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第３回「粧工連サステナビリティ指針に沿った取組事例の紹介」に当たって 

 

日本化粧品工業連合会（粧工連）では、2015 年 8 月 10 日に「粧工連サステナビリティ指針」

を策定し、粧工連傘下会員企業に対し今後の事業展開において本指針を活用し、サステナビリテ

ィの推進を図るよう要請しているところです。 

本指針におきましては、化粧品を製造販売する企業が特に関与すべきサステナビリティへの取

り組み分野として、①消費者課題、②環境、③人権・労働慣行、④コミュニティへの参画の４つ

を設定し、さらに、その解説編（サステナビリティ指針解説編）も作成しております。 

本指針に沿った取組事例については、会員企業から収集、分野ごとに取りまとめ、2016年度か

ら年度末の 3月に公表（粧工連ホームページでの掲載・紹介）を行っています。 

2018年度も同様に取りまとめ、この度、第３回目の公表を行うこととなりました。 

引き続き、傘下会員企業に対して本指針に沿った取り組みの推進を要請していくとともに、今

後も定期的に取組事例を収集、紹介していく予定としております。 

 

2019年 3月  

日本化粧品工業連合会  

環境・サステナビリティ委員長  

 



 

 

【参考】粧工連サステナビリティ指針における分野、課題等 

分 野 課題番号 課 題 行 動 

消費者課題 

１－１ 
商品の品質･安全性の確保と、ＱＯＬの

向上をめざした商品開発の推進 

安全で高品質であることを前提とし、お客様の声に応えるために生活と心の豊かさをめざした商

品開発を推進します。 

１－２ 
お客様への適正でわかりやすい商品・サ

ービスの情報提供 

お客様が適切に商品を選択していただくための適正な情報をわかりやすく提供します。 

１－３ 

お客様からの問い合わせへの適切な対

応と、お客さまのご意見による改善の推

進 

お客様から、商品やサービスに対する問い合わせや苦情が寄せられた場合の誠実かつ迅速な対応

を行います。お客様の声を真摯に受け止め、商品やサービスの改良・改善および開発にいかしま

す。 

１－４ 個人情報の適切な管理 
お客様をはじめとする個人情報を適正に管理し、不適当な利用および漏えいや紛失などが生じな

いような最大限の配慮をします。 

環 境 

２－１ 
美しさの実現と環境配慮が共存した商

品やサービスの開発 

お客様の美しさを実現すると同時に、商品のライフサイクル全体で、地球温暖化の防止、生物多

様性の保全、持続可能な資源の利用や廃棄物の削減といった、環境や生物・資源に対する負荷の

最小化をめざし、より環境に配慮された商品やサービスの開発に取り組みます。 

２－２ 
事業活動における環境負荷低減および

環境保全活動 

化粧品製造販売業等の事業活動が環境に与える影響を考慮して、環境に関する法令を順守し、更

に重要性および優先順位の判断に基づく、自主的な環境負荷低減および環境保全に取り組みます。 

人権・労働慣行 

３－１ 人権の尊重 

人権や労働に関連する法令や国際ルールの順守はもとより、一人ひとりの個性を尊重し、人種、

皮膚の色、性別、年齢、言語、財産、国籍または出身国、宗教、民族または社会的出身、政治的

見解やその他の見解、障がい、健康状態、性的指向などによるすべての差別や虐待を行いません。

さらに、事業影響の及ぶ範囲において、人権侵害に加担することのないように十分な注意を払い

ます。 

３－２ 性別にとらわれない労働環境の整備 
性別にとらわれず、誰もが働きやすい職場づくりをめざし、仕事と家庭の両立や、男女ともにや

りがいを持って、心身が健康で働き続けられる労働環境を整備します。 

３－３ 対話の促進 
職場において、労働環境や労働条件に関しての話し合いが行える仕組みを設け、組織と従業員双

方にとって有益な職場づくりを推進します。 

コミュニティへ

の参画 

４－１ コミュニティとの対話 
事業を行う地域において、共生・共栄を強く意識し、その地域の発展や利益に貢献するために、

地域社会との対話による相互理解を深めます。 

４－２ コミュニティへの貢献 

地域における事業の発展により、雇用の創出や所得の向上に寄与するとともに、教育や文化活動

の支援等により地域の発展に貢献します。特に、化粧品製造販売等を行う事業者として、各社の

特色を活かした活動を行います。 



【紹介取組事例一覧表】 

番

号 
会社名 課題番号 見出し 

紹介ペ

ージ 

1 
(株)カネボウ化粧

品 
1-1 

エビータ ビューティホイップソープ（バラ泡洗

顔） 
1 

2 (株)コーセー 1-1 
「皮膚ポルフィリン症」患者の方に対する QOL向上

支援 
3 

3 ライオン(株) 1-1、1-2 高齢者疑似体験研修の推進 5 

4 (株)コーセー 1-2 アクセシブルデザインの推進 6 

5 小林製薬(株) 1-2 
お客様の要望からうまれた「販売店検索システム」

の開発 
8 

6 (株)ファンケル 1-2 
視覚に障がいのある方、高齢者にやさしいサービス

「タッチマークシール」 
10 

7 花王(株) 2-1 心地よく過ごすことが eco につながる、未来の容器 12 

8 (株)コーセー 2-1、2-2 
雪肌精 「ＳＡＶＥ ｔｈｅ ＢＬＵＥ」プロジェク

ト（2018年） 
14 

9 ライオン(株) 2-2 輸送時の環境負荷低減への取組み 16 

10 花王(株) 2-2、4-2 和歌山工場における環境保全活動 18 

11 (株)資生堂 3-1 
がんになっても笑顔で生活できる社会の実現のた

めのカバーメーキャップ活動の推進 
20 

12 
ポーラ化成工業

(株) 
3-2 工場近隣の保育園との連携 22 

13 
(株)カネボウ化粧

品 
4-1 

ピンクリボンキャンペーン～あなたと、あなたの大

切な人のために 

商品を通じた寄付活動 

23 

14 ライオン(株) 4-1、4-2 
「キレイキレイのまち 坂出」プロジェクト（2018

年） 
25 

15 (株)ミルボン 4-2 
地域社会とのつながり『シャンプーづくり教室の実

施』 
27 

16 (株)ファンケル 4-2 特別支援学校での「身だしなみセミナー」の実施 29 

17 
ポーラ化成工業

(株) 
4-2 ジョイセフの活動への参加 31 

 

 



1 

 

【個別取組事例】 

番 号 1 

会社名 (株)カネボウ化粧品 

該当分野 ☒消費者課題 ☐環境 ☐人権・労働慣行 ☐コミュニティへの参画 

課題番号 1-1 

見出し エビータ ビューティホイップソープ（バラ泡洗顔） 

１．取り組みを始めた背景 

美容に欠かせない洗顔。「汚れが落ちていないと、後に使う化粧品の浸透

がよくない気がする」など洗顔の大切さを認識しながらも、「面倒なの

で、ちゃんと泡立てないで使ってしまう」といったお客さまの声に応え

たい。そして、高齢者を含む全てのお客さまが感じている不便を解消し、

簡単に使え、毎日楽しみながら習慣化してもらうにはどうしたらいいの

だろう。そんな発想から誕生したのが、エビータ ビューティホイップ

ソープ。華やかなバラの香りとバラの形のもっちりと濃密な泡で、うる

おいを守りながらしっとり洗い上げることができます。 

エビータ開発チームによる高齢者体験*を通して開発された UD 発想による洗顔料。 

※体に専用の器具を装着し見えにくさや動きにくさ、指先の感覚の衰えなどを体験するプ

ログラム 

 

エビータブランドサイト 

https://www.kanebo-cosmetics.jp/evita/products/sengan/ 

 

２．取り組みの内容 

この製品は、ワンプッシュで泡立て不要で簡単に使え、さらに“洗うこ

とが楽しくなる”ようなフォームタイプの洗顔料です。左右にあるピン

クのボタンを押すだけで立体的なバラの形（写真）で出るように設計さ

れています。また、バラの形が崩れないようにするために濃密な泡をつ

くる処方にしたことで、併せて、肌への摩擦が少なく、汚れもしっかり

吸着するという洗顔料本来の機能性も高めることができました。バラの

花びらとバラの香りに癒されながら毎日の洗顔が楽しい習慣となり、素肌を整えることで

自信が湧き、自分らしく輝きながら生きていく。エビータ ビューティホイップソープ（バ

ラ泡洗顔）は、そのお手伝いができる洗顔料です。 

 

３．取り組みの成果（社内及び社外への効果） 

ダウケミカル社が主催する「ダウ パッケージング賞」で、ゴールド賞

を獲得しました。同賞は、大きく３つの審査ポイント（１．技術的進歩

性 ２．社会的責任を伴うパッケージ ３．より良いユーザー体験）が

あり、エビータバラ泡洗顔は、とくに１、３のポイントについて高く評

https://www.kanebo-cosmetics.jp/evita/products/sengan/
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価されました。 

 

４．課題と今後の取り組み 

幅広い年代のお客さまに楽しんでご使用いただけるよう、これからも魅力のある商品開発

に努めて参ります。 

（以上） 
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番 号 2 

会社名 (株)コーセー 

該当分野 ☒消費者課題 ☐環境 ☐人権・労働慣行 ☐コミュニティへの参画 

課題番号 1-1 

見出し 「皮膚ポルフィリン症」患者の方に対する QOL 向上支援 

１．取組を始めた背景 

コーセーは、新たな事業領域への取り組みとして、「医療(美容医療)分野との関係強化」を

掲げ、「化粧品の有用性実証」・「QOL 向上」・「健康科学」の視点からの研究開発に取組んで

います。その研究の一環として、日常生活において遮光対応が不可欠な※「皮膚ポルフィリ

ン症」患者の方の QOL 向上が、化粧品にて実現出来ないかを研究しました。 

※「皮膚ポルフィリン症」→日光過敏症の一種である難病。根本治療は現状不可能で、発症予防のため、生涯にわた

り遮光対応が必要。 

 

２．取組の内容 

本疾患の原因物質であるポルフィリン体の作用波長である可視光領域に対する防御効果の

高い製品を用いて、複数大学の皮膚科医と連携を図り、皮膚ポルフィリン症患者の方に試用

試験を実施しました。 

その結果、本製品の皮膚ポルフィリン症患者の方に対する有用性が確認され、2012 年より

提携病院の皮膚科医よりの要請に基づき、患者の方へ製品の提供を開始し、現在も継続した

取り組みを行っています。 

※この研究報告は、2015 年第 114 回日本皮膚科学会総合セミナーで実施しています。 

 

３．取組の成果 

患者の方の QOL 向上が一番の成果ですが、研究部門においては、従来の化粧品の対象や効

果の範囲に囚われず、新たな分野へ取り組むと言う、チャレンジする風土醸成につながりま

した。 
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４．課題と今後の取り組み 

①当取り組みの拡大方法の検討。 

②化粧品の研究・開発の知見を活かした、新たな課題への取り組みの強化・推進。 

 

（以上） 
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番 号 3 

会社名 ライオン(株) 

該当分野 ☒消費者課題 ☐環境 ☐人権・労働慣行 ☐コミュニティへの参画 

課題番号 1-1、1-2 

見出し 高齢者疑似体験研修の推進 

１．取組を始めた背景 

ライオンでは、お客様の立場になって考え行動する「消費者視点の風土醸成」を目的と

し、情報発信や研修を実施しています。その中で、来る超高齢者社会に向け、高齢者の気持

ちを理解し、「製品開発」に活かすのみならず、「心遣い」や「相互理解」の気持ちを育み、

高齢者に優しい人材を育成するために「高齢者擬似体験研修」に取り組んでいます。 

２．取組の内容 

お客様センターに「高齢者疑似体験セット」を常備しています。同部で行う研修では、実

際に高齢のお客様からのお申し出の声を聴いた上で、疑似体験セットを装着し、模擬の店頭

棚前で買物行動をしたり、実際の使用場面を想定し、製品の表示を見たり、使用したりして

もらいます。これらの体験を通じ、お客様への理解を深め、消費者視点を自分ゴト化し、日

常の業務に活かしています。  

研修対象は、製品開発担当者だけでなく、新任の部所長、情報発信を担う｢暮らしのマイ

スター｣、電話対応の「コミュニケーター」などにも対象を広げています。2018 年は、全国

の工場でお客様の声の説明会開催とともに、擬似体験セットも紹介し、各事業所での体験研

修も推進しました。 

３．取組の成果（社内及び社外への効果） 

 研修参加者からは「高齢者の身体変化は、頭では想

像していたつもりだったが、改めてどのように不便を

感じるかを体感できた。」などの声が寄せられ、消費

者視点での事業活動に活かされています。また、研修

参加者から、自部所で独自の体験会も実施したいとの

要望もあり、お客様センターには貸出用も備置、各部

門の自主的な体験のサポートも開始しました。 

４．課題と今後の取り組み 

「製品開発」「情報発信（コミュニケーション）」 

「お客様対応」以外の業務でも、高齢者視点～消費者

視点を意識できるよう、体験研修対象部門や職種の 

さらに拡充をはかってまいります。      

（以上） 
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番 号 4 

会社名 (株)コーセー 

該当分野 ☒消費者課題 ☐環境 ☐人権・労働慣行 ☐コミュニティへの参画 

課題番号 1-2 

見出し アクセシブルデザインの推進 

１． 取組を始めた背景 

・コーセーグループは、1946 年の創業以来、お客さまに心からご満足いただける『最良』

の品質とサービスをお届けすることを使命としています。その一環として、よりお客さまが

使いやすい製品となるように、新たな製品開発のたびに工夫を積み重ねています。 

そして、日本化粧品工業連合会にて推進している『アクセシブルデザイン』に関しても積極

的に取り組んでいます。 

 

２． 取組の内容 

① 様々なお客さまに安心してお使いいただける『バリアフリーパッケージ』を意識し、

より使いやすい製品づくりに努めています。 

② 日本工業標準規格（JIS）S0021「包装－アクセシブルデザイン－一般要求事項」に

従い、「洗髪料の容器には、ぎざぎざ状の触覚記号を付け、身体用（顔面及び頭髪

用は除く）洗浄料の容器には、一直線状の触覚記号をつける」こと、および、詰替

えパウチ容器に関しても触覚識別記号をつけるよう努めています。 

 

３．取組の成果 

①「透明パッケージ」やチューブ容器の「シャッティング部分」、容器「本体裏面」に

点字をほどこしたパッケージ開発にも取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②主力ブランドの洗髪料の本体容器や詰替えパウチ容器への触覚記号表示は、対応済み

です。 

身体用洗浄剤については、順次対応しています。 
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４．課題と今後の取り組み 

アクセシブルデザインの取り組みをより強化し、製品への具現化を拡大していく予定で

す。 

（以上） 

 

  

【洗髪料 本体・詰替え事例】    
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番 号 5 

会社名 小林製薬(株) 

該当分野 ☒消費者課題 ☐環境 ☐人権・労働慣行 ☐コミュニティへの参画 

課題番号 1-2 

見出し お客様の要望からうまれた「販売店検索システム」の開発 

１．取組を始めた背景 

小林製薬では、ホームページを訪問するお客様は年間 1,600 万件と年々増加する中で、「どこで

販売しているのか？」といったメールでのお問い合わせも増加していました。しかしながら、

販売店はホームページ上では検索できず、後日電話かメールでお伝えするしかありませんでし

た。 

 

２．取組の内容 

小売店のご協力のもと、お客様ご自身で、製品情報だけでなく販売店をホームページで検索で

きるシステムを開発し、2017 年 12 月 14 日からスタートしました。また、販売店検索の際に欠

かすことの出来ない地図情報を株式会社マピオンにご協力いただくことで、「デジタル地図」「製

品」「販売店」の 3 つの情報を連動、更新することが可能になりました。 

 

販売店検索システム URL ： https://map.kobayashi.co.jp/b/kmap/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://map.kobayashi.co.jp/b/kmap/
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＜スマートフォンでの表示イメージ＞ 

 

 

３．取組の成果（社内及び社外への効果） 

お客様が興味をもった製品について 24 時間いつでも検索していただけるようになりました。そ

して小林製薬が、お客様と小売店をつなげることで、ホームページでの製品情報検索だけでは

なく、実際に手にとって製品を確認したいというお客様ニーズにも対応することができました。 

 

４．課題と今後の取り組み 

本サービスを通じたお客様の行動データを分析、活用していくことで、製品の開発・改良にも

役立てて行きたいと考えています。 

 

（以上） 
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番 号 6 

会社名 (株)ファンケル 

該当分野 ☒消費者課題 ☐環境 ☐人権・労働慣行 ☐コミュニティへの参画 

課題番号 1-2 

見出し 視覚に障がいのある方、高齢者にやさしいサービス「タッチマークシー

ル」 

１．取組を始めた背景 

1998 年当時、ファンケルの化粧品は大きさや形が似た容器だったため、視覚に障がいの

ある方は区別ができず、ご不便をおかけしいるのでは、という懸念から「タッチマークシー

ル」の取組を始めました。 

 

２．取組の内容 

「誰にでも使いやすい」を目指して 

社会福祉法人「日本点字図書館」のご協力を得て、触れるだけで商品を識別できる、凹凸

をつけた「タッチマークシール」を開発しました。「タッチマークシール」は、弱視の方が

見えやすいよう、用途を記載した文字も大きく記載し、製品に貼ってお届けするサービスも

始めました。以来、視覚障がいのある方だけではなく、高齢者にも利用いただいています。 

2014 年には、視覚に障がいのある従業員をモニター役に加え、リニューアルを行いまし

た。 

文字をさらに大きくし、貼っている位置が分かりやすいよう、黒い縁取りを加えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右：開発当初のシール 

左：2014 年リニューアルのシール 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年には 7 種（バラ）

シールを用意 
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さらなる使いやすさを目指して 

2018 年には、約 100 名の視覚に障がいのある方と高齢者にヒアリングをして、「自由に書

き込める」「自分で貼れる」シールに改良し、利便性を向上させました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 枚を 1 シートにまとめ、凹凸は踏襲しました。 

 

３、取組の成果（社内及び社外への効果） 

営業と社会貢献の両立 

「タッチマークシール」は、購入者向けのサービスとして、売上貢献と製品価値の向上に

もつながっています。 

 

 

４．課題と今後の取り組み 

視覚障がいのある方、高齢者へのヒアリングでは、「店舗でスタッフに相談して、製品を

選びたい」というご要望があることが分かりました。 

既に、店舗でも「タッチマークシール」を導入しており、お客様のコミュニケーションツー

ルとして活用しています。今後、より積極的に活用し、視覚障がいのある方、高齢者のサー

ビスの充実を図ってまいります。 

（以上） 
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番 号 7 

会社名 花王(株) 

該当分野 ☐消費者課題 ☒環境 ☐人権・労働慣行 ☐コミュニティへの参画 

課題番号 2-1 

見出し 心地よく過ごすことが eco につながる、未来の容器 

１．取組を始めた背景 

製品の容器はプラスチック製のものが多く、プラスチックの原材料の多くは石油由来です。

石油由来のプラスチックは、燃やすと発生する二酸化炭素が地球温暖化につながるなど、環

境問題と密接に関係しています。 

 

２．取組の内容 

花王は、つめかえ用製品を通じて、石油由来プラスチックの使用量を少なくする努力を進め

ています。つめかえ用製品は、本体容器より、容器に使うプラスチックの量を大幅に少なく

することができます。また、つめかえたら小さく丸めて捨てられるので、家庭のごみを減ら

すことにもつながります。 

 

３．取組の成果（社内及び社外への効果） 

花王が最初のつめかえ用製品を発売したのは 1991 年です。その品数は年々増え、2017 年 12

月時点で 289 品目にのぼっています。こうした、つめかえ用製品が増えたことで、2017 年

は 90.7 千トンのプラスチックを削減することにつながりました。また、容器の原材料を植

物由来に変えることで、石油由来のプラスチックを少なくすることにも取り組んでいます。 

こうした、つめかえ用製品に関するさまざまな改良を経て、2016 年には、液残りが少なく、

より簡単につめかえることができる「ラクラク eco パック」を発売しました。これは環境

にやさしいだけでなく、コンパクトで倒れにくい形なので収納しやすい、注ぎ口にボトルが

しっかりはまって安定するからこぼさずにつめかえしやすいなど、使い勝手も両立してい

ます。「ラクラク eco パック」は、バスルームで使う製品のつめかえとして、さまざまなブ

ランドで採用されています。 

さらに、この「ラクラク eco パック」を差し込み、つけかえて使うスマートホルダーも発

売しています。スマートホルダーはスリムなボトルでごちゃごちゃしがちなお風呂場をス

ッキリ見せることができ、ホルダーのデザインを好みに合わせて選ぶこともできるので、バ

スタイムをさらに心地よく過ごすことができます。 

 

４．課題と今後の取り組み 

花王の製品は、バスルーム以外にも、ご家庭のさまざまな場面で使用されています。「ラク

ラク eco パック」もスマートホルダーも、まだまだ進化の途中で、ゴールではありません。

心地よく過ごすことが実は eco になる。花王は今後も、さまざまな容器を通じて、そんな

未来を実現していきます。 

また、日本では多くのつめかえ・つけかえ容器が店頭に並んでいますが、世界ではまだそれ
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ほど多くありません。プラスチック使用量を減らし、大切な資源を有効に使いたい。その 

ためにも、この未来の容器を世界にも広げていきたいと考えています。 

 

 

従来の『つめかえ』作業を、よりストレスなく誰でも簡単に『つけかえ』ができる新しいパ

ッケージ 

 

（以上） 
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番 号 8 

会社名 (株)コーセー 

該当分野 ☐消費者課題 ☒環境 ☐人権・労働慣行 ☐コミュニティへの参画 

課題番号 2-1、2-2 

見出し 雪肌精 「ＳＡＶＥ ｔｈｅ ＢＬＵＥ」プロジェクト （2018 年） 

１．取組を始めた背景 

海の生態系において非常に重要であり、世界でも有数の貴重な沖縄のサンゴ礁は、

地球温暖化に伴う海水温上昇により白化現象が発生、絶滅の危機に直面しています。

そうした中、沖縄の金城浩二氏はサンゴの養殖に取り組み、苦労の末 2005 年に世界

で初めて、養殖し植え付けたサンゴによる産卵、増殖に成功しました。 

当社の代表的なスキンケアブランド「雪肌精」の象徴的な色である「瑠璃色」から

連想される美しい海を次世代につなげたいという思いを込め、2009 年から「SAVE the 

BLUE」キャンペーンを開始。以来、毎年の夏、売上の一部を金城氏が代表を務める有

限会社「海の種」へ寄附し、沖縄の海にサンゴの森を広げる活動を継続して行ってい

ます。また 2011 年からは海外でも「SAVE the BLUE」

プロジェクトキャンペーンを開始しました。 

 

 

２．取組の内容（2018 年；10 年目） 

「雪肌精」の 7～8 月の売上の一部を有限会社「海

の種」へ寄附し「商品の底面積分のサンゴの森を広

げる」活動を、引き続き行いました。今年は初めて

冬期間にも「SAVE the BLUE」キャンペーンを実施

し、東北の森林保全活動に取り組みます。 

 

さらに今年は「国際サンゴ礁年 2018」のオフィ

シャルサポーターとして、毎日新聞社と連携し、6

～7 月の毎日小学生新聞に連載した『SAVE the BLUE 

物語』の感想文・感想画コンテストを実施しました。最優秀賞を受賞したふたりの小

学生には、沖縄への「サンゴ留学」に保護者の方とともにご招待しました。 

また、2018 年は 10 年目という節目の年であったことから、昨年の中国、タイ、マ

レーシア、シンガポールに、台湾、香港、韓国、インドネシア、アメリカを加えた 9

つの国と地域でも「SAVE the BLUE」プロジェクト キャンペーンを行いました。 

感想画最優秀作品とサンゴ留学の様子 
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海外では、サンゴの保全に限らず、砂漠化した地域への

植林活動や海底清掃・ウミガメ保護など地域のニーズに

合わせた環境保全活動を実施しています。（写真右上 4

枚） 

 

３．取組の成果（社内及び社外への効果）【国内】 

・2018 年 単年 

 【サンゴ移植面積】9,265,908 ㎠（25m プール 約 2.5

倍） 

【サンゴ移植本数】1,519 本 

・2009-2018 年、10 年間累計 

【サンゴ移植面積】96,757,321 ㎠（25m プール 約 25.8

倍） 

【サンゴ移植本数】15,959 本 

 

・「サンゴ留学」について 

サンゴ保全の大切さや苦労を実感するための活動と

して、「サンゴ留学」を実施しています。2012 年度から

実施し、毎年 40 余名の美容スタッフを中心としたメン

バーが参加。参加者が販売店様、お客さまへ環境の大切

さを伝えることで、環境に対する意識の広がりを狙って

います。2018 年度は「SAVE the BLUE」プロジェクトを

実施している全ての実施国･地域からの美容スタッフ 20

名も加わったことで、例年以上の波及効果が期待されて

います。（写真右下）   

               

・社外への効果 

プロモーションやサンゴ留学等の啓発活動、メディア

露出等により、社内、流通企業、お客さま、社会へのサ

ンゴに関わる課題の共有化、認知拡大に、貢献できてい

ると考えています。 

・雪肌精 「SAVE the BLUE」プロジェクト WEB サイト 

 

 

４．課題と今後の取り組み 

事業と両立して、永く活動を続けてゆくことが、命題

となっています。 

  （以上） 

http://www.savetheblue.sekkisei.com/ 

上）2018 年サンゴ留学参加者、 

下）海外スタッフも植え付けを体験   

http://www.savetheblue.sekkisei.com/
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番 号 9 

会社名 ライオン(株) 

該当分野 ☐消費者課題 ☒環境 ☐人権・労働慣行 ☐コミュニティへの参画 

課題番号 2-2 

見出し 輸送時の環境負荷低減への取組み 

１．取組を始めた背景 

近年の物流業界は、ドライバー不足、物流費の上昇、CO₂排出量の削減などの課題が深刻な

社会問題となっています。そのためには、持続可能な物流網の構築が必須であり、安定的な輸

送の実現には、今後、業界業種を超えた協力が必要になると考えられます。 

今回、このような物流業界の課題を受け共通の課題を持っていたトイレタリー業界のライ

オン、食品業界のキユーピー、レンタルパレット業界のＪＰＲの、異業種 3 社での共同幹線輸

送について検討し取り組みました。 

 

２．取組の内容 

ライオンでは香川県坂出市のライオンケミカル㈱で製造しているハンドソープ、ボディソ

ープ等を埼玉県まで運ぶフローについて、2018 年 6 月より関東～九州間往復（総移動距離 

2,811km）について共同幹線輸送※１のテストを実施しました（別途、図を参照のこと）。 

その結果、実車率※2 の向上、ドライバーの労働環境改善、また CO₂排出量の削減などの効果

が得られましたので、2018 年 8 月より、3 社による共同幹線輸送を本格稼働しました。  

※１ 幹線輸送：拠点に荷物を大量に集め、その拠点から別の拠点に輸送機関で運ぶ 

※２ 実車率：総移動距離のうち、実際に貨物を積載して移動した距離の比率 

 

３．取組の成果（社内及び社外への効果） 

総移動距離 2,811km（関東～九州往復）のうち 2,797km で貨物を積載するため、99％を越え

た高い実車率が得られました。さらには車両の有効活用、ドライバーの労働環境改善(運行スケ

ジュールの明確化)、フェリーの定期便の利用により配車工数の削減も可能となりました。 

船舶へのモーダルシフト、実車率の向上、ムダのない運行、車両の有効活用により、個社単

位での輸送時より、全体として CO₂排出量を 62％以上低減しました。 

 

４．課題と今後の取り組み 

業界業種に関わらず、パートナーとなりうる企業と積極的に取組みを拡げ、持続可能な物流

網の構築を進めてまいります。 
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図１ これまでの物流フロー 

 

↓ 

図２ 今後の物流フロー（2018 年 8 月 22 日以降） 

 

※今回の共同幹線輸送は各社の輸送の内の一部です。 

（以上） 
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番 号 10 

会社名 花王(株) 

該当分野 ☐消費者課題 ☒環境 ☐人権・労働慣行 ☒コミュニティへの参画 

課題番号 2-2、4-2 

見出し 和歌山工場における環境保全活動 

１．取組を始めた背景 

和歌山市には、江戸時代初期に地域の民家や農地を潮風から守る目的で作られた長さ約

3km にも及ぶ松林の堤防があり、その一部は「水軒堤防（すいけんていぼう）」という県の

史跡に指定されています。この松林が敷地内を南北 1km にわたり縦断している花王の和歌

山工場では、長い間その保全に努めてきました。 

花王は、事業活動の生物多様性に関わるリスク分析を踏まえて、2011 年に「生物多様性

保全の基本方針」を策定し、７つの方針の１つに掲げた「地域生態系に配慮した事業活動に

努める」ことを和歌山工場から実践することになりました。 

 

２．取組の内容 

【防潮林の保全】 

2011 年以降、和歌山工場は、他を牽引する「生物多様性モデル工場」として、松林を中

心に、生物多様性に配慮した緑地づくりや管理・利用などの取り組みを行なってきました。

松林保全ゾーンには遊歩道を設け、社員啓発や、工場内にある「エコラボミュージアム」と

連携した社会とのコミュニケーション推進等にも有効に活用しています。 

 

【学習教材「水軒堤防ものがたり」の寄贈】 

2017 年には、水軒堤防を作った昔の人の知恵と工夫や現在の保全活動を地域の子どもた

ちに是非知ってもらいたいとの思いから、和歌山市の元小学校教員や和歌山市教育委員会

等の協力を得て、郷土の歴史と環境について学ぶことのできる学習教材「水軒堤防ものがた

り」を完成させました。本冊子は、和歌山市内のすべての小学 4 年生を対象としており、

4,000 部を和歌山市に寄贈しました。 
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【「企業の森」に社員が参加】 

地域で行なわれている森林保全や清掃等のさまざまな環境保全活動に、和歌山工場の一

般の社員が積極的に参加しています。たとえば、和歌山県が主催する「企業の森」事業には

2007 年より参画し、多くの社員の手により、荒れていた山林に約 700 本の地元種を植栽し、

以降も下草刈りを毎年継続しています。 

  
 

３．取組の成果（社内及び社外への効果） 

上記の活動が総合的に評価され、和歌山工場は公益財団法人都市緑化機構が認定する

SEGES※「そだてる緑」において、認定レベルとして 5 段階評価における最高位である

「Superlative Stage」を取得しました。 

 

※SEGES 

社会・環境貢献緑地評価システム。緑を守り育てる活動を通じて社会や環境に貢献している

企業の緑地を対象に、特に優れた取り組みを客観的に評価する。 

 

４．課題と今後の取り組み 

企業の森の活動地が健全な山林に育ってきたことから、2017 年は新たな活動地を追加し、

植栽に備えた地拵え（じごしらえ）*を行なうなど、活動の幅を広げています。 

 

＊地拵え：林業で、人工造林や天然更新のため、伐採跡地を整備すること。 

（以上） 
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番 号 11 

会社名 (株)資生堂 

該当分野 ☐消費者課題 ☐環境 ☒人権・労働慣行 ☐コミュニティへの参画 

課題番号 3-1 

見出し がんになっても笑顔で生活できる社会の実現のための 

カバーメーキャップ活動の推進 

１． 取組を始めた背景 

1956 年のカバー専用ファンデーション発売を起点に、60 年以上に亘り「肌の外見に深

い悩みを持つ方に対するカバーメーキャップ活動」を推し進める中、活動のさらなる

認知と、サステナブルな活動にすべく新たな認知獲得のきっかけづくりの取組を開始

し、外見の変化（違い）による制約を受けない社会の実現を目指します。 

 

     

２． 取組の内容 

カバーメーキャップは、やけどあと、傷あと、赤あざ、青あざ、白斑など様々な肌悩み

をを対象としていますが、近年は「がんと就労」という社会課題に着目し、がん治療の

副作用（眉やまつげの脱毛、肌色変化、手術あと、麻痺等）による外見変化への対応を

強化しています。特に 2018 年は、年齢や性別を問わず、がんに罹患しても笑顔で生活

できる社会の実現を目指し、「LAVENDER RING」（個人でも、企業でもそれぞれの得意と

する分野で社会課題をクリエイティブな視点を持ちながら解決するための様々な活動

をおこなう異業種有志によるプロジェクトで 2017 年にスタート）や、「PINK RING」（若

年性乳がん体験者をサポートする支援団体）と連携し、必要とする方へのカバーメー

キャップ活動に取組んでいます。 

 

３． 取組の成果（社内及び社外への効果） 

「LAVENDER RING」では、東京 2 回（2018 年 2、8 月）、大阪 1 回（9 月）のイベントを

実施し、合計で 87 名のがん罹患者が、ヘア＆メーキャップと、生き生きとした表情を

メッセージとともに表現する「メイクアップ＆フォト」に参加し、本人はもちろん、家

族、友人の方も忘れていた笑顔を取り戻し、この活動は、自信と前向きな気持ちを取り

戻す活動として認知されつつあります。この様子は、ホームページ、プログ、SNS を通

じて、まだ知らない方や、参加できない方に情報を届けています。 

また、「PINK RING」では広島（7 月）、福岡、石川（9 月）の 3 会場でのイベント開催に

お客さまへのカバーメイクアップ 
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より、治療や生活に関する情報・意見交換とともにカバーメイクアップを実施し、参加

の方からは元気と勇気をいただいという声をいただいています。 

社内においては、全国の事業所から社員がボランティアとしてこの活動に参加するこ

とによって、本業である「化粧のちから」の可能性をあらためて認識する機会となり、

社員のエンゲージメントを向上させる活動となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 課題と今後の取り組み 

今後も、目的を同じくする医療機関、NPO、異業種と連携しながら、大都市に限らず日

本中のアピアランスケアを必要とする方々に「化粧のちから」で笑顔を届け、この取組

を誰もが知る活動にしていきたいと考えています。 

そして、将来的には世界中の人々がアピアランスで悩むことなく笑顔で過ごせる社会

の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以上） 

LAVENDER RING メイクアップと写真撮影 

PINK RING 集合写真とメイクアップ講座 

カバーメイクアップと写真撮影を体験したがんサバイバー 
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番 号 12 

会社名 ポーラ化成工業(株) 

該当分野 ☐消費者課題 ☐環境 ☒人権・労働慣行 ☐コミュニティへの参画 

課題番号 3-3 

見出し 工場近隣の保育園との連携 

１．取組を始めた背景 

従業員が働きながら子育てしやすい環境を整え、離職の防止、就労の継続、女性の活動等

を推進することは企業における大切な課題です。 

そのような世間環境で、従業員から育児支援の充実を要望されことも踏まえ、弊社袋井工

場の担当者が、近隣の幼稚園、保育園、市役所に直接出向き、入園者の企業枠の設定を依頼

してきましたが実現していませんでした。 

そのような状況が続く中、地元の保育園を運営する会社から地元及び保育園周辺会社の

事業所の従業員向けの保育施設の開園の話があり、運営会社と提携を結んで開園行事や施

設充実の支援を行い連携することで企業枠の設定をしてもらうこととしました。 

 

２．取組の内容 

・提携企業として保育園の開園（上棟式）当日に、来園者にハンドマッサージのサービスを

弊社から派遣したスタッフより提供し、開園イベントの盛り上げに協力しました。 

・保育園の遊具購入に寄付金というかたちで（クラウドファンディングを活用）施設設備の

充実に協力しました。 

 

３．取組の成果（社内及び社外への効果） 

・新たに入社された契約社員の方から、保育園へ子供を直ぐに預けることができたと、感謝

の声がありました。従業員の選択肢を増やすことができました。 

・弊社工場が立地する袋井市で活動内容が紹介されました。 

・袋井市長からは感謝の意が表明されました。相互のニーズがマッチングできた良い事例

なので他の企業も真似してほしいとのコメントを頂き、地域社会との相互理解を向上する

取組の例となりました。 

 

４．課題と今後の取り組み 

 働きやすい職場環境の実現と近隣・地域への貢献を実現する活動は、地道な活動の積み重

ねですが、会社としてその重要性を認識し、引き続き積極的に取り組みを継続していきま

す。 

 

（以上） 
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番 号 13 

会社名 (株)カネボウ化粧品 

該当分野 ☐消費者課題 ☐環境 ☐人権・労働慣行 ☒コミュニティへの参画 

課題番号 4-1 

見出し ピンクリボンキャンペーン～あなたと、あなたの大切な人のために 

商品を通じた寄付活動 

１．取り組みを始めた背景 

 花王グループでは、より多くの方に乳がんの早期発見の大切さをお伝えすること

で、検診を受ける方が増えることを願い、2007 年よりピンクリボンキャンペーンに

取り組んでいます。現在、乳がんは日本女性のかかるがんのトップであり、11 人に

1 人がかかると言われています。死亡率においても 30 代から 64 歳までの女性のす

べてのがんの第 1 位。患者数は年々右肩上がりに増えています。残念ながら確実な

予防法はありませんが、早期発見、早期治療をすれば高い確率で治癒する病気です。

カネボウ化粧品が標榜する「美」は、「自分らしく美しく輝いて生きる姿」であり、

事業活動と社会的活動を通じてその実現を応援することを事業目標に置いていま

す。多くのステークホルダーが女性であることから、女性の健康に関わる社会課題

の解決に少しでも貢献することにより、生き生きと輝きながら毎日の生活を過ごし

ていただきたいという願いを込めて、この取り組みをはじめました。 

 

２．取り組みの内容 

商品を通じた寄付活動(201３年からの取り組み） 

乳がんは唯一、自分で発見することができ

るがんと言われています。月に１回、乳が

んのセルフチェック(自己触診)をするこ

とは大切で、意味のあることです。実際、

自分でしこりに気づいて受診される方も

少なくありません。そこで、ＫＡＮＥＢＯ

カウンターでは、１０月１日から１１月３

０日のキャンペーン期間中、「カネボウ 

スキン グロス オイル ウォーター」のサンプルと乳がんの啓発リーフレットを配

布。 

オイルのほのかな香りに包まれて、リラックスしながら月に一度、セルフチェック

する習慣をお客さまにお伝えしています。また、この商品ご購入１個につき１００

円が認定ＮＰＯ法人 乳房健康研究会に寄付され、乳がんの啓発活動に役立てられま

す。 

３．取り組みの成果（社内及び社外への効果） 

（１）「認定 NPO 法人乳房健康研究会」よりこの功績がたたえられ、同研究会より感
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謝状をいただきました。 

 

＜認定 NPO 法人乳房健康研究からの感謝のコメ

ント＞ 

この度は、「カネボウ スキン グロス オイル 

ウォーター」によるご寄付をいただき、誠にあり

がとうございました。長きにわたるご支援に心

より御礼申し上げます。今回は社名でもある

「KANEBO」ブランドで展開していただき、これま

で以上に皆さま方の意気込みを感じておりま

す。 

日本国内で、乳がんを発症する人は増え続け、２００７年の６万人から２０１８年

は９万人に増加すると予測されています。昨今は、著名人の方が乳がん体験を公表

していることから関心も高まり、その都度、不安も大きくなっているようです。こう

した中、当会では、正しい知識を広め、一人ひとりに寄り添う社会をつくることが大

切だと考えております。寄附寄付金は、乳がんの早期発見と早期治療のための正し

い知識の啓発、検診の受診勧奨運動等に役立てて参ります。今後ともどうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 

乳房健康研究会サイト 

 http://www.breastcare.jp 

 

 

４．課題と今後の取り組み 

現在、商品を通じた寄付活動は日本国内のみの展開に留まっていますが、今後は現

状を鑑みて対象地域を広げたいと考えます。 

（以上） 

 

  

http://www.breastcare.jp/
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番 号 14 

会社名 ライオン(株) 

該当分野 ☐消費者課題 ☐環境 ☐人権・労働慣行 ☒コミュニティへの参画 

課題番号 4-1、4-2 

見出し 「キレイキレイのまち 坂出」プロジェクト（2018 年） 

１．取組を始めた背景 

ライオンは創業当時より、商品の販売とよき習慣づくりの活動を通じて、清潔・衛生文化

の発展に貢献してきました。国内ハンドソープの製造工場であるライオンケミカル㈱オレ

オケミカル事業所と共に、工場が立地する坂出市と連携し、坂出市民の皆様の健康増進と

「正しい手洗い習慣」の浸透・定着に 2014 年から取り組んでいます。 

 

２．取組の内容 

①手洗いの促進 

●ハンドソープ設置（坂出市内１０５ケ所） 

幼稚園・保育所、小・中学校、公共施設に「キレイキレイ泡ハンドソープ」を 

設置 

 

②教育現場での啓発活動 

  ●幼稚園・保育所：「みんなでアラウータン体操」や「紙芝居」による啓発 

  ●小学校：養護教諭向け「正しい手洗い・うがい講習会」を開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③市民イベントでの啓発活動 

  ●「手洗いチェック」：ブラックライトを使用し、正しい手洗いを体験 

幼稚園・保育所での紙芝居 養護教諭向け講習会 
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３．取組の成果（社内及び社外への効果） 

５年間でのべ約１万名の坂出市民が、「正しい手洗い」啓発活動に参加されました。また、

毎月発行される市の広報誌にも 2015 年６月からプロジェクトのコーナー連載をさせていた

だいており、（2018 年 11 月現在）４２回市民に衛生習慣づくりの情報発信をしました。 

毎年市民アンケートも行っており、プロジェクトの認知率は約７３％まで拡大していま

す。 

 

４．課題と今後の取り組み 

 「正しい手洗い習慣」が市民全体に浸透するには、時間が必要です。また、これからは、

手洗いだけでなく、全身の健康につながるヘルスケア習慣の市民への浸透・定着も目指し

て、「健幸なまちづくり」を推進する坂出市と更なる連携をしていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以上） 

いつものように手洗いしてから ブラックライトで洗い残しをチェック 

地元ケーブルテレビで放映した広報動画より 
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番 号 15 

会社名 (株)ミルボン 

該当分野 ☐消費者課題 ☐環境 ☐人権・労働慣行 ☒コミュニティへの参画 

課題番号 4-2 

見出し 地域社会とのつながり『シャンプーづくり教室の実施』 

１．取組を始めた背景 

以前から、研究所がある地域の方から研究所見学やイベント協力など様々なご相談をいた

だくことがありました。こうした中で、研究所という場所の特性を活かし、何か地域コミュ

ニティの方々に貢献できる取り組みができないかと検討し、2016 年度より毎年『シャンプ

ーづくり教室』を実施しています。 

 

２．取組の内容 

近隣に住む小学生の親子を対象にした、髪についての勉強会と、オリジナルの組み合わせで

シャンプーを作る体験をセットにした『シャンプーづくり教室』を実施しました。 

(主な内容) 

・髪やシャンプーのしくみをクイズ形式で学ぶ 

・研究所施設見学＆社員によるシャンプーのコツ紹介 

・オリジナルシャンプー作り 

また、企画運営を有志の学生インターンシップ生に実施いただく事で、学生、企業、地域社

会とより多くの関係者を通じたコミュニケーションの場となるように工夫をしました。 

 

３．取組の成果（社内及び社外への効果） 

参加者の皆様からは、身近な存在である髪やシャンプーについて、詳しく知ることができて

日常生活でも実践していきたいとのお言葉をいただいています。また、オリジナルシャンプ

ーをお持ち帰りいただくことで、家庭内でのコミュニケーションにも活用いただいていま

す。 

イベント運営に関わった社員からは、本イベントを通じてコミュニティ意識、企業市民とし

ての意識が生れています。 

 

４．課題と今後の取り組み 

参加者や関係者からの評判は非常に良く、今後は更により多くの方にご参加いただける仕

組みも必要だと感じています。 

こうしたことを踏まえ、地域の方々とより良く関係づくりを行える取り組みを企画してい

きたいと考えています。 
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（以上） 
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番 号 16 

会社名 (株)ファンケル 

該当分野 ☐消費者課題 ☐環境 ☐人権・労働慣行 ☒コミュニティへの参画 

課題番号 4-2 

見出し 特別支援学校での「身だしなみセミナー」の実施 

１．取組を始めた背景 

1988 年横浜市栄区の地元の老人ホームからの依頼で、美容相談のスタッフがメイ

クアップセミナーをスタートしたのが始まりです。その後「特別支援学校」から、社

会に巣立つ「高校 3 年生のために身だしなみセミナーを実施してほしい」との依頼

があったことがきっかけで、特別支援学校に通う 

15～18 歳の生徒さん向けの「自立を目指す、社会人になる前の身だしなみセミナー」

を始めました。 

 

２．取組の内容 

■目的：「特別支援学校」に通っている障がいを持った生徒さんたちが、社会に出る

前に自信を持ち、前向きに自立していくための身だしなみセミナー開催しました。 

■内容：自立した社会人になるための「身だしなみセミナー」 

①身だしなみの説明／②洗顔／③スキンケア／④＜※男子のみ＞ひげそり説明・

ネクタイの締め方練習／⑤＜※女子のみ＞ナチュラルメイクアップ／⑥整髪 

■特色： 

（１） 実践して習得する「参加型セミナー」 

ハンディキャップがあり「特別支援学校」に通う生徒さんのみを対象にしていま

す。受け身の講義型セミナーではなく、参加者に「実践して習得してもらう」形式に

しており、肢体不自由・知的障がい等、障がいの度合いに合わせて、自分ができるこ

とは全て自分で実践してもらっています。 

（2）無添加化粧品【ファンケル商品】を使用 

特別支援学校に通う生徒さんたちの中には、普段スキンケアを全くしない子、敏感

肌、 

かなり肌荒れをしている子等さまざまな肌質の生徒さんがいます。また、女子生徒

はメイクアップが初めての子も多いのですが、ファンケルの無添加スキンケア、無

添加メイクを使用してのセミナーなので、安心して受講して頂いています。 

（3）社員全員がセミナー講師 

総合研究所の研究員、商品開発担当者、店舗勤務者、総務部、人事部、工場勤務者

など社内の様々な部署の社員がセミナー講師を務めており、特定の CSR 社員だけが

講師をするのではなく、ファンケル社員「全員」で「身だしなみセミナー」を支えて

います。 

 

３．取組の成果（社内及び社外への効果） 
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神奈川県を中心に、全国各地の特別支援学校にて身だしなみセミナーを開催しま

した。 

2018 年度は、特別支援学校 89 校で生徒さん 2,391 人に参加していただく見込です。 

この取組みが認められ、2018 年度は文部科学省主催の「青少年の体験活動推進企業

表彰」で「審査委員会奨励賞」を頂きました。 

   

 

参加の生徒さんや、先生方からお礼状や感想を多数頂いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．課題と今後の取り組み 

今後も、特別支援学校生徒さん向けの「社会人になる前の身だしなみセミナー」を

開催し続けて参ります。明るく楽しいセミナーを実施し「身だしなみを整えること

が楽しい！」と実感していただくことで、前向きに社会人デビューができるように

支援させていただきます。 

（以上） 
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番 号 17 

会社名 ポーラ化成工業(株) 

該当分野 ☐消費者課題 ☐環境 ☐人権・労働慣行 ☒コミュニティへの参画 

課題番号 4-2 

見出し ジョイセフの活動への参加 

１．取組を始めた背景 

研究所が取り組める CSR 活動の一環として、既にユニセフ募金を実施していたました。

他にさらに取り組める活動がないか探していましたところ、ジョイセフが開発途上国で女

性の命と健康を守る活動をしていることを知りました。 

化粧品の研究開発を行っている会社として、ジョイセフの活動に共感し、参加すること

を決めました。 https://www.joicfp.or.jp/jpn/ 

 

２．取組の内容 

・収集ボランティア（使用済み切手、書き損じハガキ、コイン等） 

切手（未使用・使用済み）の寄付 

未使用・書き損じはがきの寄付（年初 1 回） 

・想い出のランドセルギフトの寄贈 

役目を終えたランドセルをアフガニスタンに寄贈 

・学用品 

ランドセルと一緒に文房具の送付（春・秋 年 2 回） 

 

３．取組の成果（社内及び社外への効果） 

会社として取組む目的や意義を従業員に PR し、なるべく多くの従業員に参画してもら

うように努めましたが、またまだ認知度が低いので、ポスターを作成し掲示したり、社内イ

ントラでお知らせを行う等の活動の PR を図り、徐々にではありますが、実績が向上してき

ました。 

 

【2018 年実績】 

はがき（募金金額：7,177 円） 

ランドセル：5 個、鉛筆：74 本、色鉛筆(12 色)：1 ケース 

ノート：2 冊、ボールペン：20 本、消しゴム 15 個 

 

４．課題と今後の取り組み 

  継続的な活動として位置づけ、従業員へのお知らせ等を継続して行い活動していきま

す。 

 

（以上） 

 

https://www.joicfp.or.jp/jpn/

