を全役員およ
び全従業員一丸となって積極的に推進します。
また、適切なコーポレート・ガバナンスを実現するために、監査役会設置会社
の形態を採用し、監査役が、グループ会社の代表取締役あるいは担当取締役
または従業員に対し、営業の状況、意思決定のプロセス等の確認を行い、監査
を実施しています。監査役は、取締役会に毎回出席し、監査の状況につき会社

リスクマネジメント
伊藤園グループは、
コンプライアンス、情報セキュリティ、品質およ
び環境、債権回収、災害および事故などあらゆるリスクに対応するた
め、社内規程等を策定し、
リスク担当部署を設けて対応しています。

全般または個別案件ごとに客観的かつ公平に意見を述べるとともに、監査役
会での監査方針に従い取締役の業務執行を監査しています。

● コーポレート・ガバナンスの概要

● BCP（事業継続計画）
によるリスク管理
伊藤園では、2011年3月11日に発生した東日本大震災の経験を
踏まえ、既に策定済みのＢＣＰの浸透を推進するため、各部署にＢＣＰマ
ニュアルを配布し、教育を重ね事業継続力の強化を図っています。

● 情報セキュリティの強化
伊藤園グループは、取り扱うすべての情報の資産価値を認識し、
情報の適切な保護・管理に努め、情報セキュリティの強化を図ってい
ます。また、個人情報保護方針を定め、保有する個人情報は適切に取
り扱い、厳重に管理しています。

CSRマネジメント
伊藤園は、
「CSR経営の推進」
を経営の柱の一つに据えて活動してい
ます。CSR推進体制として、代表取締役社長を委員長とし、生産・営業・
管理部門の責任者で構成されるCSR推進委員会を、2014年度は6回
開催し、CSR目標
（KPI）
の検討などを行いました。
伊藤園の社員全員がCSRへの意識を高めて取り組みを進めていく
ために、CSRおよび環境をテーマとした社内教育を実施しています。
また、伊藤園グループCSR担当者連絡会議を定期的に開催して
います。

i

● CSR大賞
伊藤園は2011年度より、社員一人ひとりのCSRへの意識を高め、

ESDユネスコ世界会議併催イベント 伊藤園企画シンポジウム

お客様との信頼関係の強化やCSR活動を通じた社員のモチベーション

実施日：2014年11月11日
開催場所：名古屋国際会議場

向上、
チーム力強化を目的として、
「CSR大賞」
の表彰を行っています。

テーマ：みんなで学ぶ

2014年度は、CSRに加えて、CSV、ESDの視点を含めた地域密着

・
食と農のO M O T E N A S H（おもてなし）
I

MOTTAINAI
（もったいない）
・SATOYAMA
（里山）
のこころ

型活動の優良事例、今後の営業活動でヒントとなる優良事例の表彰を

ご出席のステークホルダーの皆様：

行い、活動事例の共有化を図っています。

パネリスト：

2014年度CSR大賞受賞活動
（すべてチーム単位で受賞）

学学長）
、馬越恵美子氏
（異文化経営学会会長、桜美林大学教授）
、松浦

熊倉功夫氏
（一般社団法人和食文化国民会議会長、静岡文化芸術大
晃一郎氏
（第8代ユネスコ事務局長）
、マリ・クリスティーヌ氏
（国連ハビ

◯ 自治体との協定による共有価値創造；地域と協働し里山保全および茶文
化継承
（岸和田市
「フクロウ協定」
）
◯ 新しい環境配慮型アルミレス紙容器の開発による共有価値創造（CSV）

タット親善大使、
あいち海上の森センター名誉センター長）
、鷲谷いづみ氏
（
「世界一田めになる学校」
校長、東京大学教授）
進行：中嶋美年子氏
（元アナウンサー、三菱地所株式会社開発推進部マ

◯ NSシステムの全国への展開による共有価値創造
（CSV）

ネージャー）
※所属・役職は、実施日、開催日時点のものです。

ESD推進基本方針の策定

コーポレートブック
（※2015年より伊藤園レポートに
上記に加え、

「ESD
（Education for Sustainable Development）
：持続可

切り替え）
、株主の皆様へ
（事業報告書）
、
ＣＳＲ報告書などさまざまな

能な開発のための教育」
とは、
「 持続可能な社会を支える担い手づ

コミュニケーションツールを利用して企業情報を発信しています。伊

くり」のことで、世界中で推進されています。伊藤園グループでは、

藤園ホームページ内ではCSR活動についてご紹介しています。

ISO26000に基づくCSR推進を強化し、持続可能な社会を支える人

（伊藤園ホームページCSRサイト）

材育成や関係者との協働を体系化し発展させるため、
「ESD推進基本

http://www.itoen.co.jp/csr/

方針」
（2013年5月制定、2014年2月改定）
に基づき推進しています。

情報開示（ディスクロージャー）
次のような事項を推進しています。
伊藤園グループは、会社の経営や活動の状況を広くステークホル

【推進事項】
◯ ＥＳＤの考え方を取り入れたＣＳＲ/ＣＳＶ社内教育の実施

ダーに開示していくことが重要な責任の一つと考え、積極的な情報

◯ 関係者との連携による教育の実施・実践活動の実施

開示により経営の健全性・透明性を常に高めるよう努めています。

◯ ＥＳＤロゴマークの活用によるＥＳＤの社内浸透と社会への普及促進

伊藤園は、金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時
開示規則により、
「ディスクロージャーポリシー」
に沿った情報の開示

ステークホルダーとの対話

を行っています。また、諸法令や適時開示規則に該当しない場合で
あっても、社会的関心が高いと判断した情報については、公平性、迅

伊藤園では、2014年度に以下のような活動を行い、ステークホル
ダーとのコミュニケーションを深めました。
◯ ステークホルダーダイアログの実施
（年3回）
◯ 自治体首長からのご意見聴取

速性の観点から可能な限り迅速かつ正確な情報開示に努めていま
す。
（ディスクロージャーポリシー）
http://www.itoen.co.jp/finance̲ir/inquiry/policy/

◯ 消費者・消費者団体代表との対話
◯ 消費者へのアンケートの実施

有識者のご意見

◯ 株主を対象とした定期的な説明会の実施
■ 2014年度実施 ステークホルダーダイアログ概要

伊藤園の組織統治は、経営理念に基づく基本的な考え方が明
確です。仕組みは、ISO26000で求められている中核主題の基

2014年度

第1回ステークホルダーダイアログ

実施日：2014年5月16日
（伊藤園本社）
テーマ：CSR/CSVの効果的な発信
ご出席のステークホルダーの皆様：井之上喬氏
（株式会社井之上パブ
リックリレーションズ代表取締役社長＆ＣＥＯ、京都大学経営管理大学院
特命教授）
、森摂氏
（株式会社オルタナ代表取締役社長 兼 編集長）
、田
中宏司氏
（東京交通短期大学名誉教授、日本経営倫理学会前副会長、
BERC首席研究員）
2014年度

第2回ステークホルダーダイアログ

実施日：2014年9月29日
（伊藤園本社）
テーマ：進化する経営戦略〜CSVを考える〜

本として、構築されています。具体的には、コーポレート・ガバナ
ンス
（ガバナンス体制、内部統制）
、CSRマネジメント、
リスクマネ
ジメント、ESD推進基本方針、ステークホルダーとの対話、情報
開示と、社会から求められている項目に真摯に対応し実践して
います。特に、持続可能な開発のための人材育
成に優れています。
一般社団法人経営倫理実践研究センター
理事・首席研究員
東京交通短期大学名誉教授
田中 宏司氏

ご出席のステークホルダー：名和高司氏
（一橋大学大学院国際企業戦略
研究科教授）
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人権
日本赤十字社愛知県支部

基本的な考え方

伊藤園は、災害や病気などに対してさまざまな支援活動を行っている
伊藤園グループは、
性別、
年齢、
民族、
人種、
宗教、
信条等による差

日本赤十字社愛知県支部および自動販売機の設置先と連携し、設置先

基本的人権を尊重して、
事業活動を推進していきます。
別をせず、

の売上の一部を日本赤十字社愛知県支部の活動に役立てていただい

人権：
【CSR憲章】

ら有功章を授与されました。

ています。この取り組みが評価され、2013年には日本赤十字社か
性別、年齢、民族、人種、宗教、信条等による差別や差別への加担
をせず、
すべてのステークホルダーの基本的人権やプライバシー
を尊重して、
グローバルな事業活動を推進します。

関係者のご意見
日本赤十字社愛知県支部事務局長

大島 久雄氏

CSRについて、
ISO26000で体系的に取り組まれているこ
とに驚きました。
日本赤十字社でも、
新しいアイデアを模索

人権尊重への取り組み

していく流れがあります。我々、
赤十字社の活動のキーポイ

人権尊重は社会の基本ルールです。伊藤園グループでは、法令等を
遵守するほか、上記の通り基本的人権の尊重についての考え方を定

ントは人とのネットワークだと思っています。自動販売機を
活用したご支援の取り組みは、
非常にありがたいですね。

め、行動規範と行動基準を策定しています。これらを事業の指針とする
とともに、パワーハラスメント、
セクシャルハラスメントの根絶や、性別、
年齢、民族、人種、宗教、信条等による差別の排除など、働きやすい職
場環境の整備に取り組んでいます。

赤い羽根共同募金
社会福祉法人中央共同募金会が行っている
赤い羽根共同募金は、高齢者、障がい者、子ど

伊藤園グループでは、人権問題について、
コンプライアンス研修の一

もたちなどへの地域の福祉活動の支援や災害

環として社員への教育・研修を実施しています。研修では、
人権問題の中

時の
「災害ボランティアセンター」
の設置・運営

でパワーハラスメント、
セクシャルハラスメントなども取り上げています。

などに使用される資金を募る取り組みです。伊
藤園は、自動販売機の売上の一部をこの募金会

● 事業活動を通じた人権尊重への取り組み

に寄付し、
さまざまな社会福祉法人やNPO法人の福祉活動に役立て

おぎゃー献金基金

ていただいています。

おぎゃー献金とは、公益財団法人日母おぎゃー献金基金が行ってい
る、心や身体に障がいをもつ子どもたちに手を差し伸べる思いやりの

その他の取り組み
人権活動を行っている関係者より取り組みを広く周知したいとの

運動です。伊藤園は、2003年よ

ご要望を受け、伊藤園では全国各地に設置され、老若男女を問わず

り全国各地の産婦人科診療施設

多くの方々が目にする自動販売機の広告パネル部分を、人権活動

を中心に設置している自動販売

の紹介に活用しています。島根県・鳥取県で実施している障がいの

機の売上の一部をこの基金に寄

ある方の絵画を展示する
「ゆめいくワークサポート事業」
への参画な

付しています。

おぎゃー献金基金マーク

どが代表例です。
また、公益財団法人すこやか食生活協会に協力し、視覚障がい者等

関係者のご意見

の方々に、おいしいお茶のいれ方をご説明する音声ファイルを提供す

公益財団法人日母おぎゃー献金基金

る活動も行っています。

専務理事 力武 義之氏
貴社には、長年この事業に支援をいただいてい
ることから、
感謝状を贈呈させていただきました。
2013年には基金設立50周年を迎え、
新たな50年
に向けて、
この事業のさらなる発展にご協力をいた
だければと思います。

有識者のご意見
会社の最大のお客様は従業員だと思います。最大の顧客は確
かに消費者ですが、
その消費者に対するすべてのサービスの原点
は社員です。従業員満足
（ES）
を推進する上での会社の姿勢、明
確な方針を出すことです。伊藤園の
「人にやさしい

石川被害者サポートセンター

会社」
への取り組み強化を期待します。

公益社団法人石川被害者サポートセンターとは、犯罪や事故の被害
者の方やその家族に対して、電話相談や法律相談、警察や裁判所への
付き添いなどの支援活動を行っている団体です。同様の活動をしてい
る団体は、全国47都道府県にあります。
伊藤園は、被害者支援の取り組みとして、2012年4月より石川県内
に設置している自動販売機の売上の一部を、石川被害者サポートセン
ターに寄付しています。
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駿河台大学 経済経営学部経済経営学科教授
一般社団法人経営倫理実践センター首席研究員
水尾 順一氏

労働慣行
● グローバル人材の採用

基本的な考え方

伊藤園グループは
「世界のティーカンパニー」
を目指し、外国籍社員

伊藤園グループは、創業以来、実力主義の考え方のもと、社員

の採用活動を進めています。

「和」
の精神に基づき切磋琢磨することで個人の能力・スキ
が真の
ルを高め、
また社員一人ひとりの労働意欲を高める環境づくりを
行ってきました。今後も職場環境の整備と社員の働く意欲、能力

● 働きやすい職場環境への取り組み
伊藤園では、職場環境の総合的な問題および改善策を検討し、
より

向上のための取り組みを推進し、
ディーセント・ワーク
（働きがいの

良い職場環境をつくるため、職場環境改善推進委員会を設置していま

を目指します。
ある人間らしい仕事）

す。委員会のもとには、各事業所の代表者による地区委員会
（原則年1
回実施）
が設置され、
さまざまな課題について意見交換をしています。

労働慣行：
【CSR憲章】

社員一人ひとりが日ごろから業務上の諸問題に対して改善意識を持

社員一人ひとりがいきいきと働くことができる、ダイバーシティ

ち、社内の協力体制を築きながら自主的に業務改善を進めています。

（多様性）
が重視され、
ワーク・ライフ・バランスが向上した職場環

また、伊藤園では、毎年全社員を対象に各種制度や職場環境に関し

境を整備するとともに、グローバル人材など国内外の職場で活躍

て意識調査を実施しています。調査結果は、担当部署にて分析・整理を

できる人材の育成を目指して、社員の働く意欲や能力の向上に取

行い、人事制度の見直しや職場環境の改善に役立てています。

り組みます。
また、海外進出先の事情に応じて、的確な労働政策を
推進します。

多様な人材育成
伊藤園グループは、最も大切な財産は
「人」
であるという考え方に基
づき、人材育成に力を入れています。その中でも教育の根幹は
「自己啓

多様性のある働きやすい職場づくり

発」
であると考え、社員のやる気を支援するさまざまな自己啓発制度を

伊藤園グループでは、
さまざまな人が働きやすく働きがいを持って

整備しています。また、資格別、職位別、年次別、職種別などの教育制

仕事に取り組める職場環境づくりに取り組んでいます。

度と併せて人材育成に取り組んでいます。

● 男女機会均等

● 伊藤園大学・伊藤園大学院

伊藤園の2014年度の男女別従業員比率は、男性が90.7％、女性

1989年に創設した社内研修制度
「伊藤園大学」
では、営業、財務、

が9.3％です。女性の勤続年数は年々上昇傾向にありますが、製品の

マーケティング、組織などのカリキュラムから社員が学びたい内容を選

積み下ろしなどの納品業務を行うルートセールスが主体となる営業形

び、知識の習得を目指して1年間、課題やグループ討議に取り組みます

態のため、男 性の比

男女別従業員数（2015年4月末現在）

率が高いのが現状で

男性

す。今 後も職 種の拡
大や能力発揮の機会
を増やすなど、男女と
もにいきいきと働くこ

4,879名（90.7％） 502名（9.3％）

合計
5,381名

（2014年度卒業者数827名）
。2009年には
「伊藤園大学院」
も開設
し、
さらなる自己啓発に取り組む社員が経営感覚を身に付ける場とし
て活用されています
（2014年度卒業者数21名）
。

男女別管理職者数（2015年4月末現在）
男性

女性

1,059名（98.4％） 17名（1.6％）

とのできる職場づくり
を推進していきます。

女性

合計
1,076名

● グローバル人材の育成
伊藤園グループは、
「世界のティーカンパニー」
を目指し、グループ企
業と連携して、海外研修生の社内公募など、今後さらに重要性の増す

新卒採用者数（2014年度）
男性

女性

合計

203名（84.2％）

38名（15.8％）

241名

● 障がい者雇用
伊藤園では、2015年3月末時点で、119名の障がいのある社員が
さまざまな職種で働いており、2014年度の障がい者雇用率は2.19％

海外展開において即戦力となるグローバル人材を計画的に育成して
います。

● ティーテイスター制度
1 9 9 4 年 から 開 始した
「ティーテイスター
（茶資格）

です。採用前に配属予定拠点にて、2週間の事前実習を行い、本人と

制度」
とは、お茶に関する高

職場との適性を確認することで、定着率の向上を図っています。また、

い知識と技術を持つ社員に

障がいのある方に職場での就業体験の機会を提供することで就職に

資格を与え、お茶に関する知

向けた支援を行うとともに、社員の理解促進にも努めています。

識と技術の向上、社内外へ

● 再雇用制度

した伊藤園グループ独自の

の茶文化の普及などを目指
伊藤園は、定年後、最大5年間勤務できる再雇用制度を設けていま

社内制度です。毎年多くの社員が挑戦し、3級、2級、準1級に加え、

す。原則として再雇用希望者全員と契約を結びます。これまでに培っ

2013年5月には1級を新設しました。2015年5月時点の有資格者数

た経験や知識、
ノウハウをさまざまな職場で発揮できる環境を整えて

は1,819名です
（1級12名、準1級2名、2級224名、3級1,581名）
。

います。
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● 社内提案制度
伊藤園グループでは、職種にかかわらず全社員が新しい製品や販

● 健康管理の取り組み

売促進の提案などができる
「Voice制度」
を設けています。2014年

伊藤園グループは、全社員対象の健康管理において、法定項目以上

度の提案件数は、19,259件でした。この制度を通じて、全社員が
「今

の検査を実施し、希望者に対しては婦人科検診や前立腺検診を一部

でもなお、お客様は何を不満に思っていらっしゃるか」
を常に意識する

会社負担で行っています。このほか、健康診断再検査補助金制度や配

とともに、優れた提案には社内表彰を行うことで社員のモチベーショ

偶者への人間ドック補助金制度なども設け、社員の家族の健康管理も

ン向上にも寄与しています。

支援しています。

● 平等な機会、公正な評価

談、
メンタルヘルス相談窓口」
を外部に設置し、社員やその家族の健康

また、産業医や保健師によるカウンセリングや
「24時間健康・医療相
伊藤園グループでは、年齢、学歴、性別等に左右されることなく、教
育、配置、業務の平等な機会が与えられ、
さまざまな職場の経験を通し
てキャリア形成を図っています。

相談や心の悩みの解消に向けた支援体制を整備しています。
どの労働衛生テーマについても、産業医から講習を受けるなど、社
員の健康にも配慮しています。

また、評価においては、社員の行動・業績を自己評価したうえで、直
接・間接の上司による多段階評価を実施しています。結果は本人に
フィードバックするとともに、次年度の目標設定に反映させています。

● 安全衛生
伊藤園は、労働安全の継続的な向上に取り組んでいます。2014年
度の労災発生件数は113件でした。労災事故が生じた場合には労災

● 女性ならではの目線で商品開発
ＩＴＯ ＥＮ女子部は、伊藤園女性社員による、女性のための商品を

事故報告書による原因分析を行い、再発防止に努めています。
労働者の健康障害防止の基本対策等を行うため、本社部門及び50

企画・開発するプロジェクト。女性だから気付くことを大切にし、新た

名以上の事業場に衛生委員会、生産本部に安全衛生委員会を設置し、

な需要の創出を目指しています。
ＩＴＯ ＥＮ女子部が開発した商品が

職場の安全対策や熱中症・インフルエンザ対策などの労働衛生テーマ

「FOODEX美食女子グランプリ2014」
金賞を受賞しました。詳細は

について産業医から講習を受けるなど社員の健康にも配慮していま

「消費者課題」
（ⅻページ）
をご参照ください。

す。
また、安全衛生に対する管理体制を整備する目的で、全社安全衛生
委員会を2015年に設置しました。

ワーク・ライフ・バランスの推進
● 交通安全の推進
伊藤園グループでは、社員の生活の充実は、会社における仕事の充
実にもつながるものととらえています。ワーク・ライフ・バランス
（社員の

伊藤園は、
ルートセールスで車両を使用する営業社員が多いため、
交通ルールの遵守や運転マナーの徹底を含めたコンプライアンス教

仕事と生活の調和）
を推進し、誰もが働きやすい職場づくりに向けた環

育を実施しています。また、安全運転を推進するため、
ドライビングレ

境整備や各種制度の拡充を図っています。

コーダーの設置や教育の徹底を図り、
「 事故ゼロ」
を目指しています。

● 次世代育成支援

ESDによる
「人づくり」

伊藤園では、社員の育児休業取得について、
すべての社員が積極的
な制度活用を図れるよう、行動計画を定め、着

持続可能な社会・環境に向けて
「ESD
（Education for Sustainable

実に実施してきました。その結果、2010年に、

Development）
推進基本方針」
に基づいて、CSR教育などの実施を

次世代育成支援対策推進法に基づく基準適合

強化しています。

一般事業主の認定を受けました。また、2015
年は、第3回目となる行動計画を策定し、取り組
みを継続しております。

有識者のご意見
伊藤園の製品に対する信頼度は非常に高いうえに、多様なもの

● 労働時間短縮への取り組み

を販売されています。それに対し経営にも一層のダイバーシティ

伊藤園では、長時間労働の防止の一環として、全社一斉の
「ノー残

が必要だと思います。製品の多様性とコーポレート・ガバナンスの

業デー」
の実施、連続5日以上の長期休暇取得を促進しています。今後

インテグリティがマッチすることが、世界のティーカンパニーへの

も労働時間短縮に向けた取り組みを強化していきます。

長期ビジョンを達成するうえで重要なことだと思
います。

社員の健康管理と安全衛生の向上
伊藤園グループは、労働災害の防止および社員の健康の維持・増進
を図ることを目的として、安全衛生に関する社内規程を定めています。
また、
「5S活動」
を通じて、社員が職場内における労働安全衛生上の課
題と改善策を出し合い、
日々安全な職場環境づくりを進めています。
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桜美林大学 経済・経営学系教授
異文化経営学会会長
馬越 恵美子氏

環境
● 環境関連法令への対応

基本的な考え方

伊藤園では、全事業所が毎年、法規制等登録簿で法令の遵守を確

伊藤園グループは、地球環境を守り、次世代に継承し、持続可能
「環境
性を確保することが重要な責務であると強く認識しています。
に基づいて環境目標を設定して活動を推進しています。
方針」

認するとともに、法務部・内部監査室・ISO事務局による監査・現地確認
を行っています。
また、営業拠点へ電子マニフェスト管理システムを導入し、廃棄物関
連業務の法令遵守徹底と、作業効率の向上を推進しています。

環境：
【CSR憲章】
地球温暖化防止、水資源・生物多様性対応、廃棄物削減・再資源

地球温暖化防止への取り組み

化などの環境課題への的確な対応を通じて、バリューチェーン全
体で環境負荷の低減に努めるとともに、地球環境の持続可能な
発展を目指して、自主的・継続的に人と自然との共生を通じた自
然資産の保全に取り組みます。また、グループ全体での環境マネ
ジメントの推進とステークホルダーとの協働を図ります。

地球温暖化による気候変動問題は、私たちが直面する重大な社会
共通の課題であると認識しています。

● 全社での結果
伊藤園では、ISO14001のPDCAサイクルにより、全部署で温室効
果ガスの排出削減に取り組みましたが、生産量の増加などに伴い、全

「伊 藤 園グループ環 境 方 針」

＊ 2 0 1 4 年 4月改 定

【環境基本理念】

社のCO₂排出量
（原単位）
は直近の2013年度比で6.6％増加、電力使
用量
（原単位）
は同比で9.1％増加となりました。

伊藤園グループは、
「お客様第一主義」に基づき、人類共有の地
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

■ 二酸化炭素排出量の推移

強く認識しています。そのため、あらゆる事業活動において法規

生産部門
営業・事務・研究部門

制を遵守し、バリューチェーン全体に配慮しながら自主的・継続
的に環境保全に取り組みます。
また、人と自然との共生、自然資本の保持と適正な利用、および
自然と調和した食文化の発展への努力と、社会の課題解決と伊
藤園グループの成長を両立する「共有価値の創造（CSV）」によ

(t-CO2)
40,000

37,402
7,611

30,000

36,015

37,839

売上高 原単位(全社）
(t-CO2/百万円)
39,922
38,429

8,460

8,491

8,397

0.108

0.108

0.106

0.113

29,791

27,555

29,348

30,032

30,835

'10

'11

'12

'13

0.113

【環境行動指針】

0.10

20,000

り、社会・環境の持続的発展およびグリーンエコノミーに貢献し
ます。

0.15

9,087

10,000

0

0.05

0.00
'14（年度）

１．
グループ全体の事業活動が地球環境・社会に与える影響につい
て認識し、極小化に努めます。

■ 電力使用量の推移

２．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
の予防に取り組み、環境マネジメントシステムの強化を図ります。
３．省資源、排出物の抑制・適正処分・リサイクルを推進します。
４．環境に配慮した製品開発、製品製造、研究を推進します。

生産部門
営業・事務・研究部門

2,069
2,000

７．水資源の保全に努めます。
８．生物多様性の保護に努めます。

888

1,500

2,178

895

934

（kWh/ 百万円）
2,313
100
1,014

75

73.1
1,000
500
0

1,181

1,254

1,244

62.3

61.1

'11

'12

59.9
'13

'10

1,299
65.4

1,535

９．地球環境への認識を高め、
「 ESD(持続可能な開発のための教
育）」の考え方を取り入れ、社会・環境に貢献できる人材を育成

2,149

876

５．環境に配慮した調達と仕組みづくりを推進します。
６．地球温暖化の防止に努めます。

売上高 原単位(全社）

（万 kWh）
2,411
2,500

50
'14（年度）

し、一人ひとりが環境保全を意識して行動します。
10．ステークホルダーとのコミュニケーションを強化し、環境保全の
活動を推進します。

● 製造工場とオフィスでの取り組み
製造工場
（生産部門）
では、
さらなるエネルギー使用の効率化に取り
組みましたが、生産量の増加などに伴い、CO₂の排出量は約8.2％増
加となりました。なお、一部の関連会社においては、太陽光パネルを設

環境マネジメント
伊藤園グループでは
「環境方針」
を柱に、ISO14001に基づく環境マ
ネジメントシステムを運用して、環境活動を継続的に推進しています。
これまでに生産部門・営業部門・本社部門・一部の関連会社にて認証を
取得しています。
また、執行役員会のもとに環境委員会を置き、環境方

置するなどして、再生可能エネルギーの利用にも取り組んでいます。
一方、
オフィス
（営業・事務・研究部門）
では、本社ビルでの照明設備
のLEDへの切り替えや拠点の空調設備の省エネルギータイプへの切
り替えのほか、徹底した節電活動に取り組んだ結果、電力使用量は原
単位で2013年度とほぼ同水準となりました。

針、環境目標、活動の進捗状況の審議などを行っています。
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● 物流・販売での取り組み

器は適正な再資源化業者により全量をリサイクルしています。

全国201ヵ所の営業拠点に配属された営業社員と、3,636台の営業

製造工程で発生する食品残渣や営業拠点で発生する賞味期限の切

車両がお取引先のもとへ製品をお届けしています。事業の拡大に伴う

れた製品などは、食品リサイクル法に対応した処理ができる再資源化

車両台数の増加を受け、車両1台当たりのエネルギー使用量の削減と、

業者に委託することを原則とし、
リサイクルに努めています。
２０１4年度

大気汚染物質の排出抑制は重要課題であると認識しています。

の食品リサイクル率は９1.5％でした。

また、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

トピックス

エネルギー消費を抑制しています。

茶殻を資源に変える
「茶殻リサイクルシステム」

飲料輸送についても、一部を車両か

製造工程で排出される茶殻の大部分は堆肥や飼料として再利用し

ら鉄道に変更するモーダルシフトの

ていますが、
さらに伊藤園では独自の
「茶殻リサイクルシステム」
を開

エリア拡大を行い、グリーン物流を

発しました。茶殻の一部を紙製品・建材・樹脂などに配合し、
協力企業

推進しています。

ブロック物流のエリア

でさまざまな製品を製造販売しています。茶殻を乾燥させずに水分を
含んだまま、
紙などの資材に配合するため、
原材料の使用量が削減で

● 自動販売機の省エネルギー化

き、
省資源化が図れます。

省エネ機能を搭載した自動販売機を積極的に導入し、消費電力の削

また、
茶殻乾燥時の石油資源消費などに伴うCO2発生が抑制され、

減に努めています。2015年4月末時点で、
ヒートポンプ式自動販売機採

省資源・CO2削減・リサイクルという3つの環境配慮の特色があります。

用率は83％です。

伊藤園の
「茶殻リサイクルシステム〜茶殻を身近な畳に
リサイクル〜」
エコマークアワード2014 銀賞を受賞

エコドライブと環境配慮型車両の導入
環境配慮型車両の積極的な導入や、営業ルートの効率化などによる

2015年3月、
当社が約10年前から取り組んでいる
「茶殻リサイクルシ

使用燃料の削減、全拠点でのエコドライブを推進しています。これによ

ステム〜茶殻を身近な畳にリサイクル〜」
が評価され、
エコマークアワー

り1台当たりの燃料使用量は、2013年度とほぼ同水準となりました。

ド2014※銀賞
（主催：公益財団法人 日本環境協会）
を受賞しました。

車両導入時において、国が定める基準を満たす低公害車と、ハイブ
リッド車などの環境配慮型車両の全車両に占める割合は87.8％となり
ました。

詳しくは、
ホームページをご参照ください。

■ 車両燃料使用量の推移
(㎘)
9,000

ガソリン使用量
軽油使用量
2,687

2,627

※エコマークアワード2014：
環境配慮型商品の製造、
販売あるいは普及啓発等により、
「消費者の環境を意
識した商品選択、企業の環境改善努力による、持続可能な社会の形成」
に大きく
寄与する取り組みをした企業・団体等を表彰する賞です。

1 台当たりガソリン使用量
1 台当たり軽油使用量 (ℓ/台)
2,627

2,687

http://www.itoen.co.jp/csr/recycle/

3,000

2,655

茶殻リサイクル3つの環境配慮

省資源
6,000

2,000

2,143

2,018
7,467

1,990
7,240

2,053
7,356

1,959

3,000

1,000
1,614

0

3つの環境配慮

7,519

7,548

'10

1,578

'11

1,588

1,622

'12

'13

1,559

茶殻入り段ボール

伊藤園は、
３Ｒ＜Ｒｅｄｕｃｅ
（発生抑制）
、
Ｒｅｕｓｅ
（再利用）
、
Ｒｅｃｙｃ
ｌ
ｅ
（再
資源化）
＞に取り組んでいます。
■ 伊藤園茶葉製造工場の排出物発生量と再資源化率の推移

1,200

再資源化率

排出物発生量
98.5

99.1

99.3

99.0

(%)
100

1,175

1,111

1,432

1,342

環境配慮型飲料容器
①NSシステムを採用した軽量PETボトル
環境賞
「優秀賞」
受賞
同賞は公益財団法人日立財団、株式会社日刊工業新聞社主催
による、
わが国の環境保全活動の発展を図り、
さらには持続可能

が期待される団体等を表彰する賞
（2015年度で42回目）
です。

1,371

東洋製罐株式会社と当社は、
「 持続可能な消費を実現した新・飲
'10

'11

'12

'13

'14（年度）

50

全営業拠点の環境目標として、製品廃却損の削減を掲げ、各営業拠
点がＰＤＣＡサイクルに基づき、継続的な取り組みを行っています。
また、空き容器などは営業拠点が回収を行っており、回収した空き容
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研究、
開発、
実践活動などで画期的な成果を上げたり、
または成果

300
0

リサイクル

な社会の構築に資することを目的として、
環境保全に関する調査、

98.2

900
600

CO2削減

0
'14（年度）

省資源化と排出物削減に向けた取り組み

(t)
1,500

茶殻入り
空き容器回収BOX

料充填システム
（NSシステム※）
」
が評価され、優秀賞を受賞しました。
※NSシステム：
伊藤園と東洋製罐株式会社が 共同開発した、常温で充填が 可能であり、か
つ、
ボトルの殺菌処理に殺菌剤を使用しない、
独自の充填方式。
NS=Non-Sterilant：ノンステリラント=薬剤を使用しないの意

副賞
（100 万円）
は、両 社の工 場が ある静岡県 牧 之 原 市に同

ステークホルダーへの対応とESDによる環境教育の推進

市の環境保全に役立てていただくために全額寄付することとし、
2015年8月24日にその寄付金の贈呈式を行いました。

ステークホルダーとのコミュニケーションも重要な課題として考えて
おり、環境保護などをテーマとしたSATOYAMAイニシアティブ推進

贈呈式の様子
静岡県牧之原市役所 榛原庁舎
庁 議 室にて
（ 右から牧 之 原 市 長
西 原 茂 樹 氏 、株 式 会 社 伊 藤 園
生産本部執行役員副本部長 田
熊元彦、東洋製罐株式会社生産
本部静岡工場長兼営業本部中
部販売部長 篠山健司氏）

西原茂樹牧之原市長のコメント：
「皆様が協働して環境にやさしい、効率的な低炭素社会を目指
す製品作りに貢献されたことは、我々も大変誇りに思っておりま
す。感謝を申し上げますとともに、
今後とも牧之原市と色々な意味
で情報交換やコラボレイトしながら、
お互いに発展、成長するよう
心からお願い申し上げます。」

ネットワーク、渡良瀬遊水地環境保全活動などにも参加しました。
また、
「お茶で日本を美しく。」
プロジェクトなどを通じた環境教育、世
界自然遺産・文化遺産保全教育、工場見学などでの体験型教育、茶殻
リサイクル製品を使った環境教育など、幅広く実施しました。ESD推進
基本方針に基づき、
これらの活動の統合化を図ります。

トピックス
「伊藤園 生物多様性保全モデル」
の体系
伊藤園では、
「 伊藤園グループ生物多様性保護の基本的方針」
、
「CSR推進基本方針」
「
、環境方針」
に基づき、
自然・環境保全、
人との
共生、
地域社会の形成という3つの活動分野において、
環境・人・社会
にやさしい企業を目指す、
「伊藤園 生物多様性保全モデル」
として体

②アルミレス飲料紙容器

系化し、
経営の中に組み込んで実施しています。

２０１４年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
「農林水産大臣賞」
受賞

「伊藤園

（主催：リデュース・リユース・リサイクル推進協議会）

3つの活動分野

目 標
環境にやさしい企業

絶滅危惧種の保護
湿地保全

使用しています。
しかし、
アルミ箔と紙を分離するのに特殊な処理

持続可能な社会形成のための
人づくり

が 必要となるなど、
リサイクルが 充分に進んでいません。伊藤園
は、
日本製紙株式会社、凸版印刷株式会社と協働で、
アルミ箔の

農業（田植え）
林業（間伐・木工）
水産業（湖・内水面）

代わりに環境配慮型フィルムを採用した
「アルミレス紙パック飲料

地域社会の形成

人にやさしい企業

世界遺産（自然・文化）

社会にやさしい企業

容器
（ＥＣＯ容器）
」
の開発に業界で初めて成功しました。
これによ
り常温で長期保存が可能でありながら、牛乳パックと同じリサイ

設計・
手法

消費者の参加

行政・NPO等
との連携

「学び」の場の設定

持続可能な環境・社会への貢献

自然・環境保全

方針に基づく体系的実施

飲料紙容器は、常温で長期保存を可能とするために、
アルミ箔を

生物多様性保全モデル」の体系

継続性と
発展性

クルを可能としました。環境配慮に優れた飲料容器として、今後も
商品の種類や販売エリアを拡大していく予定です。

有識者のご意見
欧米企業では、持続可能な調達のために、エネルギーの大
量 消 費を始めとする環 境 負 荷 、特にC O ₂を出すものは基 本
的に購 買しない動きが 強まっています。日本でもコーポレー
トガバナンス・コードで多 様なステークホルダーや持 続 可 能
性への配慮が 示されており、これを企業変革につなげられる

水資源・生物多様性などへの取り組み
伊藤園グループの事業にとって、水は大変重要な資源と認識してい
ます。水資源の保全、
さらに水の効率的な使用、水質汚濁の防止、生物

かが 大 事です。今 回 、価 値 創 造のマテリアリティや自然 資 本
をレビューされていることや、伊藤園生物多様性保全モデル
は内 外から要 請が 高まっているステークホルダーの意 見 重
視という点で時機を得ています。

多様性の保全に取り組んでいます。
本業においては、茶産地育成事業における環境保全型農業の取り
組み、多様な茶品種の採用、茶園周辺での生物に関するモニタリング

特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム
代表理事

研究などに着手しています。
また、
ステークホルダーとの協働では、
「お

後藤 敏彦氏

茶で日本を美しく。」
プロジェクトやその他の地域活動で里地里山保全
のためのさまざまな活動を行っています。
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事業活動による環境への影響
伊藤園は、バリューチェーン全体で資源やエネルギーの使用量と環境負荷などの総量を把握し、継続的にさまざまな環境負荷の低減を進めていま
す。
ここでは、2014年度の事業活動におけるインプット・アウトプットをご報告します。

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
荒 茶（ 緑 茶 原 料 ）･･･････2 0 , 0 6 0 t
その 他 原料 ････････････8 6, 619 t
（ウーロン茶・紅茶、果汁原料 等）

大気排出

産

自社の工場

自社の生産活動から排出したもの

静 岡 相良 工場 ･･･････････････････････28 , 2 2 2 t

CO 2････････････････････9, 337 t

・茶葉製品、原料茶葉、コーヒー原料

N O x･･･････････････････････4.7t

福島工場 ･･････････････････････････････2, 505t

S O x･･･････････････････････9. 0 t

・茶葉製品

資

材

浜 岡工場 ････････････････････････････････14 4t

排出物

・茶葉
自社の生産活動から排出したもの

自社の生産活動および
製造委託先で使用したもの

沖 縄名護工場 ････････････････････････21, 359 t
・飲料製品

排出物･･････････････････2 , 0 91t

P E Tボトル ････････････81, 532 t
スチール 缶 ････････････13,9 42 t
アルミ缶 ････････････････5,6 6 8 t
その他飲料容器 ･･････････5,463t
段ボール ･･････････････61, 5 43 t
茶葉包 装 資材････････････4,427t

飲料製品の原料と
製造方法

茶葉製品

エネルギー
自社の生産活動で使用したもの
電

力 ･････････････1,014万kWh

燃

料（原油換算）････････1,247㎘

用

水 ･････････････2 53 , 597㎥

軽

油 ････････････････････4 ㎘

製造委託先
飲料製品の製造委託について

ガソリン ･･････････････････16㎘

伊藤園では製品開発および原料
調達を行い、売上の約91％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。

用水

大気排出
製造委託先から排出したもの
CO 2････････････････････332,518t

製造委託先で使用したもの
20,826,447㎥

エネルギー

物流・販売・研究・事務

営業拠点、本社、研究所
および車両で使用したもの
電

力･･･････････1, 2 9 9 万 k W h

燃

料（原油換算）････････163㎘

軽

油････････････････7, 519 ㎘

ガ ソリン･･････････････1, 5 5 9 ㎘

大気排出
CO 2････････････････････30, 835t
N O x･･･････････････････････153t
S O x･･･････････････････････2 t

L P G（ 車 両 燃 料 ）･････14 , 5 3 4 ㎥

本社・研究所

営業車両

天 然 ガ ス･････････････7, 9 6 2 ㎥

専門店

営業拠点

用

水･･･････････････5 4 , 07 7㎥

※直営店舗等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。
※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新の係数を使用し、そのほかのエネルギーは、
「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。
3
※自社生産工場からの排水は、
28,147m（推計）
でした。
自社生産の排出部分は飲料製品の自社生産が限定されていることから、総使用量から飲料原料水を差し引いて計算しています。
※製造委託先からの排水は、12,969,741㎥（推計）
で、2013年度より微増となりました。

トピックス 「Water Project」への参加
環境省では2014年8月1日に、
「水循環基本法」
の趣旨を踏まえ、
健全な水循環、
水資源の重要性の理解や、
同法、
「水の日」
について、
広く国民に向けて啓発することで、
国民共有の財産である水資源を保全し、
その恵沢を将来にわたって享受して
いくことを目的とした新しいプロジェクト
「Water Project」
を発足させました。
伊藤園はその趣旨に賛同し協賛しています。
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公正な事業慣行
基本的な考え方

● 内部通報制度
伊藤園グループでは、担当部署の法務部コンプライアンス室に内部

伊藤園グループは、
すべての役員、社員等が国内外の法令およ

通報の受理窓口
「企業倫理ホットライン」
を設け、通報、相談、質問等の

び社内規程等を遵守のうえ、企業経営および業務遂行の適法か

対応を行っています。内部通報制度の運営は、公益通報者保護法に基

つ適正性の確保に努めます。また、消費者をはじめ投資家、取引

づき、内部通報等受付窓口担当者の基本ルールの遵守と、通報者等の

先、地域社会の方々など皆様からの期待を真摯に受け止め、誠実

保護および通報等内容の漏洩防止の徹底を図っています。

に応えていきます。

公正な事業慣行：
【CSR憲章】
サプライチェーンマネジメントの調達面での強化や、関係法令な
どの遵守、公正な市場ルールと適正な商慣習の実施、契約の尊重
により、企業不祥事を未然に防止するとともに、取引先との相互
の持続可能な発展を目指して事業活動を推進します。

内部通報等で把握した事案は、
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取りながら対処しています。

● コンプライアンス教育の推進
伊藤園グループでは、
コンプライアンス意識を高めるため、全役員お
よび社員を対象にコンプライアンス教育・研修を計画的に実施するな
ど、全社的にコンプライアンスの浸透を図っています。2014年度は、
コ
ンプライアンスに関する基礎知識や法令遵守、ハラスメント防止教育

● 伊藤園グループ行動規範・行動基準・行動チェックポイント
伊藤園グループでは、
法令、
基本綱領、
社内規程、
社会規範、
倫理など
の遵守を徹底し、公正・誠実な競争による事業活動を推進するとともに、
生活者の視点と立場を重視して事業活動を行っています。

などについて実施しました。
さらに、
全国の営業本部および地区には
「コンプライアンスリーダー」
、
「推進責任者」
を配置しています。コンプライアンスに関する検定試験の
受験を推奨し、
現在では、
対象者の約7割が資格を保有しています。

その実践に向け、
「お客様第一主義」
を具体化した
「伊藤園グループ
行動規範・行動基準」
の徹底がコンプライアンスの基本と認識し、グ
ループで浸透を図っています。
伊藤園グループ行動規範は、法令・基本綱領・社内規程との関係を

● コンプライアンス違反への厳正な対処
コンプライアンス違反事案が発生した場合には、正確な事実関係の
把握と真因の究明に努めたうえで、
事実を真摯に受け止め、
再発防止策

整理して、9項目を定めています。また、役員および社員一人ひとりが

の徹底、
違反した社員の適正な処分などを行い、厳正に対処します。

企業としての事業活動を行うにあたり遵守すべき事項を、
さらに具体

※コンプライアンスについては、
「伊藤園レポート2015」24ページもご参照
ください。

的に細分化した行動基準を定めています。
また、伊藤園グループは、全社員を対象に、
「社是」
を具体化した 5つ
の観点 から一人ひとりの
「行動チェックポイント」
を定め、日ごろの活
動の中で留意するとともに、定期的な教育の実施などを通して周知徹
底しています。

公正な競争・取引の徹底
健全な調達取引の徹底や製造委託先との公正な取引、営業・販売に
おける自由で公正な競争など、幅広くコンプライアンスの徹底に努め
ています。

コンプライアンス
● 知的財産の保護
● コンプライアンス体制の確立
伊藤園では、
コンプライアンスの徹底を図るため、全社のコンプライ
アンスマネジメントに責任を持つ企業倫理担当役員を任命し、
「法令遵

伊藤園グループは、他社の知的財産権を尊重するとともに、自社の
権利を積極的に活用しています。具体的事案には、研究開発部門と知
的財産部門が連携しながら対応しています。

守」
を経営の基本方針に掲げ、
「コンプライアンス企業・伊藤園グルー
プ」
の確立を目指すことを宣言しています。
2004年にコンプライアンス委員会およびコンプライアンス室を設

有識者のご意見

置し、
コンプライアンスに関する重大事案が発生した場合には、迅速に

昨今、企業会計不正や耐震装置の機能改ざんなど、素人には分かりにく

対応策を検討し、実施する体制を確立しています。2014年度はコンプ

い技術的な不祥事が続いている事から、お茶の製造をめぐるこうした技術

ライアンス委員会を6回開催しました。
さらに、各部門が連携してコンプライアンス違反の予防や再発防止
について詳細に検討し、
コンプライアンスの強化を図っています。

的な側面からのコンプライアンスについて質問をした。今回も丁寧にお答
えいただいたが、伊藤園における管理体制はすべてがお茶という日常の飲
み物に対するこだわりに結びついていることがわかった。原料の生産から、
製品の品質管理と販売に至るまで、どんなに高度な技術に基づいたもので
あっても、その原点は食品という人の口に入るものを生産しているのだとい

● グループコンプライアンスの強化
伊藤園グループは、グループ間でのコンプライアンスに関する連絡・
情報共有・意見交換等のための仕組みとして、
「コンプライアンス推進
担当者」
を国内グループ企業に配置し、定期的に
「国内グループ企業コ
ンプライアンス連絡会」
を開催しています。

う職人のような誇りとお客様に対する責任感があるということを知って、
と
ても安心できるという感想を持った。今後は日本の誇る
高品質のお茶を、和食の普及とともに是非全世界にも届
けていただきたい。
慶應義塾大学 商学部准教授
日本経営倫理学会会長
梅津 光弘氏
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消費者課題
基本的な考え方
伊藤園グループは、中期経営計画においても、製品開発やお客
様との接点を大切にすることを重視しています。お客様に提供す
る製品の原料から製品に至るすべての過程において、厳しい品質
管理基準に基づき、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」
に適合した製品づくりとサービスの提供を進め

ゲルマニウム半導体検出器による放射性物質検査風景
同検出器は、基準値が10Bq/kg以下または50Bq/kg以下の食品、主として飲
料製品、飲用茶（抽出液）、使用水、牛乳、乳飲料の検査に用います。

ています。

● トレーサビリティの確保
消費者課題：
【CSR憲章】

伊藤園では、国産緑茶原料のトレーサビリティシステムにおいて、茶

消費者に関するあらゆる法令の遵守と、
トレーサビリティシステム

生産農家の栽培管理記録、特に農薬に関する部分を重点的にチェック

の強化など、バリューチェーン全体での厳しい品質管理体制を維

しています。

持することにより、
「安心・安全」
を実現するとともに、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」
に適合した製品
づくりや健康面や食文化面での貢献など、
より高度なお客様満足
の実現を目指します。

● 野菜飲料の海外産原料の品質管理
伊藤園では、世界各地の原料調達先から受理する
「品質保証書」
に
よる確認と、産地で栽培、加工、管理の確認を行い、法令に適合した安
全な原料を使用しています。いずれも仕入れ担当者自らが現地に赴
き、使用農薬の実態や品質管理体制のチェックをしています。

品質管理に関する取り組み

お客様満足向上の取り組み

食品を取り扱う伊藤園グループにとって品質管理は、お客様に対す

伊藤園は、2009年度にISO10002
（苦情対応マネジメントシステム

る責任の最重要事項として認識しています。製品の設計、原料、包装材

の国際規格）
の自己適合を宣言しました。この規格では、
お客様満足を

から製造、流通に至るまで、厳しい品質管理体制を確立し、製品の安全

実現するため、
さまざまな活動において継続的な改善を図り、PDCAサ

性確保に努めています。

イクルに基づく苦情対応の枠組みを構築、運用することが求められて
います。伊藤園では、お客様の声を積極的に企業経営に活かし、経営

● 一貫した品質管理体制

理念の
「お客様第一主義」
を実践することを、
お客様満足の基本方針と

伊藤園では、品質管理・品質保証の国際規格ISO9001の認証を
2002年に取得、品質マネジメントシステムを構築し、品質管理に取り

お客様から電話、手紙、e-mailなどで寄せられるお問い合わせやご

組んでいます。2013年11月には静岡相良工場でFSSC22000の認

意見・ご提案は、私たちにとって貴重な情報です。ご意見などをいただ

証を取得しました。

いたお客様への対応は、初期対応を大切にし、お客様の声に誠意を

原料段階における残留農薬検査は伊藤園品質管理部門で行い、製

持って迅速かつ丁寧に対応することを原則としています。以上の対応

品段階における、香味や機器分析、微生物などの検査は、伊藤園品質

を行う部署として、伊藤園では、本社にお客様相談室を設けています。

管理部門と製造委託工場の双方が行っています。

また、日々の営業活動において、お客様からいただくご意見などに営

製品は伊藤園の品質管理基準
（飲料製造および茶葉製造ガイドライ

業社員が一つひとつ丁寧に、
そして誠実に対応するよう心掛けている

ン）
を満たした工場で製造し、
日々情報を共有するとともに、
工場担当者と

ほか、お客様からのご意見などは全役員・関連部署・社員で情報の共

の品質会議を行うことにより、
安全・安心な製品づくりを徹底しています。

有化を図っています。

また、
すべての飲料製品について放射線量測定器での検査やモニタ
リングを行うことで、放射性物質の検査体制を確立しています。

指導
● 官能検査（形状、色つや、香り、水色検査） ● 微生物検査
● 理化学検査（成分分析など） ● 放射性物質検査

お客様相談室

全役員
情報の共有化

報告

● 放射性物質検査

回答

製品

伊藤園と
製造委託工場
による検査

● 水質検査

お客様

報告

水

社員

報告

● 放射性物質検査

ご意見
ご提案

● 官能検査（形状、色つや、香り、水色検査） ● 微生物検査
● 理化学検査（成分分析など） ● 残留農薬検査

ご意見
ご提案

原料

飲料原料

■ お客様からいただいたご意見・ご提案の対応の流れ

回答

■ 伊藤園の品質管理（主な検査）

xi

しています。

関連部署

改善指示

●「FOODEX美食女子グランプリ2014」
金賞受賞

度は全国各地でおいしいお茶のいれ方の説明や実演などの活動を、約

カフェインゼロで、食事にも合う新・健康茶として発売した
「ヘル

800件実施しました。具体例としては、松江城大茶会、浅草浅草寺など

シールイボスティー」
が2014年3月4日に、
「FOODEX美食女子グラ

の日本文化との連動、当社製品の販売先である流通企業と連携した

ンプリ2014」
金賞を受賞しました。また、2015年には
「レモングラス

展開、公民館や学校などでの展開、東北の震災復興支援としての
「お

ティー」
が銀賞を受賞しました。

茶っこ会」
、量販店などの店頭で行う
「大茶会」
などです。

「FOODEX JAPAN/国際食品・飲料展」
は、
アジア最大級の食品・
飲料専門展示会で、
「美食女子」
とは、食 に精通した女
性たちで構成されるFOODEX JAPANの公式組織

● 食育に関する取り組み
伊藤園は、2011年に内閣府が制定

です。モデル、
タレント、栄養士、バ

した
「第2次食育推進基本計画」
に沿っ

イヤーなど、
さまざまなバックグラ

て、お茶や飲料を通じて、体系的な食

ウンドを持つ女性たちが、 女性目

育の推進を図っています。

線 から新しい食のトレンドを発信

取り組みにあたっては、
「社員ティー

しています。

テイスターによる茶文化の普及・啓発
活動」
「
、お茶の健康セミナーの実施」
、
充実野菜 国産100％ 旬の野菜

● パッケージやホームペー
ジでの製品情報の提供

原料名（野菜） 産地

伊藤園は、販売している飲料製

にんじん

日本（宮崎、鹿児島、熊本、長崎）

トマト

日本（長野、山梨）

セロリ

日本（長野、愛知、静岡）

品のパッケージに、原材料や栄養

有色甘藷

日本（宮崎、鹿児島）

成分表示を行っています。
また、緑

レタス

アスパラガス 日本（長野、秋田、長崎）

茶・むぎ茶・野菜の各飲料や茶葉
製品について、使用している原料
の産地を、製品パッケージやホー
ムページで自主的に開示し、放射
性物質検査測定結果についても
ホームページで開示しています。

「製品パッケージやホームページでの
※「
、食育推進全国大会へ
情報の提供」

の参加」
などを重視して行っています。
※
「お茶百科」

http://ocha.tv/

日本（長野、群馬）

パセリ

日本（静岡、福岡、長野、千葉、茨城、大分）

クレソン

日本（長野、茨城、栃木、山梨）

キャベツ

日本（愛知、長野、群馬）

ラディッシュ

日本（長野）

ほうれん草

日本（長野、大分）

三つ葉

日本（茨城、長野）

原料名（果実）

産地

梅

日本（和歌山）

※ ホームページでの原料産地掲載例
(2014年7月現在)

「お茶百科キッズ」

http://ocha.tv/kids/

お茶の健康価値研究と特定保健用食品等の開発
伊藤園中央研究所は、お茶を含めた多岐にわたる研究を行い、
さま
ざまな製品開発や製造工程の改良に寄与してきました。体脂肪やコレ
ステロールが気になる方向けの2つの健康表示を持つ特定保健用食品
「2つの働き カテキン緑茶」
「
、同 カテキン烏龍茶」
「
、同 カテキンジャス
ミン茶」
はそうした長年の研究成果を活かして開発された製品です。
ま

● さまざまなお客様への配慮

た、機能性表示食品の研究・開発も行っております。

容器包装の改善
「お〜いお茶」
などの主力製品のパッケージラベルは、
ミシン目の
「穴

個人情報の保護

の大きさ」
と
「間隔」
を調整したはがしやすい
「簡易開封ラベル」
を採用し
ています。
また、手 の 力 が 弱

伊藤園は、
お客様の個人情報については、適正な方法で取得し、
「個
従来
ラベル

簡易開封
ラベル

人情報の保護に関する法律」
などを遵守し、適正な保護・維持・管理を

い方でも開けやすい

行っています。ホームページでは、
「個人情報保護方針」
「プライバシー・

PETボトルキャップや

ポリシー」
および
「個人情報保護法に基づく公表事項」
を公開していま

缶のプルトップの採用

す。
また、
ホームページを通して取得した情報は、
「伊藤園ホームページ

を推進しています。

プライバシー・ポリシー」
に基づき厳正に管理しています。

ユニバーサル自動販売機

有識者のご意見

高齢者や子どもが製品を購入しやすくなるように、
低い位置に製品選択ボタンを設置したり、障がいのあ

茶文化の普及・啓発活動や受賞事例から、社会のニーズや期待に応

る方がお金を入れやすい構造を採用した自動販売機で

える企業活動の実践と成果が伝わってきます。お客様第一主義を基盤

す。病院や公共施設などを中心に設置しています。

とする活動を消費者として応援したいと思います。
トレーサビリティシステムは、商品を手にした消費者の感動、疑問など

お客様とのコミュニケーション

消費者の声を生産者まで届けたり、産地の様子を知ることができる双方
向の情報伝達のしくみとしても期待しています。生産
から消費まで各工程に携わる皆さんと共に、相互の信

● 社員ティーテイスターによる茶文化の普及・啓発活動

頼関係を高められるよう活用したいと思います。

社内の
「ティーテイスター
（茶資格）
制度」
の有資格者が
「お茶の専門
家」
として、
お茶の知識・いれ方・おいしさ・健康性など、茶文化の啓発活
動や社内外に向けた情報発信などを積極的に行っています。2014年

公益社団法人ＮＡＣＳ消費生活研究所長
戸部 依子氏
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コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
基本的な考え方
伊藤園グループは、地域の活性化のために、地域貢献、
コミュニ
ティへの参画とコミュニティの発展に寄与していきます。
伊藤園グループは、生産から販売の各段階において、地域の
農・食・食文化、地域の環境・里地里山、日本の文化・伝統に関係

このような取り組みが 評価され、茶産地育成事業（新産地）は、
2015年6月に日本経済新聞社主催
「第3回日経ソーシャルイニシアチ
ブ大賞 企業部門賞」
を受賞しました。
■ 茶産地育成事業の状況
茶園面積（契約栽培）
茶園面積（新産地）

(ヘクタール)
1,000

する活動や震災復興支援を重点項目として、本業を通じた活動を
推進しています。

800

863

957
3,000

883
3,285
2,813

また、
「世界のティーカンパニー」
を目指し、北米や豪州のグルー
プ企業とも連携しています。

845

■ 新産地事業展開地区
生産量 (トン)

2,593

2,691

549

542

長崎県
西海地区

2,700

600

大分県
臼杵地区
杵築地区
宇佐地区

2,400
542

600

400

2,100

コミュニティへの参画及びコミュニティの発展：
【CSR憲章】
企業市民として、環境、食と農、文化、少子高齢化、地域活性化な

200

1,800
296

321

341

357

'13

1,500
'14（年度）

コミュニティの持続的発展
どの地域課題に対し、本業を活かして、
に貢献する活動を推進します。また、海外進出先のニーズに即し

0

'11

'12

鹿児島県
曽於地区

宮崎県
都城地区

てコミュニティ課題に対応し、進出各国での良好な関係の構築を
図ります。

茶産地育成事業（契約栽培・新産地）
お茶のおいしさを生むのは茶葉の品質です。伊藤園は、社員自らが
茶産地や茶市場へ出向き、茶葉の品質を見極めたうえで行う
「直接仕
入れ」
のほか、茶葉原料の一部については、茶畑からおいしさを育て上

新産地事業

大分県杵築地区 「お〜いお茶」原料茶葉専用茶畑

げる茶産地育成事業
（①社員が茶産地の方々とともに茶葉の品質向
上に取り組む契約栽培茶園、②耕作放棄地などを活用し畑づくりから
茶葉を育成する新産地事業）
に取り組んでいます。
2015年6月には、契約栽培のパートナーである熊本県の農業生産
法人 株式会社濱野製茶に出資しました。

● オーストラリアでの「茶産地育成事業（新産地事業）」
茶葉の製造・販売を行うITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITED
では、季節が日本と逆のオーストラリア・ビクトリア州において
「茶産
育成事業
（新産地事業）
」
として、茶園造成や茶栽培の指導および荒
茶加工をしています。現地の生産者と協力して茶栽培技術の工夫を

● 茶産地育成事業（新産地）の取り組みの背景
伊藤園は、日本の荒茶生産量の約4分の1を取り扱っていますが、高

行うほか、荒茶については日本国内同様にトレーサビリティを徹底さ
せています。ここで生産された茶葉は、オーストラリア国内向けの製

品質な原料茶葉の安定調達が課題でした。伊藤園は、①耕作放棄地な

品の原料や、伊藤園の特定保健用食品の原料などとして使用されて

どの活用による大規模茶園造成、②高品質茶葉の安定的生産、③安

います。

定した農業経営、④雇用創出などの生産現場の課題を検討した結果、
個々の茶農家との契約栽培に加えて、2001年より新産地事業にも本

静岡相良工場と地域とのかかわり

格的に取り組むこととしました。
日本有数のお茶処・静岡県牧之原市にある伊藤園静岡相良工場

● 茶産地育成事業（新産地）の推進

（1974年設立）
では、牧之原市とともに行う食育推進
（市の食育推進

伊藤園は、地域行政・組合・生産者の方々と協力し、耕作放棄地など

委員会への社員参加）
、工場見学会、小学校での茶の手揉み講習、地

を活用した茶産地を育成し、機械化やIT化を含めた栽培技術・ノウハウ

域清掃など地域に根ざした取り組みを行っています。また、毎年10月

の提供、収穫茶葉の全量買い取りを行い、茶葉の品質向上、
コスト削

には工場祭を開催しており、2014年度で23回目となりました。

減を図っています。茶農家の方々にとっては、伊藤園との契約取引によ
り、安定的な農業経営、肥料・農薬の適正な使用など環境保全型農業
の推進につながっています。
現在、宮崎、大分、鹿児島、長崎の九州4県6地区で
「お〜いお茶」
の
高品質原料茶葉を育てる新産地事業を展開しています。
2015年4月現在、新産地の面積は357ヘクタールで、新産地とその
他契約栽培茶園を合わせた面積は、957ヘクタールまで広がっており、
将来的に2,000ヘクタール規模への拡大を目指しています。一部地域
では荒茶製造工場が設立されるなど6次産業化につながっています。
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工場見学の様子

営業・販売拠点と地域とのかかわり
● 地域の環境・世界遺産等を応援する取り組み
2014年度は、各地域のステークホルダーの皆様とともに学ぶことを
基本に、幅広い活動を実施しました。

●「お茶で日本を美しく。」
プロジェクト
（協力：26都道府県）
2014年8月1日〜10月31日の
「お〜いお茶」
全
飲料製品売上の一部を日本各地の環境保全・整備
活動に寄付する取り組みです。また、伊藤園社員が

※2 日本水大賞委員会(名誉総裁：秋篠宮文仁親王殿下、
委員長：毛利衛氏)は、
委員
としてWWFジャパン会長をはじめ、
各種業界団体の長、
大学教授などの方々が、
上
記顕彰の選考などを行っており、
国土交通省と共同で主催している。

営業拠点等での清掃活動
伊藤園グループでは、
まち美化運動
「アダプトプログラム」
を推進して
おり、
本社ビル、
西新宿ビル
（伊藤園、
グリーンバリュー）
、
台東浅草ビル、
営業拠点、神楽坂ビル
（タリーズコーヒージャパン）
、伊藤園関西茶業で
社員が毎月2回実施しています。
また、公益財団法人日光杉並木保護財団
（栃木県教育委員会事務局
内）
主催で、毎年7月に開催される
「日光杉並木街道クリーン作戦」
に伊
藤園も2011年より参加しています。

各地の環境保全・整備活動に参加しています。
※「お茶で日本を美しく。」プロジェクト実施概要
「世界自然遺産等の環境保全・整備活動」
北海道：「北海道遺産」に選定されている貴重な自然環境の保全活動、栃木県：奥
日光の清流清湖保全活動、埼玉県：埼玉県の緑地保全活動、東京都：「校庭の芝生
化」と「街路樹の倍増」などの緑化事業活動、神奈川県：かながわの緑地保全活動、
愛知県：あいち森と緑づくり事業、長野県：霧ヶ峰などの自然環境と生物多様性保
全活動、大阪府：中之島にぎわいの森づくり事業、兵庫県：六甲山などにおける生
物多様性保全活動、岡山県：岡山県内の森林の整備、緑化活動、福岡県：福岡県
内の貴重な自然環境の保全活動、佐賀県：虹の松原、有明海などの環境保全活動、
大分県：くじゅう連山を中心とする大分県内の自然環境保全活動、宮崎県：高千穂
などの自然環境保全活動、鹿児島県：屋久島の環境保全活動
「世界文化遺産等の環境保全・整備活動」
新潟県：「金を中心とする佐渡鉱山遺産群」世界遺産登録推進活動、静岡県：富士
山の環境保全活動、山梨県：富士山の環境保全活動、京都府：京都府の文化財保
全活動、広島県：宮島の環境保全活動、四国 4 県：
「四国八十八箇所霊場と遍路道」
の世界遺産登録推進活動、長崎県：「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界
遺産登録推進活動、熊本県：「阿蘇の世界文化遺産登録」を推進する活動
詳しくは、ホームページをご参照ください。
http://www.itoen.co.jp/kirei/

● 東日本大震災復興支援の継続的取り組み
お〜いお茶
「絆」
プロジェクト
東日本大震災で被災した子どもたちへの教育支援として、2014
年8月1日〜10月31日の
「お〜いお茶」
全飲料製品の売上の一部を
寄付する
「お〜いお茶『絆』プロジェクト」
を実施しました
（対象地域 ：
「お茶で日本を美しく。」
プロジェクト対象地域を除く20県、寄付先
は岩手県
「いわての学び希望基金」
、宮城県
「東日本大震災みやぎこ
ども育英募金」
、福島県
「東日本大震災ふくしまこども寄附金」
）
。

「お茶っこ会」
東北地方では、近所の親しい方々が「ちょっとお茶でも」
という時、
「お茶っこしようか」
と集い、お茶を飲みながらよもやま話に花を咲か
せます。伊藤園では、被災地の皆様が絆やつながりを持ち続けるコミュ

琵琶湖環境保全活動 「お茶で琵琶湖を美しく。」
滋賀県が推進している
「マザーレイク21計画」
に賛同し、2008年度よ
り実施。2014年度も関西地域を対象に2015年1月13日〜3月31日の
「お〜いお茶」
全飲料製品の売上の一部を滋賀県に寄付しています。
また、琵琶湖の水質保全に役立つヨシ刈り活動に地域の方々と一緒
に社員が毎年継続して取り組んでいます。

ニティの復興の一助となるよう、被災地での
「お茶っこ会」
（おいしいお
茶のいれ方セミナー）
を継続的に開催しています。
今後も被災地のコミュニティ支援に継続的に取り組んでいきます。
「お茶っこ会」
開催実績 （2011年11月〜2015年5月） 合計154回

● 災害対応自動販売機等
伊藤園では、大規模災害が発生し、支援物資として飲料が必要とな
る際に、内蔵バッテリーに切り替える、あるいは手回しによる自家発電
で電気をつくることにより、製品を無料で取り出せ
る機能を持つ、災害対応自動販売機を積極展開し
ています。
また、伊藤園では、
大規模災害時に支援物資とし
て優先的に飲料を提供する旨の協定を、多くの自

ヨシ刈り活動

治体などと結んでいます。

トピックス

● ご当地キャラクターの応援と自治体との連携

地域の水環境保全を支援するＣＳＲ活動
「お茶で琵琶湖を美しく。
・お茶で日本を美しく。」
プロジェクトが

キャラクター」
についても本業を通じてさまざまな応援をしています。神

「第17回日本水大賞※1経済産業大臣賞」
を受賞
伊藤園では、
地球環境を守り、
次世代につなぐ持続可能性を確保

伊藤園は、地域活性化のプラットフォーム的な機能を有する
「ご当地
奈川県内の企業の社会貢献活動やＮＰＯ活動などの
「いいこと」
を見つ
け、結びつけ、発信するキャラクター
「かにゃお」
のほか、例えば、全国的

するため、
2008年から水環境の保全に着目し
「お茶で琵琶湖を美し

な認知度の高い栃木県佐野市のキャラクター
「さのまる」
については、

く。
」
活動を継続的に実施しています。
これに加え、
2010年から始まった

伊藤園佐野支店が
「さのまる応援隊」
の一員として活動しています。

「お茶で日本を美しく。」
活動のうち13県では水資源の保全活動をし

また、神奈川県横浜市と
「地域活性化に関する包括連携協定」
を

ています。
これらが水循環の健全化につながるものとして評価され、

2012年11月に締結しました。2014年3月には横浜市の
「横浜型地域

第17回日本水大賞
（主催：日本水大賞委員会・国土交通省 ※2 ）
の経

貢献企業」
に認定されました。

済産業大臣賞を受賞しました。
※1 学校・企業・団体・行政・個人などによる、
水循環の健全化などに寄与する諸活動
を顕彰するものとして1999年に創設。地球全体を視野に入れ、
水循環の健全化を目
指し、
美しい水が紡ぎだす自然の豊かさの中にも水災害に対して強靭な国土と社会
の実現に寄与することを目的としている。
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● 茶の専門店の展開
伊藤園は、関東・関西圏に直営店
（専門店）
を有しており、
日本茶や世

● 伊藤園レディスゴルフトーナメント
伊藤園は、女子ゴルフトーナメントを開催しており、2014年で第30

界のお茶などを販売しています。
「急須でいれる日本のお茶文化を多く

回となりました。開催地千葉県を

の方に伝えたい」
という想いのもと、選りすぐりのお茶を明るく落ち着

中心に募った
「伊藤園グリーンク

いた和空間でご提供する日本茶専門店
「伊藤園」
を首都圏に16店舗

ラブ」
というボランティア団体とと

オープンしています。2014年9月、羽田空港内に、和カフェ
「茶寮伊藤

もに運営し、入場料収入等は全

園」
を出店しました。クール・ジャパンをにらみ、成田空港でも展開して

額、開催地域の社会福祉事業等

います。

に寄付しています。
詳しくはホームページをご参照ください。

消費者との協働
● 日本最大規模の創作公募コンテスト
「お〜いお茶新俳句大賞」

http://www.itoen.co.jp/golf/ladies/

ESDによるコミュニティへの貢献

1989年の
「お〜いお茶」
発売以来毎年実施している、累計応募数約
2,801万句の創作公募コンテストです。季語や五・七・五の定型などに

コミュニティにおけるさまざまな活動では、社員と地域の方々の協働

こだわらず、自由な感性を楽しむというコンセプトと、入賞作品を
「お〜

による
「学び」
と
「人づくり」
「地域づくり」
への貢献を目指し、ESDの手法

いお茶」
シリーズのパッケージに掲載することが特色です。
また学校教

を活用しています。

育でも幅広く取り入れられています。
英語俳句の部も第2回から創設され、
2014年は16,445句の応募がありまし

有識者のご意見
取り組みが地域と価値を分かち合うレベルに至っており、評価

た。
詳しくは、
ホームページをご参照ください。
http://www.itoen.co.jp/new-haiku/

● 地域の食文化を応援する取り組み
伊藤園は、日本の食料自給率アップのための国民運動、
「 FOOD
ACTION NIPPON」
に参加しています。日本の各地域には、食材や料

できます。例えば、地域活性につながる茶産地育成事業は、高品
質な茶葉の安定調達という課題に応えるものです。地域の食文
化を守ることは、和食と合うお茶需要につながる可能性がありま
す。
琵琶湖環境保全活動のように社員や地域の人々が参加する活
動は、地域人財や社員を育てます。ただ、取り組みの社会的意義
と経営上の効果を評価し、常に改善を図ること
を忘れてはなりません。

理方法など特色ある食文化があります。近年、郷土料理やご当地グル
メに代表される地域の食文化を活かした地域振興の取り組みが各地で
行われています。食に合うお茶を中心とした製品を取り扱う伊藤園は、
各地で行うご当地グルメに関するイベントに参加し、食を通じた地域の

横浜市立大学国際総合科学部 教授
横浜市立大学ＣＳＲセンター長
影山 摩子弥氏

活性化を応援しています。
茶産地育成事業は、本事業を通じて地域や農村が抱える課題

● 日本食文化（和食）の応援
「和食；日本人の伝統的な食文化」
がユネスコ無形文化遺産に登録
され、今後は次世代への保護・継承していく活動が重要です。伊藤園
は一般社団法人和食文化国民会議
（略称：和食会議）
に参加していま
す。和食会議には調査・研究部会、普及・啓発部会、技・知恵部会の三
つの部会があり、伊藤園は、いずれの部会活動にも参画しています。
和食会議では、11月24日の和食の日
（いい日本食の日）
や11月
の和食月間を一つの好機としてとらえ、生活者・製造業・流通業・外食
産業・研究者等の連携を促進し、和食文化に親しむ機会を創出・拡大
を図り、広く国民に和食文化の魅力を発
信することとしています。
伊藤園は伝統文化である茶文化の啓
発活動と合わせて、和食文化普及活動
を応援しています。
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を解決する好事例として、多方面から高く評価されています。環境
に配慮した自動販売機の採用も社会的インパクトが大きいと思い
ますので、今後の展開に注目していきたいです。
2015年9月の国連総会で、2030年までに国際社会が取り組
むべき持続可能な開発目標が採択されました
が、伊藤園には引き続き、社会課題解決を起点
とした革新的なビジネスを推進していただきた
いと思います。
一般財団法人ＣＳＯネットワーク事務局長・理事
黒田 かをり氏

グループ各社の主な取り組み
基本的な考え方
伊藤園グループは、国内外に事業展開しています。
「お客様第
一主義」
の経営理念は、各グループ企業の事業展開にも活かさ
れており、ISO26000の中核主題のうち重点テーマである
「環
境」
「
、 消費者課題」
「
、コミュニティ」
といった各主題に関する取り
組みも積極的に行っています。

※タリーズコーヒージャパンの経営理念のひとつ 子どもたちや青少年の成長を促すため
に、
夢や目標のお手伝いをする に基づき、
絵本作家の発掘・支援をし、
読者である子どもた
ちへ夢や希望を与えたいという思いで、
2003年からスタートしたプロジェクト。審査の結果
選ばれた受賞作品はタリーズ店頭での販売をするとともに、病院や各施設に寄贈し、
販売
した絵本の売上の一部は、
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンに寄付しています。

株式会社沖縄伊藤園
沖縄伊藤園
（本社所在地 沖縄県）
では、飲料製品や茶葉製品の販

また、
「 伊藤園グループCSR憲章」
と
「伊藤園グループCSR推
進基本方針」
に沿って、
「 世界のティーカンパニー」
を目指した
CSRの施策を計画的に推進強化していきます。

売を行っています。沖縄で販売しているPET飲料
「海と大地の湧昇水」
「健康ミネラルむぎ茶」
には、万座沖で汲み上げた海洋深層水を配合
しています。美しい海や大自然に囲まれた沖縄で飲料・茶葉の販売を
行う企業として、2009年から海洋深層水の購入時にお支払いする

タリーズコーヒージャパン株式会社
タリーズコーヒーなどの飲食店の経営を行うタリーズコーヒージャ

協力金を、恩納村漁業協同組合のサンゴの海を育む活動に役立てて
いただいています。また、PET飲料
「さんぴん花茶」
の売上の一部を、
救急ヘリを運営する認定NPO法人メッシュ・サポートの活動支援のた

パン
（本社所在地 東京都）
では、地域社会に根ざした
「コミュニティー

め寄付しています。

カフェ」
として
「コーヒースクール」
や
「絵本の読み聞かせ」
など、各店舗

上 記 活 動 は 、対 象

でイベントを企画・開催しています。優秀な取り組みを行った店舗は
「コ

製 品 の パッケージ

ミュニティーカフェ大賞」
という社内表彰制度で表彰されます。こうし

で告 知し、認 知・理

た優良事例はタリーズ全社で共有化され他店が参考にすることで、

解 の 促 進を図って

地域社会とのつながりを重視するＣＳＲを推進しています。2014年度

います。

の
「コミュニティーカフェ大賞」
は、丸の内東京海上日動ビル店の
「にが
おえ台帳」
、
アトレヴィ巣鴨店の
「お店とデベロッパーとで作るコミュニ
ティーカフェ作り」
、富山県立中央病院店の
「STORY〜誰かのために
一生懸命になる〜」
が受賞しました。

伊藤園産業株式会社
ティーバッグ製造、麦焙煎、物流事業を行う伊藤園産業
（本社所在

また、2014年11月には、ママとキッズにやさしいスペシャルなタ
リーズ
「キッズコミュ グランツリー武蔵小杉店」
がオープンしました。

地 静岡県）
では、地域社会とのつながりを大切にして、事業活動を
行っています。例えば、各事業所に設置しているＡＥＤを静岡県牧之

「タリーズピクチャーブックアワード」受賞の絵本から大人向けの書

原市に登録し、同市のホームページに掲載してもらうことで広く活用

籍までを揃えたブックコーナーを設けたほか、デカフェのカフェラテや

していただけるようにしたり、地域の大雨時浸水対策としても、排水

キッズメニューなど、親子でお楽しみいただけるメニューを提供してい

ポンプ用電源に当社で電源設備を整備し、地域の皆様に喜んでいた

ます。

だけました。

2015年6月には、
「タリーズコーヒー with U ルミネ池袋店」
をオー
プン。タリーズで初の
「デジタル絵本」
を展開するキッズスペースを併

また、毎年地元の学校の課外授業での工場見学や職場体験を実施
し、働くことの喜びや社会人としての

設、
「タリーズピクチャーブックアワード※」
の作品の一部をデジタルで

責任感を学ぶ場として活用されてい

ご覧いただくことができます。お客様に愛されるコミュニティーカフェ

ます。当社の採用面接時に、
「 子ども

を目指し、
「居心地の良い空間」
のご提供と、地域に合わせた取り組み

のころ工場見学にきたことがありま

を行ってまいります。

す」
という声を聞くこともあり、今後も
キッズコミュ グランツリー
武蔵小杉店
（外観とブックコーナー）

ますます地域社会の皆様と共に成長

施設屋上に設置された太陽光パネル

していけるよう邁進してまいります。

株式会社伊藤園関西茶業
緑茶・麦茶・進物用製品の製造・販売を行う、伊藤園関西茶業
（本社
所在地 兵庫県）
では、2012年11月から新工場が稼動しています。
新工場では、新たな生産設備の導入
とともに工場見学ができる設備を併
設したほか、太陽光発電設備やLED
照明を導入するなどの環境配慮の
取り組みを行っています。
また、新工場周辺地域の清掃活動
With U ルミネ池袋店のキッズスペースと
「第12回ピクチャーブックアワード」受賞作品

も社員が定期的に実施しています。
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チチヤス株式会社

ITO EN（North America）INC．

ヨーグルトや牛乳などの乳製品を製造・販売しているチチヤス
（本
社所在地 広島県）
では、主に地元小学生などを対象に工場見学を開

ITO EN
（North America）
INC．
（ 本 社 所 在 地 ニューヨーク州 ）で

催しています。工場見学は、昭和初期から開始した歴史ある取り組み

は、海外での健康志向が 高まる中

で、ヨーグルトや牛乳などの製造ラ

で、
「お〜いお茶」
や
「TEAS TEA」
シ

イン見学や、工場に隣接する史料館

リーズ製品などを販売しています。

では、創業明治19年からの歴史の

また日本茶などのお茶を中心とす

説明も行っています。

る日本食文化もご紹介しています。なお、茶殻入り樹脂製のベンチ

また、地域社会への貢献活動とし

が現地メディアで記事として紹介されるなど、伊藤園グループの代

て、2015年4月には、広島県内の大

表的な環境に関する取り組みである
「茶殻リサイクルシステム」
に北

切な水源の一つである地元・大野地区の永慶寺川、2015年7月には

米でも関心が高まりつつあります。

大野妹背の滝公園を地域の方々とともに、社員が草刈りや清掃活動
を行いました。

ITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITED

なお、伊藤園と連携した取り組みとして、2014年12月には、世界
文化遺産の宮島の清掃活動も行いました。

茶葉の製造・販売を行うITO EN

今後も日本で初めてヨーグルト製品を発売した企業として、乳製品

AUSTRALIA PTY. LIMITED（本

への理解を深めていただく取り組みとともに、事業所のある地域に貢

社所在地 ビクトリア州） では、季

献できる活動を行っていきます。

節が日本と逆のオーストラリア・ビ
クトリア州において
「茶産地育成事
業（新産地事業）」
として、茶園造成

株式会社グリーンバリュー

や茶栽培、現地生産者への指導および荒茶加工をしています。現地
自動販売機のメンテナンス、自動販売機・車両などの購入仲介を行
うグリーンバリュー
（本社所在地 東京都）
では、
「循環型社会」
の構築を

の生産者と協力して茶栽培技術の工夫を行うほか、荒茶については
日本国内同様にトレーサビリティを徹底させています。

目指して、国内で使用しなくなった自動販売機を廃棄処分せずに、素材

ここで生産された茶葉は、オーストラリア国内向けの製品の原料

ごとに分別しリサイクルしています。
リサイクルされた自動販売機の素

や、伊藤園の特定保健用食品の原料などとして使用されています。

材は、
さまざまな形で活用されています。また、グリーンバリューでは、

茶樹の病害虫が少ないオーストラリアでは、農薬をあまり使わない栽

伊藤園本社や西新宿ビルといった事業所と連携し、
まち美化運動
「ア

培方法を確立させるなど、環境にやさしい緑茶生産を行っています。

ダプトプログラム」
を推進しています。

（ⅹⅲページ参照）

ITO EN（USA）INC．

その他

ITO EN
（USA）
INC．
（本社所在地 ハワイ州）
では、ハワイを中心に
飲料の製造・販売を行っています。ハワイにはオハナという
「家族」
を意
味する言葉があります。経済的にも精神的にも人々が互いに助け合っ
たり、分かち合いを大切に思うことはオハナの精神と呼ばれています。
このオハナの精神を持って、ハワイに住む支援を必要とするご家庭に

主なグループ企業

国内
●伊藤園・伊藤忠
［中国］
ミネラルウォーターズ株式会社
●寧波舜伊茶業有限公司
●ネオス株式会社
●福建新烏龍飲料有限公司
海外
●伊藤園飲料（上海）有限公司
［アメリカ合衆国］
●Mason Distributors, Inc．

●PT ULTRAJAYA ITO EN MANUFACTURING

り組みの趣旨に賛同し、飲料製品や食品の提供、寄付金の贈呈などを

●Distant Lands Trading Company,Inc.

●PT ITO EN ULTRAJAYA WHOLESALE

［シンガポール］

行っています。

●ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
●ITO EN Singapore Pte. Ltd.

「サステナビリティレポート2015」
に関するお問い合わせ先

株式会社
〒151-8550

CSR推進部

東京都渋谷区本町3丁目47番10号

TEL 03-5371-7213

FAX 03-5371-7196

e-mail csr@itoen.co.jp
http://www.itoen.co.jp
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［インドネシア］

食事を提供するなどの活動をしている、
フードバンクという団体の取

［タイ］
●ITO EN(Thailand)CO.,Ltd.

