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夢のあるコンビニエンスストアとして、
社会的責任を果たしてまいります。

株式会社サークルKサンクスの誕生から早くも4年を数えました。

これからも「WAKUWAKUのあるお店」「夢をもって働ける会社」であるために、

私たちはコンビニエンスストアの社会的役割を再認識し、全店舗・本部一丸となった取り組みを進めております。

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

去る6月、サークルKサンクスはユニフォームデザインを一

新し、統一しました。これはさまざまな商品のブランド統合

に続く大きな挑戦です。さらに、旧ユニフォームをマイバッグ

にリサイクルし、来年度これをお客様に還元します。顧客

サービス業としての意思表示とともに、環境負荷低減のた

めコンビニエンスストアが果たせる社会的役割に真摯に取

り組む。この基本姿勢を、従業員・スタッフ全員が共有して

まいります。

新ユニフォームに託す基本姿勢
「WAKUWAKUのあるお店」とはどんなお店でしょうか。い

つ足を運んでも新しい商品やサービスとの出会いがあるお

店。おもてなしの接客で、気持ちよくお買い物をしていただ

き、また訪れたいと感じていただけるお店。そんなお店づく

りのため、「あなたの毎日に『もっと』楽しさを」という明確な

活動指針を立て、私たちは新たに「夢WAKU2プロジェクト」

をスタートしました。これは、私が社長就任にあたり明言し

た「夢のもてる会社」の実現を目指す取り組みです。

夢WAKU2プロジェクト

夢の実現とは容易いものではありません。コンビニエンス

ストア業界全体は依然厳しい環境下にあり、他社と、あるい

はこれまでと同じ業務を繰り返していては何も達成できませ

ん。夢とは、新しいことに「挑戦」してこそ叶う。そのために果

たすべき「役割」を、一人ひとりがしっかりと自覚をし、チェン

ジ＆チャレンジの精神で取り組んでほしいと考えています。

一人ひとりが「挑戦と役割」を
夢には、必ず責任が伴います。私たちは利潤を追求する

企業であると同時に、常に「企業の社会的責任（CSR）」の

視点に立った経営活動を推進していきます。本報告書では、

社会へのメッセージ発信である「あいさつ」を切り口に、店舗

における取り組みを報告しております。多くの皆様にお読み

いただき、忌憚のないご意見を頂戴し、今後の事業活動に

反映していきたいと考えております。

2008年7月

夢と「企業の社会的責任（CSR）」
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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
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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
＊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
1,738人（単体：2008年2月末現在）
サークルK2,957店舗
サンクス3,181店舗
計6,138店舗（2008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伴う取り組みを、
お店でのあいさつをキーワードに、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、
PDCAサイクルに沿った取り組みの「見える化」を目
指しました。データについては可能な限り開示しま
した。
◎発行日：2008年7月31日（次回発行2009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
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物流、建設などの取り組みを中心に作成しています。
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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。
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「WAKUWAKU」のある企業

質の向上

行動指針［私たちの基本原則］

PDCA
アイコンについて

「お店の取り組み」（P.7～20）
サークルKサンクスでは、それぞれの取り組みをPlan（計画）、
Do（実施）、Check（確認）、Action（見直し）のマネジメントサ
イクル（PDCAサイクル）に沿って実行することで、継続的な改
善へとつなげています。「お店の取り組み」パートでは、取り組
みの流れや成果がひと目でわかるよう、報告内容をこのサイク
ルの項目に類別して掲載しました。
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環　境 新しいユニフォームで新たなスタート。

旧ユニフォームはマイバッグにリサイクルします。

サークルKサンクスは2008年6月9日から、ユニフォームを一新しました。新しいユニフォームにはPETボトル

を再生したエコ素材を使用し、赤・白・青のデザインになりました。この3色は、元気（赤）・清潔感（白）・誠

実さ（青）を表現しています。

一方、不要になる旧ユニフォームは株式会社エコログ・リサイクリング・ジャパン様の協力により、回収・リ

サイクルしてマイバッグをつくり、お客様にお配りすることにしました。回収したユニフォームは、樹脂原料

（繊維）の状態まで戻してから、新たにマイバッグに生まれかわります。2009年度には生まれかわったマイ

バッグをお客様へお届けする予定です。ユニフォームをリサイクルすることだけで完結せず、マイバッグとして

お客様に還元するのは業界で初めての試みです。
リサイクルされた繊維から�
マイバッグを制作�

2009年春にマイバッグを�
お客様に配布予定�

旧ユニフォームを�
店舗から回収し、再生原料化�

地域社会のニーズを常に先取りし、お客様の生活を豊かで快適なものにする。

ここに、私たちサークルKサンクスの思い描く「夢」があります。

この「夢」実現のため、常に変化に対応し、新しいことに挑戦していく。

私たちの挑戦を通じて、コンビニエンスストアの社会的役割を紹介します。

●環境への挑戦と役割　P.3～4 ●商品への挑戦と役割　P.5 ●地域社会への挑戦と役割　P.5～6

■旧ユニフォームリサイクルの仕組み
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環　境 「チーム・マイナス6％」に登録、

本部と店舗で真剣にCO2排出量削減に取り組みます。

サークルKサンクスは地球温暖化防止の「チー

ム・マイナス6％」に登録をしています。CO2削減

は、大きなテーマになりますが、本部や店舗の業

務に関連することだけでなく、サークルKサンク

スに関わる全ての人が環境にやさしい行動をと

ることができれば、CO2排出量の削減につなげ

ることができるはず。私たちはそのことをしっかり

自覚し、一つひとつの地道な取り組みを継続し

て実施しながら、真剣にCO2排出量の削減に取

り組んでいきます。

環　境 レジ袋の削減に継続して取り組んでいます。

コンビニエンスストアに関係する環境負荷の象

徴ともなっている「レジ袋」。私たちは、2006年

度から業界団体の日本フランチャイズチェーン協

会加盟各社と連携して、2010年度までに2000

年度対比1店舗当たりの重量で△35％という目

標を掲げ、達成に向けた取り組みを継続中です。

お客様が商品をお持ち帰りになる際、支障が出

ない範囲での薄肉化や小型化の取り組みだけ

でなく、店舗スタッフからのお声がけを含め、確

実に成果が出てきています。 P.14

環　境 24時間営業だからこそ気遣うべきこと、

環境にやさしくできること。それらを真剣に考えています。

コンビニエンスストアは24時間営業のイメージが

定着しています。深夜の時間も近隣にお住まい

の方にご迷惑をかけないように配慮しながら、環

境負荷の低減に努めています。例えば、店舗へ

の商品の配送。アイドリングストップだけでなく、

消音台車の使用や駐車位置などさまざまな騒音

への配慮を行っています。また、通行車輌の少

ない深夜に商品の配送を行うことで、渋滞を避

けて配送効率を上げ、CO2の削減やエネルギー

使用量の削減にもつなげています。 P.17

環　境 廃棄物のリサイクルを推進しています。

廃棄物には、分別して回収することで、新しく生

まれかわることができるものがたくさん含まれて

います。サークルKサンクスの店舗では、店舗で

発生する廃棄物の分別を確実に実施し、リサイ

クルできる資源の有効活用に取り組んでいます。

また、店舗に設置した分別回収用のごみ箱は、

一部の店舗では地域のご家庭から出たペットボ

トルの回収拠点としてご活用いただいています。

店舗のごみ箱をご利用になる際は、分別へのご

協力をよろしくお願いします。
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商　品 環境にも配慮したオリジナル商品で、

お客様のニーズに応えています。

品質にも、環境配慮にもこだわったオリジナル

商品「KACHIAL」を展開しています。「オリジナル

ブランドだからこそ実現できる商品」として、お客

様に価格・使用感・付加価値などの全ての面か

ら満足していただける商品をご提供することが、

KACHIALの基本コンセプト。印刷や包装材の

環境配慮もその一つです。日用品から食品まで

幅広い品揃えで、お客様のさまざまなご要望に

お応えしています。 P.11

商　品 キャッシュレスでスピーディなレジ決済。

便利な各種「電子マネー」に対応。

「電子マネー」への対応が、コンビニの定番サー

ビスとなりつつあります。サークルKサンクスは、

他チェーンに先がけて「Edy」を導入し、さらにご

利用いただける電子マネーの種類拡充を図って

います。

また、会員クラブ「カルワザクラブ」は、Edyを搭載

したおサイフケータイ、またはお店で販売している

カルワザクラブカードでご入会いただけます。ポイ

ントを貯めたり会員限定の値引をご利用いただけ

るなど、便利でお得。ご入会をお待ちしています。

地　域 コンビニエンスストアは地域の安心拠点。

店舗の役割を認識し、よりよい社会をつくります。

サークルKサンクスは、セーフティステーション

（SS）活動に取り組んでいます。その中でも重要

な取り組みになるのが、青少年の健全育成のお

手伝いだと考えます。酒・たばこ・成人誌につい

ては、未成年のお客様には販売しない。この原

則を確実に実行するため、店舗では、販売対応

の見直しとスタッフへの再教育を行い、年齢確

認の徹底を指導しています。

商　品 「THINK BODY」プロジェクトで、バランスのよい食生活

と健康なカラダをつくるライフスタイルを提案します。

「健康」に対する関心が高まるなか、サークルKサ

ンクスでは、2006年から、他チェーンに先がけて

「健康・安心・安全」をテーマにした「THINK

BODY」プロジェクトに取り組んでいます。季節ご

とのテーマに沿って、不足しがちな栄養素や旬の

食材や料理法をとりいれ、栄養バランスがよく、

おいしいオリジナル商品を開発。2008年度は特

定保険指導・健診スタートにあわせてフェアを実

施し、さらにラインナップを拡大しました。今年も

年間を通じてお客様の健康をサポートします。
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地　域 自然環境と共存して、持続可能な地域をつくるために。

全国の事務所がクリーンアップキャンペーンに参加。

サークルKサンクスは「お店は地域の一員」と考

えています。地域の皆様と協力して、よりよい地

域づくりに参加していくことがコンビニエンスス

トアの責任ととらえ、地域環境の整備にも積極

的に取り組んでいます。その一例が、クリーン

アップキャンペーン（清掃活動）。豊かな自然に

囲まれた美しい地域を次の世代へ残していくた

めに、毎年全国の事務所が参加しています。

P.20

地　域 災害時でも地域のお役に立てるように。

店舗の備えも、本部のバックアップも万全です。

大規模な災害に見舞われたとき、被災地域の店舗では「お店を開ける」ことがコンビニエンスストアとし

て求められる役割です。本部・地区事務所などでは常に店舗をバックアップできるように、緊急用品や食

料、災害時ガイドの配布と周知、衛星携帯電話などを配備。店舗ではそれらに則った地域への支援体制

をもって、緊急事態に備えています。さらに、災害時の物資供給や防災活動に関する協定を結ぶなど、各

自治体との連携も強化しています。

また、被災された方々が一日も早く復興を果たせるよう支援したいと考える方と、被災地の橋渡しとして、

店頭での募金活動も実施しています。

2007年度は能登半島地震と新潟県中越沖地震への緊急店頭募金と、本部からの救援物資のお届けな

どを実施しました。

「能登半島地震」支援概要 2007年3月～4月

【店頭緊急募金】募金総額：7,124,086円（寄託先：日本赤十字社）

【救援物資のお届け】水2リットル1,800本、菓子パン3,000個

【緊急商品供給】被害の大きかった輪島市を中心とする奥能登地域の店

舗15店に対して、緊急商品供給として、おにぎり2,000個を追加納品

「新潟県中越沖地震」支援概要 2007年7月

【店頭緊急募金】募金総額：10,212,606円（寄託先：新潟県）

【救援物資のお届け】水2リットル12,288本、おにぎり5,000個、菓子パン

10,000個、カップラーメン4,800個、ほか

【お見舞金の寄贈】ユニーグループとして新潟県へ見舞金300万円

地　域 皆様の善意から、豊かな世界の実現へ。緑の募金・ユニセ

フ募金などの店頭募金活動を続けています。

地域の皆様の善意を受け止め、よりよい社会の

実現へ活用するため、店舗を窓口として、さまざま

な分野への募金活動を実施しています。

2007年から毎年、8月から11月にかけて「緑の募金」

を実施します。これは、持続可能な自然環境を守

るための活動です。お客様の善意の募金は、森林

の整備、環境教育の実施、緑化の推進などの身

近な問題から、熱帯雨林の再生や砂漠地域の緑

化などの世界規模での問題まで、持続可能な未

来の実現に活用されています。 P.20

6社会環境報告書　2008



店舗で使用するマニュアル類

お客様に満足していただけるお店にす

るには、店舗スタッフが正しい知識を身に

つけることが重要です。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。

セミナー、フォーラムの開催

本部では、加盟店経営者の店舗運営を

支援するため、春と秋の年2回、加盟店向

けのセミナーを開催しています。セミナーで

は、商品の動向や新サービスの案内だけで

なく、店舗経営の問題点の解決策やスタッ

フ育成に関する情報などを提供しています。

また、2008年度は加盟店と本部が一体

となって、お客様満足に対する意識共有を

図る「お客様満足向上フォーラム」を開催

し、よりよいお店づくりのための意見交換

と講義を行っています。

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。

「いらっしゃいませ。」お店に足を運んでいただくお客様へのファー

ストメッセージ。店舗スタッフ全員が、おもてなしと感謝の心を込

めた接客に努めています。

店舗
スタッフ育成

P

DA

C

店舗スタッフ

育成の指針
D

P

A

C

スタッフ育成

支援の施策

フォーラムでの意見交換会



本部の取り組み 環境データ

ステップアップトレーニング

店舗スタッフ育成のため、店舗運営業務

の習熟度合を目安としたステップアップト

レーニングを実施しています。このトレーニ

ングは参加者による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

お店の取り組み

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、ほかの店舗ス

タッフを指導していく立場のリーダー的ス

タッフ養成を本部がサポートしています。

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、経営指導に関

するノウハウを修得したSVが各店舗を担

当しています。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

くりにおいても加盟店経営者をサポートし

ています。

トレーニー�

クルー�

サブマネージャー�

経営者（オーナー）�
店舗運営の6段階の実践�

スタッフの育成�
地域とのコミュニケーション�

店内ミーティングの�
実施による情報共有�

売場責任者�

お客様満足度評点�
ワークスケジュール表の�
活用�
�

認定サブマネージャー�
オーナーの補佐役として運営に参画�

売
場
責
任
者
の
育
成�

発
注
分
担�

ス
タ
ッ
フ
育
成
研
修
へ
の
参
加�

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

を目的としています。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」を育成

し、ほか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

■店頭スタッフの育成体制

C

A D

P

お店での

取り組み

人材開発部
部長

早川　友典

お客様に愛され、
笑顔のあふれるお店

お客様からのクレームをゼロにすることはもち

ろんですが、それだけに留まらず、ご来店いた

だいたお客様全てに期待以上の価値を提供

できること。そして、そのお客様の笑顔で、オー

ナーをはじめ、お店に関わる全ての方がます

ます笑顔になり、プラスの循環が続いていく

ことが、私の夢です。

夢の実現のためには、かたちだけではない、

一人ひとりの「おもてなし」と「感謝」の心が

不可欠だと考えます。加盟店と本部が一体と

なって、お客様に愛されるお店を追求し、その

中心となる「人」に対してさまざまなかたちでス

ピーディーかつタイムリーに支援していくこと。

それが責任だと思っています。

夢

人材育成を支援し、
「夢」のお店を実現責 任

私のWAKUWAKU宣言
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お客様に安全・安心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システムを取り入れた品質管理

サークルKサンクスでは、商品開発時に

食材の安全性を一つひとつ確認していま

す。全ての食材について原料メーカーの規

格書をもとに精査し、微生物検査を実施。

これらの手順を経て安全が確認された食

材のみを使用し、商品化します。

また、全ての製造工場で「HACCP（食

品衛生管理）手法」に基づく独自の管理手

法を採用し、原材料の洗浄・カット・調理等

での時間と温度を管理しています。完成し

た商品は、店舗までの配送、店舗での陳

列・販売という一連の流れの中で、常に最

適な温度を保ち、安全かつ効率的に管理

しています。

製造工場では、サークルKサンクスの指

導のもとで、安全で安心な食品を提供でき

るよう、保存料や合成着色料の不使用を

はじめとした、さまざまな施策と取り組み

を行っています。

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。

「かしこまりました。」店舗スタッフは、一番の笑顔でご依頼を引き受

けます。お客様のご意見やお気持ちをじっくりうかがって、ご要望に

応える安全・安心な商品をご提供しています。

商品開発①
品質・安全性

P

DA

C

品質と安全の

システム
D

P

A

C

安心のための

取り組み

販売する商品の安全性は�
厳格な品質管理の傘で守られています�

ア
レ
ル
ギ
ー
物
質
な
ど�

食
材
の
主
な
危
害
要
因�

虫
・
異
物
な
ど�

細
菌
な
ど�

薬
品
な
ど�

金
属
・
ガ
ラ
ス
な
ど�

危害要因排除�

帳票管理・情報開示ラベル�

「HACCP」による管理・調理�

温度管理・鮮度管理 配送�

店　舗�

商品�商品�

■品質と安全の管理イメージ



本部の取り組み 環境データ

ラベルへの食品情報表示

商品ラベルには「食品衛生法」「JAS法」

「健康増進法」「景品表示法」などの法律に

準拠し、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「義務表示7品目」

及び「任意表示18品目」を漏れなく記載。

さらに、商品原材料の規格まで遡って確認

できる「トレーサビリティシステム＊」も導入

し、安全・安心の体制を強化しています。

＊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。

お店の取り組み

お客様の声を受けた改善

サークルKサンクスでは、お客様から毎

日たくさんの商品についての声が届きます。

「お客様・オーナー相談室」にご連絡をいた

だいた例としては、商品に関する味、具材、

品質などさまざまなご意見、一部商品につ

いている2次元バーコード（QRコード）によ

る特定商品のアンケート、店舗に直接いた

だくお客様の生の声などが挙げられます。

商品開発時には、それらのさまざまなご意

見を参考にさせていただきながら、よりお客

様にご満足いただける商品の開発を目指し

ています。

このほかに、地域固有食材の地域に根

ざした商品、タイアップ企画商品など、商

品を選ぶお客様がワクワクするような商品

の展開なども継続して実施しています。こ

んな商品があったらいいなという声を実現

させ、お客様に喜んでいただけるよう、これ

からもお客様の声に耳を傾けていきます。

品質検査の実施状況

製造工場での品質影響には、生物的危

害と化学的危害があります。これら危害か

ら食品を守るために、工場では商品・原

料・設備機器・室内の微生物検査を実施

しています。また、サークルKサンクスでも

第三者に委託して店頭商品買取検査を実

施するなど、絶えずモニタリングしています。

そのほか、設備機器の洗浄剤等も特別管

理し、万全な安全対策を実施しています。

容器・包装

容器・包装は安全性と環境に配慮した

素材を使用しています。天然葦100％の食

品容器なども独自に開発しており、これらを

使用した商品もご提供しています。また、

環境負荷の小さい植物由来の生分解性プ

ラスチックの実験導入も予定しています。

米飯商品への取り組み

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・お弁当」になるまでを一元

管理して、品質と安全性を確保しています。

C

A D

P

声を活かした

商品開発

お客様から絶対的な
信頼を得る商品

お客様に次回も商品をご購入いただくこと。

そのためには「おいしさ」「値ごろ」「タイムリー」

に加え、根底に「安全品質」「安心品質」が

必要です。製造工場を集めた集合教育や、現

場訪問による衛生指導、商品開発をするバイ

ヤーへの品質教育などを通じて、信頼される

商品づくりへの意識啓発を図っています。

安定した商品の提供には、一人ひとりが商品

仕様書に基づいて、丁寧に製造することが大

切です。ルールや商品仕様書と異なる工程で

仕上げると必ずバラツキが生じ、規格外の商

品が市場に出てしまいます。マニュアルやルー

ルを基本とし、さらに厳しい基準を設けて管理

を行うことで、安全・安心の品質を維持します。

夢

ルールに則った作業で
いつも品質を一定に責 任

私のWAKUWAKU宣言
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品質管理部
部長

岡治　順一

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」7品目と「任意表示の食品」
18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

Q u a l i t y



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。

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。

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。

少
々
お
待
ち
く
だ
さ
い
ま
せ
。

「少々お待ちくださいませ。」コンビニエンスストアに求める商品や

サービスは、お客様ごとに違います。全ての「あったらいいな」に応

えるために、今この瞬間も、新商品を開発しています。

商品開発②
環境配慮型
商品

P

DA

C

オリジナル商品

開発基準

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



本部の取り組み 環境データ

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。

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。化学物質の使

用が少なく、環境への負荷が少ない水性

インクの使用、計画的な植林による木材

の活用のほか、現在は澱粉からつくられる

「生分解性プラスチック」を使用した容器包

装についても研究・実験を行い、導入に向

けた取り組みを進めています。

地球環境への負荷低減を企業の社会的

責務ととらえ、今後も積極的な採用を進め

ていきます。

お店の取り組み

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？この発想

からはじまったのが「MOTプロジェクト」です。

サークルKサンクスでは、地元で生産され

た食材を、地元のお客様にもっと食べてい

ただこうという「地産地消」の考え方を推進

し、2007年5月から北陸地方（石川・富山・

福井）で地域のオリジナル商品の開発・販

売をはじめました。

商品開発にあたっては、生産者をはじめ、

企業、大学など、さまざまな団体の皆様にご

協力いただいています。地元の大学生に商

品の企画から携わっていただいた商品もあ

り、実践的な学びの機会としても活用され

ています。

2008年4月にはさらに、信州、四国、青

森でも展開をはじめました。今後も全国の

サークルKサンクスへ順次拡大していく予

定です。「もったいない」の思いとともに、

地場作物の地元での消費率アップを働き

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。

C

A D

P

地域と環境に

「MOT」貢献

「おばあちゃんの味」を
売っているコンビニ

いつでも世界中の食材が手に入るようになる

一方、原油価格の高騰、食材不足など世界

的な問題も発生しています。日本の自給率は

39％。今こそ、本当の意味で「食べること」を

考える時期ではないでしょうか？おばあちゃん

のおいしい漬物や煮物は、自分の畑で獲れた

ものを使っていた。あの味に近づけたいです

ね、MOTの活動で…。

地元の生産者が私たちのベンダーに納品して

くださるとき、既存のやり方では無理なことが

あります。商習慣も変える必要があるのです。

行政も含めて改革し、Win‐Win‐Win‐Win‐

Win（お客様‐生産者‐ベンダー‐加盟店‐当

社）の関係が継続的に続くようにすることが必

要だと痛感しています。

夢

全員が納得できる
「よい関係」を維持責 任

私のWAKUWAKU宣言
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商品総務部
部長

中村　嘉孝
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。�

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。�

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。�

MOT

地元�
JIMOTO

もっと�
MOTTO�
�

もったいない�
MOTTAINAI

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。�

■MOTプロジェクトの理念

水性インク使用の包材

D e v e l o p m e n t



温暖化ガス削減の方針

日本フランチャイズチェーン協会と連携

をとり、2008～2012年度の平均値を1990

年度比23％削減することを目標としていま

す。「チーム・マイナス6％」の一員として、

冷暖房使用時の室温管理、レジ袋削減、

省エネ機器の導入など、ソフトとハードの

両面から温暖化ガス削減活動を行ってい

ます。

廃棄物削減の方針

廃棄物の削減や分別の徹底により、資

源の有効活用に努めています。

また、2007年12月の食品リサイクル法

改正に伴い、当社の目標となった22％削

減に向け、加盟店を含めた全店で食品廃

棄物のリサイクルなどで削減に取り組んで

います。

廃棄物の発生抑制

店舗での廃棄物削減のため、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。また、生産時や流通の

過程における工夫や消費の見直しなどに

よって、廃棄物そのものの発生を抑制して

います。

廃棄物の分別

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

するなどの、適正処理を行っています。

一言で廃棄物といっても、正しく分別す

ることで、再資源化が可能なものが多くあ

ります。確実に分別することで資源を有効

活用するのは、私たちが取り組むべき課題

だと認識しています。店舗で発生する廃棄

お
そ
れ
入
り
ま
す
。

「おそれ入ります。」店舗で取り組んでいる環境保全活動には、お客

様のご理解とご協力が欠かせません。これからも、マイバッグ持参

や分別回収へのご協力を、よろしくお願いします。

廃棄物削減

P

DA

C

環境負荷削減の

方針と目標
D

P

A

C

廃棄物削減への

取り組み



本部の取り組み 環境データお店の取り組み

ペットボトルのリサイクル

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。

ユニフォームのリサイクル

2008年6月にデザインを刷新したユニ

フォームは、従来同様、ペット再生糸100％

の生地を使用しています。旧ユニフォーム

は全て回収し、マイバッグに再加工して

2009年度にお客様に配布予定です。

レジ袋削減に向けて

2010年度までに、2000年度比35％（重

量換算）削減することを目標にしています。

適正サイズのレジ袋のお渡しに加え、ポス

C

A D

P

削減に向けて

協力のお願い

地球環境や地域と
共存できるお店

コンビニエンスストアといえば、24時間営業

やレジ袋の問題など、環境に負荷が大きいと

いう印象が強いと思いますが、今後は「地域

社会との共存」を前提に、いろいろなことに積

極的に取り組まなければ生き残れません。「環

境に配慮し、地域社会と共存できるコンビニ」

…これが私の夢です。

当社を取り巻く課題は、ハードルが高いもの

が多いですが、一つひとつ確実に解決し、目

標を達成していくしかありません。課題や問

題点をお客様の視点と長期的な視野で確実

にクリアすることと、企業活動に伴い発生す

る環境負荷を可能な限り減少させること。こ

の2つが責任だと思います。

夢

環境負荷低減を含む
多様な課題を克服責 任

私のWAKUWAKU宣言
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■1店舗当たりのレジ袋使用量推移
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内部統制・
環境統括室
部長

石原　尚

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。

特に店舗でご利用いただいているごみ

箱については、お客様のご理解とご協力

が必要です。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。

食品廃棄物のリサイクル

お客様に欲しいものを欲しい数、お買

い上げいただける売場を提供し続けるに

は、食品廃棄物が発生する場合もありま

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。

また、親会社ユニーとの連携によりユ

ニーグループの食品廃棄物を利用した堆

肥で野菜を育て、販売する取り組みも実

施しています。今後も、地域に合った方法

を検討し、発生してしまった食品廃棄物の

有効活用に取り組みます。

ター、店内放送、レジでのお声がけを通じ、

お客様にもご協力をお願いしています。

2007年度は、一部のエリアで「オリジナ

ルマイバッグ」の配布と「レジ袋ご不要カー

ド」の設置を試験的に実施しました。

お客様へのお声がけ

環境意識が高まり、レジ袋や割り箸が資

源の無駄につながるというご意見も増えて

います。このような声を受け、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。ご要望をおうかがいする

ために、精算時にレジ袋や割り箸が必要

かどうかをお尋ねしています。ご不要の際

には不要の旨をお伝えください。

Z e r o - E m i s s i o n
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環境方針に沿って、従来から店舗にお

ける電気使用量の削減活動、リサイクル活

動を行っています。2007年度に開店した

サークルK大山田PA上り店とひるがの高

原SA店では、「地球にやさしい環境配慮型

店舗」を実現。これらの店舗では、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LEDサインを使用し、さらにリ

サイクル製品を使用したポーチタイル・店

舗床材や、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、多くの方に

安心してご利用いただけるバリアフリー仕

様のエントランス、ユニバーサルデザイン

仕様のカウンター・ゴンドラなども、積極的

に取り入れています。

今後は脱フロンの冷凍空調システムも

検証し、地球環境を問われる現代社会に

おいて「もっとエコロジーな店舗」を目指し

て、店舗仕様をさらに改善していきます。

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。2007

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、28万4,609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。

2007年度の回収量は13,054kgで、うち

9,272kgを破壊し、残りを再利用しています。

お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
。

「大変お待たせいたしました。」24時間営業するコンビニエンススト

アは、環境負荷が高いのでは？と心配するお客様も。そんなお客様

にもきっとご納得いただける、環境配慮型店舗も誕生しています。

店舗設備の
環境配慮

P

DA

C

環境配慮型の

店舗設計
D

P

A

C

店舗設備の

環境配慮



本部の取り組み 環境データお店の取り組み

C

A D

P

店舗設備の

省エネ化推進

太陽光・風力を最大限
利用した店舗

何といっても、「自然のエネルギーを最大限

利用した店舗建築」が私の夢です。燦燦と輝

く太陽光を屋根全面の太陽光発電パネルに

受け、またポール看板の最上部には風力発

電装置が設置されている…まさに夢！「無駄

を排除し、省エネ・エコを推進する」が私の

WAKUWAKU宣言です。

2013年以降の温暖化対策の枠組みが議論

されるなか、2050年には現状より60から80％

の温暖化ガス排出削減が「福田ビジョン」と

して発表されています。当社としては、まずは

業界内で定めた自主行動計画に明記してあ

る、エネルギー原単位「1990年比23％削減」

を達成すべく、積極的に省エネ化を図ります。

夢

低炭素社会・日本へ貢
献したい責 任

私のWAKUWAKU宣言

社会環境報告書　2008 16

サークルKサンクスの店舗には、環境に

配慮した設備を採用しています。店舗規模

の増大化や新規設備の追加導入等の影

響で、通常では電気の使用量は年々増加

しますが、省エネ型設備の採用により、

2007年度の新設店舗では、さらに12％程

度使用量が減っています（サンプリング店

舗での比較）。現在の店舗設備仕様では、

天井照明は売場ゾーン・時間帯別による調

光と天外照度を感知しての調光を組み合

わせています。冷蔵設備では、インバータ

冷凍機の低圧制御を実施。また、飲料冷

蔵庫の扉は露点温度感知によるヒータ制

御です。ファサード看板の照明は、1ユニッ

ト40Wの1本にしています。ポール看板の

LED化もまもなく店舗実地検証に入ります。

LEDの導入は、蛍光灯交換作業が伴う高

所の看板には有効な手法の一つです。今

後もさらに省エネの推進に取り組みます。

①店頭・駐車場
・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
②看板
・照明の一灯化による電気使用量の削減
・ソーラータイマー、自動点滅器による自動点灯
③内装（壁・床）
・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
④店内照明
・照度の自動調整による電気使用量の削減
⑤カウンター廻り
・カウンター天板にロングライフ材の高耐久性人工大理石使用
⑥冷凍・冷蔵機器
・低圧制御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（オープンケース）
・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
⑦空調設備及び内装材
・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
⑧トイレ
・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
・人感センサーによる照明自動点灯

建設部
部長

服部　正幸

E c o - F r i e n d l y

1

2 2

3

4

5 6

7

8
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コンビニエンスストアでは、お客様の

ニーズに沿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、1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。24時間営業であること

を活かし、交通量の比較的少ない深夜時

間帯を有効活用し、配送時間の短縮化や

効率化を図ることで、CO2排出量の削減や

ガソリン使用量の削減なども図っています。

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。2008年2月末現在、

店舗への配送にCNG車64台、ハイブリッ

ド車11台を使用しています。また、車輌に

よるCO2排出量の削減を目指し、2006年

度から、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、普及が難しい点があり、

今後ハイブリッド車の導入及び低公害車へ

の移行を検討し、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

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

「ありがとうございます。」事業活動をご理解いただいている地域の

皆様に。店舗運営を支える、配送車輌のドライバーの皆様に。店

舗スタッフは、いつも感謝の気持ちでお見送りしています。

物流の
環境配慮

P

DA

C

環境や地域に

配慮した物流
D

P

A

C

静かでエコな

配送に向けて



本部の取り組み 環境データ

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

店舗近隣地域への配慮の一環として、

一部地域で消音台車を導入しています。こ

の台車は、通常の台車と比べて約65％の

音量のため、騒音対策となっています。

梱包材の省資源化

日配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。

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に

ついては、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、二室式二

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、「サークルK」「サンクス」のブランド

お店の取り組み

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。

にとらわれない効率的な配送を行っていま

す。時間帯や配送ルートによる、より効率

的な配送を図るとともに、1台の車輌で運

ぶ商品の検討を含め、配送効率の向上を

今後も継続していきます。

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。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。

C

A D

P

定期的に

確認・啓発

すがすがしい接客で
お客様クレームゼロ！

店舗を後方より支援する物流は、店舗では表

に出ることはありません。しかしながら道路、

店舗駐車場、店舗内などいろいろな場面で多

くのお客様と接触をもちます。物流車輌の運

転マナーや、ドライバーの対応のよさで、お客

様からすがすがしい風を感じていただけるよう

な物流になることが私の夢です。

お客様クレームゼロを実現するための特別

な方法はありません。また、近道もありませ

ん。今まで培われてきたルールを誰一人の

例外もなく、365日徹底し続けることです。

日々の継続を大切にし、強い意志と責任感

をもち、妥協することなくルールを徹底してい

きます。

夢

365日、
例外なくルールを徹底責 任

私のWAKUWAKU宣言
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物流管理部
部長

中川　巌

E c o - D r i v e
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二室式二温度管理車輌�

アイスクリーム・冷凍食品�

常温�

加工食品・雑貨・飲料など�

チルド飲料・�
調理パンなど�

弁当・おにぎり�

■共同配送と合同配送
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「お客様・オーナー相談室」に届くご意見

やご要望をもとに、さらなるお客様満足度向

上に向け、加盟店とともに対応しています。

お客様の声をいただく仕組み

ホームページ、携帯電話を含めた電話に

よる受付などで、さまざまなお問い合わせや

ご意見を承っています。特に環境に関するご

意見は、お叱りの言葉だけでなく、お褒めの

言葉などもいただいています。お客様からの

貴重なご意見をもとに、地域に愛され、環境

にやさしい店舗づくりを目指しています。

サークルKサンクスでは、店舗が地域社

会のライフラインとしてお役に立てるよう、

さまざまな取り組みを行っています。

災害対策では、各都道府県と帰宅困難

者支援協定や、災害発生時に備えた緊急

物資支援協定を締結し協力体制を整備し

たり、災害時ガイド、衛星携帯電話を配備

するなどして、緊急事態に備えています。

防犯面では、各店舗にさまざまな防犯設

備を設置しているほか、従業員への防犯教

育なども徹底し、事件・事故のない店づく

りに取り組んでいます。

ま
た
、お
越
し
く
だ
さ
い
ま
せ
。

「また、お越しくださいませ。」気軽にお立ち寄りいただくこと。いざ

というときお役に立つこと。地域の行事や活動に協力すること。安

全・安心の拠点として、いつでも皆様をお待ちしています。

地域社会での
役割

P

DA

C

お客様の声に

お応えする
D

P

A

C

地域社会に

貢献する

店内環境

その他

計

お褒めの言葉

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

内容 2005年度

53

49

85

45

50

282

2006年度

57

59

98

50

59

323

2007年度

81

106

120

80

109

496

193 215 197

（単位：件）■ご意見の内容



本部の取り組み 環境データ

SS（セーフティステーション）活動

サークルKサンクスの各店舗では、SS活動

に取り組んでいます。具体的には、緊急事態

における110番・119番通報や、女性や子ど

もの駆け込み時の保護などの「安全・安心

なまちづくり」に関する取り組みと、未成年者

への酒類・たばこの販売禁止、成人向け雑

誌の陳列・販売への配慮、店舗のたまり場

化防止などの「次世代の青少年の健全育

成」に関する取り組みを実施しています。

2007年度には、サークルKサンクス店舗

で駆け込みによる対応を3,483件（女性

1,430件、子ども664件、高齢者1,389件）

行いました。店舗が地域に密着し何かあっ

たときに頼りになる、「安全・安心」の場であ

るよう、今後もこの活動を継続していきます。

お店の取り組み

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。2007年度は延べ89会場、2,679名

（本体のみ）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。

日常の募金活動とNPO団体への支援

全国の店舗で、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。2007年度は総額

75,823,506円の募金をお預かりしました。

また、企業活動から得られる利益の一部

いつでも灯台のように
地域を照らす存在

一店一店がお客様に良質な商品・サービスを

ご提供することに加え、いつでも頼りになる、

地域を明るく照らす灯台のようなお店が理想

です。「まちの安全・安心な生活拠点」として地

域に愛され、絶えず社会貢献のできる企業で

あり続けることが必要なのです。

お客様や地域の皆様に常にご満足いただけ

るよう、安全・安心なお店をご提供し続けた

い。そのためには、日々欠かすことなく、お客

様満足度を追求し続けることが大切だと思い

ます。本部と加盟店がそれぞれの役割を明確

にし、責任を果たしていくことがお客様の満足

につながると考えています。

夢

お客様満足度を
追求しつづける責 任

私のWAKUWAKU宣言
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■2007年度募金結果

19,021,178円

9,230,027円

21,441,134円

26,131,167円

75,823,506円

2007年3月1日～7月31日
サンクスにて実施

2007年4月1日～7月31日
サークルKにて実施

2007年8月1日～11月30日
サークルK・サンクスにて実施

2007年12月1日～2008年3月31日
サークルK・サンクスにて実施

ユニセフ募金

全国盲導犬普及キャンペーン

緑の募金

ユニセフ募金

総額

■2007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。2008年2月には、5校目となるストゥントゥルー中学校（カンボジ

ア王国カンダール県）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。

団体名 活動内容募金 概要募金額

お客様・オーナー
相談室
副本部長

近澤　直明

C o m m u n i t y

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

2007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、各地域

のスポーツイベントなどに協賛し、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。そのほか、全国の9箇所で地域お

こしイベントのラーメン博を開催しました。

今後も地域のお客様に喜んでいただけ

る取り組みを継続して実施していきます。



意見を聞いて活かす
よりよい店舗づくりのために、ステークホルダーの皆様からのご意見をうかがい、店舗運営に反映する仕組みを整えています。

また、加盟店と本部が共存共栄するフランチャイズシステムを目指し、よりよい店舗運営に向けた取り組みを拡大しています。

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

ビスを、関西地区（大阪府・兵庫県・京都

府・滋賀県・奈良県・和歌山県）では、サー

ビス内容の異なる「バンクタイム」ATMを

展開しています。

クレームへの対応

お客様からのクレームは真摯に受け止

め、現状確認とご回答、改善策のご報告

を経て全国で共有化し、早急な改善へと

つなげています。特に複数の店舗で共通

のご指摘を受けた場合は、社内会議で検

討を図るとともに、店舗への案内での確

認、セミナー会場での事例紹介などにより

本部と店舗経営者が共に内容を確認し、

店舗スタッフを含めた全体で改善を図って

います。

2007年度のクレーム総数は8,369件で

す。インターネットの普及、携帯電話から

のフリーダイヤルの受付などにより、クレー

ム、ご意見とも増加傾向にあり、環境に関

するクレームは496件（P.19）と、総数にお

ける比率も増加しました。配送車輌の騒

音と店舗内外の汚れへのクレームが大幅

に増加したことを受け、2008年度は配送

業者との連携や、店舗清掃に積極的に取

コミュニケーションの

仕組み

お客様のご要望に
対応する仕組み
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レジ前に設置された郵便ポスト ゼロバンクのATM機

●�
お客様の声を�

お客様相談担当者が�
うかがいます�

お客様・�
オーナー�
相談室�

●�
ご意見・ご質問を�
担当部署へ�
問い合わせます�

担当部署�

●�
担当部署が�

ご指摘いただいた内容の�
現状を確認します�

現状確認�

●�
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�

ご回答�

●�
ご意見と改善策を�
社内で共有し、�

よりよい店舗づくりに�
活用します�

共有化と改善�

■お客様からいただいたご意見・ご質問への対応

（単位：件）� （単位：％）�

2005年度� 2006年度�
0

100

200

300

400

500

0

2

4

6

8

10

282

4.9

2007年度�

323
496

4.7
5.9

■■■環境に関するクレーム数�
  ●  クレーム全体に対する割合�

■環境に関するクレーム数の推移

り組みます。

お客様からの声は、私たちにとって貴重

なご意見です。それらを活かし、今後も

「WAKUWAKUのあるお店」を目指します。



環境データお店の取り組み 本部の取り組み

フランチャイズシステムは、本部と加盟

店の役割分担が明確な仕組みです。本部

は多額の投資が必要なシステムや商品の

開発・メンテナンス、物流管理や会計のサ

ポートなど、事業者が単独で行うことが大

変難しい部分を一手に受けもちます。加

盟店には、本部の提供するこれらのシステ

ムを活用し、店舗スタッフと力を合わせて

店舗経営をしていただきます。両者がコン

ビネーションよくそれぞれの役割を果たすこ

とにより、来店されるお客様にご満足いた

だき、その結果、本部と加盟店が共存共栄

する。これが、私たちの目指すフランチャイ

ズシステムの姿です。

バックアップシステムとロイヤルティ

サークルKサンクスでは、加盟店から売

上総利益に対してのロイヤルティをいただ

きますが、このロイヤルティによって、本部

は店舗総合情報システムによる最新の商

品情報提供やチェーン全体の広告宣伝、

経営資料の作成を行うとともに、SVによ

る日常的な経営指導をはじめ、店舗スタッ

フの集合教育など、加盟店への継続的な

サポートを実施しています。

フランチャイズシステム

IRツールの発行
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■加盟店のサポート一覧

サポート

商標の使用

SVによる経営指導

チェーン全体の広告宣伝

運転資金の融資

店舗総合情報システムの提供

経営資料の作成提供

最新情報による商品の斡旋

棚卸の実施

販売用什器備品の貸与

店舗設備のメンテナンス手配

内容

「サークルK」または「サンクス」の商標使用

健全な経営のための定期的な巡回サポート

TVCMなどチェーン全体の販売促進

店舗運営に必要な資金の融資

発注精度を高めるのに必要なコンピュータシステムの提供

店舗を運営する上での、さまざまな経営資料の提供

最新商品についての情報収集や分析、斡旋

適切な在庫管理のための棚卸の実施

冷蔵・冷凍ケースやゴンドラ（商品陳列棚）、コンピュータ機器などの貸与

店舗の販売用設備などの定期的メンテナンス

加盟店と本部の�
共存共栄�

お客様の�
よりよい生活実現�

フランチャイズ契約�
加盟店�
店舗運営�

本部�
商品・システム�
開発�

ロイヤルティの支払い�

サークルKサンクス・システム�
の提供�

2008年2月期のWAKUWAKU！株主通信

■フランチャイズシステム概念図

サークルKサンクスでは、株主・投資家

の皆様に向けたIR情報のご報告ツールと

して、『WAKUWAKU！株主通信』を年2回

発行し、事業概況などをご説明しています。

2007年下期に同通信にて実施した誌面

アンケートでは、約400名の方から社会環

境報告書の資料請求をいただき、環境へ

の取り組みをご紹介させていただくととも

に、多くのご意見を承りました。環境への

取り組みをより多くの視点からご覧いただ

き、さらなる取り組みに結びつけていきた

いと考えています。



従業員を育てる
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。

コーポレート・ガバナンスの基本方針

サークルKサンクスでは、株主様をはじめ

とするお客様、お取引先様、地域社会、加

盟店、従業員など当社を取り巻く全ての

人・組織をいずれも重要なステークホル

ダーとして位置づけています。積極的な情

報開示により各ステークホルダーとの良好

な関係を築くとともに、あらゆる企業活動に

おいて法令を遵守し、コンプライアンス・リ

スク管理体制を含めた透明性の高い内部

統制システムを整備・確立していきます。内

部統制の強化を通じてコーポレート・ガバ

ナンスの充実を図り、企業価値のさらなる

向上に努めています。

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。

私たち全従業員が、コンプライアンス態勢

を確立するために「どのように考え、適正な

判断を導き、行動するか」を入社時の研修

や全従業員を対象にしたeラーニング教育

で継続的に意識啓発をしています。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。

常に社会からの要請に応え続けるため

にも、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、風通しのよい企業

活動に努めています。

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

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・執行役員を委員とした

「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。

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

■コーポレート・ガバナンス体制図（2008年5月21日現在）

株主総会�

顧問弁護士・顧問税理士�

会
計
監
査
人�

監査役会� 内部統制委員会�
取締役会長�
代表取締役社長�
常務取締役�
取締役�
�

社外取締役�
常勤監査役�
社外監査役�

取締役会長�
代表取締役社長�
取締役�
�

執行役員�
常勤監査役�

取締役会長�
代表取締役社長�
常務取締役�
�

取締役�
執行役員�
常勤監査役�

経営会議�
�

取締役会�
�

社内各部署／店舗（自営店）�監査室� 内部統制・環境統括室�

監査�

監査�

会計監査�

内部調査� コンプライアンス・リスク管理体制の確認�

助言等�

内部統制システム�
の整備・運用に�
関する報告�

社内監査役�
社外監査役�

誠実で健全な

組織づくり

コーポレート・ガバナンス
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環境データお店の取り組み 本部の取り組み

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

法令・企業倫理・社会道徳を遵守する

コンプライアンス経営を推進していくために、

また、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。

＊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。

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

入
社�

2
年
目�

10
年
目�

入社時研修�

社員基礎研修Ⅰ～Ⅲ�

SV基礎研修Ⅰ～Ⅱ�

ASV研修�

各部門登用時研修�

専任職研修�

新任マネジメント研修�

マネジメント強化研修�

■従業員教育制度
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この窓口により、従業員のコンプライア

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、よりよい企業風土づ

くりに役立てています。



環境負荷を減らす
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。

「私たち」を主語とし、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、環境理念・環

境方針として制定しています。この考え方

を店舗スタッフ全体にも周知徹底し、本

部従業員・店舗スタッフ全体で環境への

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（実

施）、Check（確認）、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に有益な取り組み

の推進を図っています。

環境への取り組み

姿勢

環境理念・環境方針 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

ために、環境に関するワーキンググループ

とCO2部会をつくり、部署にとらわれない連

携を行っています。

環境マネジメント推進体制
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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。

環境委員長（＝社長）�

環境副委員長（＝常務）�

環境管理責任者�

A内部環境監査員� 環境委員会�

各
部
署�

事
務
所�

エ
リ
ア
会
社�

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



環境データお店の取り組み 本部の取り組み

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実施してい

ます。年度ごとの当社の重点項目や状況

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

2007年11月27日～30日の4日間にわた

り、日本検査キューエイ株式会社による

ISO14001定期審査を受審し、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。今回の審査では重大

な指摘、軽微な指摘ともに指摘項目はあり

ませんでした。2006年度に指摘された法的

及びその他の要求事項の順守評価を重点

課題として環境マネジメントシステムを運用

してきた成果が現れ、運用が順調に進み出

していることも確認されました。2008年度は

2007年度同様の環境マネジメントシステム

の運用をしながら、より細かな内容の確認

を実施することで充実を図っていきます。

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、あるいはよ

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、SV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、SV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。

環境教育環境監査

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13、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、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
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環境教育の実施風景



環境影響と負荷削減の取り組み
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、

お取引先様や加盟店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。

本部� 製造工場� 配送センター・物流� 店舗�

●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�

●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�

●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�

電気�

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� 配送センター�

●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�

お客様�

紙�

ガソリン�

騒音� 排水�

事務用品�

廃棄物（紙ごみ）�

排水�

騒音・振動�

排気ガス� 排気ガス�

騒音・�
振動�

騒音・�
振動�

排気ガス・�
臭気�

廃棄物�

排水�

電気� 食材�

ガス�

ガソリン�

水�

電気� 水�

電気�

ガソリン�

水�

ガソリン�

排気ガス�

騒音・�
振動�

騒音・�
振動�

排気ガス・�
臭気�

廃棄物�

排水�

廃棄物（生ごみ、紙ごみ、�
ビン、缶、ペットボトルなど）� 食品廃棄物�

の一部�

容器・�
包装�
�

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�

一部地域では�
飼料・肥料など�
としてリサイクル�
を実施�

2007年度の

環境成果
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お店の取り組み 本部の取り組み 環境データ

2007年度の達成状況と2008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。

■2007年度の達成状況と2008年度目標

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

目標・取り組み予定

省エネ機器の導入と実験を継続して行うとともに、店舗電気使用量の実績

数値の把握を行った。コンビニエンスストア業界の自主行動計画で掲げる

1990年度電力エネルギー消費原単位（0.161kwh／m2・h）対比2010年度

の電力エネルギー消費原単位△23％（0.12397kwh／m2・h）の数値目標

に対し、2007年度の実績は、△22.8％と順調に推移

実績前年比100.2％

実績7.3台

2000年度対比△30.4％（688kg）達成。店舗でのポスター、店内放送、

レジ画面でのご協力依頼や、店舗スタッフのお客様へのお声がけの

効果と、レジ袋の小型化による成果で大幅に目標をこえ達成

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

実績前年比94.4％

実績112.4％

社内使用消耗品における環境配慮商品使用

分別の徹底と契約書・許可証・フロー図の確認を継続実施

閉店・改装時の産業廃棄物マニフェスト管理の確実実施の現物確認を継続

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

セミナー、加盟店広報誌を活用した店舗への電気使用量適正使用の啓発活動を実施

セミナーを活用して店舗に対し食品リサイクル法の啓発活動を実施

セミナー、加盟店広報誌を活用して店舗に対しレジ袋削減の啓発活動を実施。

また、お客様に対してポスター、店内放送、レジ画面を活用し継続実施

全店舗に対し協力要請を行い、3,105店舗（49.8％）で実施

物流会議において、センター長に対して環境教育を実施

ベンダー食品工場の廃棄物リサイクル状況調査実施

本部従業員に対して、朝礼、社内報を通した全体共通教育を継続実施

前年比105％

結果並びに進捗状況 評価 目　的 目標・取り組み予定 目標値 本部

対象

店舗項 目

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店舗当たり納品車輌の台数を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％（752kg）

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

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

電気使用量の適正化を図り、CO2排出量の抑制に努める

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

店舗におけるCO2削減／ライトダウンキャンペーンの全店実施を図る

車輌における環境負荷低減のためのアイドリングストップや省エネ運

転の推進を図る

食品製造工場の廃棄物リサイクル状況を把握する

本部従業員に対する環境教育を継続実施する

クリーンアップキャンペーンを2007年度と同規模の実施を図る

店舗電気使用量1990年度原単位（0.161kwh／

m2・h）対比2010年度実績△23％（0.12397kwh

／m2・h）達成に向け、省エネ機器導入の推進と

数値管理の継続

本部電気の適正使用

配送の効率化継続と環境配慮型車輌の推奨

商品製造工程における環境配慮型原材料導

入の推進

環境負荷の少ない容器包装の採用

レジ袋の1店舗当たり使用重量の削減

割り箸などの適正使用

コピー用紙の適正使用

商品製造過程における廃棄物の発生抑制、

分別、食品リサイクルの推進

閉店・改装時の廃棄物の適正処理とリサイクルを推進

廃棄物の適正処理とリサイクルの推進

店舗の食品廃棄物リサイクル

1990年度対比△23％

（2008～2012年度平

均目標）

前年比100％

1店舗当たり7.3台

－

－

2000年度対比△32％

前年比100％

前年比100％

－

－

－

実施率22％

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2007年度の達成状況 2008年度環境目的・目標

＊2008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。

2007年度の

環境成果
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達成

継続実施

未達成

教育啓発活動の内容



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。

2007年度の

環境成果
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■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（13件）

駐車場遮音・遮光工事（54件）

小計

低公害車の導入

省エネ店舗照明システムの導入（301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

4,030

36,820

40,850

0

130,634

0

130,634

18,824

0

0

0

0

18,824

190,308

0

0

0

44,820

4,980

0

0

49,800

67,002

0

22,751

89,753

0

1,572,480

201,240

63,360

12,360

1,849,440

1,988,993

296,211

26,573

322,784

（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）

冷機・空調融合システム

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）

緑の募金への寄付（お客様の募金）

ユニセフへの寄付（お客様の募金）

能登半島地震募金（お客様の募金）

新潟県中越沖地震募金（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

26,816

720

27,536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217,844

928

3,032

4,460

7,269

777

16,466

0

0

0

193

22

9,230

21,441

45,152

7,124

10,212

10,000

5,000

108,374

0

2,436,617

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：2007年3月1日～2008年2月29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）

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。

2007年度の環境会計



お店の取り組み 本部の取り組み 環境データ

環境パフォーマンス
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。

2007年度の

環境成果
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2007年度も省資源・省エネルギーに取

り組みました。本部・事務所でのコピー用

2007年度の取り組み

（単位：kg）� ■■プラスチック　 ■■紙�

（単位：kwh）� ■■本部　 ■■事務所� （単位：枚）� ■■本部　 ■■事務所�

0

200

400

600

800

1,200

1,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

2005年度� 2006年度�

2005年度� 2006年度� 2007年度�

2005年度� 2006年度�

2,465,519

1,503,952

961,567

2,473,538

1,366,096

1,107,442

950.8

972.0
124.3

57.9
1,008.7

847.7

861.5�
（88.6％）�
98.6�

（79.3％）�
762.9�

（90.0％）�

17,183,000
10,817,750

17,638,775
11,089,775

6,549,000

2007年度� 2007年度�

2,478,981�
（100.2％）�
1,344,658�
（98.4％）�

1,134,323�
（102.4％）�

16,654,500�
（94.4％）�
10,410,750�
（93.9％）�

6,243,750�
（95.3％）�

6,365,250

ビン�
1.2kg  2％�

カン�
5.3kg  8％�

不燃ごみ�
10.1kg  15％�

ペットボトル�
3.4kg  5％�

（合計：67.9kg）�

ダンボール�
13.4kg�
20％�

食品廃棄物�
11.8kg�
17％�

可燃ごみ�
22.7kg�
33％�

＊集計方法：全国408店舗の1ヵ月平均実測値をも
とに集計。�

■1店舗1日当たりのごみ排出量�

■全社コピー紙購入量推移�

■1店舗当たりの容器包装使用量推移�

■全社電気使用量推移�

＊2007年度数値下の（　）は、2006年度比の値（小数点以下第二位を四捨五入）。�

『「ありがとう」の輪をつなげる』のキーワードのとおり、報告書全体を通じて、

株式会社サークルKサンクスの環境経営への全社を挙げての努力の現状

が、大変誠実に表現され、読む者に好感を与える報告書となっていると感じ

ました。しかしながら、ここでは日頃から環境政策を研究する第三者としての

目からみて、感じたことを率直に述べさせていただきます。

まず、全般的に、丁寧な表現ではあるものの、抽象的な言葉で説明されて

いる記述が気になりました。例えば、日本社会が直面し、様々な業界に積極

的な取組や役割が期待されている、地球温暖化問題や循環型社会づくりの

問題に対して、企業としての基本路線と取組が、より具体性をもって理解でき

るような表現がなされていればと感じました。

また、巻末に近いページには具体的な数値目標が提示されていますが、

全体を通読しての印象としては、個々の取組努力のケース紹介にとどまって

いる感があり、環境への負荷の量の推移や現状分析やその削減改善のた

めの、具体的目標と方策の全体像が確認しにくいように感じられました。

特に、コンビニ業界の24時間営業の是非を巡る議論や、レジ袋の削減ま

たは有料化問題等に関しては、企業としての考えや方向性、さらには悩み等

を明確に表現し、今後もさらに社会との対話にチャレンジする姿勢を、是非

とも打ち出していただきたいと思います。

株式会社サークルKサンクスが、ひきつづき環境経営に熱意と責任感を

もって取り組むことと同時に、当報告書が単なる広報媒体でなく、ステーク

ホルダーとの意味ある対話を巻き起こし、相互理解を増進させていくための

媒体となるよう、さらなる挑戦と努力を期待いたします。

上智大学大学院
地球環境学研究科教授

柳下　正治

第三者
意　見

紙購入量は、パソコンを活用した業務の徹

底により削減しました。電気使用量は、事

務所使用分が若干増加しました。店舗で

使用する容器包装では、本部での省資源

化施策と、店舗でのお声がけ徹底の効果

が現れ、削減傾向となっています。

今後も社会との対話にチャレンジする姿勢を



生分解性に優れたアロマフリータイ
プの大豆インキで印刷しています。�

〒104-8538 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）  FAX.03-6220-9051�
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