
2021年
日付 主な事業会社 取り組みテーマ 取り組み内容
12月25日 サッポロビール 支援全般 宮城県女川町にて開催「おながわ冬まつり」に協賛・参加

12月15日 サッポロホールディングス 支援全般
仙台市の冬のイベント「SENDAI光のページェント」実行委員会にLED購入費用寄付。
仙台市役所にて郡市長立会いの下贈呈（10回目）

12月3日 サッポロビール 支援全般
地球温暖化対策にも繋がる「ごみ減量化」「省エネ」推進を目的に制作した「福島県環
境アプリ」に協賛

11月25日 サッポロホールディングス 次世代育成
宮城県南三陸町へ株主優待制度を活用した「志津川高校魅力プロジェクト」支援への
寄付金贈呈

11月25日 サッポロホールディングス 次世代育成
岩手県大槌町教育委員会へ株主優待制度を活用した「ふるさと科」学習支援への寄
付金贈呈（6回目）

11月6日・7日 サッポロビール 支援全般
福島県伊達市道の駅りょうぜんで開催の「秋の味覚フェア」での宮城県女川町の特産
品販売、サンマプレゼントに協賛・参加

11月1日 サッポロビール 支援全般 女川駅前花壇整備協賛・参加
10月31日 サッポロビール 支援全般 宮城県石巻・女川で開催「牡鹿チャレンジライド」へ協賛
8月16日 サッポロビール 支援全般 宮城県女川町「女川慰霊花火大会」協賛
7月24日 サッポロビール 支援全般 宮城県南三陸町「復興夢花火大会」へ協賛・参加

7月23日 サッポロホールディングス 情報発信
宮城県気仙沼市で当社支援の「3代目立恵比寿像」完成、菅原市長他出席完成記念
式典開催参加。

7月21日 サッポロホールディングス 次世代育成
福島県高等学校文化連盟へ株主優待制度を活用した「ふくしまをつたえる新聞」制
作・配布活動支援の寄付金贈呈

7月20日 サッポロビール 支援全般
宮城県名取市閖上地区漁協へ水産業復興支援。スカイタンク・パレット購入資金とし
て山田市長立ち合いの下寄附金贈呈

7月7日 サッポロホールディングス 支援全般 宮城県女川町へ「きぼうの鐘」４基目完成・贈呈
7月2日 サッポロビール 支援全般 女川駅前花壇整備協賛・参加
6月4日 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ 支援全般 福島県主催健康増進目的の「ふくしま健民アプリ」ミッションへ協賛
5月27日 サッポロビール 支援全般 女川駅前花壇整備協賛・参加
3月11日 サッポロホールディングス 支援全般 岩手県・宮城県・福島県被災各地3.11追悼・献花参加

サッポロホールディングス
サッポロビール

物産消費 「買って東北応援」宮城県の物産を社内イントラでWEB販売会開催

サッポロホールディングス
サッポロビール

物産消費 「買って東北応援」福島県「お取り寄せの達人」を社内イントラでWEBサイトオープン

サッポロホールディングス
サッポロビール

物産消費
「買って東北応援」福島県「まいにち福島物産展『ふくふくマルシェ』」を社内イントラで
WEBサイトオープン

サッポロ不動産開発
サッポロビール

情報発信 恵比寿ガーデンプレイス内広告塔6角キオスクにて被災3県の観光ポスター掲示



2020年
⽇付 主な事業会社 取り組みテーマ 取り組み内容
12⽉24⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⼥川町にて開催「おながわ復興祈念冬花⽕」に協賛・参加

12⽉11⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
仙台市の冬のイベント「SENDAI光のページェント」実⾏委員会に本年の恵⽐寿⻨酒祭りビー
ル売り上げ相当額の⼀部よりLED購⼊費⽤寄付。仙台市役所にて郡市⻑⽴会いの下贈呈（9回

12⽉10⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
宮城県⼥川町教育委員会へ恵⽐寿⻨酒祭りビール売り上げ相当額の⼀部より⼥川⼩学校で使⽤
する「プログラミング学習教材」購⼊費⽤寄付。⼥川⼩学校で須⽥町⻑⽴ち合いの下贈呈

11⽉25⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 ⼥川駅前花壇整備協賛・参加
11⽉17⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 岩⼿県⼤船渡市へ株主優待制度を活⽤した「椿活⽤」学習⽀援の寄付⾦贈呈（5回⽬）

11⽉17⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
岩⼿県⼤槌町教育委員会へ株主優待制度を活⽤した「ふるさと科」学習⽀援への寄付⾦贈呈（5
回⽬）

11⽉1⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⽯巻・⼥川で開催「牡⿅チャレンジライド」へ協賛

10⽉30⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
NPO法⼈ドリームサポート福島へ株主優待制度を活⽤した福島県の⾼校⽣の⾵評被害払拭発信
事業⽀援の寄付⾦贈呈（3回⽬）

10⽉26⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⼥川町へ「きぼうの鐘」３基⽬完成・贈呈
7⽉23⽇ サッポロホールディングス 情報発信 宮城県気仙沼市で当社⽀援の「3代⽬⽴恵⽐寿像」完成、菅原市⻑他出席完成記念式典開催参

7⽉22⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
宮城県名取市閖上地区漁協へワカメ養殖設備購⼊資⾦として恵⽐寿⻨酒祭りビール売り上げ相
当額の⼀部より寄付。名取市役所で⼭⽥市⻑⽴ち合いの下贈呈

7⽉2⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 ⼥川駅前花壇整備協賛・参加
5⽉26⽇ サッポロホールディングス 物産消費 宮城県名取市で開催「閖上⽔産加⼯団地まつり」へ協賛
3⽉11⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 岩⼿県⼤槌町〜被災各地3.11追悼参加

2⽉18⽇
サッポロホールディングス
サッポロライオン

物産消費 宮城県気仙沼市「求評⾒本市」参加



2019年
⽇付 主な事業会社 取り組みテーマ 取り組み内容
12⽉24⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⼥川町にて開催「おながわ復興祈念冬花⽕」にて⾒学者へスープ炊き出し実施

12⽉5⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
仙台市の冬のイベント「SENDAI光のページェント」実⾏委員会に本年の恵⽐寿⻨酒祭りビー
ル売り上げ相当額の⼀部よりLED購⼊費⽤寄付。仙台市役所にて郡市⻑⽴会いの下贈呈（8回

11⽉13⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
NPO法⼈カタリバへ「コラボスクール」運営資⾦として恵⽐寿⻨酒祭りのビール売り上げ相当
額の⼀部より寄付。⼤槌町臨学舎にて沼⽥教育⻑⽴会いの下贈呈（9回⽬）

10⽉5⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 岩⼿県⼤船渡市で開催の「いわて県⺠の森植樹祭」に協賛・参加
9⽉29⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⼥川町で⾏われた「さんま収穫祭」に協賛・参加
9⽉21⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 恵⽐寿⻨酒祭りに気仙沼市⻑・市議会議⻑招待

9⽉19⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
恵⽐寿⻨酒祭り宵祭に東北・九州の被災4県東京事務所、宮城県名取市・⼥川町・岩⼿県⼤船渡
市・⼤槌町招待

9⽉14⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⽯巻・⼥川で開催「牡⿅チャレンジライド」へ協賛
9⽉14⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県名取市で開催された「閖上シラスまつり」に協賛・参加

8⽉10⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般 福島県伊達市「道の駅りょうぜん」夏まつりへ協賛・参加

8⽉4⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 南三陸町歌津で開催の「歌津復興花⽕⼤会」協賛・参加
8⽉2⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 福島市で開催の福島わらじ祭り協賛・参加

7⽉25⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
東⽇本⼤震災被災地への継続的な復興⽀援活動が評価され、復興庁の渡辺博道復興⼤⾂から感
謝状が贈呈されました。

7⽉28⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⼥川町「⼥川復興獅⼦振り披露」に協賛・参加
7⽉27⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県南三陸で開催された「南三陸復興夢花⽕⼤会」へ寄付及び商品協賛・参加

6⽉28⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
NPO法⼈ドリームサポート福島へ株主優待制度を活⽤した福島県の⾼校⽣の⾵評被害払拭発信
事業⽀援寄付⾦贈呈

6⽉27⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 岩⼿県⼤船渡市へ株主優待制度を活⽤した「椿活⽤」学習⽀援の寄付⾦贈呈
6⽉27⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 岩⼿県⼤槌町教育委員会へ株主優待制度を活⽤した「ふるさと科」学習⽀援への寄付⾦贈呈

6⽉8〜9⽇

サッポロホールディングス
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
サッポログループマネジメント
サッポロライオン

⽀援全般 グループ従業員参加の復興応援ツアーを宮城県⼥川町で開催

6⽉3⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 ⼥川駅前花壇整備協賛参加
5⽉26⽇ サッポロホールディングス 物産消費 宮城県名取市で開催「閖上⽔産加⼯団地まつり」へ協賛

4⽉19⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
宮城県⼥川町で被災した「⼦供神輿」修繕費⽤として恵⽐寿⻨酒祭りビール売り上げ相当額の
⼀部より寄付

4⽉10〜11⽇

サッポロホールディングス
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
サッポロ不動産開発

次世代育成
岩⼿県⼤槌町吉⾥吉⾥学園⽣徒来社。恵⽐寿ガーデンプレイスセンター広場にて郷⼟芸能「⻁
舞」披露、株主優待寄附を活⽤した⾃作の「わかめ」販売協⼒・ポッカサッポロフード＆ビバ
レッジにて職場体験学習実施

3⽉31⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 気仙沼市⼤島で開催された「つばきマラソン」へ協賛
3⽉13⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⼥川町へ「きぼうの鐘」2基⽬完成・贈呈
3⽉23⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⼥川町「復幸祭」協賛・参加
3⽉11⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 岩⼿県⼤槌町〜被災各地3.11追悼参加
3⽉7⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 株主優待制度活⽤寄附、岩⼿県⼤船渡市にて⽇頃市中学⽣徒と椿の植樹実施

3⽉1⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
2018年恵⽐寿⻨酒祭り売上げ相当額の⼀部を活⽤し岩⼿県⼤槌町教育委員会へ⼩中⼀貫校「ふ
るさと科」で使⽤するタブレット購⼊資⾦寄附。平野町⻑⽴ち合いの下贈呈。

2⽉19⽇
サッポロホールディングス
サッポロライオン

物産消費 宮城県気仙沼市「求評⾒本市」参加



2018年
⽇付 主な事業会社 取り組みテーマ 取り組み内容

12⽉24⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⼥川町にて開催「おながわ復興祈念冬花⽕」にて⾒学者へスープ炊き出し実施

12⽉4⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
仙台市の冬のイベント「SENDAI光のページェント」実⾏委員会に本年の恵⽐寿⻨酒祭りビール
売り上げ相当額の⼀部よりLED購⼊費⽤寄付。仙台市役所にて郡市⻑⽴会いの下贈呈

12⽉4⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
NPO法⼈カタリバへ「コラボスクール」運営資⾦として恵⽐寿⻨酒祭りのビール売り上げ相当額
の⼀部寄付。⼥川町向学館にて須⽥町⻑⽴会いの下贈呈

10⽉31⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県名取市閖上地区漁協へバッテリー式フォークリフト購⼊資⾦寄附
9⽉30⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⼥川町で⾏われた「さんま収穫祭」に協賛

9⽉23〜24⽇ サッポロホールディングス 物産消費
恵⽐寿⻨酒祭り開催期間中に「復興応援マルシェ」開催、熊本、福島、宮城、岩⼿各県と宮城県
名取市、⼥川町、南三陸町、気仙沼市の物産販売と観光PRに協⼒

9⽉9⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県名取市で開催された「閖上シラスまつり」に協賛
8⽉5⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 南三陸町歌津で開催の「歌津復興花⽕⼤会」協賛
8⽉3⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 福島市で開催の福島わらじ祭り協賛

7⽉13⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 福島⾼校で株主優待制度を活⽤した⾼校⽣の⾵評被害払拭発信事業⽀援の寄付⾦贈呈
7⽉5⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 岩⼿県⼤船渡市で株主優待制度を活⽤した「椿を活⽤」学習⽀援の寄付⾦贈呈
7⽉5⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 岩⼿県⼤槌町で株主優待制度を活⽤した「ふるさと科」学習⽀援の寄付⾦贈呈

6⽉24⽇ サッポロビール ⽀援全般 ⻘森県⽥⼦町で開催産業廃棄物不法投棄跡地植樹⾒学会へ協賛

6⽉23〜24⽇

サッポロホールディングス
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
サッポログループマネジメント
サッポロライオン

⽀援全般 グループ従業員参加の復興応援ツアーを福島県で開催

6⽉10⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 福島県で開催の「全国植樹祭」協賛・参加

6⽉9⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般 河北新報社主催「スマイル東北PJ」名取市閖上地区植樹協賛・参加

6⽉2⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 軽⽶町町⻑杯学童野球⼤会協賛・参加
5⽉30⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 ⼥川駅前花壇整備協賛参加
5⽉27⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 名取市閖上地区復興感謝祭協賛。参加
4⽉29⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 南三陸町福興市7周年記念協賛・参加
4⽉22⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 南三陸町「ハマーレ歌津」周年祭協賛
4⽉15⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 気仙沼⼤島つばきマラソン協賛

4⽉11⽇

サッポロホールディングス
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
サッポログループマネジメント
サッポロ不動産開発
サッポロライオン

次世代育成
岩⼿県⼤槌町吉⾥吉⾥学園⽣徒来社。恵⽐寿ガーデンプレイスセンター広場にて郷⼟芸能「⻁
舞」披露、株主優待寄附を活⽤した⾃作の「わかめ」販売協⼒・参加

4⽉10⽇

サッポロホールディングス
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
サッポログループマネジメント
サッポロ不動産開発
サッポロライオン

次世代育成 岩⼿県⼤船渡市⽇頃市中学⽣徒本社訪問。活動プレゼン実施協⼒・参加

4⽉6⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般 福島県開催予定「第69回全国植樹祭」協賛、福島県庁にて贈呈式開催

3⽉25⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⼥川町「復幸祭」協賛・参加
3⽉15⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 株主優待制度活⽤寄附、岩⼿県⼤船渡市にて「椿植樹」協賛・参加
3⽉11⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 岩⼿県⼤槌町〜被災各地3.11追悼参加
3⽉3⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県南三陸町「さんさん商店街」1周年記念協賛・参加

3⽉2⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般 ⼭形蔵王復興スキーイベント協賛・参加

2⽉24⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般 株主優待制度活⽤、郡⼭市にて「ふくしま復興祈念演奏会」協賛・参加

2⽉20⽇
サッポロホールディングス
サッポロライオン

物産消費 宮城県気仙沼市「求評⾒本市」参加

2⽉18⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 復興庁主催「新しい東北」交流会参加
2⽉18⽇ サッポロビール ⽀援全般 宮城県七ヶ宿町スキー⼤会協賛
2⽉13⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 宮城県気仙沼市⿅折⼩学校での⾷育授業参加・協⼒
2⽉4⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 宮城県南三陸町にて「南三陸ジュニア綱引き⼤会」協賛

1⽉28⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県南三陸町ハマーレ歌津「かもめ館」オープン、協賛・参加

1⽉10〜11⽇
サッポロホールディングス
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

次世代育成
岩⼿県⼆⼾市⾦⽥⼀中学⽣徒14名職場訪問。ポッカサッポロフード＆ビバレッジでの職場体験と
「⼆⼾の宝」のプレゼン、りんご販売体験実施



2017年
⽇付 主な事業会社 取り組みテーマ 取り組み内容

12⽉24⽇
サッポロホールディングス
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 宮城県⼥川町にて開催「おながわ復興祈念冬花⽕」にて⾒学者へスープ炊き出し実施

12⽉8⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール
サッポロライオン

⽀援全般 光のページェント点灯祝賀会へ協賛参加

12⽉6⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
福島県合唱連盟・福島県吹奏楽連盟へ「福島復興祈念演奏会」開催、譜⾯台購⼊費⽤として福
島県庁にて内堀福島県知事⽴会いの下株主優待制度活⽤寄付⾦贈呈

12⽉6⽇
サッポロビール
サッポロライオン

物産消費
光のページェント会場へ「EBISU BAR」オープン。東北応援メニューで被災地の⾷材提供観光
客誘客へ協⼒

11⽉27⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
仙台市の冬のイベント「SENDAI光のページェント」実⾏委員会に本年の恵⽐寿⻨酒祭りビー
ル売り上げ相当額の⼀部からLED購⼊費⽤寄付。仙台市役所にて郡市⻑⽴会いの下贈呈

11⽉27⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
「コラボスクール」へ恵⽐寿⻨酒祭りのビール売り上げ相当額の⼀部から運営資⾦寄付。⼥川
町向学館にて須⽥町⻑⽴会いの下贈呈

11⽉26⽇ サッポロホールディングス 情報発信 ⽬⿊シティマラソン会場内で気仙沼市ブース出展、情報発信に協⼒

11⽉24⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

情報発信 東京で開催された仙台市主催「仙台の⼣べ」にブース出展、協賛。情報発信に協⼒

11⽉8⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⼥川町に今年も秋冬⽤花苗400株寄贈（3回⽬）。駅前広場での植栽に参加
11⽉7⽇ サッポロビール ⽀援全般 宮城県名取市の「サイクルスポーツセンター再建プロジェクト」へ役員有志から寄付⾦贈呈

11⽉6⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
震災の津波で流出してしまった宮城県気仙沼市の「気仙沼湾神明崎3代⽬恵⽐寿像建⽴委員会」
へ恵⽐寿⻨酒祭りビール売り上げ相当額の⼀部より建⽴資⾦寄附。町のシンボル復興へ協⼒

10⽉19⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 復興庁主催のビジネスマッチング事業「結の場」名取市開催に参加

10⽉10⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
宮城県気仙沼市体育協会に恵⽐寿⻨酒祭り売り上げ相当額の⼀部より寄附。市内全学童野球、
スポーツ少年団にバッティングセンター利⽤券贈呈

9⽉30〜10⽉1⽇ サッポロホールディングス 物産消費
恵⽐寿ガーデンプレイスにて岩⼿・宮城・福島・熊本・⼤分各県の「復興応援マルシェ」開
催。会場提供及び物産消費に協⼒

9⽉24⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県⼥川町で⾏われた「さんま収穫祭」に協賛
9⽉24⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県名取市で開催された第1回⽬の「閖上⽔産加⼯団地まつり」に協賛
9⽉14⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 恵⽐寿⻨酒祭り前夜祭に東北・九州の被災5県、宮城県⼥川町・岩⼿県⼤船渡市招待
9⽉3⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 宮城県南三陸町志津川⾼校⽂化祭に協賛
8⽉6⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 南三陸町歌津で開催の「歌津復興花⽕⼤会」協賛参加
8⽉6⽇ サッポロビール ⽀援全般 宮城県⼥川町「復興獅⼦振り披露会」に協賛
8⽉4⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 福島市で開催の福島わらじ祭り協賛
8⽉1⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 ⼋⼾市で⾏われた「三社⼤祭」に協賛

7⽉29⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 南三陸町志津川で開催の「南三陸復興夢花⽕⼤会」協賛参加
7⽉12⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 岩⼿県⼤船渡市へ株主優待制度活⽤寄付⾦贈呈
7⽉12⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 岩⼿県⼤槌町へ株主優待制度活⽤寄付⾦贈呈

6⽉17⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 名取市で開催された⻄松建設・⽇⽐⾕花壇主催「ひまわりプロジェクト」に協賛参加

6⽉10⽇〜11⽇ サッポロビール ⽀援全般 仙台市で開催された「絆まつり」へ協賛

6⽉3⽇〜4⽇

サッポロホールディングス
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
サッポロ不動産開発
サッポロライオン

⽀援全般
岩⼿県⼤船渡市・⼤槌町にてサッポログループ各社より参加の「被災地復興応援ツアー」1泊2
⽇にて開催。

5⽉27⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 宮城県岩沼市「千年希望の丘」植樹祭協賛・参加

5⽉24⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 南三陸町志津川⾼校へ「震災資料室設備⼀式」贈呈
4⽉23⽇ サッポロビール ⽀援全般 南三陸町商業施設「ハマーレ歌津」オープン式典参加

4⽉16⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 気仙沼市⼤島で開催された復興イベント「つばきマラソン」に協賛・参加

4⽉12⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 恵⽐寿⻨酒祭り売上活⽤寄付先の⼥川町でのきぼうの鐘完成、完成式典参加

4⽉12⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
恵⽐寿⻨酒祭り売上活⽤寄付先の南三陸町商⼯会へ防災⽤デジタルサイネージシステム⼀式贈
呈、贈呈式開催

3⽉18〜19⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 宮城県⼥川町にて「復幸祭」開催、商品協賛

3⽉16⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 岩⼿県⼤船渡市にて株主優待制度寄付⾦を活⽤し地元中学⽣と椿の植樹開催
3⽉14⽇ サッポロホールディングス 物産消費 本社棟にて「東北・九州応援販売会」開催。熊本県、⼤分県、⼥川町、⼤船渡市参加
3⽉12⽇ サッポロビール ⽀援全般 南三陸町歌津伊⾥前復興商店街仮設最後の「わかめまつり」協賛
3⽉6⽇ サッポロビール ⽀援全般 仙台光のページェント写真コンテスト表彰式商品協賛

3⽉5⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般 南三陸町福興市開催協賛



3⽉3⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般 南三陸町さんさん商店街本設オープン式典協賛

2⽉22⽇
サッポロビール
サッポロライオン

⽀援全般 気仙沼市「求評⾒本市」開催参加

2⽉19⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

次世代育成 福島県いわき市で株主優待活⽤寄付⾦を活⽤し「ふくしま復興祈念演奏会」開催



2016年
⽇付 主な事業会社 取り組みテーマ 取り組み内容

12⽉29⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 宮城県南三陸町「さんさん商店街」仮設店舗最終営業に協賛

12⽉24⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 宮城県⼥川町にて開催「おながわ復興祈念冬花⽕」協賛

12⽉22⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
福島県吹奏楽連盟・福島県合唱連盟へ「復興祈念合同演奏会」開催費⽤として福島県庁にて内堀
福島県知事⽴会いの下株主優待制度活⽤寄付⾦贈呈

12⽉11⽇ サッポロビール ⽀援全般 宮城県南三陸町歌津「伊⾥前復興仮設商店街」5周年記念協賛。

12⽉9⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
サッポロライオン

⽀援全般 光のページェント点灯祝賀会へ協賛参加

12⽉8⽇
サッポロホールディングス
サッポロ不動産開発

情報発信
恵⽐寿ガーデンプレイスにて岩⼿県産りんご「冬恋」を達増知事⾃らPR。会場提供及び情報発
信に協⼒

12⽉8⽇
サッポロビール
サッポロライオン

物産消費
光のページェント会場へ「EBISU BAR」オープン。東北応援メニューで被災地の⾷材提供観光
客誘客へ協⼒

12⽉4⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

次世代育成 宮城県南三陸町「⼦供たちの郷⼟芸能発表会」に⽀援

12⽉2⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
仙台市の冬のイベント「SENDAI光のページェント」実⾏委員会に本年の恵⽐寿⻨酒祭りビール
売り上げ相当額の⼀部よりLED購⼊費⽤寄付。仙台市役所にて伊藤副市⻑⽴会いの下贈呈

11⽉24⽇ サッポロビール 情報発信 東京で開催された仙台市主催「仙台の⼣べ」にブース出展、協賛。情報発信に協⼒
11⽉21⽇ サッポロビール ⽀援全般 宮城県⼥川町に秋冬⽤花苗400株寄贈。駅前広場での植栽に参加
10⽉27⽇ サッポロビール 情報発信 「登⽶市・南三陸町⾷材⾒本市」参加。被災地の⾷材の情報発信に協⼒

10⽉20⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
「コラボスクール」へ恵⽐寿⻨酒祭りのビール売り上げ相当額の⼀部から寄付。⼤槌町臨学舎に
て贈呈式開催

10⽉18⽇ サッポロビール ⽀援全般
東北産ホップを100％使⽤した「⿊ラベル東北ホップ100％」⽸・瓶・樽⽣を今年も東北限定発
売。売り上げの⼀部を「スマイルとうほくプロジェクト」に寄附予定

10⽉17⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 台⾵10号で甚⼤な被害を被った岩⼿県へ義援⾦寄付。
9⽉25⽇ サッポロビール ⽀援全般 宮城県⼥川町で⾏われた「さんま収穫祭」に協賛

9⽉20⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般
台⾵10号で甚⼤な被害を被った岩⼿県岩泉町へ「富⼠⼭麓のおいしい天然⽔530ｍl」2,400本寄
贈

9⽉15⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般
恵⽐寿⻨酒祭りオープニングセレモニーステージに来賓として岩⼿県⼤槌町⻑、宮城県⼥川町⻑
登壇。情報発信に協⼒。

9⽉8⽇ サッポロホールディングス ②次世代育成 宮城県気仙沼市へ⾷育普及のため、タブレット端末寄贈
9⽉5⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 宮城県名取市閖上（閖上）地区の宮城県漁協仙南⽀所（閖上）へ漁業復興のためフォークリスト

8⽉28⽇ サッポロビール 次世代育成 宮城県南三陸町で震災後初めて再開された少年野球⼤会「モアイカップ」に協賛

8⽉7⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

情報発信 南三陸町歌津で開催の「歌津復興花⽕⼤会」協賛・参加

8⽉6⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 福島市で開催の福島わらじ祭り協賛

8⽉1⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

物産消費 ⼋⼾市で⾏われた「三社⼤祭」に協賛

7⽉30⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 南三陸町志津川で開催の「南三陸復興夢花⽕⼤会」協賛・参加

6⽉28⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 岩⼿県⼤船渡市へ株主優待制度活⽤寄付⾦贈呈
6⽉28⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 岩⼿県⼤槌町へ株主優待制度活⽤寄付⾦贈呈

6⽉18⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 名取市で開催された⻄松建設・⽇⽐⾕花壇主催「ひまわりプロジェクト」に協賛参加

5⽉26⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 震災で甚⼤な被害を被った宮城県名取市閖上地区の⽔産加⼯団地が完成。式典に協賛・参加

5⽉14〜15⽇

サッポロホールディングス
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
サッポログループマネジメント
サッポロ不動産開発
サッポロライオン

⽀援全般
宮城県気仙沼市にてサッポログループ各社より参加の「被災地復興応援ツアー」1泊2⽇にて開
催。

5⽉8⽇ サッポロビール ⽀援全般 仙台市で開催された「東北おまつりパーク」に協賛、気仙沼市、⼥川町ブース出店参加

4⽉24⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 南三陸町福興市に協賛・参加

4⽉17⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 気仙沼市⼤島で開催された復興イベント「つばきマラソン」に協賛・参加

3⽉27⽇ サッポロビール ⽀援全般 南三陸町福興市に協賛・参加

3⽉26⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 ⼥川町復幸祭に協賛・参加



3⽉24⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 2015年度株主優待制度活⽤寄付先の⼥川町での防災井⼾完成、完成式典参加

3⽉18⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 ⻘森県⽥⼦町にて「レモンを使⽤した減塩メニュー」勉強会開催

3⽉14⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 ⼤船渡市へ「椿を活⽤した次世代⽀援事業」に寄付。地元中学⽣と共に被災跡地への植樹会に参
3⽉12⽇ サッポロビール 次世代育成 bjリーグ仙台仙台89ERS公式戦「キッズデー」開催。南三陸町ミニバスケットチームを招待
3⽉9⽇ サッポロホールディングス 物産消費 本社棟にて「東北応援販売会」開催。⼥川町、陸前⾼⽥市、⼤船渡市の1町2市が参加。

2⽉24⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

次世代育成
震災で練習場所が少なくなった気仙沼の野球少年たちに体育協会を通じてバッティングセンター
利⽤券贈呈

2⽉24⽇ サッポロビール 情報発信 気仙沼市「三陸気仙沼求評⾒本市」に参加・情報発信への協⼒
2⽉2⽇ サッポロビール 物産消費 栗原登⽶ビジネスマッチング参加

1⽉30⽇ サッポロビール ⽀援全般 南三陸応援団交流イベントIN仙台参加
1⽉25⽇ サッポロビール 次世代育成 富⾕⼩学校にて「気仙沼の⿂を学校給⾷に普及させる会」⾷育授業開催参加
1⽉21⽇ サッポロビール 次世代育成 ⼥川⼩学校にて「気仙沼の⿂を学校給⾷に普及させる会」⾷育授業開催参加



2015年
⽇付 主な事業会社 取り組みテーマ 取り組み内容

12⽉24⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 「おながわ復興まちびらき2015冬〜花⽕⼤会〜」協賛・参加

12⽉6⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
「コラボスクール」へ恵⽐寿⻨酒祭りのビール売り上げ相当額の⼀部を寄付。⼤槌町臨学舎に
て贈呈式開催

12⽉4⽇

サッポロホールディングス
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
サッポロライオン

⽀援全般
光のページェント会場へ「EBISU BAR」オープン。東北応援メニューで被災地の⾷材提供観光
客誘客へ協⼒

12⽉2⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般 東京で開催された「仙台市の⼣べ」にブース出展・協賛参加

11⽉30⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般
「2015SENDAI光のページェント」実⾏委員会へ4年連続で恵⽐寿⻨酒祭りのビール売り上げ相
当額の⼀部から寄付。奥⼭仙台市⻑へ⽀援内容について報告

11⽉17⽇ サッポロビール ⽀援全般 ⼥川町駅舎前にまち開きを前に冬の花苗400株贈呈、役場職員と植栽に参加

11⽉5⽇〜6⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

情報発信 岩⼿県北広域振興局主催の「北いわてを応援する会」に参加。情報発信に協⼒

10⽉27⽇ サッポロビール 情報発信 「登⽶市・南三陸町⾷材⾒本市」参加。被災地の⾷材の情報発信に協⼒

10⽉25⽇ サッポロビール ⽀援全般
宮城県岩沼市で開催された震災復興⽀援チャリティランニングイベント「パラカップ仙台」に
協賛・社員参加

10⽉25⽇ サッポロビール ⽀援全般 復興⽀援イベント「猪苗代ハーフマラソン」に協賛

10⽉24⽇〜25⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般
宮城県南三陸町で「サッポロビールプレゼンツｂｊリーグ仙台89ERS復興⽀援ゲーム」を開
催。南三陸町⺠2⽇間で2,000⼈招待

10⽉23⽇〜24⽇ ⽀援全般
岩⼿県陸前⾼⽥市、宮城県⼥川町でサッポロライオン⾳楽プラザ店主催のプロの⾳楽家が⽣の
演奏を被災地に届けることを⽬的とした「⾳楽のギフト」に参加

10⽉20⽇ サッポロビール ⽀援全般
東北産ホップを100％使⽤した「⿊ラベル東北ホップ100％」⽸・瓶・樽⽣を東北限定発売。売
り上げの⼀部を「スマイルとうほくプロジェクト」に寄付。

10⽉18⽇ サッポロビール 情報発信 岩⼿県軽⽶町で開催された「軽⽶⾷フェスタ」に協賛・参加
10⽉10⽇〜11⽇ サッポロビール ⽀援全般 仙台市で⾏われたbjリーグ「仙台89ERS開幕戦」に協賛・参加

10⽉4⽇ サッポロビール 情報発信 いわき市で開催された「太平洋諸国舞踊祭」に協賛・参加

9⽉20⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 宮城県⼥川町で⾏われた「さんま収穫祭」に協賛

9⽉18⽇〜20⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般 恵⽐寿⻨酒祭りにて東北応援ステージに13⾃治体参加。被災地の情報発信に協⼒

8⽉23⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般 ⼥川町「奥清⽔渓流の郷」で⼦どもたちと防災井⼾堀作業に参加。

8⽉18⽇ サッポロビール 情報発信 岩⼿⾷の商談会参加、被災地の⾷材の情報発信に協⼒。
8⽉9⽇ サッポロビール ⽀援全般 気仙沼市⼤島で開催された復興イベント「浜辺のちから」へ協賛

8⽉8⽇〜9⽇ サッポロビール 物産消費 岩⼿県⼆⼾市で開催された「北いわてとり合戦」に協賛、参加
8⽉2⽇ サッポロビール ⽀援全般 南三陸町歌津で開催の「歌復興花⽕⼤会」協賛参加

7⽉31⽇〜8⽉1⽇ サッポロビール ⽀援全般 福島市で開催の福島わらじ祭り協賛・参加

7⽉31⽇〜8⽉4⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 ⼋⼾市で⾏われた「三社⼤祭」に協賛

7⽉25⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 宮城県南三陸町の復興市、「南三陸夢花⽕⼤会」協賛参加

7⽉18⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 ⼗和⽥湖で開催された「⻘森県避難者交流会」協賛参加

7⽉11⽇〜12⽇  サッポロホールディングスサッポロビ⽀援全般
グループ従業員が参加する東北⽀援“東北復興応援ツアー”を実施。ツアーでは、宮城県⼥川町
の復興に向けた取り組みを学ぶなど、町の⼈々との交流、地元の物産消費を⽬的に実施。

6⽉22⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般

⼥川町にて株主優待制度活⽤寄付⾦贈呈式開催。
①⼥川町の次世代を担う新⽣児誕⽣のお祝いとして、復興計画で伐採された⽊材を有効活⽤し
『輝望の椅⼦』の制作
②防災対策と「⽔」の⼤切さを学ぶ教育を⽬的として、⼥川町の⼦どもたちと井⼾を掘る整備
事業を⾏うNPO法⼈⼥川ネイチャーガイド協会（共同事業者：⼥川町）

6⽉16⽇ サッポロビール 物産消費
監査法⼈「トーマツ」主催「三陸おせっかい」（ビジネスマッチング）に協⼒。被災地事業者
の販路拡⼤⽀援

6⽉13⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 名取市で開催された⻄松建設・⽇⽐⾕花壇主催「ひまわりプロジェクト」に協賛参加

5⽉22⽇〜23⽇ サッポロビール ⽀援全般 いわき市で開催された「太平洋島サミット」に協賛
5⽉10⽇ サッポロビール ⽀援全般 仙台市で開催された「東北おまつりパーク」に協賛⼥川町ブース出店参加
4⽉26⽇ サッポロビール ⽀援全般 南三陸町福興市に協賛・参加

4⽉19⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 気仙沼市⼤島で開催された復興イベント「つばきマラソン」に協賛・参加

4⽉11⽇ サッポロビール 次世代育成 東北楽天「⿊ラベルデー」に名取市の⼦どもたちを招待ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ披露



4⽉7⽇ サッポロビール ⽀援全般 ⼥川町駅舎前に花苗200株贈呈、役場職員と植栽に参加
4⽉3⽇ サッポロビール ⽀援全般 「とうほくスマイルプロジェクト」共催、河北新報社に寄付⾦贈呈

3⽉22⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 「⼥川復幸祭」協賛・参加

3⽉21⽇ サッポロビール ⽀援全般 「おながわ復興まちびらき2015春」式典参加・協賛
3⽉19⽇ サッポロビール ⽀援全般 「とうほくスマイルプロジェクト」共催、岩⼿⽇報社に寄付⾦贈呈
3⽉17⽇ サッポロビール ⽀援全般 「とうほくスマイルプロジェクト」共催、福島⺠報社に寄付⾦贈呈
3⽉1⽇ サッポロビール ⽀援全般 3/1〜3/29仙台空港において被災地の名取・岩沼地域活性化イベントに協賛・参加

2⽉24⽇ サッポロビール 情報発信 震災後初めての地元開催となった「三陸気仙沼求評⾒本市」に参加情報発信に協⼒
2⽉22⽇ サッポロビール ⽀援全般 南三陸町福興市及びさんさん商店街3周年記念イベントに協賛・参加

1⽉29⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

⽀援全般 銀座で開催された岩⼿県北広域振興局主催「北いわてを応援する会」に協賛、参加

1⽉17⽇ サッポロビール ⽀援全般 KIDZ NOW主催被災地である「仙台荒浜清掃活動」に協賛8名参加



2014年
⽇付 主な事業会社 取り組みテーマ 取り組み内容

12⽉12⽇ サッポロビール ⽀援全般 寄付⾦贈呈先である【2015SENDAI光のページェント】点灯式参加
12⽉11⽇ サッポロビール ⽀援全般 「SENDAI光のページェント」開催期間限定で「ヱビスバー」を協賛出店

12⽉10⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

物産消費 「宮城県産カキを⾷べる会」に参加。

12⽉3⽇
サッポロホールディングス     
    サッポロビール

次世代育成
サッポロホールディングス社⻑の上條が、NPO法⼈「カタリバ」主催のコラボ・スクール⼥川向学館を
訪問。運営資⾦として「ハタチ基⾦」を通じ恵⽐寿⻨酒祭りの⽣ビールの売上相当額と札幌⻨酒祭りの
ビールの売上相当額の⼀部を寄付。須⽥⼥川町⻑⽴ち合いのもと贈呈式実施。

12⽉3⽇
サッポロホールディングス     
    サッポロビール

⽀援全般
「2014SENDAI光のページェント」実⾏委員会へLED電球4万個相当額を寄付、合わせて仙台市の奥⼭恵
美⼦市⻑へ同イベントの⽀援内容について報告。

11⽉17⽇ サッポロビール ⽀援全般 ⽯巻市「販路開拓⽀援センター」現地企業視察に参加。

11⽉16⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 気仙沼市で⾏われた「唐桑かきまつり」に協賛。

11⽉2⽇ サッポロビール ⽀援全般 「復興⽀援猪苗代ハーフマラソン」に協賛・参加。
10⽉26⽇ サッポロビール ⽀援全般 「PARACUP仙台」チャリティーリレーマラソンに協賛。12名参加。

10⽉21⽇ サッポロビール 物産消費
東北産ホップを100％使⽤した「サッポロ⽣ビール ⿊ラベル東北ホップ100％」⽸、瓶、樽を東北6県で
限定発売。売り上げの⼀部は、被災地に花を咲かせる「スマイルとうほくプロジェクト」へ寄付。

10⽉18〜19⽇ サッポロビール ⽀援全般
宮城県南三陸町で「サッポロビールプレゼンツbjリーグ仙台仙台89ERS復興⽀援ゲーム」を開催。南三
陸町⺠1,000名招待。

10⽉17〜18⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
グループ従業員が参加する東北⽀援“被災地応援ツアー”を実施。グループの⽀援先の⼀つである、宮城
県⼥川町で運営される放課後学校「コラボ・スクール ⼥川向学館」（主催：認定特定⾮営利活動法⼈
カタリバ）をはじめ、被災地の視察と地元の物産消費を⽬的とし実施。

10⽉5⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 福島市で⾏われた「福島湯けむりラン博」に協賛・参加。

10⽉4⽇〜5⽇ サッポロビール ⽀援全般 仙台市で⾏われた仙台89ers開幕戦に協賛・参加。
10⽉3⽇ サッポロビール ⽀援全般 ⻘森県⽥⼦町「姉妹都市合同歓迎会」協賛・参加。
9⽉27⽇ サッポロビール 情報発信 いわき市で⾏われた「太平洋諸国舞踊祭」に協賛・参加。
9⽉26⽇ サッポロビール 情報発信 いわき市主催「太平洋諸国舞踊祭」前夜祭に協賛・参加（170名参加）

9⽉21⽇
サッポロビール
サッポロライオン
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 宮城県⼥川町で⾏われた「⼥川さんま収穫祭」に協賛・参加。ライオン社出店。

9⽉20⽇ サッポロビール ⽀援全般 「⼥川さんま収穫祭」前夜祭に協賛・参加。
9⽉18⽇ サッポロビール ⽀援全般 ⽯巻市⼩⽵浜で⾏われた「⼩⽵浜フェスティバル」に協賛・参加。

9⽉12⽇〜15⽇ サッポロホールディングス  次世代育成情報発

9⽉12⽇（⾦）〜15⽇（⽉・祝）の本祭と、9⽉10⽇（⽔）〜11⽇（⽊）の前夜祭の6⽇間、恵⽐寿ガー
デンプレイスで第6回ビヤフェスティバル「恵⽐寿⻨酒祭」を開催。メイン広場で販売する⽣ビール売上
相当額から、教育⽀援基⾦である「ハタチ基⾦」を通じて、 東⽇本⼤震災の被災地における⼦ども達の
ための放課後学校「コラボ・スクール」を⽀援。
13（⼟）〜14⽇（⽇）は、恵⽐寿⻨酒祭「東北PRステージ」10⾃治体参加。被災地の情報発信に協⼒。

8⽉27⽇ サッポロビール 物産消費 岩⼿県主催「いわて⾷の⼤商談会」出席。被災地の⾷材の情報発信に協⼒。
8⽉23⽇ サッポロビール ⽀援全般 仙台市・公益財団法⼈仙台市市⺠⽂化事業団が主催するオペラ「遠い帆」の東京公演（新国⽴劇場）に

8⽉20⽇
サッポロビール
サッポロライオン

情報発信
物産消費

8/20〜9/30まで仙台市内のライオングループ全店で「北いわて・⼤船渡料理フェア」を開催。震災で販
路を失った業者を⽀援。

8⽉9⽇ サッポロビール 物産消費 岩⼿県⼆⼾市において岩⼿県主催で開催された「北いわてとり合戦」に協賛・参加。

8⽉5⽇
サッポロビール
サッポロライオン

⽀援全般 仙台市で⾏われた「七⼣まつり」に協⼒。期間限定店舗「ヱビスバー」を出店。

8⽉2⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 ⼋⼾市で⾏われた「三社⼤祭」に協賛・参加。

8⽉2⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

情報発信 気仙沼市⼤島で⾏われた復興イベント「はまべのちから2014」に協賛。

8⽉1⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 福島市で⾏われた「福島わらじまつり」に協賛。

7⽉27⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

次世代育成 「ふくしまキッズＩＮ⻘森・鶴⽥キャンパス」歓迎交流会協賛・参加。

7⽉26⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 南三陸町福興市と花⽕⼤会に協賛・参加。

7⽉23⽇ サッポロビール 物産消費
サッポロ⽣ビール⿊ラベル「ふくしまDC ふくしまのおもてなし」中びんを福島県内で数量限定で発
売。「ふくしまデスティネーションキャンペーン」の応援等、観光⽀援により県内の経済活性化の⼀助
となることを⽬的として発売。

6⽉27⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
本年度の株主優待制度を通じた寄付⾦の⼀部1,533,000円に同額を加えた3,066,000円を「きぼうの星プ
ロジェクト」（主催：NPO法⼈みなとまちセラミカ⼯房、共催：⼥川町）へ寄付。⼥川町の観光産業復
興を⽬指した取り組みに活⽤される。

6⽉14⽇ サッポロビール ⽀援全般 名取市美⽥園で⾏われたひまわりの植花活動「ひまわりプロジェクト」に協賛・参加。

5⽉31⽇ サッポロビール ⽀援全般
宮城県岩沼市で開催された岩沼市震災復興計画の⼀つ「第⼆回 千年希望の丘植樹祭 2014」（主催：岩
沼市）に社員が参加し、植樹活動を実施。



5⽉16⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
グループ従業員が参加する東北⽀援「被災地視察・⽀援旅⾏」を実施。グループの⽀援先の⼀つであ
る、岩⼿県⼤槌町で運営される放課後学校「コラボ・スクール ⼤槌臨学舎」（主催：認定特定⾮営利
活動法⼈カタリバ）をはじめ、被災地の視察と地元の物産消費を⽬的とし、5⽉16⽇（⾦）から17⽇(⼟)

5⽉11⽇
サッポロビール
サッポロライオン

⽀援全般 復興⽀援イベント「東北おまつりパーク」に協⼒。⼥川町出店の飲⾷店に出店場所協⼒。

5⽉8⽇ サッポロホールディングス 次世代育成 被災地の中学⽣に牡⿅名産の鯨⾁⽸詰をPR・販売する体験学習スペースを協⼒。

2⽉13⽇ サッポロビール 次世代⽀援
宮城県仙台市「NPO法⼈ KIDS NOW JAPAN」へ、活動⽤スタッフベスト50枚、スタッフビブスを100
枚、合計150枚を寄付。

2⽉4⽇ サッポロビール 情報発信
東京で開催される「三陸気仙沼の求評⾒本市」（三陸気仙沼の物産展⽰委員会主催）の会場費を⼀部負
担するなど、三陸気仙沼物産品の消費促進と情報発信のために⽀援を実施。

1⽉21⽇ サッポロビール 次世代育成
昨年東北限定で販売した「サッポロ⽣ビール⿊ラベル東北夏祭り⽸」「サッポロ⽣ビール⿊ラベル東北
ホップ100%」「サッポ⼝⻨と東北ホップ」の売上⾦の⼀部2,005,960 円を、宮城県登⽶市の復興共⽣住
宅「⼿のひらに太陽の家」プロジェクトへ寄付。



2013年
⽇付 主な事業会社 取り組みテーマ 取り組み内容

11⽉29⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 
名取市へ防災関連備品16品⽬を購⼊いただく資⾦寄付。名取市との包括連携の⽬的の⼀つである防災·災害対
策など、暮らしの安全·安⼼分野に対して防災関連備品購⼊代として贈呈し、名取駅コミュニテイプラザに配
置いただく。

11⽉25⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 
「⼀般財団法⼈SENDAI 光のページェント」ヘLED電球4万個相当額を寄付⾦。合わせて仙台市の奥⼭恵美⼦
市⻑へ同イベントの⽀援内容について報告。

10⽉23⽇ サッポロビール 物産消費
東北産ホッ プを100％使⽤した「サッポロ⽣ビール ⿊ラベル東北ホッ プ100%」⽸、瓶、樽を東北6県で限定
発売。売り上げの⼀部は、被災地に花を咲かせる「スマイルとうほくプロジェクト」へ寄付。

9⽉13⽇〜16⽇ サッポロホールディングス 次世代育成

9⽉13⽇（⾦）〜16⽇（⽉・祝）の本祭と、9⽉11⽇（⽔）〜12⽇（⽊）の前夜祭
の6⽇間、恵⽐寿ガーデンプレイスで第5回ビヤフェスティバル「恵⽐寿⻨酒祭」を開催。メイン広場で販売
する⽣ビール売り上げ相当額から教育⽀援基⾦である「ハタチ基⾦」を通じて寄付。東⽇本⼤震災の被災地
における⼦ども達のための放課後学校「コラボ·スクール」⽀援

8⽉6⽇ サッポロビール 物産消費 福島県の⼦どもたちを⻘森県に招待する「福島キッズIN ⻘森」の取り組みに協賛。

7⽉19⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
本年度の株主優待制度を通じた寄付⾦1,634,000円に同額を⽀援し、合計3,268,000円を「被災地ネットワーク
PLUS」へ寄付。今般の寄付⾦で製作の「とんぼ」800本は、「被災地ネットワークPLUSを通じて被災地の
⼩学校、中学校、⾼等学校へ寄付。

7⽉17⽇ サッポロビール  物産消費 
東北産ホッ プを100％使⽤した「サッポロ   ⻨と東北ホップ」を東北6県で限定発売。売り上げの⼀部は、被
災地に花を咲かせる「スマイルとうほくプロジェクト」へ寄付。

6⽉13⽇ サッポロビール ⽀援全般
埼⽟県川⼝市で開催した「第7回リボンシティまつり」の売上の⼀部 を、川⼝市に避難されている被災者の⽅
を⽀援するため川⼝市に寄付。

6⽉1⽇〜2⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
サッポロライオン

⽀援全般
福島県福島市で開催された復興⽀援イベントの「東北六魂祭」のスポンサーとして参画。また販売ブースに
て樽⽣ビール「東北の恵み」とサッポログループ商品を販売。

5⽉12⽇ サッポロビール ⽀援全般 復興⽀援イベント「東北おまつりパーク」に協⼒。

4⽉19⽇ サッポロホールディングス 物産消費
グループ事業会社各社の従業員が参加する東北⽀援「地元物産品消費バスツアー」を、消費活動を通じて被
災地の経済活動の活性化につなげるため、4⽉19⽇（⾦）から20⽇（⼟）の⼀泊⼆⽇で実施。

3⽉23⽇
サッポロビール
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

⽀援全般 復興⽀援イベント「東北みら いづくり DAYwith Hitachi in 岩沼」に協賛。

3⽉5⽇ サッポロビール 情報発信
オリジナルビール「わくわくブルワリー東北の桜⼗⼆景」を2013年3⽉6⽇（⽔）より、通販webサイト「わ
くわくブルワリー」にて期間数量限定発売。

3⽉2⽇ サッポロビール ⽀援全般 南三陸町で開催されたプロバスケットボールbjリーグ仙台89ERSのチャリティーマッチに協賛。

2⽉27⽇ サッポロビール 情報発信
東京で開催される「三陸気仙沼の求評⾒本市」（三陸気仙沼の物産展⽰委員会主催）の会場費を⼀部負担す
るなど、三陸気仙沼物産品の消費促進と情報発信のために⽀援を実施。

2⽉26⽇ サッポロビール 次世代育成
昨年東北限定で販売した「サッポロ⽣ビール⿊ラベル東北夏祭り⽸」「サッポロ⽣ビール⿊ラベル東北ホッ
プ100%」「サッポ⼝⻨と東北ホップ」の売上⾦の⼀部を、宮城県登⽶市の復興共⽣住宅「⼿のひらに太陽の
家」プロジェクトへ寄付。

2⽉5⽇
サッポロホールディングス
サッポロビール

情報発信
宮城県庁で、村井知事による「みやぎ絆⼤使」の委嘱式。サッポロホールディングス社⻑の上條が出席。
同時に、「サッポロ⽣ビール⿊ラベル    仙台·宮城デスティネーションキャンペーン商品（瓶・⽸）」の発売
を発表。

1⽉1⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般 サッポロホールディングス社⻑の上條が、「みやぎ絆⼤使」の委嘱を受ける。



2012年
⽇付 主な事業会社 取り組みテーマ 取り組み内容

11⽉26⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
サッポロホールディングス社⻑の上條が、東⽇本⼤震災の被災地における⼦ども達のため
の放課後学校「コラボ・スクール」⼥川校を訪問し、恵⽐寿⻨酒祭でのビール売上相当額

11⽉26⽇ サッポロホールディングス ⽀援全般
 「⼀般財団法⼈SENDAI 光のページェント」ヘLED電球4万球相当を寄付するなどの⽀援
を実施。仙台市の奥⼭市⻑⽴会いのもと、サッポロホールディングス社⻑の上條から⽬録

11⽉17⽇  サッポロビール ⽀援全般
仙台ゴスペル・フェスティバルにおいて、⽯巻市雄勝のホタテのPRとして、北海道豊浦町
商⼯会（世界ホタテ釣り協議会）の協カの元、ホタテ釣りイベントを実施。

11⽉17〜18⽇ サッポロビール ⽀援全般
気仙沼総合体育館で開催されたプロバスケットボールbjリーグ仙台89ERSのチャリティー
マッチに協賛。

10 ⽉13⽇
サッポロビール
サッポロライオン

⽀援全般   バスケットボールプロリーグのbjリーグ仙台89ERSの仙台開幕戦に協賛。

10⽉7〜10⽇
サッポロビール 
 
サッポロ飲料

⽀援全般
⽇本ルイアームストロング協会による⽯巻・気仙沼・仙台でのチャリティー交流会で、飲
料⽔を協賛。

10⽉8⽇〜20⽇ サッポロビール ⽀援全般
宮城県名取市美⽥園でのひまわりの植花活動「ひまわりプロジェクト」の収穫祭で、飲料
⽔を協賛。

9⽉14⽇〜 17⽇ サッポロホールディングス 次世代育成

2012年9⽉14⽇〜17⽇に恵⽐寿ガーデンプレイスで第4回ビヤフェスティバル「恵⽐寿⻨
酒祭」を開催。メイン広場で販売するビール売上相当額から、昨年に引き続き教育⽀援基
⾦である「ハタチ基⾦」を通じて寄附。東⽇本⼤震災の被災地における⼦とも達のための
放課後学校「コラボ・スクール」を⽀援に活⽤。

7⽉1⽇ サッポロビール 情報発信
⼭⼿線トレインチャンネルで7⽉の1ヶ⽉間、福島の観光⽀援のため商業や宿泊施設等を中
⼼に紹介。

6⽉27⽇ サッポロビール 物産消費
サッポロ⽣ビール⿊ラベル東北夏祭⽸を東北エリア限定発売。東北エリアの観光⽀援のた
め旅⾏券の当たるキャンペーンを実施。

6⽉23⽇〜24⽇  サッポロビールサッポロ飲料⽀援全般
宮城県⼥川町、岩⼿県釜⽯市での復興チャリティーイベント（シカゴデーin⼥川＆ 釜⽯：
シカゴ商⼯会議所主催）への飲料⽔を協賛。

6⽉13⽇ サッポロビール ⽀援全般
昨年に引き続き、2012年6⽉13⽇に福島県限定で「⿊ラベル野⼝英世博⼠福島応援⽸」を
発売。売上の⼀部を復興⽀援に活⽤。

6⽉9⽇ サッポロビール 情報発信 宮城県名取市美⽥園でのひまわりの植花活動「ひまわりプロジェクト」への協賛。

6⽉6⽇  サッポロビール ⽀援全般
2012年5⽉19⽇に埼⽟県川⼝市で開催した「第6回リボンシティまつり」の売上の⼀部
を、川⼝市に避難されている被災者の⽅を⽀援するため川⼝市に寄付。

6⽉1⽇ サッポロビール     情報発信 旅⾏雑誌「じゃらん」とのタイアップで、福島県を紹介、宿泊キャンペーンを実施。

5⽉27⽇

サッポロビール 
サッポロ飲料
ポッカコーポレーション
サッポロライオン

次世代育成
岩⼿県盛岡市で開催された復興⽀援イベントの「東北六魂祭」のスポンサーとして参画。
また販売ブースにて仙台⻘葉まつり同様「東北の恵み」とサッポログループ商品を販売
し、その売上⾦の⼀部を復興⽀援に活⽤。

5⽉19〜 20⽇

サッポロビール
サッポロ飲料
ポッカコーポレーション
サッポロライオン

物産消費
仙台⻘葉まつり、東北六魂祭で東北産ホップのみを使⽤した限定ビール「東北の恵み」を
販売。また販売ブースでサッポログループ商品を販売し、その売上⾦の⼀部を復興⽀援に
活⽤。

5⽉9⽇ サッポロビール 次世代育成
宮城県名取市の少年野球団 11チームから110名をクリネックススタジアム宮城で開催され
た楽天イーグルスの試合に招待。同⽇スタジアムで販売した「バカルディ」商品の売上⾦
全額を復興⽀援に活⽤。

4⽉28⽇ サッポロビール ⽀援全般
仙台⼯場「東⽇本⼤震災復興⽀援チャリティーコンサート」開催。募⾦や当⽇販売した樽
⽣ビール、飲料⽔の売上⾦全額を震災復興⽀援に活⽤。

4⽉21⽇ サッポロビール ⽀援全般
宮城県名取市商⼯会メンバーが主催する『なとり駅前de復興桜まつり』に仙台⼯場を会場
として協⼒。

4⽉21⽇ サッポロビール 次世代育成 宮城県名取市で少年野球⼤会を開催。
3⽉24⽇ サッポロビール ⽀援全般 仙台⼯場で開催する「ビールセミナー」参加費⽤の全額を復興⽀援関係に活⽤。

3⽉19⽇ サッポロホールディングス 次世代育成
被災した⼦ともたちへの継続的な⽀援基⾦「ハタチ基⾦」を通じて被災地の教育をサポー
トするために設⽴された   コラボスクール「⼥川向学館」と「⼤槌臨学舎」の⽣徒が、
サッポロホールディングスに来社しお礼報告。

3⽉11⽇ サッポロライオン 次世代育成
⾳楽ビヤプラザライオンでチャリティーコンサートを開催、お客様からいただいた⾳楽料
を、「被災地ヘピアノを会」を通じて、被災地へのピアノ購⼊・運搬費として寄付。

3⽉7⽇ サッポロビール 物産消費
ヱビスビール、東北、⾸都圏エリア限定 で、被災地の東北や北関東の名産品を景品とした
「ヱビスでつなごう福の和キャンペーン」を実施。



1⽉13⽇ サッポロビール ⽀援全般 
2011年9⽉28⽇に福島県で限定発売した「⿊ラベル野⼝英世博⼠福島応援⽸」の売上の⼀
部を福島⺠友・福島⺠報基⾦に寄付。

2012年 ポッカコーポレーション    ⽀援全般 経済同友会が設⽴した「IPPO IPPONIPPPON  プロジェクト」2011年から5年間寄付。

2012年 サッポロビール 情報発信
サッポロビールホームページにて、東北の観光スポットや郷⼟の⾷を紹介する「東北を元
気に！」・サイトを開設。



2011年
⽇付 主な事業会社 取り組みテーマ 取り組み内容

サッポロホールディングス ⽀援全般
グループを代表してサッポロホールディングスが、被災地の⼀⽇も早い復
興を⽀援するため、義援⾦として5,000万円を寄贈しました。

サッポロホールディングス 次世代育成
⽇本財団を通じて震災で被災した⼦供たちの⼼のケア、学びの機会を⽀援
を継続的に提供する（公社）「ハタチ基⾦」の活動の中の⼤槌町・⼥川町
でカタリバが運営する「コラボスクール」へ


