
サッポログループのCSR基本方針

わたしたちは、いつもお客様に喜んでいただける企業活動を通じて、
社会に信頼されるグループであり続けます

1876年のサッポログループ創業以来、わたしたちは社会と共生し、お客様の喜びを糧とし、歩んできました。

これからもわたしたちサッポログループは、「潤いを創造し 豊かさに貢献する」という経営理念のもと、お客様

に喜んでいただける誠実なグループであり続けることによって、企業としての発展を目指すとともに持続可能な

社会づくりに貢献してまいります。

Promise 1

Promise 3 Promise 4

Promise 2

『酒・食・飲』による
潤いの提供

環境保全 個性かがやく 
人財の輩出

社会との共栄

コーポレート
ガバナンス

ブランド
信頼

人財環境

酒・食・飲 社会

重点課題
  地球温暖化防止
 3Rの推進
 自然との共生

重点課題
  健康経営
 ダイバーシティ・人権
 人財開発・育成

重点課題
  安全・安心の品質
 新価値創造
 アルコール関連問題

重点課題
  地域貢献
 持続可能な調達

4つの約束を「果たす」
サッポログループは、140年以上の歴史に基づく「ブランドストーリー」を、

ステークホルダーと共有したいという“思い”として受け継ぎ、

CSR活動を通じて将来へ「繋ぐ」ことを目指しています。
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4
つ
の
約
束
を「
果
た
す
」

より詳しくご覧になりたい方へ      

https://www.sapporoholdings.jp/
csr/policy/systems/

約束 重点課題 中長期目標（KPI） 関連SDGs目標

Promise 1

『酒・食・飲』による
潤いの提供

安全・安心の品質 2020年までにグループ企業の各カテゴリに適した食品安全を保証する
仕組みを導入し、国内はもとより観光などで訪日されるお客様にも安心
して『酒』『食』『飲』を楽しんでいただけるグループを目指す。サッポログルー
プの輸出および海外事業会社の商品・サービスを含めて世界中で信頼
されるブランドとして受け入れ続けられるよう品質保証体制をさらに向
上させていく。

新価値創造 2020年までに市場・消費者ニーズを起点として5つの素材（大麦、ホップ、
レモン、大豆、乳酸菌）について健康・おいしさの研究と食品加工技術 
との組み合わせによって、『酒』『食』『飲』領域で新たな価値を創造・提案
する。これからも新領域も含めてイノベーションを起こし、当社独自の価値
を日本および世界で追求していく。

アルコール関連問題 ・  2020年までに適正飲酒（お酒を楽しく飲んで健康に過ごす「正しい 
お酒の飲み方」）の具体的な啓発プログラムを確立する。

・  お客様接点となるミュージアムや工場見学にご来場するお客様などに、
日本のビール文化を提供し知識豊かな生活に貢献する。

Promise 2

社会との共栄
地域貢献 ・   2020年までにすべての事業場において地域貢献活動を行う体制を構

築する。
・  創業の地や拠点所在地、被災地において、物産品の消費促進、情報
発信、次世代育成の活動を推進する。また、地域協定、パートナーシップ
協定を通じて「まちづくり」や「食を楽しむ事業」に取り組み、地域の発
展に貢献する。

持続可能な調達 2030年までにCSR調達要請の主要調達先による対応比率を90％ 
以上とする。

Promise 3

環境保全
地球温暖化防止 2030年までに事業活動におけるCO2排出量原単位を2013年比で12％

削減する。

3Ｒの推進 ・  原料調達から廃棄・リサイクルに至る全事業活動で3Rを推進する。
・  2018年に水資源に関する定量目標を策定し、効率的利用に努める*。
・  2020年までにグループの国内全生産工場で廃棄物再資源化100％を
達成する。

自然との共生 各事業会社で事業特性を活かした生物多様性保全に関する施策を 
毎年立案し、実施する。

Promise 4

個性かがやく 
人財の輩出

健康経営 ・  グループ共通の従業員健康増進への取り組み（エリア保健師の配備、
従業員健康取組宣言等）を強化する。
・  事業所内保育所運営企業と連携し、乳幼児向け食育を展開する。

ダイバーシティ・人権 ・  2020年までに女性管理職比率を2014年比で倍増させる。
・  ｢女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」における個別目標
を達成する。

人財開発・育成 ダイバーシティ＆インクルージョンに向けた、女性・LGBT・障がい・ 
介護に関する勉強会など、継続した活躍支援を推進する。

4つの約束とCSR重点課題アクションプラン

* 2018年5月に目標「2030年までにサッポロビールとポッカサッポロの生産工場における合計水使用量を2013年比で6%削減（2013年時点の事業範囲を対象）」を策定しました。
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パッケージ開発から創造する
新しい価値
サッポロビールは、パッケージの開発を通じた新しい

価値の創造に取り組んでいます。「サッポロ 黒ラベル 

コロコロストッカー」「サッポロ 黒ラベル 収納BOX」

は生活シーンになじむ新しいパッケージで、より多く

のお客様に「楽しさ」や「便利さ」を感じていただけ

る取り組みとして開発したものです。2019年3月に 

アスクル（株）が運営する日用品ショッピングサイト

「LOHACO（ロハコ）」において2年連続の「特別賞」

を受賞しました。

1   コロコロストッカー：黒ラベルが8缶入った外装カートンがそ
のまま冷蔵庫でストッカーとなる、遊び心あふれるパッケー
ジが特長です。上から商品を補充して下から缶を取り出すと、
次の缶がコロコロと転がり出るので取り出しやすく、冷蔵庫
のスペースを有効に活用できます。

2   収納BOX：黒ラベルが48缶入っており、中は12缶パックが
4つ入ったお部屋になじむ木箱デザインBOXです。景品とし
て、組み立て前のコロコロストッカーも入っています。

『酒』『食』『飲』を通じて、新しい価値を創造し、お客様に喜びと潤いをお届けします。また、

商品・サービスの品質の追求と安全性の優先を徹底するとともに、酒類事業を展開する 

企業グループの社会的責任として、適正飲酒の啓発活動に取り組みます。

酒類、食品飲料の9工場で
安全認証を取得
サッポログループは2019年5月現在、食品製造組織に向けた

国際的な食品安全マネジメントシステム規格「FSSC22000」

の認証を酒類主要8工場で取得しています。食品飲料工場で

は、すでに群馬工場が取得しており、今後もグループ全体で品

質保証レベルの向上に取り組んでいきます。

1   『 酒・食・飲 』による
 潤 いの提 供

4つの約束を「果たす」

P rom i s e

1

2

22

SAPPORO HOLDINGS L IMITED 



大学生を対象とした
適正飲酒啓発活動を実施
飲酒に関する正しい知識を習得し、健康的にお酒

を楽しんでいただくために、2015年から「適正飲

酒啓発セミナー」を主に首都圏の大学にて開催し

ています。2018年は7大学で開催、2018年まで

の累計で24回開催しました。

お客様の生の声を活かした
商品・サービスの開発
サッポロビールの経営会議はお客様センターに寄せられた「お客

様の生の声」を聴くことからスタートします。また、本社を中心に

「お客様センター半日体験会」を、工場や営業拠点では従業員

向けの「お客様の声を聴く会」を開催しています。こうした「ご指

摘対応やお客様の声を商品・サービス等に活かす仕組み」をは

じめ、さまざまな仕組みを整備し、国際規格 ISO10002に適合し

ていることを宣言しています。「お客様の声」に積極的に向き合

い、常にお客様視点を心がけることを通じて、「お客様の生活を、

より楽しく豊かに」という経営理念の実現を目指しています。

サッポロウエルネスラボ株式会社を設立
サッポロホールディングスは、独自の機能性食品素材「SBL88乳酸菌」をはじめ、新たな健康

機能性に関する研究開発を進めています。これらの価値のグループ内外への提案を加速させ

るため、2019年2月4日付でサッポロウエルネスラボ株式会社を設立しました。企業理念とし

て“独自のエビデンスとおいしさでお客様の「健やかで輝く笑顔まで」サポートする”を掲げ、

お客様の生活をより豊かにする健康食品および食品素材を提案していきます。

4
つ
の
約
束
を「
果
た
す
」

サッポロウエルネスラボ
代表取締役社長

中村  剛
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地域社会の一員として地域の発展や課題解決に貢献し、地域の皆様とともに

より良い未来を創造します。また、持続可能な調達に向け、サプライヤーと協働

でCSRに取り組み、健全で豊かな社会の実現に貢献します。

「箱根駅伝」を33年にわたって応援
日本のお正月の風物詩ともいえる「箱根駅伝」。母校の名誉と仲間のために走

るひたむきな姿勢は、サッポロビールの「ものづくりへの思いと信念」にも繋が

ります。

　サッポロビールは1987年から33年にわたり「箱根駅伝」を応援してきました。

往路フィニッシュ付近にて社員がオリジナルグッズを販売し、その売上金の 

一部を神奈川県箱根町の自然環境保全に役立

てるため「箱根トラスト基金」へ寄付しています。

　サッポログループはこれからも「箱根駅伝」の

応援を通じて、次世代育成支援と地域に根差

した社会貢献を行っていきます。

アイヌ文化の振興を継続支援
サッポログループはふるさと北海道への支援の一環で、アイヌ語を含むアイヌ文化の振興に注力している（公財）アイヌ民族文

化財団と、北海道遺産の選定、北海道遺産構想の普及・啓発活動などを行うNPO法人北海道遺産協議会への寄付活動を

しています。2020年には白老に「国立アイヌ民族博物

館」が設立される予定で、北海道の観光資源として期

待されています。

　両団体への寄付は2015年から継続しており、毎年

夏に開催している「札幌麦酒祭り」のビール売上金相

当額を贈呈しています。2018年度は、総額3,426,000

円を寄付しました。

写真提供：月刊陸上競技

ウポポイ「民族共生象徴空間」（提供：文化庁）
* 本イメージ図は基本設計段階における案であり、変更の可能性があります。

社 会との共 栄2Promi se

4つの約束を「果たす」
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4
つ
の
約
束
を「
果
た
す
」

サプライヤー向けにCSR調達方針を説明
サッポログループは、「サッポログループ調達基本方針」「サッポログルー

プ サプライヤーCSR調達ガイドライン」のもと、「安全・品質」「コンプラ

イアンス」「人権・労働」「環境保全」「社会との共栄」「アルコール関連問

題」の6つの主題に関し、サプライヤーと双方向のコミュニケーションを

図り、協働でCSRに取り組むことによって、健全で豊かな社会の実現を

目指しています。

　サプライヤー向け営業方針

説明会では、サッポログループ

のCSR調達について説明や解

説を行っています。

農業支援の寄付型
自動販売機を設置
ポッカサッポロ北海道は、北海道の農業

を支援する「寄付型自動販売機」を北海

学園大学に設置しました。売上金の一部

が、石狩管内の農業の担い手育成のため

の資金に充てら

れる仕組みになっ

ています。

連携協定を通じた
社会課題の解決
サッポログループは創業以来ゆかりのある土地

や地域社会との「繋がり」を大切にしてきました。

2007年の北海道との包括連携協定締結を皮切

りに、全国の自治体や大学とのべ56の協定を締

結し、地域貢献やまちづくり、防災などさまざまな

取り組みを継続しています。

渋谷区と協働で
社会課題を解決
グループ本社のある東京都渋谷区とは、2016年に締結

した「S-SAP協定（包括連携協定）」のもとで密接に連携

し、「次世代育成」「恵比寿地区の活性化」「多様性社会

（ダイバーシティ）の実現に関する活動」など8項目におい

て取り組んでいます。2017年4月には待機児童対策への

貢献として、恵比寿ガーデンプレイス内に事業所内保育

所を開設。「コンソーシアム型（複数企業向け）」として、

グループ従業員のほか、テナント企業、渋谷区の方々も

活用しています。

渋谷区経営企画部
経営企画課 
企画調整主査

今井  桐衣  さん

サッポロホールディングス　
コーポレートビジネス部　
マネージャー

萩原  博美

赤れんが庁舎（北海道庁旧本庁舎）
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社 会との共 栄

復興支援を継続

 「恵比寿麦酒祭り」の
売上金を復興支援に
2009年より恵比寿ガーデンプレイスで開催してい

る「恵比寿麦酒祭り」では、2011年からビール売

上金相当額を東日本大震災復興支援に寄付して

います。2016年からは熊本地震の復興支援にも

役立てているほか、2018年は北海道胆振東部地

震、西日本豪雨にも寄付を行いました。2018年

までの寄付金総額は約1億2千万円となり、さまざ

まな形で支援を継続しています。

株主優待制度を活用した
次世代育成支援
サッポロホールディングスでは、2008年

度より優待品の代わりに寄付を選択し

ていただいた株主様の寄付金に当社が

同額を加えた金額を社会貢献に活用し

ています。2012年度からは東北の復興

支援をしており、2017年度分は次の3つ

の取り組みに対して総額345万6,000円

を寄付しました。
福島県へ　「“国内外の高校生が発信する福島の食の安全”事業支援」

岩手県大船渡市へ　「市の花“椿”をテーマとした学習支援」 岩手県大槌町へ　「小中一貫教育の柱“ふるさと科”学習支援」

4つの約束を「果たす」

Promise 2

26

SAPPORO HOLDINGS L IMITED 



社 会との共 栄

熊本県益城町の
次世代育成事業を支援
サッポロホールディングスは、甚大な被害を受けた熊本県益城町

の子どもたちに元気と笑顔を届ける取り組みを支援しています。

2019年4月には「“盛り上がろう益城”ドリームフェスタ2019」を

開催し、町民933名を無料招待しました。

「復興応援マルシェin恵比寿」を開催
東日本大震災や熊本地震の復興支援のため、2017年、2018年

に恵比寿ガーデンプレイスで、被災した自治体の物産・観光の

PRを実施しました。より多くの皆様に被災地について知っていた

だく機会を提供することで復興を支援していきます。

宮城県名取市の水産業復興を支援
東日本大震災で甚大な被害を被った宮城県名取市閖

ゆり

上
あげ

地区の水産業復興のため、

2016年に続き2018年にも宮城県漁協仙南支所（閖上）にバッテリー式フォークリフト

1台を寄贈しました。

岩手県大槌町「ふるさと科」学習を支援
大槌町の小中一貫校での「ふるさと科」学習では、生徒が復興・防災・ふる

さと創生について学んでいます。2018年は専用アプリを活用した学習プログ

ラム支援のため、タブレット購入資金400万円を寄付しました。

宮城県女川町に「きぼうの鐘」を贈呈
女川町観光協会へ2基目の「きぼうの鐘」を贈呈しました。2017年

に女川駅前プロムナードに設置された1基目に続き、2基目は生まれ

変わった新しい街並みを一望できる女川町役場東日本大震災慰霊

碑側に2019年設置されました。鎮魂の鐘として震災記憶の風化防

止の一助となることを祈念しています。

4
つ
の
約
束
を「
果
た
す
」

サッポログループの復興支援
（一部をご紹介）
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工場の屋上に太陽光パネルを設置
サッポログループは環境に配慮した

取り組みを積極的に推進しています。

ポッカサッポロ群馬工場では、環境

に優しい取り組みの一環として、工場

の屋上に太陽光パネルを設置してい

ます。月平均で約10万kWhを発電

しています。

ポッカサッポロ 群馬工場

地 球 温 暖 化 防 止

「恵比寿ファーストスクエア」で省エネ認証取得
渋谷区恵比寿のオフィスビル「恵比寿ファーストスクエア」で、「建築物省エネルギー性能

表示制度（Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）」（以下、BELS）

の3つ星評価を取得しました。「BELS（ベルス）」は、国

土交通省が2013年10月に定めた「非住宅建築物に

係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドラ

イン」に基づき、（一社）住宅性能評価・表示協会にお

いて、2014年4月に建築物の省エネルギー性能の評

価および表示を的確に実施することを目的として創設

された制度です。サッポロ不動産開発は、今後も持続

可能な低炭素社会を実現するために地球温暖化防

止の取り組みを進め、省エネルギー・省資源に努めて

いきます。 恵比寿ファーストスクエア

自然の恵みを未来に受け継ぐため、各段階におい

て地球温暖化防止、3Rの推進、自然との共生に

努めます。また、従業員一人ひとりが地球環境に

配慮し、主体的に環境活動を推進します。

環 境 保 全

BELS評価プレート

3Promi se

4つの約束を「果たす」
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4
つ
の
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束
を「
果
た
す
」

ビール4社による共同輸送を関西・中国̶九州で実施
サッポロビール、キリンビール、アサヒビール、サントリービールの4社

は、環境負荷の低減とトラック不足などの解決を目的として、2018年

4月から関西・中国～九州方面の共同輸送を本格化しました。2017

年には、北海道道東地区の一部で共同配送を開始しており、世界的

に関心が高まっている温室効果ガス対策や、長距離トラック輸送の

ドライバー不足に伴う物流インフラのひっ迫に対して、環境に優しく

持続可能な物流の共同展開を進めています。

　2018年8月には、この取り組みが評価され、製・配・販連携協議会

の「サプライチェーンイノベーション大賞」を受賞しています。また、物

流合理化による環境負荷低減とメーカー・得意先双方の業務負担軽減を目的として、2018年11月より東北エリアで展開し

ている4社でのビールパレットの共同回収を2019年7月以降、全国に順次拡大する予定です。

恵比寿ガーデンプレイスでの省エネ推進で表彰
東京エネルギーサービスは、「恵比寿ガーデンプレイス」がオープンした1994年か

ら環境に優しい省エネ型の地域冷暖房事業によるエネルギーの面的利用を推進

しています。開業後20年を迎えた設備更新時期には、省エネ性・環境性の向上を

目的として、多缶式小型貫流ボイラーの導入、ガスエンジンコージェネレーション

システムやジェネリンクの導入など、高効率設備へと更新し、さらなる省エネ推進

に取り組み、一次エネルギーを15.6%削減することに成功しました。

　こうした取り組みが高く評価され、経済産業省関東経済産業局が主催する「平成

29年度エネルギー管理優良工場等」の表彰において、「関東経済産業局長賞」を受賞しました。

3Rの取り組み
サッポログループは限りある資

源を有効に使い、環境負荷を

低減するため、原材料調達から

廃棄、リサイクルまでの各段階で3R*を進めています。サッポロ

ビールやポッカサッポロでは商品製造に伴う副産物・廃棄物

の100%再資源化に努めています。カナダのスリーマンでもバ

リューチェーンを含めた環境保全に取り組んでおり、オンタリオ

州において3Rの優良企業として認定されています。
* 3R： Reduce（リデュース＝発生抑制）、Reuse（リユース＝再使用）、Recycle（リサイクル

＝再資源化）の略称。

3Ｒの推 進

SLEEMAN BREWERIES LTD. 
President & CEO

花澤  靖弘
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地域の環境保全を支援
サッポロビールは、2016年より「サッポロ生ビール黒

ラベル信州環境保全応援缶」を長野県で数量・期間

限定で発売しています。長野県とは「生物多様性保全

パートナーシップ協定」を2017年に締結、本商品の

売上1缶につき1円の寄付を行い、継続的に信州の環

境保全に取り組んでいます。また北海道では、コープ

さっぽろ様と北海道との協働による「北海道の森を元

気にしよう!」キャンペーンを2013年より実施しており、

北海道の森林保全活動を支援しています。

サッポロビール千葉工場が 
緑化優良工場として表彰
サッポロビール千葉工場は、竣工以来30年間継続して

きた緑化推進活動と地域貢献活動が評価され、2018

年10月に「緑化優良工場等関東経済産業局長賞」を

受賞しました。これからも地球環境に配慮した主体的

な環境活動を通じて社会に貢献できる工場を目指して

いきます。

カートカンによる森林保全
ポッカサッポロは、森林の保全・育成に欠かせな

い間伐材を含む国産材を30%以上使用した紙製

飲料容器の「カートカン」を採用しています。国内

飲料メーカーとして1996年に初めて採用したもの

で、健全な森林の保全・育成はCO2の吸収を促

し、地球温暖化を防ぐことはもちろん、森で生活す

る動植物などの生態系保全にも役立ちます。

　また、カートカンの売上金の一部を「緑の募金」に寄付し、国内の森林整備を行うボランティア団体やNPOの皆様を支援

しています。2018年6月10日に福島県南相馬市で開催された「第69回全国植樹祭記念式典」では、「玉露入りお茶カート

カン195g」9,000本を寄贈しました。

サッポロビール 千葉工場

自然との共 生

環 境 保 全
4つの約束を「果たす」

Promise 3
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4
つ
の
約
束
を「
果
た
す
」すべての従業員を会社の宝＝「人財」と位置付け、従業員のあらゆる多様性を

尊重し、一人ひとりの能力を最大限発揮できる環境の整備を強化するとともに、

従業員の心と体の健康維持・増進、安全に向けた取り組みを推進します。

個 性 か が やく
人 財 の輩 出

サッポロホールディングス 人事部 健康管理センター 保健師

 吾妻  美佳  上谷  菜摘

全国の各エリアに
保健師を配置
サッポログループの健康経営の取り組みの一環として、

2018年2月より全国の各エリアに保健師を配置し、グ

ループの社員の健康管理を担う体制を構築しました。

従来は健康が悪化した方への対応が主でしたが、今後

は予防の観点で、心身の健康維持・増進に取り組んで

いきます。具体的には、日常の健康相談、健康診断後

の面談、健康づくりについてのセミナー開催など、一人

ひとりに寄り添った支援をすることで、社員がさらに活

躍できる環境を整えていきます。

環 境 保 全

4Promise

 「健康経営中期計画」を策定
サッポログループは、グループの人財の心身の健康は、 

従業員・家族・会社、そしてお客様の幸せを創造すること

につながるものと考え、2017年8月に「健康創造宣言」を

策定しました。また、2019年2月策定の「2019～2022年

健康経営中期計画」において、「いのちを守る」「健康を増

進する」「違いをつよさにする」の3つの目的のもと、健康増

進につながる活動を強化することで、2022年目標数値の

達成を目指していきます。

　また、「サッポログループたばこ対策に関するメッセージ」

を発信し、毎月22日を「禁煙の日（スワン・吸わんの日）」と

定めました。広く「食」に携わる企業として、「オンライン治

療プログラム」の試行や「禁煙応援キャンペーン」の実施な

ど、禁煙への動機付けや受動喫煙の防止を目的とした「た

ばこ対策」にグループを挙げて取り組んでいきます。

「健康経営優良法人2019～ホワイト500～」に認定
サッポログループ全従業員の健康増進に向けた取り組み

の結果、サッポロホールディングスや複数の事業会社が、

経済産業省が健康経営銘柄に準じた先進的な企業を選ぶ

「健康経営優良法人2019～ホワイト500～」の認定を受

けています。
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「若手グローバル人財育成プログラム」を実施　
サッポログループは、グローバル人財を目指す若手社員がグループ各社から集う

「若手グローバル人財育成プログラム（GPC）」を定期的に実施しており、2018

年で7期目を迎えました。異文化対応力や英語でのコミュニケーション力を引き

上げることを目的に、日本国内での研修に加えて、海外で実地研修を行うプログ

ラムを展開しています。「自分のキャリアは自分で切り拓く」べく、参加メンバーは

自ら希望し手を挙げ、選考されます。プログラム受講者の中からは、実際に海外

に赴任する社員や海外に関連する業務を行う社員が誕生しています。

第1回「がんアライ宣言・アワード」で「ゴールド」受賞
サッポロビールおよびポッカサッポロは、がんに罹患しても働きやすい制度と対話を充実させることにより、会社の強さにつ

なげる取り組みを進めています。がんに罹患した社員やその上司に向けた「治療と就労の両立支援マニュアル」を作成し、治

療と就労の両立にあたり必要な情報をすぐに得られるよ 

うにしているほか、「時間有休制度」「スーパーフレックス」

「テレワーク」の導入によって柔軟な勤務を可能にするこ 

とで、治療を続けながら就労を継続できる体制などを整え

ています。

　こうした取り組みが評価され、サッポロビールは、「がん

と就労」問題に取り組む民間プロジェクト「がんアライ部」

が主催する第1回「がんアライ宣言・アワード」において、

「ゴールド」を受賞しました。このがんアライ宣言を具現化

するものとして、がん経験者の社内コミュニティ「Can Stars」

を発足し、さらなる取り組みを進めています。

ベトナム食品企業工場訪問

集合研修

Promise 4 個 性かがやく人 財の輩 出
4つの約束を「果たす」
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 「働き方改革」のその先へ、 
 「ひらめき！ラボ」始動
ポッカサッポロの働き方改革推進チームの発案で生まれた「ひらめき！

ラボ」。働き方改革によって「！」（ひらめき）を生み出すための刺激を受

ける時間を創り、皆で学び、対話するというプロセスを楽しみながら、 

意識・思考の変化や新たな行動につなげる場を作る取り組みを推進し

ています。

　「新しい発想やイノベーションを

生み出すには?」「ポッカサッポロを

強くて良い会社にしていくためには?」

「働き方を変えるには?」――こうした

テーマを扱う「ひらめき！ラボ」は、 

あくまで業務外の活動です。フレック

スタイムやテレワークの活用、業務

フローの見直しをすることで時間を

創出し、勉強会やワークショップ、 

セミナーを開いています。

新入社員が店舗運営
サッポロライオンは2019年7月、店舗営業

からマネジメント業務全般を新入社員が担

当する店舗「銀座ライオン 新橋トレーニン

グセンター店」をオープンしました。従来は、

主として大型店舗で個々の店舗によるOJT

を中心とした育成方法を実施してきました

が、今後は、調理技術、販売促進、受発注、

計数管理、事務処理などの店舗運営に関

するマネジメント業務全般を自ら体験するこ

とで、主体性を養い、新たな店舗運営に挑

戦できる人財の育成に取り組みます。

4
つ
の
約
束
を「
果
た
す
」

プレゼンテーション

グループワーク

個 性かがやく人 財の輩 出
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