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※「プレミアガセリ菌CP2305」はアサヒ飲料株式会社の商標です。

編集方針
アサヒ飲料は財務的価値と社会的価値を一体化させ新しい価値を
生み続けることで、持続的な成長を目指しています。『CSVコミュニ
ケーションブック』は、アサヒ飲料のCSV（環境・社会などへの取り組
みにより、お客様と共有できる価値を創造すること）の基本的な考え
方や具体的な活動について報告する冊子です。アサヒ飲料が掲げて
いるマテリアリティの実現に向けて重点的に取り組んでいる活動や、
アサヒ飲料らしい活動に焦点をあて、分かりやすく編集しています。
WEBサイトでは、さらに詳細な活動を報告していますので、こちらも
ぜひご覧ください。

アサヒ飲料ＣＳＶサイト
https://www.asahiinryo.co.jp/csv/

○報告対象　アサヒ飲料単体とし、一部の情報については子会社も対象としています。
○報告期間　2020年1〜12月の活動を中心に、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。
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アサヒ飲料

3,534億円※

グループ全体の
売上の

約17%アサヒグループ
約2兆278億円

※

※IFRS基準

2020年
売上高

A社

B社

アサヒ飲料

14.0%
※2020年現在

飲料業界
売上シェア

2008 環境配慮商品の推進、バイオマスラベルの採用

2010 「六甲のおいしい水」事業の取得
2011   炭酸水の直接（ストレート）飲用という新スタイルの提案

「ウィルキンソン タンサン」PETボトル発売
2012 「アサヒ おいしい水」発売
2016 全社での環境マネジメント推進、

ISO14001統合認証取得
2016 カルピス（株）と経営統合

2019 アサヒグループの海外飲料事業の一部を当社に移管
2020 台湾カルピス社、Calpis Beverage USA社を子会社化

1972 （株）三ツ矢ベンディング設立
1982 三ツ矢フーズ（株）を設立し、（株）三ツ矢ベンディング

の営業を承継
1991 「カルピスウォーター」発売（CA）

1993 ブレンド茶のパイオニア 
「アサヒ お茶どうぞ『十六茶』」発売

1996  商品開発から製造、販売までの一貫体制を開始。 
アサヒ飲料（株）に社名変更

2002 朝専用缶コーヒー「『ワンダ』モーニング ショット」発売
2005 「エコレールマーク認定企業」に認定1904 「ウヰルキンソン タンサン」発売

1919 日本初の乳酸菌飲料「カルピス」発売（CA）

1951 「バャリースオレンヂ」発売

リサイクルPET樹脂を使用したボトルを導入
「カルピスウォーター」や「三ツ矢」の一部商品に環境負荷の少
ない容器であるリサイクルPET樹脂を使用したボトルを導入。

ラベルレスボトル
の販売開始
PETボトルに貼付して
いるラベルを削減し、

「人にやさしく、地球に
やさしい」商品として、

「『アサヒ おいしい水』
天然水ラベルレスボト
ル」商品の販売を開始。
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「スポーツエールカンパニー」（スポーツ庁）、 
「東京都スポーツ推進企業」（東京都）認定

こども食堂への寄付を開始

2019

2018

「三ツ矢サイダー」環境授業開始 
（現「三ツ矢サイダー」水の未来と環境教室 ～こどもSDGsスクール～）

2009

平
ヒラ

野
ノ

水
スイ

（後の「三ツ矢サイダー」）発売

1884

カルピス（株）は 2016年にアサヒ飲料（株）と経営統合しました。 （CA）は当時のカルピス（株）の取り組みです。

『アサヒ飲料 健康チャレンジ！』開始
飲みものを通じて社会に健康価値を届けることを目指し、全社
的なプロジェクトをたちあげ、「じぶんも、会社も、世の中も健康
に」のスローガンのもと、さまざまな活動を展開しています。

水源地の森保全
活動開始
工場近隣地域の水源を守る活動として、2017年より北陸工
場で森づくり活動をスタート。2019年には、岡山工場で活動
を開始しました。

2017

2007
「カルピス」食育授業開始（CA）（現「カルピス」こども乳酸菌研究所）

乳酸菌・発酵の知見を活かした独自の次世代育成活動として、
2007年より社員による小学生向け食育出前授業を開始し、
2013年からは全社参加型の活動として実施。乳酸菌や発酵を
テーマに、五感を使った
体験では「食」への興味
を導き、社員と一緒に「未
来」について考えるディス
カッションでは、「ゼロか
ら何かを創造し未来の夢
へつなげる大切さ」を伝
えています。

「カルピス」ひなまつり
プレゼント開始（CA）

「カルピス」の生みの親であ
る三島海雲の発案で白酒の
色に似た「カルピス」を、ひな
まつりの時期に幼稚園・保
育園にプレゼントする活動
がスタート。子どもたちの健
やかな成長を願って「カルピス」で乾杯するこの活動により、50
年以上にわたって、楽しいひとときをお届けしています。

1963

● 主要ブランド

国民的炭酸飲料「三ツ矢サイダー」、日本初の乳酸菌飲料
「カルピス」、コーヒーの「ワンダ」、ブレンド茶の「アサヒ 
十六茶」、ロングセラー炭酸水「ウィルキンソン」、ミネラル
ウォーターを中心とする「アサヒ おいしい水」など、オリジ
ナリティあふれる飲料や健康に役立つ商品など幅広い年齢
層のお客様からのニーズに応える商品をお届けしています。

● 売上高 ● 年間販売数量

約2億5,000万箱

約3,300名

● 売上シェア
（箱数ベース）

● 従業員

約600種

● 販売する商品

アサヒ飲料のあゆみ

事業紹介

2010

200019901980Since
1884

2021

※商品画像は2021年5月現在
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アサヒグループの
マテリアリティ

貢献するSDGs

アサヒ飲料の
マテリアリティ

ブレーキのかからない気候変動、予期しない感染症、グロー

バル経済の加速。先行きの予測が困難な時代において、ア

サヒ飲料が事業を通じてどのように新たな価値を創造し、

社会からいちばん信頼される企業であるために大切なもの

は何か。長年にわたって日本企業のサステナビリティ活動と

かかわりをもち、“レジリエント・カンパニー※”の提唱者であ

るピーター・D・ピーダーセン氏をお招きして「しなやかで強

い企業」を目指す当社代表取締役社長の米女太一と対談を

行いました。
（2021年4月6日　アサヒ飲料株式会社本社にて実施）
※本冊子では、紙面の都合上、対談の内容をダイジェストで掲載しています。
⇒当社ホームページにて完全版をご覧いただけます。

CSVの考え方と 
経営戦略とのかかわり

飲みものを通じて
人々が笑顔になる社会をつくる

ピーダーセン　アサヒ飲料は、企業としての持続的成長の中

でCSVをどのように位置づけて取り組んでいますか？

米女　アサヒ飲料では「社会の新たな価値を創造し、我々の

『つなげる力』で発展させ、いちばん信頼される企業となる」

というビジョン、そして「100年のワクワクと笑顔を。」というお

客様との約束を掲げています。そのビジョンを実現するため

に、『健康』『環境』『地域共創』という３つのマテリアリティを

設定し、CSVにおいても重点課題領域と位置づけ取り組んで

います。私たちの商品を通じて、人々が笑顔になる社会をつく

ることがアサヒ飲料としての役割であり、また、マテリアリティ

に取り組むことがSDGｓの貢献にもつながると考えています。

ピーダーセン　私が最も興味をひかれたのは「つなげる力」

という言葉でした。この「つなげる力」には、どのような想いが

込められているのでしょうか？

米女　「三ツ矢」や「カルピス」、「ウィルキンソン」といった

100年ブランドをつくりあげたときのスピリッツをそのまま

継承するとともに、時代に応じた価値を付加してお客様にお

届けすることが、我々がもつ「つなげる力」のひとつです。新し

い価値を付加しながらもブランドへの変わらない想いをずっ

と「つないで」きたこと、そして、その結晶である当社の商品を

日本全国、さらには世界中にお届けしたい、おいしさと健康

の輪を「つないで」いきたい。そのような想いを込めています。

ピーダーセン　私はまさにCSVやサステナビリティを「時代

を越えたつながり」であり「命のリレー」であると考えています。

「つなげる力」とは、この考え方と一致すると感じました。「命

をつなぐ」ことこそ、サステナビリティで最も問われている概

念なのではないかという気がしています。

米女　これからは、社会に存在するさまざまな課題を解決

に導き、社会的価値を創出できる会社こそ存在する意義が

あり、社会的価値の創造が企業存立の大前提であるという

時代が来ると思っています。1年前、社長に就任した際に私は

「さらなるブランド価値の向上」「新しい価値の創出」「しな

やかで強い経営基盤の確立」という3つの方針を打ち出しま

した。社会や経済がどのように変化してもぶれることなく、財

務的価値と社会的価値を一体化させ、しっかりと新しい価値

を生みだしていく会社でありたいと考えています。

3つのマテリアリティを軸に、
社会にワクワクと笑顔を届ける

ピーダーセン　3つのマテリアリティでは、具体的にどのよう

な活動をされていますか？　3つの中でも『健康』には特に力

を入れられていると思いますが。

米女　私たちは、「自分も、会社も、世の中も健康に」という

スローガンを掲げ、活動を担う社員自身がまず健康になり、

私たちが社会とつながっていくことで、社会全体を健康にし

たいと考えています。2021年からは「新しい日常の生活リ

ズムを整え、ココロとカラダの健やかな毎日を生みだし“笑

顔”を広げていく」を活動コンセプトに取り組みを強化して

います。「自分」「会社」から「世の中」に広げていくための施

目指す未来につながる新たな価値を創造し、
「社会でいちばん信頼される企業」であり続けるために

社会の新たな価値を創造し、
我々の「つなげる力」で発展させ、
いちばん信頼される企業となる

アサヒ飲料ビジョン

100年のワクワクと笑顔を。
人生100年時代を共に。あなたのココロとカラダに

驚きや感動、そして、健康をお届けしたい。
いつも、そばに。これからも、ずっと笑顔を。

お客様との約束

アサヒ飲料株式会社
代表取締役社長

米女 太一
Taichi Yoneme

大学院大学至善館教授／
NPO法人NELIS代表理事

ピーター・D・
ピーダーセン氏
Peter David Pedersen

※危機に直面したときのストレス耐性や回復力が高く、事業環境の変化に柔軟に対応、その中から次の成長の機会を見出し、社会に貢献している企業を示す言葉

TOP INTERVIEW トップ 対 談 2 0 2 1

3 4アサヒ飲料 CSVコミュニケーションブック2021



TOP INTERVIEW トップ 対 談 2 0 2 1

策として、社員の歩数に応じた当社の飲料を社会に還元する

「Walk for a smile」という活動をスタートさせました。

ピーダーセン　世の中全体を健康にするために自分たちが

率先して健康になるという考え方も興味深いですね。誰でも

「自分ごと」でないものは興味がもちにくいので、まずは自分

や家族の健康が第一、そう思うと自分も取り組みやすいし、

周囲にも広めやすい。しかし結局は、その想いが集まると大

きなうねりになって社会全体が良くなるのだと思っています。

では、引き続き『環境』のお話も伺いたいと思います。環境問

題も依然として大きな社会課題であるわけですが、アサヒ飲

料が最も力を入れている取り組みはなんですか？

米女　カーボンニュートラルの実現や循環型社会の形成な

ど幅広く取り組んでいますが、いま最も力を入れているのは、

PETボトルのリサイクルです。生産者側でPETボトルを回収

するしくみを構築してリサイクル率を高め、サーキュラーエコ

ノミー化していくことが必要だと思っています。化学的なプロ

セスで不純物を取り除くケミカルリサイクル技術の研究開発

を進めるベンチャー企業などに投資して、リサイクルPETボト

ルを作ることにもチャレンジしています。

ピーダーセン　資源のサーキュラー化以外に注力されてい

ることはありますか？

米女　工場で発生する温室効果ガスを回収して再利用する

ことに以前から取り組んできました。また、2020年からは、

物流の効率化によるCO₂排出量削減のため、ほかの企業の

商品と混載した配送を始めています。

ピーダーセン　将来的な目標として「環境負荷ゼロ」を掲げ

て21世紀の半ばには環境負荷なく操業ができる体制を構築

し、さらにはアサヒ飲料が存在することで水源環境が改善さ

れ、森林面積が増えるというレベルを目指していただきたい

と思います。

米女　はい。目指す未来像を社員と共有し、自分たちの取り

組みが社会課題解決にも貢献できる価値を生みだすという

ことを伝えていきたいと考えています。

ピーダーセン　マテリアリティは必ずしも未来像ではなく、

むしろ直近で取り組むべき課題という意味合いの方が強い

と思います。社会の未来像を共有するという意味では、『地域

共創』も非常に重要なテーマになってきますね。

米女　『地域共創』では、それぞれの事業場が所在地の自治

体などとさまざまなコラボレーションを行っています。特に多

いのは『健康』に貢献する施策で、当社ならではの健康価値を

たことをきちんと全うすべきで、そのためには変化に耐えられ

るしなやかさをもった組織でなければならない。「しなやかで

強い経営」はそういう想いから生まれた言葉です。変化を変

化として見るだけではなく、成長の起点にするという発想が

できれば、大きな変化に直面しても、それを成長に変えられ

るだろうと考えています。

ピーダーセン　それは、とてもすばらしい着眼点をおもちです

ね。私は、社会とともに発展できる組織には「Anchoring（拠り

所となる理念）」「Adaptiveness（自己変革力）」「Alignment

（社会性）」という3つの特性があると考えています。

「アンカリング」は束ねる力や求心力という意味で、これが優

れている企業は激動の時代においてもしっかり碇を下ろして

いる組織と言えます。2つ目が「自己変革力」。「みずから変わ

り続けることができる組織」と言うのは簡単ですが、実際はす

ごく難しいことです。3つ目の「アラインメント」は「社会に対す

る誠実さ」と言うと分かりやすいかもしれません。この「アライ

ンメント」に長けた組織でなければ、「強くてしなやかな組織」

になれないだろうと考えています。

米女　「自己変革力」という意味では、この1年がコロナ禍

だったこともあり、社会の変化について社員みずからが考え、

変化に合わせて自分たちも変わろうという声が社員の中から

出てきています。社員が自主的に話し合う機会が増えたこと

は、コロナ禍における大きな収穫だと考えています。

ピーダーセン　主体性や自発性は「自己変革力」のベースに

地域の皆様に提供する取り組みを展開し、将来にわたり健康

で明るい社会の実現を目指しています。さらに『地域共創』のシ

ンボリックな活動としては、「こども食堂」への支援もあります。

ピーダーセン　「こども食堂」関連の取り組みには、とても

好感をもちました。SDGsの17目標が掲げている社会課題に

「子どもの貧困」もありますから、社会的な意義は大きいと

思います。

予測困難な時代における 
企業のレジリエンスとは

変化を成長の起点とし、
しなやかさをもった組織に

ピーダーセン　現在、企業を取り巻く環境の変化が加速し

ていて予測を立てることが非常に困難になっています。こうし

た時代には、固定化された戦略よりも柔軟でしなやかな対応

力が必要となります。先ほど、社長就任時に方針として「しな

やかで強い経営基盤の確立」とおっしゃったと伺いましたが、

それはどういう背景があったのでしょうか？ 

米女　企業活動を継続するうえで、予期し得ぬ困難や不確

実性に直面することは当たり前のことで、その際に「想定外の

変化」を言い訳にしては、社会との約束を果たしていないの

ではないか。どのような状況であっても、企業は社会と約束し

なります。部門の壁や社内外の壁を越える風通しの良さも重

要ですね。通気性が高い組織であることは、強靭でしなやかな

組織への第一歩と言えるでしょう。これは「自己変革力」だけで

はなく、社会との信頼構築においてもかなり重要な要素です。

米女　まさに、社会からの信頼は重要で、その想いが「いちば

ん信頼される企業となる」というアサヒ飲料ビジョンにも込

められています。この先、新型コロナウイルスが収束しても、

生活やビジネスが完全に元通りに戻ることはないと見ていま

す。逆に、健康への意識、自分が住んでいる地域への愛着、地

球環境の大切さなどを改めて感じた時期だと思いますので、

今まで忘れていた大切なものが見直される、そのような世界

に変えることもできる機会であると思っています。

CSVの先にある未来を
社員参加型で描くことが大切

ピーダーセン　本日は、さまざまなお話を伺いましたが、

CSVの取り組みはすばらしいと思いました。今後期待したい

のは、アサヒ飲料が目指す社会のイメージ、未来像や達成像

を明確に示していただくことです。CSVの先にある未来を社

員参加型で描いていただきたいと思います。

米女　ありがとうございます。私たちアサヒ飲料が、CSVの

取り組みによって社会に何ができるかを考えたときに、現状

からの回復・再生までを含めて未来の「あるべき社会像」を描

き、その世界を実現するために取り組んでいくことが必要な

のだと感じました。

ピーダーセン　時代のベクトルの上にトレードオン型のイノ

ベーションをいかに起こしていくか、それが財務価値・非財務

価値という概念を超えて強いブランドを作っていくのではな

いでしょうか。本日は、アサヒ飲料がそのポテンシャルをおも

ちであることを確信できたように思います。

米女　これまでの100年は「お客様にとっての価値とはなに

か」を追いかけ、実践してきた100年でした。この先の100

年は、お客様の背後にある社会にも視点を広げて、よりソー

シャルな視点からグローバルレベルの課題解決にも貢献し

ていきたいと考えています。そして、私たちが目指す未来につ

ながる新たな価値を創造し、「社会でいちばん信頼される企

業」であり続けたいと思います。
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いま私たちができる最大限の
「ワクワクと笑顔」を

届けたい！

「おいしさ」で皆様のココロを癒し
健やかでワクワクできる毎日を応援したい

−特集−

社会生活と経済のあり方がこれまでとは大きく様変わりし
「新しい日常（ニューノーマル）」の創造が求められています。
アサヒ飲料では、予期せぬさまざまな変化に直面する中でも、

私たちにできる最大限の価値創造を追求し続け、
皆様に「100年のワクワクと笑顔を。」をお届けしたいと考えています。

アサヒ飲料のCSVとして、これまでとは異なる生活様式
や社会の変化の中で最大限の価値創造に取り組んだ活
動を、『健康』『環境』『地域共創』という3つのマテリアリ
ティごとに取り上げ、担当する社員のリアルな想いととも
に、具体的な取り組みをご紹介します。

※ 本冊子では、紙面の都合上、社員のインタビュー内容をダイ
ジェストで掲載しています。

⇒当社ホームページにて完全版をご覧いただけます。
https://www.asahiinryo.co.jp/csv/feature/

普段の生活ルーティンに取り入れやすい
それが乳酸菌飲料のよいところです

新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの人が何らかのストレス
を抱えていると言われ、発酵食品など免疫を高めてくれるものやスト
レス対策になる商品の売上が伸びています。私たちは飲料会社とし
て、まず「おいしさ」で人々のココロを癒し、食事など普段の生活ルー
ティンに取り入れやすい乳酸菌飲料の提供を通じて皆様の健康をサ
ポートしたいと思っています。そして、毎日お飲みいただくうちに「今
日は何かカラダの調子がいい」と感じていただける、お手軽でかしこ
まらない身近な健康サポーターのような存在となり、社会のQOL（ク
オリティ・オブ・ライフ）向上に貢献したいと考えています。

ココロもカラダも整えば、今の状況でも
ワクワクできる毎日を過ごせるはず

私たちは、「カルピス」を起点とする乳酸菌研究を長きにわたり続け
てきました。その研究の中から、人々の健康への貢献が期待できるさ
まざまな乳酸菌や健康素材を発見してきました。例えば、「ガセリ菌
CP2305株」と呼ばれる乳酸菌は、腸内環境の改善のほかストレス

CSV活動ハイライト2020 脳と腸は密接に関わりあっていて、「ガセリ菌CP2305株」は、その脳腸
相関を介して内分泌系・自律神経に作用し、精神ストレス緩和作用をも
たらすことで、精神・身体の両面の状態を反映している睡眠の質を改善す
るものと考えられます。

＊1 ストレスを受けたときに分泌が増えるホルモン物質  ＊2 心身がリラックスしているときに優位になる神経

「ガセリ菌CP2305株」で睡眠の質が高まるしくみ

「ガセリ菌 CP2305株」の働き・メカニズム

ガセリ菌株

脳 副腎

迷走
神経

視床下部-下垂体-
副腎系に働きかける

消化管粘膜上皮

コルチゾール＊1
産生の抑制

副交感神経＊2
活性を高める

健 康

「『届く強さの乳酸菌』W（ダブル）『プレミアガ
セリ菌CP2305』」（機能性表示食品）

の緩和を促進し、睡眠の質を上げることも確認され、「届く強さの乳
酸菌」Ｗ（ダブル）という機能性表示食品の商品化につながっていま
す。この飲料を通じて、ストレスのたまりやすいコロナ禍でも、健やか
な生活を続けるためのサポートができればと考えています。ココロも
カラダも整えば、今の状況でもワクワクできる毎日を過ごせるはず。
そう信じて毎日の仕事に取り組んでいます。

研究開発本部
商品開発研究所

商品開発第四グループ
プロデューサー

園田 早紀

ココロとカラダの健康に貢献する乳酸菌研究
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店頭で1本ずつ購入されるお客様にラベルレスと同じ「ラク
＆エコ」の価値をお届けしたいと考え、ラベル面積を従来の
10分の1にした「シンプルecoラベル」を新たに開発。小さな
タックシールは、環境負荷低減に貢献します。

第2弾として
「シンプルecoラベル」を新たに開発

ラベルレス商品の魅力は、便利であり
ながらも、環境に貢献できることです

安心できる場所であるはずの「こども食堂」も
コロナ禍では、子どもが集まれない状況に…

「こども食堂」への支援は、子どもたちの育成とともに地域を活性化
させていこうという考え方が、当社の『地域共創』の理念と一致し、
2018年からスタートしました。具体的な取り組みとしては、赤い羽
根福祉基金を通じ、全都道府県の中から毎年100ヵ所程度の「こど
も食堂」へ、寄付金とともに当社商品をお届けしています。子どもたち
に安心してすごせる場所を提供し、子どもたち同士あるいは地域の
大人たちと交流することもできる場が「こども食堂」の大きな役割で
すが、コロナ禍にあっては地域の人たちが集まること自体が難しく、
私たちもリアルにコミュニケーションがとれなくなっています。

私たちの支援が「人を動かすきっかけ」
になっていると知り、うれしくなりました

コロナ禍での支援を模索する中、この仕事に携わっている充実感を
強く感じたのは、「『こども食堂』を中止していたけれど、商品の寄贈
と寄付をいただけるとのことで再開の決心がついた」という声をいた
だき、当社の支援が運営の皆様の心が前向きになるきっかけとなっ

「ラク」であることが実感できると
「エコ」も「自分ごと化」しやすい

「アサヒ おいしい水」は、『人にやさしく、地球にやさしい』というブラ
ンドビジョンを掲げています。『環境』は当社のマテリアリティのひと
つとして位置づけられていますが、社会でもエシカル消費への意識
は年々高まり、コロナ禍以降は特に顕著になっていると言われてい
ます。一方で、お客様の購買動機として「エコ」だけでは決め手に欠け、

「ラベルをはがす手間がなくてラク！」という、ベネフィットを提供し
つつ環境にもやさしい、2つの価値を同時に提供することができれば、

「エコ」も「自分ごと化」しやすくなると考えました。2つの価値を掛け
合わせて、新たな価値を生みだすことにチャレンジする風土はアサヒ
飲料のDNAと言ってもよいかもしれません。

「ラク＆エコ」という価値が社会で共有され
事業としても着実に成長を続けています！

お客様の声でも「ラク」に対する評価が高く、「ボトルをリサイクルに
出す際に、ラベルをはがす手間が減った」などのご意見を多くいただ

新型コロナウイルスの影響によって子ど
もたちの生活環境が変化したことを受け、
2020年3月に、こども食堂サポートセン
ターを通じて、アサヒグループホールディ
ングス株式会社として1億5,000万円相
当の商品を寄付し、当社商品では「カルピ
ス」（470ml）、「カルピスウォーター」口栓
付きパウチ(300g)など約19万本を寄贈
しました。

「カルピス」（470ml）、
「カルピスウォーター」
口栓付きパウチ（300g）

コロナ禍の「こども食堂」に「カルピス」など
約19万本を寄贈

（右）「こども食堂」で「カルピス」を楽しむ様子　
（左上） 「こども食堂」の定着支援のための
助成活動に関する感謝状　（左下）2021年に

「こども食堂」へ寄贈予定の「カルピス絵本」

（上） 2020年4月からは、リサイクルマークをボ
トルに直接刻印することで、「アサヒ おいしい水」
の完全ラベルレス化を実現　（下）原材料名など
の法定表示を外装の段ボールにまとめて記載

「アサヒ おいしい水」のラベルの樹脂量
2020年3月まで

90％
削減

2020年4月から
100％

削減

ていることを知ったときです。この状況下で私たちができることとして、
「こども食堂」同士をつないでネットワーク化することを目的に活動
している社団法人に対する助成も行い、「こども食堂」のしくみそのも
のの継続的発展を支援しています。さらに2021年は、当社が企画・
制作に協力している「カルピス絵本」を希望された「こども食堂」にお
届けしたいと思っています。

きました。また、ラベルが存在しないので、商品を選んでいただくだけ
でプラスチック使用量の削減に貢献できるのが「ラベルレス商品」の
魅力で、「ラク＆エコ」という価値が広く共有されてきたと感じていま
す。実際にラベルレスシリーズ全体で200万ケースを超える出荷を達
成し、事業としても成長しています。これまでは当社の商品に関心の
なかったお客様にも広がっているという意味で、当社が目指す“社会
との共有価値（CSV）”を体現できていると感じています。コロナ禍が
続いてストレスがたまることが多い日常に「ラベルレスやシンプルeco
ラベルは、こんなにラクでエコなんだ！」というワクワク感をお届けし、
お客様を笑顔にできたら最高ですね。

環 境

誰一人取り残さない地域づくりに貢献し、
ワクワクと笑顔の連鎖を生み続けていきたい

地域共創

リサイクル
マークを

ボトルに刻印

※ 所属と肩書はインタ
ビュー当時。2021年
4月より「マーケティン
グ本部　マーケティ
ング二部 乳性グルー
プ プロデューサー」

マーケティング本部
マーケティング二部

お茶・水グループ
課長補佐※

河野 裕一郎

コーポレート
コミュニケーション部

CSV推進グループ
プロデューサー

大沼 美由紀

コロナ禍における「こども食堂」への支援

“ラク＆エコ”「アサヒ おいしい水」天然水 ラベルレスボトル
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社会へ還元

1
万歩

1
本

ごとに
飲料

社員
の歩数

50

国民医療費の推移

2018年の医療費は、

約43兆4,000億円
40
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0
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（年度）

（兆円）
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兆円

24.3
兆円

29.5
兆円

31.5
兆円

34.8
兆円

40.0
兆円

43.4
兆円

ー 社会的背景 ー

約30年間で国民全体の医療費は、
2倍以上に増加しました

厚生労働省が毎年発表している国民医療費の統計を見
ると、1989年から2018年までの約30年間で国の医療
費総額は約20兆円から約43兆円と倍以上に増加。この
間、総人口は約300万人の増加にとどまり、1人当たりの
医療費が急増しています。今後の医療費増大を抑えるた
めに、日常生活の中で国民一人ひとりが健康に対する意
識を高めることが社会全体の課題になっています。

アサヒ飲料は、
健康ニーズに応える商品や

さまざまな取り組みを通じて、
人々の毎日の健康を支える新たな価値の

創造にチャレンジしています。

［出典］厚生労働省「平成30年度 国民医療費の概況」をもとに作成

「気分の分布図」：図左側が飲用前の気分。右側が飲用後の気分。青丸は
一人ひとりの気分。赤丸は気分の平均値を示しています。

山北高等学校で開催された産官学連携ワークショップ（2019年）

（上）東洋健康思想を取り入れた「カラダバランスセミナー」（2019年）
（下）オンラインセミナーの様子（2021年）

「健康」のさらに詳細な情報は

WEBサイトをご覧ください

胞機能評価研究チームのチームリーダーである片岡洋祐先
生指導のもと、「カルピスウォーター」を飲むことで、どのよう
に気分が変化するかについて、理化学研究所が開発した最新
のITを駆使した気分測定手法「KOKOROスケール※2」を活用
し、調査を行いました。
10〜60代の男女400名を対象に飲用直前と飲用直後の気分
を測定し、気分の変化を数値化して解析した結果、「カルピス
ウォーター」飲用後に「爽やかな気分」が高まることが実証さ
れました。また「爽やかな気分」が高まると同時に、「こころが満
たされる」方向に気分が変化していることも分かってきました。

「カルピスウォーター」飲用後の
気持ちの変化を可視化

アサヒ飲料では、“ココロの健康”に関連して、清涼飲料飲用
時の“ココロの動き※1”に着目し、さまざまな研究を行っていま
す。2020年は、理化学研究所生命機能科学研究センター細

社員の“歩く”を世の中に還元

アサヒ飲料は、社員自身が健康であることが活動の土台と
考え、スニーカー通勤の推奨など歩くことを積極的に取り
入れています。また、スポーツ庁が推進する「FUN+WALK 
PROJECT」に賛同し、その活動に積極的に参画しています。

「FUN+WALK PROJECT」は、普段の生活から気軽に取り
入れることのできる「歩く」に着目し、歩くことをもっと楽しく、楽
しいことをもっと健康的なものに変えていくプロジェクトです。
ニューノーマルの時代における新たな活動として、2021年
4月からは、社員の歩数分に応じた飲料を世の中に提供する

「Walk for a smile」を開始しました。これは、専用アプリ
で記録した社員の歩数に応じた当社商品を、健康推進活動
を行う皆様に提供し笑顔を広めるとともに、社員の毎日の健
康づくりを推進する取り組みです。

神奈川県で産官学連携の
「ME-BYOプロジェクト」を推進

アサヒ飲料と神奈川県は、2018年に未病（ME-BYO）コンセプ
トの普及・啓発等に係る覚書を締結しました。2019年10〜12
月には、この覚書に基づき神奈川県と神奈川県立山北高等学
校、アサヒ飲料が連携して未病普及に向けたコンテンツを開発
する産官学連携のワークショップを実施しました。2020年に
は、ワークショップで出たアイデアの一部を、動画や冊子、ポス
ターなどにまとめ、神奈川県内の未病啓発に役立てられました。

「十六茶 カラダバランスセミナー」

アサヒ飲料では、「アサヒ 十六茶」を題材に、自分のカラダとコ
コロの健康に向き合うひとときを提案する“東洋健康思想か
ら学ぶ『カラダバランスセミナー』”を2018年より実施してい
ます。
仕事と家事・育児の両立の忙しさから、30〜40代女性の健
康への優先度が低下傾向となり、それが現代の社会的な課
題のひとつとなっています。「カラダバランスセミナー」では、
30〜40代の女性を中心に、健康に関心のある方を対象とし
て未病の考え方や、人がもつ“健やかであろうとする力”をひ
きだすヒントを伝えています。
2021年3月には、初のオンラインセミナーを行いました。今
後も、「カラダバランスセミナー」を通じて日常の暮らしから
自分の健康に向き合う機会を提供していきます。

※1 「ココロの動き」：飲用時、飲用後の感じ方の変化を表しています。
※2 「KOKOROスケール」：個人の主観的な気分を時間・場所を選ばずス

マートフォンなどで簡単に入力できる理化学研究所が開発した気分
測定ツールです。

健康

  自分も、会社も、
世の中も健康に
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1,400
広葉樹を植樹

2020年 岡山工場で

本約

日本の平均気温（予測値）

4.5℃
も上昇

20
世
紀
末

21
世
紀
末

19.9℃
15.4℃

自然の恵みを
次代につなぐ

環境

ー 社会的背景 ー

２１世紀末の日本では、平均気温が4.5℃上昇し
真夏日が48.6日、猛暑日も19.1日増えると予測

アサヒ飲料は、CO₂排出量削減等の
気候変動対策、プラスチック資源の循環利用、
水資源の保全から次代を担う子どもたちへの

環境教育に至るまで
さまざまな環境活動に取り組んでいます。

気象庁が2017年に発表したデータによると、地球温
暖化がこのままのペースで進むと21世紀末（2076年
-2095年ごろ）の日本では、平均気温が15.4℃から
4.5℃上昇し20℃前後に、真夏日は今より48.6日、猛暑
日も19.1日増加するという予測がされています。
一方、パリ協定の2℃目標が達成された場合の予測で
は、いずれも4分の1以下に抑えられるため、世界的な規
模での気候変動対策が求められています。

［出典］気象庁「地球温暖化予測情報 第9巻（2017年）」をもとに作成

（上）岡山工場「森づく
り活動」

（下）三者での締結式
の様子（左より富士山
クラブ、富士山工場、
静岡県）

水源地の森保全活動

自然の恵みを享受して事業活動を行っている当社は、数ある
環境活動の中でも水の保全活動を重要テーマのひとつに位
置づけています。
工場周辺の水源地の森保全活動として、2017年に北陸工
場で始まった「森づくり活動」では、これまで4年間の植樹本
数がのべ約700本となりました。
また、2019年より岡山工場でも「森づくり活動」がスタート
し、水源となる高梁川支流の森の一部を「アサヒ飲料の森〜
岡山工場〜」として整備しています。2020年には植樹活動
を2回実施し、広葉樹を約1,400本植樹しました。
さらに、富士山工場では、2021年3月に静岡県と認定特定
非営利活動法人富士山クラブと「しずおか未来の森サポー
ター協定」を締結し、6月より「森づくり活動」を開始するほ
か、明石工場、群馬工場では、「森づくり活動」始動に向け自
治体との協議や候補地の選定などを進めています。

積載率を高めた共同輸送による
環境負荷低減

2020年9月より、日本通運株式会社の協力を得て、アサヒ
飲料と日清食品株式会社の商品を1台のトラックに混載して
運ぶ共同輸送を、関東〜九州間で開始しました。当社の商品
は、重量があるためパレットを2段重ねて輸送することができ
ないという課題を抱えていましたが、日清食品株式会社との
共同輸送にすることで、下段に当社の飲料を、上段に軽量の
日清食品株式会社の即席めん製品を効率的に混載すること
が可能となり、積載率の向上が実現しました。
この取り組みにより、両社で個別に関東〜九州間の輸送を行
う場合と比べ、トラックの台数を20%削減することが可能と
なります。今後も共同輸送の頻度、エリア拡大についても3社
で検討を進め、さらなる環境負荷低減を図っていきます。

賞味期限を年月日表示から
年月表示へ移行

アサヒ飲料は、2011年8月より消費財流通業界の企業が主
体となって立ち上げた「日本TCGF」に参加しています。日本
TCGFでは、製造から配送、販売に至るバリューチェーンにお
ける環境課題（地球温暖化防止、廃棄物削減など）を整理し、
解決することを目指しており、2013年５月より賞味期限表示
に関連する食品ロス削減を目的として、賞味期限を「年月日
表示」から「年月表示」へ移行することに取り組んでいます。
アサヒ飲料では、2020年までに、賞味期限8ヵ月以上の缶、
PETボトルおよび賞味期限12ヵ月以上の全商品で移行を完
了しました。また、営業部門においても小売企業と連携し、返
品による食品ロス削減に取り組んでいます。

PETボトルの「ボトル to ボトル」
リサイクルの推進

アサヒ飲料では、飲み終わった後のPETボトルを再資源化
し、同じPETボトルに再生する「ボトル to ボトル」リサイクル
を推進しています。
2019年7月より、「カルピスウォーター」など乳性飲料の一部
で採用し、「三ツ矢」ブランドや「ウィルキンソン タンサン」など
ボトルの耐圧性が要求される炭酸飲料の一部商品まで拡大
しました。
2021年3月にリニューアルした「アサヒ 十六茶」の一部品種
において、再生PET樹脂やバイオマス素材樹脂を使用した環
境にやさしい新容器“ネイチャーボトル”を採用。ラベルの印
刷にはバイオマスインキを使用しています。また、賞味期限を
9ヵ月から12ヵ月へと延長し、食品ロス削減の取り組みにも
貢献します。

「環境」のさらに詳細な情報は

WEBサイトをご覧ください
（左）年月日表示

移行前

（右）年月表示

移行後

混載テストの様子

茨城工場（茨城県守谷市）

関東工場（茨城県取手市）

東京港

博多港

福岡物流センター
（福岡県糟屋郡）

佐賀配送センター
（佐賀県三養基郡）

一部の便を共同輸送に切り替え
※関東〜九州間の輸送は、主に環境にやさしい海上輸送を活用
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まちを見守る
自販機

2021年末計画50

Cloud

台

地域社会の抱える7つの課題

防災・防犯
対策

地域
活性化・
文化振興

福祉・
保健衛生

教育 環境対策子育て
支援

都市基盤
整備

人に寄り添い、
豊かな地域を共に創る

ー 社会的背景 ー

地域社会が共通して抱えている課題は
大きく7つあると言われています

アサヒ飲料は、それぞれの地域課題に寄り添い
商品やサービスを通じてコミュニティの

つながりの創出や地域経済の活性化への
貢献を目指し、地域の皆様とともに
新しい価値を創造していきます。

総務省の調査によると、日本の自治体が共通して抱えて
いる課題は「防災・防犯対策」「子育て支援」「福祉・保健
衛生」「環境対策」「地域活性化・文化振興」「都市基盤整
備」「教育（就職以前）」の7分野に集約され、このうち「防
災・防犯」「環境」「地域活性化」「都市基盤整備」の4つ
は、地域特性の影響が大きいと言われています。
地域ごとの課題を解決し、誰もが豊かな生活を享受する
ためには、一律の考え方ではなく、その地域に合わせた
さまざまなアプローチが求められています。

［出典］ 総務省「自治体CIO育成地域研修教材」（平成29年度改訂版）をもとに作成

地域共創

地域の健康増進の取り組みを応援
～九州支社～

九州支社では、さまざまな自治体と連携し健康増進の取り組
みを応援しています。
支援先のひとつである大分県は、県民の「平均寿命」は全国
トップクラスである一方、健康上問題のない状態で日常生活
を送ることができる期間である「健康寿命」は全都道府県の
中で、中位となっており、県民が生涯にわたり、健康で活力あ
る生活を送れるよう、「健康寿命日本一」の実現を目標に掲
げています。九州支社はこの活動の趣旨に賛同し、「おうえん
企業」として自治体やお取引先と連携して店頭にて活動の啓
発を行うなど「健康寿命日本一」に向けた取り組みを推進し
ています。
また、熊本市では市民の健康づくりを目的とした取り組みに
協力しています。健康増進につながるウォーキングを推奨し、
一定の歩数を歩いた市民に「カラダカルピス」（機能性表示
食品）を提供するキャンペーンを自治体およびお取引先と連
携し実施することで、健康意識の醸成に貢献しています。

「ウィルキンソン」ブランドを通じて
地域活性に貢献 ～近畿圏統括本部～

「ウィルキンソン」ブランド発祥の地である兵庫県宝塚市の認
知向上と観光客誘致に貢献するため、「ウィルキンソン」ブラ
ンドを活用した取り組みを行っています。歴史的にゆかりのあ
る場所として、炭酸鉱泉があった武庫川のほとりに、宝塚市×

「ウィルキンソン タンサン」のラッピング自動販売機と看板を
設置し、地域の歴史を知っていただく機会を提供しています。
また、ウイスキーやリキュールを「ウィルキンソン タンサン」で
割ったご当地ハイボールは「宝塚ハイボール」と名付けられ、
宝塚ブランドがもつ華やかさと歴史を表現した味として、地
域の方や観光客に人気となっています。
2020年には、宝塚らしい価値ある「モノ（物）」「コト（事）」「バ

（場）」のひとつとして「ウィルキンソン タンサン」が「モノコト
バ宝塚」の認定を受けました。

自動販売機を活用した
地域防犯・地域安全への貢献

アサヒ飲料では、地域の防犯・安全に貢献するため、日本電
気株式会社と共同開発したクラウド型カメラ付自動販売機

「まちを見守る自販機」を2019年9月から展開し、2020年
12月時点で11台稼働、2021年末までに50台の設置を計
画しています。
この自動販売機は、機器に搭載した小型カメラの映像デー
タが自動的にクラウドに保存されるしくみです。設置にあたっ
ては、利用者や通行者のプライバシーに配慮するため、告知
ボードを掲示しています。
また、地震などの災害発生時に管理者の操作で非常用電源
に切り替わり、機内の飲料を無料で提供することができるう
え、自家発電ユニットや非常用電源を備えた「災害停電時飲
料提供型自動販売機」も設置しています。2016年からは、大
容量発電のマグネシウム空気電池搭載の自動販売機を世界
で初めて導入し、72時間の電力供給を可能とし継続稼働す
ることができます。2021
年からは、非常用動力を
従来のバッテリー（ニッ
ケル水素充電池）式から
乾電池式に変更しまし
た。市販の乾電池を使用
することで設 置 先 側で
の交換が容易となり、設
置・交換時のコストも低
く抑えられます。
アサヒ飲料では自動販売
機の価値向上を目指すと
ともに、自動販売機を通
じた安全・安心なまちづく
りに貢献していきます。

地域の魅力をともに創出
～東北支社～

東北支社では、これまで活動してきた地域共創活動を継続
しながら、さらに連携を強化し、「東北6県の地場産業をアサ
ヒ飲料の100年ブランドを通して応援していきたい」との想
いを込めて、2021年に独自のプロジェクト「TSV（Tohoku 
Shared Value）」を立ち上げました。
具体的な取り組みのひとつである「三ツ矢サイダー」プロジェ
クトでは、宮沢賢治生誕の地、岩手県花巻市にて、縁の深い

「三ツ矢サイダー」のエピソードをもちいて歴史的価値や世
界観を大切にして展開し、地域の魅力を伝えています。
2018年には「宮沢賢治と『三ツ矢サイダー』」オリジナルポ
スターの掲示をはじめ、2019年には花巻球場に「宮沢賢治
オリジナルラッピング自動販売機」の設置を開始しました。
2021年4月現在では、宮城県内で8台までラッピング自動
販売機の設置先を広げています。また、2020年2月に行われ

「まちを見守る自販機」

「地域共創」のさらに詳細な情報は

WEBサイトをご覧ください

「健康寿命日本一」応援ポスター（大分県）

「宝塚ハイボール」紹介ポスター 「ウィルキンソン タンサン」
ラッピング自動販売機

オリジナルポスター 宮沢賢治オリジナルラッピング
自動販売機

た「第62回わんこそば全日本大会」では、宮沢賢治が当時、
そばと「三ツ矢サイダー」を生徒たちにふるまったことにちな
み、「三ツ矢サイダー」の無料サンプリングを実施。2021年
には花巻温泉郷の宿泊施設でも同様のサンプリングを行い、
観光資源の創出、地域活性化に協力しました。
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お客様とともに

アサヒ飲料を支える基盤

安全・安心のために

社員とともに

詳しい情報は
WEBサイトを
ご覧ください

詳しい情報は
WEBサイトを
ご覧ください

詳しい情報は
WEBサイトを
ご覧ください

ワクワクと笑顔をお届けするため、「お客様の声」を積極的に反映

お客様の声によって改善された
商品・サービス事例

「安全」でおいしい商品を、「安心」してお飲みいただくために

多様な働き方の実現に向けた取り組みを推進しています

お客様と会社の架け橋を担うお客様相談室
では、お客様対応方針に基づき、お客様から
寄せられる一つひとつの声に迅速・的確・丁
寧にお応えするよう努めています。ご意見やご
要望、ご指摘などの情報は、社内のデータベー
スシステムに登録され、商品やサービスの開
発・改善および経営方針や活動方針の策定に
活かしています。また、お客様満足度の向上の
ために、ISO10002（JIS Q 10002）に則し
たお客様対応マネジメントシステムを運用し、
PDCAを回すことで活動レベルの向上を図っ
ています。
今後もお客様の期待を超える新たな価値や
サービスを生みだし、さらなるお客様満足の
向上を目指します。

業務用の「カルピス」L-パックは、 注ぐときに
中身がはねてしまうというご意見を反映し、印
刷の向きを改善しました。キャップを上にして
注ぐことで中身がはねにくくなり、スムーズに
注ぐことができるとお客様へ直感的に伝える
ことを目的に、キャップを上にしておもちいた
だけるよう、注ぎ口を上にした際に文字が正し
く読める向きに印刷を変更しました。

アサヒ飲料は、高品質で安全な商品と真心のこもったサービス
の提供を通じて、豊かで健康な食生活の実現に貢献することを
目指しています。 アサヒ飲料の品質保証活動の目的は「安全」で
おいしい商品を、お客様に「安心」してお飲みいただくことです。
お客様に安心してお飲みいただくためには、商品のおいしさや
品質はもちろん、お客様の声に真摯に耳を傾け、それを商品や
サービスに反映していくことも、大切な要素だと考えています。
当社が考える品質とは、商品およびサービスがお客様の期待に
応え、ご満足いただけるかを評価するための、性質や性能のこと
を指します。確実な仕事により、確実なものをつくり、その成果
を確認して信頼を得て、万一の場合に責任をもって対応する、こ
れらの要素を基本に、各部門が同一ベクトルで全社的に品質を
高めるよう努めています。
また、お客様に高品質で安全な商品と真心のこもったサービス
を提供するために、全社員一人ひとりがみずからの能力を磨き、

アサヒ飲料では、多様な個性をもつ社員一人ひとりが、ワーク・
ライフ・バランス※を実現しながら、自分の能力や適性を存分に
活かすことが、新たな価値を創造し、企業の持続的な成長につ
ながると考えています。
2020年からはより一層「多様な働き方の実現」に向けた取り組
みとして、リモートワークを推進し、在宅勤務・テレワークの推
進、シェアオフィスの活用など、働く場所に捉われないワークス
タイルへの移行を進めています。また、拠点となるオフィスではフ
リーアドレス制を導入しており、出社時はリモートワークで不足
になりがちな、部門を越えたコミュニケーションを促す職場環境
へと生まれ変わっています。

業務に精通することを通して品質保証活動を組織的に推進して
います。品質を支える人材の育成を目的として、さまざまな研修
を実施し、品質に関する知見のレベルアップや品質を最優先に
する意識の向上を図っています。

オンライン研修の様子

フリーアドレス制を導入し、その日の業務に合わせて
場所を選ぶ働き方ができる環境に

※ 仕事と仕事以外の生活（育児・介護、趣味、地域活動など）との調和をとり、
その両方を充実させること。

※ 容器裏面に「注ぎ方
のポイント」のイラス
トを加えました。

お客様への対応

アサヒ飲料では、お客様からお寄せいただい
た声を、商品・サービスに反映することが、
お客様の信頼に応える最善の方法と考えて
います。ご意見は社内データベースに登録さ
れ、ほぼリアルタイムで社員が閲覧でき、ご指
摘やご意見をまとめ、担当部門へ報告し、よ
り良い商品・サービスの提供に役立てていま
す。2020年はお問い合わせ26,175件、ご
指摘3,766件、ご意見ご要望2,626件の計
32,567件のお声をいただきました。

販売先
6,076件

商品特徴
5,875件自販機関連

1,579件

包装容器・表示
1,227件

CM・
広報活動
875件

キャンペーン
753件

その他
6,134件

お問い合わせ
26,175件

ご指摘
3,766件

ご意見ご要望
2,626件

取り扱い方法3,656件

2020年
合計

26,175件

内訳 お問い合わせ内容

2020年
0

10,000

20,000

30,000

40,000

ご意見・ご質問
（電話・メール・手紙）

回答

社内情報共有
システムを通じて
関連部門に連絡

開発・設計・製造・
販売部門等

商品・サービスへの
反映

お客様相談室の役割

お客様
対応方針

お客様 お客様相談室

Before After
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