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さあ、WAKUWAKUを創ろう1

お客様も働く人も、「WAKUWAKU」し、
夢のもてるコンビニを目指します。

株式会社サークルKサンクスが誕生して3年が経ちました。

コンビニエンスストア業界全体が依然厳しい環境下にある今だからこそ、

私たちは「これからのコンビニ」へとステップアップするため、新たな企業風土づくりに取り組んでまいります。

トップ
コミットメント

株式会社サークルKサンクス
代表取締役社長

お客様のニーズの動きや、少子高齢化など社会構造の

変化に伴い、コンビニエンスストアの置かれている状況は変

化し続けています。私たちはこの変化に柔軟に対応し、お

客様の期待にお応えするため、2007年度の経営ビジョンを

「WAKUWAKUのある企業」と「質の向上」としました。全て

のお客様に「WAKUWAKU」していただけるお店であること

を目指して取り組んでまいります。

新たなビジョンを設けます
3年をかけて取り組んでまいりました統合を完了し、サー

クルKサンクスは次の段階へと進むための新たな局面を

迎えました。私たちは「夢のもてる会社」「成長し続ける

会社」「WAKUWAKUする会社」の実現を次なる目標とし、

その一歩目として、5月23日より新体制となりました。今後

は、「WAKUWAKU」というキーワードに込めた、喜びや楽

しさを提供し続けたいという心を継承し、より一層の発展

に努力してまいります。

次の目標へ向かう新体制です

私たちは「経営理念」のなかで、「社会に信頼され」と謳っ

ています。社会とは「行動指針」に明言した、私たちの事業

活動にかかわる全てのステークホルダーのことです。なかで

もお客様こそ最も優先すべきステークホルダーであると考

えます。お店に足を運んでいただき、お買い物をしていただ

く地域社会の皆様、消費者の皆様こそ、お店の発展を支え

てくださるのです。地域社会との密接なつながりなくして、私

たちの事業は成り立たないのです。

お客様こそ、いちばんのステークホルダー お客様に「WAKUWAKU」していただけるお店とは、従業

員それぞれが夢をもって仕事に取り組み、その成果が活き

ているお店です。今年度の報告書では、従業員自身の考え

る「WAKUWAKU」という切り口からさまざまな取り組みをお

伝えします。多くのステークホルダーの皆様にお読みいただ

き、忌憚のないご意見を頂戴し、地域社会に根ざした今後

の事業活動に反映していきたいと考えております。

2007年7月

地域社会に根ざし、社会的責任を果たす
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行動指針［私たちの基本原則］
1．お客様へ

私たちは、お客様に支持をいただくため、法令を遵守し、企業倫理や社会道徳の正義の精神

を尊重するとともに、お客様に喜ばれる商品・サービスを、安全で安心な品質を最優先に提

供いたします。

2．加盟店様へ

私たちは、公平で公正な経営指導を行い、加盟店様の利益の確保に努め、相互の信頼関係

を築き、共存共栄を図ります。

3．お取引先様へ

私たちは、関連する法令等を遵守するとともに、常に対等なパートナーシップのもと、公平で

公正な取引により、堅固な信頼関係を築き、相互の繁栄を目指します。

4．地域社会のみなさまへ

私たちは、社会貢献や環境保全への取組みを自主的かつ積極的に取組むとともに、地域社

会の発展のため、市民の一員として行動します。

5．私たちとして

私たちは、皆様の声を広く取り入れ、企業活動の最適化を継続的に行うとともに、企業情報

を積極的かつ公正に開示し、社会に信頼される企業を目指します。

2007年6月1日改訂

会社概要
社 名
本 部 所 在 地

本 店 所 在 地
代 表 者
設 立

資 本 金
主 要 株 主
事 業 内 容

従 業 員 数
チェーン店舗数

：
：

：
：
：

：
：
：

：
：

株式会社サークルKサンクス
東京都中央区晴海2-5-24
晴海センタービル
TEL：03-6220-9000（代表）
愛知県稲沢市天池五反田町1
代表取締役社長　中村元彦
2001年7月2日
（注）1984年1月26日設立のサークル
ケイ・ジャパン株式会社（2001年7月1
日に商号を株式会社シーアンドエス
に変更し、完全持株会社となる）より、
会社分割手続きによって事業会社を
新たに設立した日。
83億8,040万円
ユニー株式会社（47.28％）
コンビニエンスストア「サークルK」「サ
ンクス」のフランチャイズ事業及び店
舗経営など
2,168人（2007年2月末現在）
サークルK3,057店舗
サンクス3,278店舗
計6,335店舗（2007年2月末現在）
※エリアフランチャイズ含む

編集方針
◎基本方針：本「社会環境報告書」は、サークルKサンク
スのコンビニエンスストア業務にともなう、環境負荷
低減、地域社会との関わり、品質管理、ガバナンス
などの取り組みを、「WAKUWAKU」をキーワードに、
わかりやすくご理解いただけるよう報告しています。
今年度版では、より人に焦点を当て「WAKUWAKU」
に託す思いや姿勢をお伝えします。データについて
は可能な限り開示しました。
◎発行日：2007年7月30日（次回発行2008年7月予定）
◎対象範囲：サークルKサンクス本部及び店舗の事業
活動並びにお取引先にご協力いただいている商品、
物流、建設などの取り組みを中心に作成しています。
◎対象期間：2006年度（2006年3月1日～2007年2月28
日）また、2007年3月度以降についても重要事項と思
われる内容は併せて記載しています。
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データ集
環境影響と負荷削減の取り組み………27
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経営理念
わたしたちは、社会に信頼され、成長し続ける企業をめざします。

経営ビジョン
「WAKUWAKU」のある企業

質の向上
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中村社長が語る、これからの
サークルKサンクスと「WAKUWAKU」

まず、現場が基本だと思います。そして経営者は、会社と

してのビジョンを決定しつつ、現場の目線をもち続けること

が大切だと考えます。私はこれまで、多くのエリアで経験を

積み、ものづくりの現場、小売業の現場を学んできました。

これからのコンビニのあるべき姿を模索しつつ、エネルギッ

シュに実践していくことが、社長としての私の任務だと考えて

います。

代表取締役社長としての抱負を
聞かせてください。

中村社長への

Q&A

地域のため、社会のため、環境のためになり、そしてお客

様が「わくわく」すること。これを常に感じていただける店づ

くりを徹底するため、私たちはサークルKサンクスのスタート

にあたり、この「WAKUWAKU」というテーマを掲げました。

また今回、「気配り」という新しいキーワードを加えました。

「気配り」は、相手の立場に立ち、一歩先を思いやる謙虚な

姿勢から生まれます。謙虚な姿勢で取り組むことが、より良

「WAKUWAKU」に、
どんな思いを託していますか。

サークルKサンクスで働く全員が、お客様の視点で考え、

行動することが第一だと思います。

例えば、安全な地域社会のためのセーフティステーション

活動は、業界団体全体で取り組んでいることです。また、学

校教育におけるコンビニ体験学習も増やしていきたい。そ

れから、ライフラインとしてのコンビニの機能。災害が起き

た時には、その地域の責任者の判断で迅速に行動できるシ

ステムを整備していきます。

サークルKサンクスは、地域社会と共存しながら共に育っ

ていきたいと思います。今後は、地域社会への密着度をさ

らに高めていきたいと思います。

地域社会との関わりの中で
いちばん大切なことは何でしょうか。

Q

Q

Q

い店づくりにつながります。

私はサークルKサンクスで働く全員に、それぞれの

「WAKUWAKU」を自分の言葉で表現してほしいと思いま

す。そして、その「WAKUWAKU宣言」を具体化することの

できる企業風土を実現したいと考えています。
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私もまだ47歳ですので、若手の一員だと自覚しています

が（笑）、新入社員たちと話していて感じるのは、夢を忘れず

に、チャレンジャーとして積極的な姿勢で仕事に向かってほ

しいということです。新しいチャレンジは疑問をもつことから

始まります。「なぜなのか」を自分の言葉で考え、「自分はこう

思う」「こんなことができるのではないか」という柔軟な発想

を忘れないでほしい。企業のコンプライアンスが問われる

昨今だからこそ、夢をもって仕事をすることで、一人ひとり

が自分の責任を自覚できる。これが、ひいては「企業の社

会的責任（CSR）」につながっていくのだと思います。

「これからのコンビニ」としてステップアップするため、コン

ビニの王道路線と新業態の開拓路線の両方を視野に入れ

ています。具体的には、商品のうち6割程度が、立地する地

域のニーズで特化された品揃えの店です。ドラッグの充実

サークルKサンクスは、
どんなコンビニを目指すのですか？

これからの時代を担う、
若手への期待を聞かせてください。

「おいしさ」「安全」「安心」にこだわった商品をお届けする

ことは、もはや当たり前の時代になりました。それぞれの店

舗の個性や自発性がよく発揮され、地域のお客様に喜ばれ

愛される店づくりを進めていきます。お客様は利便性だけで

なく、常に新しい何か＝「WAKUWAKU」を求めています。

お客様を、そして社会を「WAKUWAKU」させる、そんな夢の

あるコンビニチェーンへサークルKサンクスを成長させる。こ

れが私の考える「WAKUWAKU」です。

中村社長の「WAKUWAKU宣言」を
聞かせてください。

Q

Q

Q

したコンビニ、生鮮食品中心のミニスーパー的な店舗、あ

るいは都市型のファーストフードに特化した店など、その地

域ごとのニーズを的確につかみとることで、本当に必要とさ

れるサービスを提供していきたいと考えます。

今年度の方針に「地区商品の強化」を掲げた理由も、ま

さにここにあります。各地区に1人は地元出身のバイヤーを

おき、地域の食材の積極的な利用を進めています。地域社

会に根ざし、それぞれの地域に貢献することで、コンビニエ

ンスストアの存在価値は上がっていくと考えます。

＊2007年5月、中村社長にインタビュー
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地域から発信するWAKUWAKU
「HOKURIKU MOT PROJECT（MOTプロジェクト）」

つくり手の顔が見えて安心なこと。新鮮でおいしいこと。

地域の活性化につながること。輸送エネルギーの削減や農

地の保全から、環境負荷低減につながること。

いま、地元の生産物を地元で消費する「地産地消」が見

直されています。

2007年5月、サークルKサンクスは、石川県、富山県、福

井県の北陸3県で、この「地産地消」をコンセプトとする

MOTプロジェクトをスタートしました。

まず2006年8月に、実験的に7つの商品を販売しました。

この成果を拡大するため、2007年2月には地元の食材生産

者様やメーカー様を対象に説明会を開催。主旨に賛同し

た多くの関係者の方々の協力で、商品化が実現し、今回

のスタートへとたどり着きました。

地元でつくって、地元で消費

特集

MOT
プロジェクト

地元�
JIMOTO�

地物は味も鮮度も抜群。�
地元でたくさん食べて�

地元の活性化につなげましょう。�

MOT
もっと�
MOTTO�

もっと安全で健康で新鮮で�
おいしいのが、地物。�
もっともっと食べましょう。�

JIMOTO（じもと・地元）、MOTTO（もっと）、MOTTAINAI（もったいない）の掛詞。�

「もったいない」の思いとともに「地産地消」を推進します。�

もったいない�
MOTTAINAI�
流通規格外の食材も�
余さず利用します。�

輸送コスト・エネルギーも�
削減します。�

大きさや形などの理由で流通経路からは外れてしまっても、

新鮮でおいしい米や野菜はたくさんあります。これらの食材に

一工夫を加え、地元で消費できないか？「HOKURIKU 

MOT PROJECT（MOTプロジェクト）」は、この発想から始

まりました。

きっかけは「もったいない」から
「もったいない」の思いとともに、地場作物の地元での消

費量アップを働きかけ、流通規格外の農産物の有効活用

を通じて、過疎化が進む農村の活性化につなげたいと考

えています。

発売から2ヵ月、MOTプロジェクトには県外を含め、多く

の反響が寄せられています。食材を提供したいという食材生

産者様、地域色豊かな商品企画をたてるメーカー様、さらに

は地元大学との産学連携プロジェクトも進行しています。

今後は流通規格外品に限らず、北陸の素材や技術、生

活文化を活かした新しいラインナップを増やし、北陸の「地

産地消」推進を図ります。

地域と共に歩み、地域と共に成長する。このプロジェク

トには、コンビニのあるべき姿のひとつがはっきりと示され

ています。

サークルKサンクスはこのように、地域に密着したプロ

ジェクトを通じて、新しい「WAKUWAKU」を社会に発信し

ていきます。

地域と共に歩み、成長していく

■MOTプロジェクトの理念

石川県

富山県

福井県



これからのコンビニと地域社会の共生スタイルとして、�
北陸の地域振興に貢献する流通モデルです。�
サークルKサンクスは、このプロジェクト全体を企画�
プロデュースしています。�

生産者�
地元で生産した食材を提供�

MOTプロジェクト�

北陸の地域振興、活性化�

メーカー�
自然な味や地域特性を活かした�

商品を開発�

サークルKサンクス�
MOTブランドとして、�

北陸3県402店舗で販売�

お客様�
地元食材の見直し、�

地域振興の意識向上�
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ジャコム石川はJA全農グループとして、地元農家の情報と

ネットワークをもっています。販路拡大に積極的な地元の生

産者をこのプロジェクトに紹介し、共同で商品を開発していま

「地産地消」を志す者同士の
素晴らしい協力関係

す。規格外野菜に頭を悩ませていた

多くの農家が、MOTプロジェクトの

可能性に期待しています。「地産地

消」を志す者同士、素晴しい協力関

係ができていますね。今後は季節も

のなど、この地域の特産品を使った

商品を創り出したいです。

株式会社ジャコム石川
代表取締役専務
板坂節男さん

地域のお客様、ショップ、メーカー、農家の方々、すべての

共存共栄を願い、「4ツの笑顔（4SMILES）」というコンセプト

の自然食品開発に取り組んできました。「地産地消」を理念と

するMOTプロジェクトは、規格外野

菜を商品化するという視点を含め、

まさに私たちが待ち望んでいたもの

です。これからも地元メーカーを代表

する立場で、MOTプロジェクトを北

陸中に広げていきたいです。 株式会社オハラ
代表取締役社長
小原　繁さん

私たちISICO
イシコ

は、石川県の産業をバックアップし元気にす

るという役割を担っています。MOTプロジェクトでは生産者と

メーカーをつなぐ役割を果たしています。農家の販路確保と

いう難しい問題に、力を貸してくれた

ことに感謝しています。規格外品の

作物が食べてもらえると、農家の間

で口コミで広がっているようです。石

川県の課題は県内格差。MOTプロ

ジェクトを通じて、この地域課題の解

決を期待しています。

財団法人 石川県産業創出
支援機構 ISICO（イシコ）
副理事長
斉藤　直さん

経済学を教えていますが、知識は教室だけでは身に付かない。

そこで昨年、コロッケをテーマに、学生が材料から加工、流通、

消費の流れを体験し、ビジネスを体系的に学ぶプログラムを始

めました。地域の持続的発展のため

には地域経済の活性化が必要です。

本年度は、地域おこしのモデルとして

能登の特産品を使ったカレー弁当の

商品化に挑戦します。来年には、学

生たちのアイデアからMOTプロジェ

クトの商品が生まれます。

星稜女子短期大学講師
博士（経済学）
安藤信雄さん

■MOTプロジェクトの概要農家がWAKUWAKU

お客様、ショップ、メーカー、
農家すべての共存共栄を

メーカーがWAKUWAKU

MOTプロジェクトを通じて
地域課題の解決を

地域産業がWAKUWAKU

学生たちのレシピが
MOTプロジェクトの商品に

学生がWAKUWAKU

展開例──石川県の場合



安心・安全な商品づくり

お客様に安心・安全な商品をおいしく召

し上がっていただくため徹底した衛生・品

質管理を行っています。

HACCPシステム

サークルKサンクスでは、「HACCP（食品

衛生管理）手法」を参考に、原材料の吟味、

食品製造工場での各工程、完成した商品

の物流センター経由での店舗までの配送、

店舗での陳列・販売という一連の流れを安

全かつ効率的に管理しています。さらに、

管理状況を頻繁にモニタリングすることに

よって安全性を脅かす危険を未然に防ぎ

ます。今後も食品製造工場との協力体制

を一層強化していきます。

品質と安全

人がつなぐWAKUWAKUの輪

HACCPシステムによる食品の品質と安全性確保に取り組んでいます。

また、「価値」「信頼」「安全」をコンセプトに、オリジナルブランド「KACHIAL」の開発と展開を進めています。

WAKUWAKUを

生み出す
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「新しい味」で、安心・安全においしいをプラス

お弁当は何より、おいしいことが第一で

す。そこで、お客様により満足していただ

ける「新しい味」の開発に力を入れていま

す。その一つが、サークルKサンクスが提

案している、健康生活を応援するTHINK

BODYシリーズの新ブランド『バランス食

堂』です。『バランス食堂』では、健康志向

のお客様の声に応えるため、すべてのお

弁当を低カロリーで、栄養バランスがと

れたものにしています。

また、地区商品への対応として、お客様

サークルKサンクスでは、合併前から合成

着色料や保存料などの添加物を一切使わ

ないお弁当づくりをしています。さらに、

お客様のニーズに応えるため、厳選した

素材の使用や、素材の味を活かした調理

方法の開発に取り組んでいます。また、

アレルゲンなどを含む食品情報のラベル

表示を徹底しています。

今後もさらに安心・安全でおいしいお弁

当をお届けできるようがんばります。

「お弁当の栄養バランスが気になる」
「地元の味付けのお弁当が食べたい」

お客様の声をカタチに

マーケティング本部
ファーストフード部
米飯マーチャンダイザー

松浦 弘展

サークルKサンクスのお弁当とおにぎりの一例

私の考える�

の好みに細やかに応えられるよう、

いなり寿司と牛丼では、地域ごとに

味付けを変えています。今後はこの

地域にあわせた味付けの商品を増

やしていく予定です。

このように「新しい味」づくりに取

り組むなかで、私たちが基本として

いるのは、やっぱり安心と安全です。
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ラベルへの食品情報表示

食品のラベルには、栄養成分、原材料、

アレルゲン、容器の材質識別、食品添加

物を表示しています。特にアレルゲンでは、

アレルギー症状を起こす恐れのある食品

に関して、たとえ微量であってもJAS法に準

拠し、「義務表示の食品（5品目）」「任意表

示の食品（20品目）」について、商品開発時

の原材料企画書で確認の上、漏れなく明

記しています。

容器・包装

容器・包装は安全性に配慮した素材を

使用しています。また、さまざまな環境負荷

削減の取り組みとして、ラップを塩化ビニー

ルからポリエチレンへ切り替え、再生紙使

用の紙容器の採用、天然葦100％の食品

容器の開発などを実施しています。すでに

グラタン、ドリア、カップタイプスープなどは、

これらを反映して商品化しています。

サークルKサンクスで使用する米は、品

質管理体制とトレーサビリティ※を構築する

ため優良産地の原料に統一し、「原料玄

米」から「おにぎり・弁当」までの一元管

理による徹底した品質と安全性を確保し

ています。また、何よりお客様においしい

と感じていただけるよう、製法なども含め

た開発を行っています。

米飯商品への取り組み

食品添加物�
安心・安全に召し上がっていただ
くための食品衛生法の規定に基
づく使用添加物表示。�

アレルゲン�
JAS法に定められた「義務表示の
食品」5品目と「任意表示の食品」
20品目を表示。�

容器の材質識別�
お客様の分別を容易に
して容器包装のリサイ
クルを進めるための材
質識別表示。�

栄養成分�
1包装当たりの熱量・タ
ンパク質・脂質・炭水化
物・ナトリウム量を表示。�

原材料�
商品に使用されている
原材料を重量の割合が
大きい順に表示。�

■ラベルへの食品情報表示例

■容器包装使用材質の一覧表

使用素材

A PET 非結晶
ポリエチレンテレフタレート

C PET 非結晶
ポリエチレンテレフタレート

PPフィラー ポリプロピレン

OPS 二軸延伸ポリスチレン

紙（耐熱性紙）

パルプモールド

OPPB 延伸ポリプロピレンボードン

代表的な商品

生野菜サラダ、調理サラダ、
冷麺、おにぎりパック容器

グラタン、ドリアの上蓋

弁当、惣菜の容器

弁当、惣菜の上蓋全般

ミニグラタン・ドリア

グラタン、ドリアの容器

サンドイッチの包材全般

使用材質の特徴

内分泌攪乱物質を有する化学物質に
該当せず、塩素も含んでいない。

A PETと同一素材でありながら
耐熱性が高いのが特徴。

内分泌攪乱物質を有する化学物質に
該当せず、塩素も含んでいない。

葦100%の素材を使用。

内分泌攪乱物質を有する化学物質に
該当せず、塩素も含んでいない。

2007年度は、以前から進めていたサー

クルKとサンクスでのブランド統合を完了

します。これにより、高品質の食材を低価

格で仕入れることが可能となり、お客様に

よりおいしい商品をお手軽な価格でお届

けできるようになります。

今後も「安心・安全＋おいしい」を具現

化する商品づくりに取り組んでいきます。

QRコードによるアンケート実施

新商品を中心に、2次元バーコード（QR

コード）によるアンケートを実施しています。

毎月約10～15のアイテムに対し、500件近

いお客様の声が、商品開発担当者に直接

届きます。味、具材、品質など、さまざまな

面からご要望に応えられていたかを検証し、

実現できなかった点は次のリニューアル時

に反映する。商品開発におけるこの循環

を今後さらに拡大し、よりお客様に満足い

ただける商品の開発につなげていきます。

※トレーサビリティ（生産流通履歴情報による追跡可能

性）とは生産から流通、店頭まで一貫した商品の流

れを記録し、消費者の知る権利、商品購入時の選択

の便宜を提供しようとするものです。



コンセプトと開発採用基準

「KACHIAL」の基本コンセプト「価値」

「信頼」「安心」は、商品の使用感、付加価

値、価格全ての面におけるお客様満足の

追求に基づくものです。

安心・安全な商品づくり

サークルKサンクスでは、「価値」「信頼」

「安心」をコンセプトに、機能的でNB（ナシ

ョナルブランド）商品と同等以上の品質を

「KACHIAL」について

人がつなぐWAKUWAKUの輪

WAKUWAKUを

生み出す
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お客様が安心を感じる105円菓子を

私は「KACHIAL」の商品開発のなかで

も「ほがら菓たいむ」と「米菓」を担当して

います。「ほがら菓たいむ」は、105円均一、

赤いパッケージが特徴です。

日頃から、いかにしてお客様に満足して

いただける商品をつくるのか、という課題

を忘れず商品開発をしています。ただし、

環境問題を見過ごすわけにはいきませ

ん。「KACHIAL」のようなプライベートブラ

ンドこそ、より環境に配慮した商品でなけ

ればならないと考えています。社会的な責

「手軽に買えるお菓子を増やしてほしい」
「包装材の環境負荷が気になる」

お客様の声をカタチに

マーケティング本部
加工食品部
ドライ・菓子 バイヤー

中村 盾一

KACHIALのお菓子

私の考える�

任として、包装材には環境負荷の少

ない素材を常に重視していきます。

印刷には化学物質の使用量が少な

い「水性インク」を、包材には「ポ

リプロピレン」の使用を継続してい

きます。

環境への配慮はもちろんですが、

「ほがら菓たいむ」の商品ラインナッ

もち、地球環境の保全にも配慮した商品

群としてお客様に提供するオリジナルブラ

ンド「KACHIAL」を展開しています。

プの特徴として、多くのナショナルブランド

商品とのタイアップがあります。この企画は

お客様からの信頼が厚く、オリジナル商品

として発売することで、売上アップにつな

がっています。また、タイアップ以外にも

「芋けんぴ」や「鈴かすてら」のような、懐か

しいお菓子も好評をいただいています。

「オリジナルブランドだからこそ実現でき

る商品」「サークルKサンクスでしか買えない

商品」。サークルKサンクスの顔になれる商

品を、これからもお客様に紹介していきます。
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お客様が使用するシーンを想定した商品

開発で付加「価値」を生み出し、素材や機

能などメーカー商品と同等以上の品質を保

持することでお客様の「信頼」に応え、リサ

イクル可能な商品や環境負荷の少ない原

材料使用により「安心」感を醸成します。

雑貨商品から日用品、衣類、菓子・ドラ

イ食品まで、お客様にとって価値のある商

品の開発を、順次拡大展開しています。

価値�
高品質・�

機能面のこだわり・増量�

「KACHIAL」�
信頼�

製法の工夫・形状�
安心�
環境配慮・�

素材へのこだわり�

お客様が商品を使用するシーンを想定し、�
お客様に理解していただける�
価値にこだわっています。�

リサイクル可能な商品や、�
環境にやさしい素材を�
使用した商品など、お客様に�
「安心」をご提供します。�

素材や機能など、メーカー商品と�
同等以上の品質を備えています。�
使うことで、その信頼できる品質が�
実感できます。�

■KACHIALの3つのコンセプト

環境ラップ

環境配慮型商品

KACHIALでは、環境配慮型商品を積極

的に採用・展開しています。

たとえば印刷配慮として、化学物質の使

用が少なく、環境への負荷が少ない水性

インクを使用しています。また、紙製品の

原材料において、計画的な植林による木

材を活用したオリジナル商品や、ケナフ・

竹を原材料とした商品を提供しています。

水性インク使用の包材

植林木材使用のレポート用紙

さらに、容器包装においても、安全・安

心かつ環境にやさしい商品のご提供のた

め、とうもろこし・さとうきび・さつまいもな

どの澱粉から作られる「生分解性プラスチ

ック」の容器包装の導入について、研究・

実験を行っています。

これらの取り組みによりコストは増えま

すが、森林伐採抑制や二酸化炭素排出抑

制など、地球環境への負荷低減を企業の

社会的責務ととらえ、積極的な採用を進

めています。

「KACHIAL」以外のオリジナル商品

サークルKサンクスでは「KACHIAL」ブラ

ンドになっていないオリジナル商品におい

ても、環境への配慮を行っています。

その代表的な商品が「環境ラップ」です。

環境ラップは、中身のラップに燃やしても

ダイオキシンを発生しない新素材を使用し

ており、箱には再生紙を使用しています。

また、使用後は全て燃えるごみとして処分

できるよう、刃を紙刃にしました。



環境に配慮した物流

コンビニエンスストアでは、お客様の

ニーズにそった商品をご提供するために品

揃えは非常に重要なポイントとなります。し

かし、商品供給用の配送車輌は環境への

負荷が大きいことも否定できません。配送

効率の向上により、排気ガスが削減される

ことはもちろん、店舗当たりの配送車輌数

が減ることにより騒音・渋滞などの防止に

もつながります。環境への配慮によって、

地域住民やお客様の住環境への影響も減

少できることを充分に認識し、配送効率の

向上に向けた取り組みを継続しています。

環境配慮型車輌の導入

環境負荷の少ない車輌での配送を目指

し、天然ガス（CNG）車とハイブリッド車の

導入を進めています。2007年2月末現在、

店舗への配送にCNG車56台、ハイブリッ

ド車5台を使用しています。また、普通車輌

物流における取り組み

人がつなぐWAKUWAKUの輪

店舗への商品配送時の騒音、排気ガス、CO2などによる、周辺環境への影響と環境負荷の低減に取り組んでいます。

WAKUWAKUを

運ぶ

11

物流への一つひとつの取り組みを着実に

お店に商品を運ぶ車輌は、お弁当など

の生鮮品用のほかに、お菓子や飲料など

のドライ品用、雑誌用、文具用など数種

類あり、2006年度は1店舗1日平均7.9台

を使い商品を届けました。お客様に充実

した商品をお届けするためにはこの配送

は欠かせませんが、環境や近隣住民への

負担を減らすために、この回数を少しで

も減らせるよう着実に取り組みを進めて

います。

その一つが、サークルKとサンクスで

別々だった配送システムの統合です。お弁

当などの管理温度帯はサークルKと

サンクスで異なります。また、配送

システムの変更は店舗運営にも影

響するため、そのシステム変更も同

時に進めなくてはなりません。この

ため実際の統合作業には大変な苦

労がありましたが、2007年度上期に

「配送車輌の音や排気ガスが気になる」
「何より安全運転を心がけてほしい」

お客様の声をカタチに

マーケティング本部
物流管理部
統括マネージャー

望月 英生 店舗への搬入風景

私の考える�

はすべての統合を完了する予定です。

2007年度の目標は、1日平均7.4台まで配

送車輌の使用を下げることです。

このほか、交通量の少ない夜間に配送

を集中させたり、周辺の道路状況などお

店ごとの情報をカルテにして共有したり、

配送の抜き打ち監査などを行っています。

残念ながら、音や運転についてのクレー

ムをいただくこともありますが、一つひと

つを大切なアドバイスとして受けとめ、

日々の配送に活かしていきます。
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によるCO2排出量の削減を目指し、2006

年度は日配車輌の一部に燃費が向上する

省エネタイヤを採用しました。CNG車は天

然ガススタンドがまだ一部地域に限られる

ことなどにより、普及が難しい点もあります

が、さまざまな可能性を複合的に検討し、

より効果的な取り組みが行えるよう努め

ています。

●天然ガス（CNG）車：圧縮天然ガスを燃

料とした低公害の自動車です。地球温暖化

の原因とされるCO2も大幅に削減し、大気

汚染防止に一役買っています。

●ハイブリッド車：車輌の減速などで発生

するエネルギーをバッテリーに蓄電し、エン

ジン動力をモーターがアシストすることで黒

煙の排出を削減します。

消音台車の導入

店舗の近隣地域への騒音対策の一環と

して消音台車を導入しました。これにより

従来の台車に比べ、騒音を35％削減して

います。

梱包材の省資源化

チルド配送センターから各店舗へ運ばれ

る段階で、段ボールやビニールなどは全て

処分され、梱包材の省資源化を推進してい

ます。また、一部センターでは摩耗して役

目を終えたケースを、パレットやポリバケツ

などにリサイクルしています。

ドライバー教育

店舗に毎日商品を配送している全国の

日配品センターのセンター長は、所属する

全ドライバーに対し、アイドリングストップや

店舗への納品時の騒音などについて、マ

ニュアルに基づいた啓発教育を実施してい

ます。また、センター長に対しても、アイド

リングストップの再確認教育やお客様から

のクレームなどを半年に1回、センター長が

一堂に集まる日配品センター長会議の中

で、啓発教育、業務に関わる環境問題の

情報として共有しています。

温度帯別共同配送と合同配送による効率

アップ

弁当・デザート・チルド飲料などの商品

は、新鮮な商品をお客様にお届けするため、

日々店舗に配送しています。商品により最

適温度帯が異なる商品は、2室式2温度管

理車輌による配送を実施することにより、

配送効率の向上を図っています。

また、菓子・雑貨などの常温配送商品に

ついては、従来「サークルK」「サンクス」

別々に配送を実施していましたが、一部地

域から配送センターの統合による合同配送

を開始し、2006年に全ての統合を完了し

ました。

2006年度は、米飯商品についても合併

のメリットを活かした統合を進め、2007年

上期には統合を完了する予定です。お客

様へのより良い商品の提供にとどまらず、

配送効率の向上を図り、1店舗当たりの配

送車輌台数の削減に努めていきます。

NOx・PM法への対応

現在、NOx・PM法により東京などを中

心とした大気汚染の厳しい一部大都市で

は、車輌の排気ガス規制が行われていま

す。また、2007年5月にはこれを強化した

改正法が国会で可決され、1年以内に施

行されます。サークルKサンクスでは、この

法律を順守するだけでなく、対象外の地域

でも積極的に排気ガスの少ない車輌を採

用し、サークルKサンクスの物流全体にお

ける負荷低減に努めていきます。

騒音に配慮した消音台車

16～20℃�
常温商品�

3～7℃�
チルド商品�

■2室式2温度管理車輌



店舗スタッフ育成

お客様満足度向上の実現には、店舗ス

タッフに正しい知識を教育することが重要

です。そこでサークルKサンクスでは、新し

く加盟店経営者となる方への研修の中で、

経営者として人を育てることの意義を、まず

共有しています。また、実際の店舗運営の

中で、加盟店経営者による人材育成をサ

ポートするためのマニュアルの提供や、各

種研修制度を設けています。

店舗スタッフの育成

人がつなぐWAKUWAKUの輪

お客様満足度を向上させる店舗スタッフ育成のため、

認定サブマネージャー研修などのスタッフ教育制度を設けています。

WAKUWAKUを

育む
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おもてなしの心で感動をたくさん届けるお店に

私は以前、新規の加盟店経営者の方向

けの研修を担当していたのですが、大切に

していたのは「おもてなしの心とは何か」。

おもてなしの心とは、お辞儀の角度のよ

うな、型通りの接客ではなく、お客様が喜

ぶことを考え実行することだと思います。

つい立ち寄ってしまうコンビニと、そうで

ないコンビニがあるのは、そこで働く「人」

の違いが理由だと思います。たとえばレジ

袋へのお弁当の入れ方、元気なあいさつ、

そんな些細なことであっても、おもてなしの

心がある店舗スタッフの対応はお客

様に感動を届け、また来店したいと

思わせます。ある時、加盟店経営者

の方に話したことがあります。たとえ

店舗スタッフのおもてなしの心がお

客様に上手く伝わらず、それがクレー

ムとなって表に出たとしても、叱る

のではなく、喜んでいただける方法

「あいさつが元気なお店は気持ちいい」
「スタッフが親切だと毎日行きたくなる」

お客様の声をカタチに

運営本部
運営総務部
CK加盟店研修
マネージャー

樋谷 聡

私の考える�

トレーニングマニュアルとトレーニングシート

を一緒に考えることが大切だと。

現在、店舗スタッフ教育用のマニュアル

作成を担当しています。過去の研修での経

験を活かし、高校生などの若い方から年配

の方まで、どの年代の店舗スタッフにもわ

かりやすい内容や言葉遣いとなるよう心掛

けています。また、音声や画像による電子

マニュアルの作成も検討をはじめています。

さまざまなかたちでお店の人材力アップを

サポートすることで、どのお店でもお客様

に感動をたくさん届ける、そんなコンビニに

していきたいです。

加盟店経営者向け研修



レポート2007
14

人がつなぐWAKUWAKUの輪
W
A
K
U
W
A
K
U
を
育
む

ステップアップトレーニング

店舗スタッフ育成のため、勤務歴の長

さ別によるステップアップトレーニングを

実施しています。このトレーニングはディス

カッションが中心となっており、話し合い

の中で日常の発注や商品管理、レジでの

お客様対応などを見直し、仕事の効率化

とサービスの向上を図っています。また、

他店スタッフとの情報交換により自分のお

研修の様子

認定サブマネージャー�

対象者 ： 他の店舗スタッフに店舗オペレーションについての指導ができる方�
研修内容 ： ①もっと良いお店をつくろう　②あなたに期待するリーダーシップ　③オペレーションテスト（筆記・実技）�

認定サブマネージャー研修�

対象目安 ： 勤務歴1～2カ月�
研修内容 ： ①クレームについて考える　②発注精度を高める　③お客様満足度を高める品揃え　�

ステップアップ研修Ⅱ�

対象目安 ： 勤務歴1～2カ月�
研修内容 ： ①より良いお店をつくろう　②発注の基本的考え方を身につける　③情報を集めて発注に生かそう�

ステップアップ研修Ⅰ�

■ステップアップトレーニング（加盟店スタッフ教育制度）

店の課題を解決するヒントを得る場にも

なっています。

認定サブマネージャー研修

認定サブマネージャー研修は、お店の

中心的人材である「サブマネージャー」の

育成促進により、他の店舗スタッフへの影

響力・指導力を高め、お客様満足度の高

い店づくりへつなげることを目的とします。

筆記・実技試験による「正しい知識・技

術」を身につけているかの確認や「正しい

指導方法」についての講義を行います。自

己のスキル確認だけでなく、他の店舗ス

タッフを指導していく者としての気づきも

与える研修です。

SV（スーパーバイザー）によるサポート

サークルKサンクスでは、店舗ごとに経

営指導に関するノウハウを修得したSVを

設置しています。このSVは、加盟店経営

者に最新の経営情報を伝えるだけでなく、

店舗スタッフの育成や地域にあった店舗

づくりにおいて加盟店経営者をサポートし

ています。

私はいつも「明るく親しみのある接客」を心がけていましたが、認定

サブマネージャー研修を受講し、新たに「クレンリネスの徹底」という

目標を掲げました。最近では、お客様のニーズに合わせた発注・陳列

を考え、実践することにも力を入れています。サブマネージャーに認定

されたことで自分の仕事に自信がつき、そ

れが周囲からの信頼にもつながり、店全

体に良い影響を与えています。今後は、

ほかの店舗スタッフとさらに協力して、よ

りよい店づくりをしていきたいです。

認定サブマネージャー研修　受講者のひとこと

サークルＫ
熊野いさと店

山本明代さん 認定証とバッジ



環境に配慮したお店づくり

蛍光灯リサイクルシステムの実施

店内、看板照明、及びオープンショーケー

スなど店舗で使用した廃蛍光灯を回収し、

リサイクルに取り組んでいます。2006年度

は、委託した蛍光灯保守業者、蛍光灯リ

サイクル業者を通じ、30万8,373本（実施

店舗はサークルＫのみ）の蛍光灯を回収、

ガラス、金属、水銀などに分別し、ガラス

再生品などにリサイクルしました。

フロンの回収・破壊処理

オゾン層破壊の原因物質であるフロン

が大気に放出しないよう、年4回の冷蔵・

冷凍設備の点検を実施しています。

年2回、フロン回収業者への監査を実施

し、フロンの回収・破壊処理の徹底管理を

実施しています。

建築設備の環境配慮

人がつなぐWAKUWAKUの輪

照明、冷機、空調など、店舗設備への省エネルギー機器導入や、蛍光灯リサイクルによる環境負荷低減に努めています。

WAKUWAKUを

届ける
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加盟店経営者、スタッフの皆さんの意識を大きな活動に

当社で定めた環境方針にそって取り組

んできたことの一つに、店舗における電気

使用量の削減活動があります。照明機器

は、時間帯や店舗内ゾーンに合わせて調

光し、センサーによって照度を制御する

「省エネ照明システム」を採用しました。ま

た、冷凍･冷蔵設備については、各種省エ

ネ制御と機器のインバータ化、ウォークイ

ン扉ガラスヒーターの露天温度制御シス

テムの導入を開始し、省エネ活動に努め

ています。また、店舗空調温度の自動管理、

看板白色ダイオードなどによる省エ

ネの検討を行っています。

当社では数年ごとに標準店舗の

見直しをしているのですが、お店の

規模の増大化、設備の大容量化が

進行しているにもかかわらず、電気

の使用量は少しずつ下がっていま

す。これらの省エネ設備効果に加

’97年～’99年� ’00年～’02年� ’03年～現行�
0
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（単位：％）� （単位：m2）

＊店舗サイズが大きくなっても電気使用量の総量は減少しており、�
　単位面積当たりの電気使用量に省エネ効果が出ています。�
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  ●  年間使用量比率    ●  単位面積年間使用量比率�
 ■■ 標準店舗面積�

「24時間営業で電気の消費量は大丈夫？」
「近所だからこそエコなお店だと嬉しい」

お客様の声をカタチに

建設部
施設・設備企画
統括マネージャー

乙訓 善美

私の考える�

え、加盟店経営者、店舗スタッフの皆さん

の日頃の小さな省エネ活動が、結果として

数字に反映され、とてもうれしく思ってい

ます。

色々なリサイクル活動を行ってきました

が、一度使用した建材等の見直しなど、こ

れからはリユースを意識していきたいと思

います。物事の動きがますます速くなって

いく時代に対応しながら、今後もさまざま

な改善への取り組みを実行していきたい

と考えています。

■標準店舗サイズ変遷による電気使用量比較
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¡照度の自動調整による電気使用量
の削減�

1 店内照明�

¡カウンター天板にロングライフ材の高
耐久性人口大理石使用�

2カウンター廻り�

¡照明の一灯化による電気使用量の
削減�

3 外観�

¡ペットボトル店頭回収拠点として協力
（東京23区、名古屋市など）�

¡お客様への騒音防止など協力依頼
看板の設置�

4 店頭・駐車場�

¡省エネ型インバータによる電気使用
量削減�

¡低騒音型室外機による騒音の削減�
¡照明の一灯化による電気使用量削減�
¡定時の温度管理の実施による異常
事態の早期発見�

¡冷凍、冷蔵機器の定期清掃実施に
よる電気量削減�

5 冷凍・冷蔵機器�

¡空調フィルター、換気扇の定期清掃
実施による電気量削減�

¡店舗内壁はロングライフ材であるア
ルミ樹脂積層複合材を使用�

¡冷凍、冷蔵機器の定期清掃実施に
よる電気量削減�

6 空調設備及び内装材�

¡節水タイプの設備機器による水道水
使用量削減�

¡男女別、バリアフリー対応�
¡照明自動点滅機を取りつけ、不要時
の電気使用量削減�

7トイレ�
※このイラストは、2006年度の標準店舗イメージです。

2007年4月5日、中日本高速道路株式会社

（NEXCO中日本）の管内、東名阪自動車道大山

田PA上り線に「サークルK大山田PA上り店」が

オープンしました。

大山田PA上り店では、「地球にやさしい環境

配慮型店舗」の実現に取り組んでいます。

この店舗では、環境配慮型モデルの取り組み

として、UV・IRカットガラスや省エネLEDサインを

使用、さらにリサイクル製品を使用した店舗の床

や、リサイクル可能な天井仕上げ材などを採用し

ています。また、立地特性を考え、入り口の段差

をなくす、通路幅の拡大、ゴンドラ棚のRエッジ採

用など、ユニバーサルデザインを積極的に取り入

れました。

PA内の特徴を活かし、地元商品やドライブ関

連商品を品揃えし、

ATMも設置するなど、

お客様のニーズにお

応えする店舗を今後

も追求していきます。

高速道路パーキングエリアに
環境配慮型店オープン

TOPICS
■店舗設備における取り組み

サークルK大山田PA上り店



地域の一員としての取り組み

人がつなぐWAKUWAKUの輪

セーフティステーション、募金・協賛活動などを通じ、地域に根ざした店舗づくりを目指しています。

また、一人でも多くのお客様のご要望にお応えできるよう、お客様相談担当を設け、対応と改善に努めるとともに、廃棄物削減にも取り組んでいます。

WAKUWAKUを

広げる
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「子どもたちを守る防犯活動に協力してほしい」
「地域の防災活動に積極的に参加してほしい」

お客様の声をカタチに

営業戦略室
運営企画 マネージャー

金子 修之

私の考える� サークルKサンクスでは、安心・安全な

お店づくりとして「防犯カメラ」、「防犯ベ

ル」、「カラーボール」などの防犯設備を設

置するとともに、従業員への防犯の心得、

防犯設備の取り扱い方法、現金保管ルー

ルの徹底などを教育しています。また、店

舗の防犯に対する意識を高めるため、警

察署や防犯協会などの防犯訓練に積極的

に参加するよう指導しています。

災害対策としては、店舗での消火器の

設置場所や使用方法の確認を行うほか、

本部、地区事務所などでは、常に店舗を

安全・安心なお店づくり

災害時初動ガイドなどマニュアル例

セーフティステーション活動は、明日の安全・安心なまちづくり

セーフティステーション（SS）活動とは、

日本フランチャイズチェーン協会（JFA）に

加盟しているコンビニエンスストアが「安

心・安全なまちづくり」、「青少年環境の健

全化」への協力を目的とした取り組みで

す。2003年から、地域、期間限定で活動

してきました。2005年より本格的に全国

展開を始め、コンビニエンスストア

12社（2007年5月時点JFA加盟CVS本

部）が一丸となって実施しています。

たとえば、大阪府では子どもへの犯

罪を未然に防止するため、スーパー

バイザーが使用する車に「子ども110

番」のステッカーを貼り、子どもたち

が犯罪に巻き込まれそうなときの一時

保護や通報対応に協力しています。ま

た、首都圏・関西では地震などの大

規模災害時に交通機関が途絶えた場

合に、徒歩帰宅者を支援する「災害時

帰宅支援活動」に協力しています。2006

年には、全国8都市で各社の加盟店・本

部社員、関係行政が参加した「GO！GO！

CVSセーフティステーション活動報告会」

を開催しました。この報告会では、高齢

者のお買い物のお手伝いや女性の駆け込

み対応など好例となる店舗を表彰（サー

クルKサンクスは23店舗）、情報の共有化

を図りました。

全国のコンビニエンスストアの数は約

41,000店と、今や交番や郵便局より多く、

担うべき役割も広がっています。加盟店

に積極的な参加を促すと同時に、関係行

政への働きかけも

行い、安全・安心

なまちを地域と一

緒につくっていき

たいと思います。

セーフティステーションバッジ
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サークルKサンクスの店舗では、セーフ

ティステーション（SS）活動の取り組みとし

て地域社会から防犯・防災、安全対策な

どへの協力要請があった場合には、できる

範囲で協力しています。セーフティステー

ション（SS）活動を通じ、コンビニエンスス

トアの特性を活かした良質な商品・サー

ビスをお客様にご提供するだけでなく、地

域への社会的責任を果たすために、地域

の皆様、国・地方自治体とも連携し、安

心・安全な拠点として地域社会への貢献

に努めていきます。

地域社会の一員として

サークルKサンクスでは、企業の社会的

責任の一環として社会貢献活動に取り組

んでいます。

店頭募金活動

全国の店舗網を活かし、店頭の募金箱

にてお客様の善意の募金をお預かりし、

社会貢献活動への橋渡しをしています。

2006年度は、日本盲導犬協会やユニセ

フなどの団体や、大規模災害被災者への

支援、環境保全などを目的として、総額

地域社会への貢献活動
76,553,911円の募金が集まりました。ご

協力ありがとうございました。

NPO団体への支援

企業活動から得られる利益の一部を社

会に還元し、豊かな社会を次世代に引き

継ぐという理念のもとに、人道的支援に積

極的に取り組んでいる団体を支援するた

めの寄付を行っています。

協賛活動

2006年度は、日本初のプロバスケット

ボールリーグ「bjリーグ」のオフィシャル

パートナーとして、リーグの発展とバスケッ

トボールの普及に取り組みました。また、

■募金一覧（2006年4月～2007年3月）

10,183,732円

9,827,343円

10,890,879円

22,585,033円

23,066,924円

76,553,911円

全国盲導犬普及キャンペーン

海外被災者救援募金

環境保全募金

ユニセフ募金

緊急募金＊

サークルK

サンクス

サークルK、サンクス

合　計

■2006年度に支援を行ったNPO団体

JHP・学校を

つくる会

ファミリー

ハウス

カンボジアを中心に学校建設や修復のボランティア活動を展開。2003年12月、

サークルKサンクスの寄託により「みんなの夢学校」が開校して以来、2004年に

2校目、2006年に3校目が開校し、着実に数を増やしています。2007年2月には、

4校目となるオングロン中学校（カンボジア王国タケオ県）が完成し、たくさんの

子どもたちが就学しています。

小児がんなど難病と戦う子どもたちとその家族のために宿泊施設を提供し、

経済的負担を軽減する活動を展開中です。

バックアップできるよう緊急用品や食料、

災害時ガイド、衛星携帯電話などを配備し、

緊急事態に備えています。

地域社会にとって欠かせないライフライ

ンとしての使命を果たせるよう取り組んで

います。

各地域の「少年サッカー大会」や「少年野

球大会」などに協賛し、日本の未来を担う

青少年の健全な成長を応援しています。

このほか、地域のイベントへの協賛活動

も行っています。

カンボジアに建設した「みんなの夢学校」

団体名 活動内容実施店 募金内容 金額

＊ジャワ島中部地震被災者支援、能登半島地震被災者支援



地域の一員としての取り組み

サークルKサンクスでは、本部に「お客

様・オーナー相談室」を設け、お客様・加

盟店経営者の方から寄せられるご要望や

クレーム、お問い合わせに対応しています。

お客様ニーズに応えたサービスのご提供

レジ前の郵便ポストは、切手を購入され

るお客様のご要望にお応えしたサービスで

す。また、中京地区（愛知県・岐阜県・三重

県）、関東地区（東京都・神奈川県・千葉

県・埼玉県）では「ゼロバンク」ATMのサー

お客様からの声への対応
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会社にとっての耳の役割に

「お客様・オーナー相談室」では、お客

様・加盟店経営者の方の声を活かし、サ

ービスを充実させるべく、日々努めていま

す。2006年度は、約75％以上が接客に関

するお客様からのクレームでした。接客

の問題は加盟店経営者の方からの意見と

も関連しているので、それぞれの視点を

経営に反映させ、より効果的な改善活動

を心がけています。

お客様からの接客に対するご要望は、

コンビニ業界も37年を迎えたいま、明ら

かに高くなっています。社会におけ

るインフラの一つとして、コンビニは

存在が当たり前の時代になりまし

た。また、コンビニの運営に何らか

のかたちで関わられたお客様も増

え、要望のレベルも上がっています。

ご要望について、よりきめ細やか

な対応を行うために、お客様の声

「丁寧な言葉遣いで応対してほしい」
「客の立場でサービスを考えてほしい」

お客様の声をカタチに

お客様・
オーナー相談室
統括マネージャー

青山 洋介

お客様からのお手紙

私の考える�

レジ前に設置された郵便ポスト ゼロバンクのATM機

を伺う仕組みを改革していきます。

また、お客様の意見を受けて現場に発

信、経営に提案するという自分の役割をま

すます重視しています。

クレームだけではありません。おほめの

言葉もかなりいただいております（笑）。メ

ールや手紙を中心に、2006年度は215件

もいただきました。これを励みに、会社に

とっての客観的な耳として機能できるよう、

これからもがんばります。
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ビスを展開しています。さらに、2008年度

にはサービス内容の異なる「バンクタイム」

ATMを関西地区（大阪府・兵庫県・京都

府・滋賀県・奈良県・和歌山県）に導入す

る予定です。

クレームへの対応

お客様からいただくクレームについては、

真摯に受け止め、早急な改善へと結びつ

けています。下図は、お客様からいただい

た環境に関するクレームの2006年度の内

訳です。インターネットの普及、携帯電話

からの受付を開始したことにより、お客様

からいただくクレーム・お問い合わせの件

数は増加傾向にありますが、クレーム全体

に対する環境の割合は若干減少しました。

地域のお客様からの貴重なご意見を店

舗運営に反映し、今後とも愛される店舗を

目指していきます。

クリーンアップキャンペーン

春秋の年2回、ボランティア活動としてク

リーンアップキャンペーンを全国で実施し

ています。2006年度は延べ101会場、

3,101名の参加者がありました。この活動

を環境への取り組みの理解や、地域社会

の一員としての自覚を高める機会とし、教

育啓発活動の一部として今後も継続してい

く予定です。

（単位：件）� （単位：％）�

2004年度�2003年度� 2005年度�
0
50
100
150
200
250
300
350
400

0
1
2
3
4
5
6
7
8

282
228 228

5.8
4.9 4.9

2006年度�

323

4.7

■■■環境に関するクレーム数�
  ●  クレーム全体に対する割合�

店内の異臭�
17.6％�

配送車の騒音・�
駐車場所�
18.3％�

配送者の�
運転マナー・�
態度が悪い�
15.5％� たまり場�

（騒音）�
30.3％�

店内外が�
汚い�
18.3％�

●�

お客様の声を�

お客様相談担当者が�

伺います�

●�

ご意見・ご質問を�

担当部署へ�

問い合わせます�

●�

ご指摘いただいた�

内容の現状を確認し、�

お客様へのご回答及び�

改善策を検討・実施します�

●�

担当部署または�

お客様相談担当者より�

お客様へご回答します�

お客様・�
オーナー�
相談室�

担当部署� 現状確認� ご回答�

■お客様からいただいたご意見・ご質問への対応

■2006年度の環境に関するクレーム件数 ■環境に関するクレーム推移

クレーム内容

店内環境

その他

計

店内の異臭

店内外が汚い

たまり場（騒音）

配送者の運転マナー・態度が悪い

配送車の騒音・駐車場所

2003年度

31

28

48

52

69

228

2004年度

33

32

79

57

27

228

2005年度

53

49

85

45

50

282

2006年度

57

59

98

50

59

323

（単位：件）

クリーンアップキャンペーンでの清掃活動
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適正サイズのレジ袋で環境とサービスの両立を

皆さんはコンビニエンスストアでお渡し

しているレジ袋や割り箸などを、どのように

お使いでしょうか。温めたお弁当をマイバッ

クにそのまま入れるのは水滴が付いてしま

うのでレジ袋は必要、暖かい商品と冷たい

商品を別の袋に入れるのは当然だというお

客様がいらっしゃる一方で、すぐ近くだから

一緒の袋に入れても良い、別々の袋に入れ

るのは資源の無駄と考えるお客様も増え

てきています。環境配慮を考えたとき、さま

ざまなお客様のニーズに完全にお応えする

のは非常に難しい状況になっています。

特に、ここ数年、レジ袋に対するお客様

の注目が高まっています。そこで、私たちは

耐久性と薄さを兼ねたレジ袋の改良で省

資源に取り組みました。また、お客様への

お声がけを実施し、お客様のご希望に沿っ

た提供を目指しています。全店舗の全ス

タッフに定着させることは簡単ではありま

「レジ袋が必要か聞いてほしい」
「店頭のごみ箱はいつも清潔に保ってほしい」

お客様の声をカタチに

内部統制・
環境統括室
マネージャー

佐藤 陽子

私の考える� サークルKサンクスでは、お客様のニー

ズを把握し、より喜んでいただける商品や

サービスのご提供を目指しています。その

ため、お客様とのコミュニケーションを大切

にしたいと考えています。

お客様へのお声がけ

環境に対する意識が高まり、コンビニエ

ンスストアでは、レジ袋や割り箸が資源の

無駄につながっているというご意見も増え

せん。しかし、研修会での教育啓発活動や

本部従業員の日常訪店時の確認などを通

し、少しずつですが、確実な取り組みを続

けていかなければならないと考えています。

さらに、レジ袋の削減への取り組みは

コンビニエンスストア業界全体の課題で

もあるため、業界団体と連携し、企業の

枠を超えた情報共有や行政との意見交換

も行っています。これらを継続して実施し

ながら、環境配慮とお客様へのサービス

を両立していきたいと思っています。

1枚のレジ袋で削減できる資源は、地球

規模で考えると微量かもしれません。しか

し、積もり積もって大量になることをしっか

り自覚し、これからも私たちにできることを

確実に行っていきたいと思います。時には

お客様にもご協力をいただくことがあると

思いますが、取り組みをご理解いただきま

すようお願い致します。
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010�

（年度）�

（単位：kg）�

600

700
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900

1,000

1,100
989

643673
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752
820

877
945

実績　　　目標値�

■1店舗当たりのレジ袋重量推移
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廃棄物の削減や分別の徹底により、資

源の有効活用に取り組んでいます。また、

本部や店舗だけでなく、行政や廃棄物回

収業者との連携により、廃棄物の発生抑

制やリサイクルの推進を目指しています。

廃棄物の削減・分別

店舗で発生する廃棄物は、市区町村の

分別基準にのっとり分別した上で、行政の

許可を受けている廃棄物回収業者に委託

し、適正な処理を行っています。

一言に廃棄物といっても、確実に分別

することで、再資源化が可能な物も多くあ

ります。それらを有効活用できるようにしっ

かり分別することも、私たちが取り組むべ

き課題だと考えています。また、店舗で発

生する廃棄物を削減するため、店舗に商

品を納品する方法や、店舗で使用する什

器などの製作にも配慮しています。

お客様へのサービスの一環としてご利

用いただいている店頭ごみ箱については、

お客様のご理解とご協力が欠かせません。

少しでも資源として有効活用できるよう、

分別へのご協力をお願いします。

食品リサイクルへの取り組み

日常の商品発注の際に、商品の販売状

況、天候、近隣行事などの情報を活かし、

発注精度を向上させることにより、廃棄物

の発生抑制に努めています。しかし一方で、

品切れをなくそうとすると食品廃棄物が発

生するのも現実です。そこで行政や関連

業者と連携しながら、東京都内、名古屋

市、横浜市などを中心に、食品廃棄物の

リサイクルに取り組んでいます。まだ全国で

実施できる状況ではありませんが、過去に

行った食品廃棄物を利用した肥料による

食材育成の実験や、関連業者との情報交

換などを活かしながら、地域に合ったリサ

イクル方法を検討し、今後も食品廃棄物

の有効活用に取り組んでいきます。

ペットボトルのリサイクル

コンビニエンスストアをご利用いただく

お客様にご支持いただいている商品に、

ペットボトル入り飲料があります。私たち

は、ペットボトルのリサイクルを推進するた

めに、店頭ごみ箱のペットボトル用の箱を

あえて独立させています。行政が積極的

にペットボトルのリサイクルに取り組んで

いる東京23区や名古屋市などでは、ご家

庭のペットボトルの回収拠点としても、地

域の方々にご利用いただいています。

また、店舗で従業員が着用しているユ

ニフォームにもペット再生糸100％による

生地を使用しています。

廃棄物への取り組み

店頭ごみ箱

てきました。お客様のそのような声を受け、

必要なお客様に必要な量のサービスを提

供することを心掛けています。お客様のご

要望をお伺いするために「袋にお入れしま

しょうか？」「お箸は何膳お付けしましょう

か？」などのお声がけを実施しています。ご

不要の際には、レジで不要の旨をお伝えく

ださい。

ペット再生糸100％使用のユニフォーム
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会社のはなし

内部統制システムによるコーポレート・ガバナンスとコンプライアンス態勢＊による企業風土の醸成を図ります。

また、従業員が必要な知識や経験を体得できる、教育システムを構築しています。
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内部統制に関する考え方

サークルKサンクスでは、企業の存続と

その継続的な発展のために経営資源をコ

コーポレート・ガバナンス
ントロールする仕組みづくりとして、会社法

に基づき「内部統制システムの整備に関

する基本方針」を策定し、企業経営を行っ

ています。また、役員を委員とした「内部

統制委員会」を設置し、全社のリスクマネ

ジメントを総括しています。

コンプライアンス態勢

サークルKサンクスの目標とするコンプラ

イアンスとは、単なる法令遵守＊にとどまら

ず、社会からの要請に対応し、企業の社会

的責任を遂行することと位置づけています。

この考えに基づき、2006年3月には内部統

制・環境統括室を設置し、法令遵守だけで

はなく環境に関する取り組みを含めた、全

社横断的な視点での社会貢献活動を実施

しています。

会社側と従業員の認識の温度差の収拾

や従業員への教育の継続を繰り返し、企

業倫理や社会道徳の品格向上や報告・連

絡・相談の励行で横断的な情報の共有化

と意見交換ができる、風通しの良い企業

活動に努めています。

行動指針の理解と徹底

代表取締役社長中村元彦就任にあたり

行動指針を「私たちの基本原則」（P2）と

「私の行動基準」に改訂しました。「私たち

の基本原則」は、私たちから利害関係者の

皆様へ5つの約束を具現化し、「私の行動

基準」として従業員が取るべき行動を宣言

しています。これに沿って、内部統制の在

り方やコンプライアンス態勢＊の周知徹底

を図っています。

経営理念�

経営ビジョン�
�

行動指針�
�

私たちの基本原則�
�

私の行動基準�

■経営理念と行動指針概念図

1．お客様に対する行動基準
①私はお客様に喜ばれる提案をします。
②私は安全・安心な商品を提供します。
③私はお客様の安全確保を最優先します。
④私はわかりやすい表現をします。
⑤私はお客様の声を大切にします。

2．加盟店様に対する行動基準
①私は加盟店様の継続的な繁栄のために改
善提案をします。
②私は公平で公正な行動をします。
③私はチェーンとしての統一性をもった経営
指導をします。
④私は加盟店様の情報を適切に管理します。

3．お取引先様に対する行動基準
①私は公平で公正な取引を厳守します。
②私は最適な品質及び価格を追求します。
③私は取引上のトラブルは誠意と責任を持っ
て解決します。

④私は私的な利益供与を受け取りません。

4．地域社会との関係における行動基準
①私は地域社会への責任を果たします。
②私は環境負荷の軽減に努めます。
③私は地域の文化や特色を理解し、行動し
ます。
④私は反社会勢力とは関わりません。

5．職場の活動における行動基準
①私は法令や社内規程等を厳守します。
②私は常に問題意識を持ち、改善提案をし
ます。
③私は速やかに報告・連絡・相談をします。
④私は職位や権限及び差別・偏見を背景に
した、個人の人格や尊厳を侵害するような
言動は行いません。
⑤私は会社の資産を保護し、公私の区別を
明確にします。

私の行動基準
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サークルKサンクスでは、全ての従業員が

行動指針の「私たちの基本原則」と「私の

行動基準」を理解し行動することを目指して

います。そこで、コンプライアンス態勢の教

育やサークルKサンクス「社員基礎マニュア

ル」を基本とした、全従業員に対する研修

体系により、必要な知識や具体的な行動を

習得できるシステムを構築しています。

従業員教育

サークルKサンクスでは各部門登用時研

修など、各担当者への部門別の教育体系

を整え、専任職研修、新任マネジメント研

修など、部門・担当に関わらない、横断的

な職層別研修を実施しています。

研修は、部門間のコミュニケーションや社

内での自身の位置づけを認識するだけでな

く、お客様の視点を大切にすることを折に

触れて確認させる研修体系になっています。

本部従業員の育成
社内通報制度の周知と窓口体制

業務を適正に執り行うために、運用改善

に対する情報収集方法として、CSコール

（取引先関係者用）、ESコール（従業員用）

という通報窓口を設置し、通常の情報伝達

手段とは別に、個別に情報収集・改善提案

を行える仕組みを構築しています。

この窓口により、社員のコンプライアン

スに対する意識の向上を図っています。ま

た、不適切な行動を未然に防ぎ、発生した

問題を早い段階で改善することで、正しい

組織運営を行える、より良い企業風土づく

りに役立てています。

従業員研修の様子

「社員基礎マニュアル」と（左）社内報のコンプライアンス特集

＊コーポレート・ガバナンスにおいて、サークルKサンク
スでは、確実に守ることを表現するために「遵守」、
仕組みがあるということではなく仕組みが正しく機能
している状況を表現するために「態勢」という文字表
記をしています。

入社� 2年目� 10年目�

入
社
時
研
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社
員
基
礎
研
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Ⅰ
〜
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V
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礎
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�
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修
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�

各
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門
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�

新
任
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�

マ
ネ
ジ
メ
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ト
強
化
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修�

�

■従業員教育制度



環境マネジメント

会社のはなし

環境理念、環境方針に基づき、サークルKサンクス全ての関係者の連携による環境マネジメントシステムを運営するとともに、環境監査を実施しています。

また、自らの業務を環境という視点でとらえ直し、業務に反映できるよう、従業員・オーナーの環境教育に取り組んでいます。

環境への取り組み

姿勢
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環境委員会

代表取締役社長を環境委員長とする、

経営層による環境委員会を定期的に年2

回、さらに必要に応じて臨時会議として開

催しています。経営層により環境マネジメ

ントシステムを見直すだけでなく、コンビニ

エンスストアの社会的責任遂行の視点か

ら挙がるさまざまな課題について報告・提

案・審議をする場となっています。

サークルKサンクスでは、ISO14001認証

を取得し、年度ごとにPlan（計画）、Do（運

用）、Check（点検）、Action（見直し）のマ

ネジメントサイクルを活用することにより、環

境負荷の削減及び環境教育の徹底を図っ

ています。

環境マネジメントシステム

環境マネジメント推進組織図にのっと

り、全員がそれぞれの立場で目標をもって

環境への取り組みを実施する体制を確立

しています。また、全体共通の検討課題に

対し、組織を横断的に見ながら課題を検

討するワーキンググループも2007年度よ

り活動を開始しています。

環境マネジメント推進体制
環境委員長（＝社長）�

環境副委員長（＝専務）�

環境管理責任者�

A内部環境監査員� 環境委員会�

各
部
署�

エ
リ
ア
会
社�

サ
ー
ク
ル
K
�

事
務
所�

サ
ン
ク
ス�

事
務
所�

ISO推進事務局�
内部統制・�（環境統括室）�

■環境マネジメント推進組織図

2007年5月23日の代表取締役社長中村

元彦就任に伴い、環境方針を変更しました。

環境理念は踏襲しつつ、「私たち」を主語

環境方針
とし、環境や地域社会を一人ひとりが自分

のこととして考えるための基本となる考え方

を、環境方針として制定しました。この環

境方針を店舗の従業員全体に周知徹底

し、本部社員・店舗従業員全体で環境へ

の取り組みを大きなものにしていきたいと

考えています。

環境理念
私たちは、企業活動にともなって発生する環境負荷を可能な限り減少させ、大切な地

球環境を守り、豊かな自然を次世代に引き継ぐよう行動します。

環境方針
1．私たちは、省資源、省エネルギー、廃棄物の削減及び分別に取り組み、資源の有

効活用に努めます。

2．私たちは、地域社会の一員として、法律及び同意したその他の要求事項を順守し、

汚染の予防と環境負荷の低減に努めます。

3．私たちは、環境マネジメントシステムを活用し、年度毎の目的、目標を定めると共に、

環境施策の継続的改善を実施します。

4．私たちは、環境への取り組み、地域美化活動への参加、セーフティステーション活

動などを通じ、地域貢献に努めます。また取り組み内容を広く内外に公開し、その

評価を継続的改善に生かします。
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内部環境監査

環境マネジメントシステムを有効に活用

するため、本部を15、地区事務所を42、エ

リア会社を13の単位にまとめ、それぞれで

環境マネジメントプログラムとして目標を定

め、環境への取り組みを進めています。ま

た、運用状況を確認するため、テーマに基

づいたチェックリストにより内部環境監査を

単位ごとに年2回実施しています。

内部環境監査員の育成

監査の精度を高めるため、本部、地区事

務所、エリア会社の監査を行う監査員と、

店舗の監査を行う監査員の2種類の内部

環境監査員に区分し、より詳細な確認を行

う体制を整えています。2種類の内部環境

監査員にはそれぞれ研修があり、社内での

環境活動の推進役を担っています。特に、

本部、地区事務所、エリア会社の監査を担

当する内部環境監査員は、リーダー的役割

を果たすことも多いため、資格習得後も

毎年年度はじめにフォロー研修を受けて

います。年度ごとの状況確認、外部審査

の指摘事項の再確認、地球環境への現状

認識などの知識の習得を図り、会社全体

の環境への取り組みの継続的改善を促進

する役割を担っています。

外部審査

2006年11月28日～12月4日の間の5日間

で、日本検査キューエイ株式会社による

ISO14001の更新審査を受け、環境マネジメ

ントシステムが継続して実行されていることが

確認されました。なお、今回の更新審査では、

法的及びその他の要求事項の順守評価の

手順が明確になっていない、との指摘を受け

ました。2007年度より順守評価表を作成す

るとともに、評価の手順を確立し、法的及

びその他の要求事項で守るべき内容を再

確認しました。また、内部環境監査員の研

修を通じ、今回の更新審査で指摘を受けた

内容の周知徹底を図っています。

コンビニエンスストアの運営は、環境に

どのような負荷を与えるのか、あるいは良

い活動になっているのかを理解することが

環境への取り組みの基本となります。そこ

で、従業員や加盟店経営者に対し、日常

業務で身近な環境教育を実施し、気づき

を与えることに重点をおいた教育をしてい

ます。

従業員教育

入社時研修の中の基本教育として、環境

への取り組み状況や店舗業務に密接した

環境への取り組みについての理解を深め

ています。その後、スーパーバイザー登用

前の研修の際に、業務に密接した環境関

連法規や行政からの要請事項などの詳細

や、加盟店指導を行うために必要な専門知

識を習得しています。また、小売業に関わ

る従業員としての共通知識について、全従

環境監査 環境教育

環境教育の実施風景

業員共通の教育を毎月実施するとともに、

各部署特有の関連情報については、部署

ごとの会議などを通じて教育を実施してい

ます。

店舗経営者教育

開業前に必ず受講していただく研修に

おいて、店舗でのオペレーションを習得す

るだけでなく、廃棄物の適正処理の必要

性、店舗内外の美化活動、レジ袋削減へ

の取り組みなど、加盟店経営に密接した

環境に関わる教育を実施しています。また、

加盟店研修会や広報誌などを通じ、その

時々のトピックスや必要な法律の情報も

提供しています。日常的には、スーパーバ

イザーの訪店時の活動への細かな指導を

通して、教育啓発活動を実施しています。



環境影響と負荷削減の取り組み
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販売だけでなく、原材料の調達、製造、配送など、事業活動の全てにおける環境影響を把握し、

加盟店や取引先にもご協力いただいた環境負荷削減の活動を続けています。

2006年度の

環境成果
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本部の取り組み�

●電気使用量の削減 �

●グリーン事務用品の購入�

●コピー用紙使用量の削減 �

●グリーン商品の開発・選定�

●廃棄物のリサイクルの推進 �

●清掃作業�

照明、空調、OA機器など電気の使用�

コピー用紙などの紙の使用�

事務用品の使用�

燃料�

サークルKサンクス本部�

車輌（巡回）�

車輌（配送）� 車輌（納品）�

店　舗�

※製造工場と配送センター�
　一体の生鮮センターも�
　あります。�

製造工場の取り組み�

●電気・水使用量の削減�

●ペーパーレス化の推進�

●廃棄物のリサイクルの推進�

●食品衛生管理（HACCP手法）�

   （生ごみ、段ボールなど） �

●食品添加物の安全性�

照明、空調、OA機器など電気の使用�

燃料の使用　水の使用�

紙の使用�

燃料�

製造工場�

配送センター・物流の取り組み�

●合同配送の推進 �

●温度帯別共同配送の推進�

●環境配慮型車輌の導入 �

●アイドリングストップの励行�

燃料（ガソリン・軽油）の使用�

照明、空調など電気の使用�

トイレなどの水の使用　紙の使用�

燃料�

配送センター�

店舗の取り組み�

●省エネルギー機器の導入�

●割り箸などの手渡し�

●廃棄物の分別 �

●レジ袋の軽量化�

照明、空調など電気の使用�

トイレ、厨房などの水の使用�

容器・包装�

の排出�

（家庭廃棄物）�

騒音、排水、廃棄物�

（生ごみ、紙ごみ、ビン、缶、�

ペットボトルなど）の排出�

お客様�

一部地域では�

ペットボトルは�

行政の回収�

拠点として�

協力�

騒音、振動、�

排気ガス�

紙ごみなどの廃棄物の排出�

トレイなどの排水�

騒音、振動、�

排気ガス�

騒音、振動、排気ガス、排水、�

臭気、廃棄物の排出�

騒音、振動、�

排気ガス�

騒音、振動、排気ガス、排水、�

臭気、廃棄物の排出�
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2006年度の

環境成果
2006年度の達成状況と2007年度目標
昨年度の環境目標に対する進捗を踏まえ、今年度の環境目標を設定しました。

この目標に基づき、引き続き着実な改善活動を進めていきます。

■2006年度の達成状況と2007年度目標

担当部署

本部

地区事務所

マーケティング
本部

建設部

運営本部

環境担当

目 標

電気使用量の削減

コピー用紙使用量の削減

廃棄物の適正管理

電気使用量の削減

コピー用紙使用量の削減

廃棄物の適正管理

ベンダー食品工場の廃棄物リサイクル推進

環境負荷の少ない容器包装の採用継続

配送業者運転手への環境啓発活動の継続実施

1店舗当たりの納品台数の低減

店舗電気使用量の削減

店舗建設廃棄物の適正処理

フロンガスの適正処理

店舗電気使用量の削減

食品リサイクル実験及びリサイクルの推進

クリーンアップキャンペーンへの積極的参加

レジ袋削減への取り組み

廃棄物業者との連携

食品リサイクル法の対応

クリーンアップキャンペーンの拡大

結果並びに進捗状況

前年比115.2%

前年比102.9%

分別方法の明示と啓発活動

前年比98.0%

前年比102.5%

分別方法の明示と啓発活動

ベンダー食品工場の実態調査の継続実施

一部衣料品包装材への生分解性プラスチック使用
及びオリジナル菓子への印刷インクなどで継続実施

定期的な啓発活動の実施

7.9台

店舗での実験の継続

業者への監査実施による確認

業者への監査実施による確認

温度管理表の使用とB内部環境監査で実施状況を確認

業者との連携及び情報収集の継続

本部実施時の加盟店への呼びかけ実施

1店舗当たり2000年度対比△17.1%
（実績値820kg）

業者との連携及び情報収集

直営店食品リサイクル実施率は未達。2007年度は
加盟店啓発活動、食品リサイクル対応可能業者との
連携、情報収集の徹底を継続課題として取り組む

前年比95.9%。延べ全国101カ所、3,101名の参加
（天候不良による中止会場があったため、参加人数
は減少となったが、実施会場は増加している）

項 目

省エネルギーへの取
り組み

省資源への取り組み

廃棄物の適正処理へ
の取り組み

環境への教育啓発
活動

活　動

電気使用量の削減

配送車両の効率化

レジ袋使用量の削減

環境負荷の低減

コピー用紙使用量の
削減

環境配慮商品の推進

廃棄物の適正処理

環境負荷の低減

電気使用量の削減

食品リサイクルの推進

レジ袋使用量の削減

環境負荷の低減

食品リサイクルの推進

環境保全への取り組み

目標・取り組み予定

店舗電気使用量の低減を目指し、省エネ機器の導入と実
験を継続して行う

電気の適正使用により、使用量を前年比110%に抑える

1店舗当たり納品車両の台数を7.4台に向けた効率化を実
施する

1店舗当たりレジ袋使用重量2000年度対比△24%に向け
ての取り組みを実施する

店舗使用販促物による環境負荷低減に努める

環境負荷の少ない容器包装の採用を継続して実施する

コピー用紙使用量の適正使用により、用紙購入量前年比
100%に抑える

コピーの適正使用によりコピーカウントを前年比100%に抑える

社内使用消耗品における環境配慮商品使用

廃棄物の適正処理を推進するために、分別を徹底する

閉店・改装時の産業廃棄物マニフェスト管理を確実に実施する

店舗使用機器から発生するフロンガスの適正処理を継続する

店舗における電気使用量の適正化への教育啓発活動を実
施する

食品リサイクル法の加盟店への教育啓発活動を実施する

レジ袋削減に向けた加盟店への教育啓発活動を実施する

ブラックイルミネーションの参加店舗拡大

配送業者運転手への環境負荷低減に向けた教育啓発活
動を実施する

ベンダー食品工場の廃棄物リサイクル状況を把握する

本部の従業員に対する環境教育を実施する

クリーンアップキャンペーンの参加人数前年比105%を目
指す

目 標 値

前年比100%

前年比100%

－

前年比100%

前年比100%

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

前年比105%

1店舗当たり
2000年度対比

△20％（目標値791kg）

－

20%の店舗で
食品リサイクル実施

前年比105%

2006年度の達成状況 2007年度環境目標

＊2007年度は、環境目標を取り組み項目ごとにまとめ、より理解いただきやすい報告を目指しました。
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サークルKサンクスの店舗、本部全体で使用するエネルギー量や資源量を経年で把握し、その削減に努めています。
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環境成果
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2006年度は、省資源・省エネルギー活

動に取り組んだ結果、フロンの回収や、レ

ジ袋とごみ排出量の削減などで前年度を

上回りました。容器包装使用量は、プラス

チックからより環境負荷の少ない紙への

切り替えを進めた結果、紙が増えていま

す。今後も継続的に取り組みを進めてい

きます。

2006年度の取り組み
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10,817,750�

7,088,000�

17,638,775�

11,089,775�

6,549,000�6,365,250�

10,733,802�

7,435,352�

3,298,450�

2005年度�

10,684,256

7,630,671

3,053,585�

10,538,130�

7,323,282�

3,214,848�

（単位：kg）� ■■破壊量　 ■■再利用量�

0�

1,000�

2,000�

3,000�

5,000�

4,000�

6,000�

7,000�

2005年度�
上期�

2004年度�
下期�

2006年度�
下期�

2006年度�
上期�

2005年度�
下期�

3,236�

3,976�

6,145

1,433�

1,230�

1,851

1,803�

2,746�

3,825

1,552

2,273

4,294

4,702

1,601

3,101

■全社電気使用量推移 ■全社コピー紙購入量推移

■1店舗当たりのレジ袋使用量推移 ■フロン回収量推移■1店舗当たりの容器包装使用量推移

ビン�
5.6kg  9％�

カン�
1.6kg  3％�

不燃ごみ�
6.4kg  10％�

ペットボトル�
2.9kg  5％�

（合計：62.8kg）�

ダンボール�
12.0kg�
19％�

食品残渣�
13.6kg�
22％�

可燃ごみ�
20.7kg�
32％�

■1店舗1日当たりのごみ排出量

■全社コピーカウント数値推移

＊集計方法：全国448店舗の1ヵ月平均実測値をもとに
集計

＊2004年度上期は、合併前で集計方法が異なるため
記していません。
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データ集
2006年

度
の
環
境
成
果

サークルKサンクスでは、「環境会計ガイ

ドブック」を参考に環境会計を導入し、年

度ごとの環境保全活動における収支を明

らかにしています。これは、環境保全活動

による投資や費用に対する効果を定量的

に把握し、評価するためです。この結果を

次の環境目標の設定に活かすことで、環境

への取り組みをより効果的、効率的なもの

に改善し、環境経営に役立てています。

2006年度の環境会計

環境会計
環境会計の導入により、事業活動における環境への取り組みを定量的に把握し、環境保全活動の改善につなげています。

2006年度の

環境成果

■環境保全コスト

環境保全コスト

分類 取り組み内容
投資 費用

コスト

（
1
）事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト（
内
訳
）

（1）-1

公害防止コスト

（1）-2

地球環境保全コスト

（1）-3

資源循環コスト

（2）上流・下流コスト

浄化槽点検・整備（加盟店負担）

浄化槽点検・整備（本部負担）

室外機防音工事（26件）

駐車場遮音・遮光工事（59件）

小計

低公害車の導入

省エネ店舗照明システムの導入（318店舗）

店舗閉店時のフロン回収

小計

店頭分別ごみ箱の設置

事業系一般廃棄物の適正処理(加盟店負担)

事業系一般廃棄物の適正処理(本部負担)

食品廃棄物リサイクル費(加盟店負担)

食品廃棄物リサイクル費(本部店負担)

小計

（１）-1～（１）-3までの合計

容器包装リサイクル法再商品化委託料

（加盟店負担）

容器包装リサイクル法再商品化委託料（本部負担）

小計

0

0

15,140

72,820

87,960

0

138,012

0

138,012

23,124

0

0

0

0

23,124

249,096

0

0

0

35,883

3,987

0

0

39,870

535,873

0

6,548

542,421

0

1,622,160

215,280

61,200

10,560

1,909,200

2,491,491

295,093

20,032

315,125

（3）管理活動コスト

（4）研究開発コスト

（5）社会活動コスト

（6）環境損傷対応コスト

合　　　計

EMS構築費用

内部環境監査員研修費用

内部環境監査､環境委員会費用

環境報告書､環境カード

JFAポスター

小計

ストアマスター（ショーケース用ドアヒーター制御装置）

小計

クリーンアップキャンペーン（清掃活動）

環境デーなごや協賛

全国盲導犬普及キャンペーンへの寄付（お客様の募金）

海外被災者救援募金への寄付（お客様の募金）

環境保全基金への寄付（お客様の募金）

ユニセフへの寄付（お客様の募金）

ジャワ島中部地震被災者支援緊急募金（お客様の募金）

能登半島地震被災者支援緊急募金（お客様の募金）

「ＪＨＰ学校を作る会」支援

「ファミリーハウス」支援

小計

小計

0

0

0

0

0

0

6,424

6,424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255,520

2,292

3,132

3,860

6,406

638

15,690

0

0

135

38

10,184

9,827

10,891

22,585

15,943

7,124

10,000

5,000

91,727

0

2,914,033

分類 取り組み内容
投資 費用

コスト

＊環境会計ガイドブックを参考にして算出しています。
＊対象期間：2006年3月1日～2007年2月28日
＊加盟店及び本部の費用について、明確に把握できるもののみ記載しています。

（単位：千円）
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