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『サークルKサンクス 社会環境報告書 2011』のご紹介
サークルKサンクスの社会・環境への取り組みをステークホルダーごとに分類し、
紹介しています。詳しい取り組みをお調べになりたい方はこちらをご覧ください。

http://www.circleksunkus.jp/company/activity/

環境への取り組み

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

「高齢者（中高年層）にやさしいコンビニエンスストア」
「WAKU WAKU」
「お客様に選ばれるお店」



3 4

社会への取り組み

社会インフラとして地域に貢献 高齢者にやさしい
コンビニエンスストアいつでもお立ち寄りください！

　2010年5月、コンビニエンスストアとド
ラッグストア、調剤薬局が一緒になったお
店をオープンし、さらなるコラボ店舗やミニ
店舗など、より便利でご利用いただきやす
いお店作りに取り組んでいます。そのほか
にも身近で便利なコンビニエンスストアの
特性を活かし、家庭の台所支援として惣菜
分類の品揃えの強化・拡大と、店舗立地

　店頭マルチメディア端末「カルワザステ
ーション」を利用した通販サービス「おみせ
deツーハン」では、お店で取り扱い商品を注
文することが可能です。また、Webサイトで
の通販サービス「KARUWAZA ONLINE」
とともに、注文した商品を店頭で受け取るこ
とができます。これらの通販サービスでは、
現在介護用品の取り扱い強化を図っており、
2011年4〜5月には、トライアルとしてシル
バーカーやステッキ、薬入れなどの商品を
取り扱いました。今後のさらなる展開に向
けて、取り組みを進めています。

り便利でご利用いただきやすいお店・商品作り

みせdeツーハン」の介護用品ラインアップを強化

「サンクス」「セイジョー薬局」多摩センター落合店

よ

「お

もっと知りたい方は トップページ カルワザ

「おみせdeツーハン」の注文画面

2011年春にトライ
アルとして展開し
た、「軽量シルバー
カー」カルワザステーション

に合わせた生鮮・日配品の品揃え強化を
進めています。
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安全・安心な社会に向けての取り組み
東日本大震災への対応

　サークルKとサンクスでは、全店舗に募
金箱を設置して、お客様が身近な場所で
気軽にできる社会貢献活動のお手伝いを
しています。 2010年度の募金結果は右
記のとおりです。

　震災発生当初、建物損傷などによる休
業店舗は約200店舗ありましたが、被災地
及び他地区からの応援社員に加え、お取
引先様のご協力もいただいて段階的に営
業を再開しました。また、プラグインハイブ
リッド車を使用し、燃料不足が深刻化して
いた地域への商品配送を行いました。
　4月27日には被災地の新規出店再開1
号店として、「サンクス岩手一関インター店」
が開店するなど、地域のライフライン回復
に向けた取り組みを進めています。

頭募金の実施 営業再開に向けて店

もっと知りたい方は トップページ 企業情報もっと知りたい方は トップページ 企業情報 社会・環境への取り組み 社会への取り組み
社会貢献活動

主な緊急支援物資

セーフティステーション
活動ポスター 

※全国のサークルK、サンクスのオーナー・従業員からの募金
　及びカルワザポイント交換分の募金を含む

社会への取り組み

　企業の社会的責任として、NPO団体へ
の支援も行っています。現在、人道支援を
目的として2つのNPO団体へ寄託し、そ
の活動を支援しています。「JHP・学校を
つくる会」に支援をして建設された小中学
校8校では、2011年1月現在、約7,600人
の生徒が学習をしています。

PO団体への支援N

2010年度の店頭通常募金金額
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

　（社）日本フランチャイズチェーン協会の
「セーフティステーション活動」に参加し、
「安全・安心なまちづくり」「青少年環境

の健全化」に努めています。2010年度に
は、店舗への駆け込み対応が3,162件あり
ました。

全・安心なまちづくり「セーフティステーション」に参加安

募金額

25,598,100円

14,651,261円

15,352,415円

※募金額には、（　）内のカルワザポイント交換分を含む
※2011年度は緊急支援募金として、東日本大震災の義援金
　募金などを実施

2010年度に支援を行ったNPO団体

JHP・学校をつくる会
カンボジアを中心に学校建
設や修復・教育支援のボ
ランティア活動を展開

ファミリーハウス
小児がんなど難病と闘う子
どもたちとその家族のため
に宿泊施設を提供

　地震発生直後から、災害時物資支援協
定に基づいて、飲料水やカップ麺などの緊
急支援物資を被災地にお届けしました。
被災地の店舗への商品供給はユニー（株）
の協力も得て、東海・北陸地方などからも
行いました。
　また、震災翌日より、全国のサークルK、
サンクス、ユニーグループ、各店の店頭で被
災者支援募金を開始しました。

支援活動・支援募金

2011年5月18日に保冷車と仮設店舗で
営業を再開した「サンクス仙台港入口店」

被災地の出店再開第1号店となった
「サンクス岩手一関インター店」

被災者支援募金金額
（2011年8月31日時点）

ユニーグループ募金合計

7億196万5,195円

■岩手県※

お菓子約39,420個
水500mℓ8,064本など

※ユニー（株）との共同便含む

■新潟県

おにぎり18,800個

（25,800円）

（81,200円）

（101,700円）

中村社長も学校を訪問

ファミリーハウスの施設例 ■宮城県※

カップ麺86,000個など
■福島県※

水500mℓ14,400本
■千葉県

水1ℓ9,000本
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社会への取り組み

お客様の安心・安全を守る
ワタシのこだわり

地域の皆様と作る
「MOT（もっと）プロジェクト」
　「MOTプロジェクト」は、JIMOTO（地元）・MOTTO（もっと）・MOTTAINAI（もったい
ない）をキーワードにした、地元の食材を地域で加工し消費する「地産地消」の取り組みです。
現在は12地域・38都道府県、12ブランドに拡大。「地域の活性化」をめざし、地元の方々
とともにオリジナルの商品の開発・販売を進めています。

地元の生産者が作った
食材が原材料

地元の加工業者で、
地域らしさを活かし
商品化

2

行政機関と
連携した情報発信

3

地元の消費者の
方へ提供

4

1

サークルKサンクス
商品開発・販売

サンクス

地産地消の仕組み

　大町市、信州大学との
産・官・学連携で開発し
たカレーは、長野県産のト
マトケチャップが隠し味。
ご好評をいただき第2弾
では地区を拡大して発売。

大町市、信州大学と連携
黒部ダムをモチーフにしたカレー

「黒部ダムカレー」
第1弾：2010年6月発売
第2弾：2011年6月発売

　岐阜県立飛騨高山高
等学校の生徒の皆さんと
開発した2種類のパンに
は、飛騨産の牛乳とりんご
をたっぷり使用。商品名
からパッケージデザイン
まで、生徒の皆さんのアイ
デアがぎっしり詰まってい
ます。

高校生と共同開発
飛騨産の食材を活かしたパン

長 野 県

岐 阜 県

もっと知りたい方は トップページ WAKUWAKUタウン MOT PROJECT

中京
愛知県
三重県
岐阜県

北海道
北海道

九州
福岡県
鹿児島県
熊本県

四国
香川県・愛媛県
徳島県・高知県

瀬戸内
岡山県
広島県

関西
大阪府・京都府
滋賀県・奈良県
兵庫県・和歌山県

新潟
新潟県

静岡
静岡県

北陸
石川県
富山県
福井県 東北

青森県・秋田県
岩手県・山形県
宮城県・福島県

関東
茨城県・栃木県
群馬県・埼玉県
千葉県・東京都
神奈川県

信州
長野県

「ミル鞍岳パン」2010年11月発売

「角ぎりりんごカスタード」
2010年11月発売

全国に広がるプロジェクト
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食の安全性

　サークルKサンクスでは、食品の安全性
向上のため、原料の仕入れ・製造・販売
までトレーサビリティ※を確保し、安心して
召し上がっていただくためのアレルゲン表
示などを行っています。
※トレーサビリティ：生産から流通、店頭まで商品の流れを記
録し、消費者が流通経路を遡ることができる仕組みのこと

心して召し上がっていただくために安

もっと知りたい方は トップページ 企業情報 社会・環境への取り組み 社会への取り組み
食の安心・安全

社会への取り組み

セミナーの様子

加盟店 本部

世界的な食品のコンテスト「2011年度 モン
ドセレクション」の製菓部門で「シェリエドル
チェ 天使のチーズケーキ」
の高い品質が評価され、金
賞を受賞しました。

「シェリエドルチェ 天使のチーズケーキ」
モンドセレクション金賞受賞

　全ての専用工場では、さまざまな食材の
危害要因から食品を守るため、食品衛生管
理手法のHACCP（Hazard Analysis and 
Critical Control Points：危害分析重要
管理点）手法に基づいて、厳重な品質管理
を行っています。製造・出荷・配送・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、安全性を確保しています。

格な「HACCP手法」による品質管理を実施厳

・設備機器の洗浄を実施し、第三者が定期的 
 にチェックします。

・設備機器・室内の微生物検査を実施し、第 
 三者が定期的にチェックします。

・でき上がった商品は全て金属検査機を通 
 し、金属が混入していないかをチェックしま 
 す。

商品 商品

店　舗

食
材
の
主
な
危
害
要
因

ア
レ
ル
ギ
ー
物
質
な
ど

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

温度管理・鮮度管理　配送

HACCPによる管理・調理

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

加盟店と本部で
地域に愛されるお店を作る

　加盟店と本部は、共存・共栄を図るた
め、フランチャイズ契約による役割分担を
行っています。本部は、投資を伴うシステ
ム構築や商品開発・物流管理などを担当
します。加盟店は、本部が提供するこれら
のフランチャイズシステムを活用し、店舗を

運営。両者がそれぞれの役割を果たすこ
とで、お客様にご満足いただける店舗が実
現され、相互の事業発展につながります。

ランチャイズシステムによる共存・共栄フ

　加盟店の休日取得や人材不足時のサ
ポートを目的とする「加盟店ヘルパー制
度」を導入しています。また、「サークルKサ
ンクス共済会」では、店舗経営者の福利厚

生制度や各種保険制度を充実させるなど、
強いサポート体制と信頼関係の構築をめ
ざしていきます。

盟店のサポート体制を強化加

　商品展示会「サークルKサンクスセミ
ナー」、加盟店オーナーの皆様と本部役員
とのダイレクトコミュニケーションを目的
とした「加盟店フォーラム」を毎年実施して
います。また、加盟店の意見や要望をいち
早く業務改善につなげるための「聞く耳施
策」を通じて、さまざまな改善に取り組んで
います。

ミナー・フォーラムの実施セ

フランチャイズ
契約

品質と安全管理のイメージ
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環境への取り組み

地球の未来を守る

　サークルKサンクスは環境負荷の少な
いお店作りをめざし、店舗設備にもさまざ
まな技術を導入しています。店舗における
LED照明の導入や照度の自動調整など省
エネルギーに努めています。

境にやさしい店舗設計環

・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

・ソーラータイマー、
	 自動点滅器による自動点灯

・LED照明導入

・空調フィルター、換気扇の
	 定期清掃実施による
	 電気使用量削減

・LED照明導入

・照度の自動調整による
	 電気使用量の削減

　一部店舗では、工場生産を主としたユニット工法※を導入。工期が短縮され現場で発生するCO2を削減
できるほか、ユニットの再利用も可能になり、資源の有効活用に貢献。環境負荷を低減することができます。

※ユニット工法：工場で仕上げに近い段階まで生産された壁面、屋根など（ユニット）を、店舗予定地で組み立てて建設する工法

・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

・LED照明導入

・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
	 電気使用量削減

・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

・LED照明導入

店頭・駐車場

看板

空調設備 店内照明

店舗の建築方法による取り組み

冷凍・冷蔵設備

トイレ

もっと知りたい方は トップページ 企業情報 社会・環境への取り組み 環境への取り組み
環境活動 その他の取り組み



LED導入によるCO2削減量
（2011年秋以降の新店：2009年度新店との比較）

店内

冷機

看板

合計

△1.67t/年（△4,479kWh/年）

△1.47t/年（△3,947kWh/年）

△1.62t/年（△4,343kWh/年）

△4.76t/年（△12,769kWh/年）

※ CO2 削減量は、電気使用量（kWh）×0.000373t/kWh
（2009年電気事業連合会の排出係数）で算出

店内に、太陽光発電システムによる電力
発電量や消費電力、累積発電量等を表
示するモニターを設置

店外の駐車場からみえる位置に、省エネ・エ
コ店舗の設備・電力削減効果等を紹介した看
板を設置
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環境への取り組み

低炭素社会に向けた取り組み お客様とともに

　2014年度までに、1店舗当たりのCO2

排出量を2007年度比8%削減することを
目標とし、電力使用量の削減を進めていま
す。調光システム未導入店における店内

照明のLED化や、2011年秋以降の新店
への全照明LED導入など、目標達成に向
けて尽力しています。

　レジ袋削減の取り組みに際して、2006
年度より、ポスターの掲示や店頭でのお声
がけなどに継続して取り組んでいます。
　2010年度は、お声がけによるお客様へ
のご協力依頼の継続に加えて、6月より
サイズ変更、及び薄肉化したレジ袋に切り
替えを行いました（重量比平均8.2％ダウ
ン）。その結果、2010年度の1店舗当た
りの使用重量を、2000年度対比でマイナ
ス35％にするという目標に対し、マイナス
42.1％と達成しました。
　引き続き、お客様にご協力いただきなが
らレジ袋の削減に取り組みます。

O2排出量削減目標と主な対策 ジ袋削減で環境活動を推進C レ

もっと知りたい方は トップページ 企業情報 社会・環境への取り組み 環境への取り組み
環境活動 廃棄物の削減とリサイクルの推進／温暖化防止対策（CO2削減）

もっと知りたい方は トップページ 企業情報 社会・環境への取り組み 社会への取り組み
東日本大震災に関するお知らせ 節電の取り組み

　2008年より「カルワザクラブ」のポイント
をCO2排出権と交換することで、お客様が
気軽に日本の温室効果ガス削減に貢献で
きるサービスを開始しました。この取り組
みにより、2010年度は、41トン分のCO2

排出権が償却されました。

員クラブ　　　　　　　　のポイントをCO2排出権と交換会
　環境に配慮した店舗として2011年1月
にオープンした「サンクス厚木岡津古久店」
は、照明のオールLED化、最新型の高効率

太陽光発電システム、CO2 冷媒の冷凍機
など、さまざまな省エネ・エコ設備を採用
しています。

エネ・エコ店舗「サンクス厚木岡津古久店（神奈川県）」がオープン省

サークルKサンクスのお得な会員クラブ「カ
ルワザクラブ」では、限定クーポンの発行や、
電子マネーのご利用によってポイントの獲得
などのサービスが受けられます。
詳しくは http://karuwaza.jp/ からどうぞ。

2007年度全店…169,736kWh/年（63.31t /年）

省エネ・エコ店舗…115,430kWh/年（31.72t /年）※

2011年秋以降の新店…139,149kWh/年（51.9t /年）

カルワザクラブとは？

店舗仕様による1店舗当たりの電力使用量対比
1店舗当たりのレジ袋使用量推移
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枚数（千枚） 重量 （kg）

2010年度

573

208,237

2008年度

684

227,611

2009年度

619

207,305

サンクス厚木岡津古久店

※省エネ・エコ店舗は建築時のCO2 排出量削減も含めて算出

レジ袋削減ポスター
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生産・配送工程も環境に配慮 食べ物を無駄なく活用
食品リサイクルループ

　食品リサイクルループとは、食品の製
造・販売の過程で出る食品残

ざん

渣
さ

（店舗で
廃棄されたお弁当など）を飼料や肥料に変
え、その飼肥料で育てた農畜産物を製品
に使用する仕組みのことです。サークルK
サンクスでは、この仕組みを活用し、食品の
無駄を減らす取り組みを行っています。

　2009年度から食品残渣の肥料化に取
り組んでいますが、2010年度は新たな取
り組みとして、飼料を製造し、豚の飼育に
使用。その豚肉を利用して製造した惣菜

品リサイクルループとは？

品リサイクルループから誕生した商品

食

食

もっと知りたい方は トップページ 企業情報 社会・環境への取り組み 環境への取り組み
環境活動 廃棄物の削減とリサイクルの推進

環境への取り組み

食品残渣回収店舗

農畜産物の
飼料・肥料に

生産者 処理業者

堆肥・飼料に加工

パン「てりやきそぼろ＆ハンバーグパン」は、
関東地区の店舗で販売されました。（2011
年6月販売）

「てりやきそぼろ＆ハンバーグパン」

食品残渣回収 畜産物の飼料に



　2009年以降、スーパーバイザーが店舗
巡回に使用する車輌に、CO2排出量の少
ないPHV（プラグインハイブリッド）車を導
入しています。また、主に導入地域内の一

部店舗には充電スタンドを設置し、一般の
お客様にも開放しています。今後もCO2

排出削減に向けさまざまな取り組みを進
めていきます。
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環境への取り組み

地域の皆様にも配慮

　商品の配送は、1台の車輌に温度帯の
異なる2室を設けた「二室式二温度管理
車輌」で行っているほか、サークルK、サン
クス両ブランドの商品を一台にまとめて積
載しています。また、2011年度からは、常
温商品の配送について適時適量物量の考
え方による大幅な見直しを実施し、1店舗
当たりの配送車輌削減と、それによる環境
負荷の低減を進めています。CNG（天然ガ
ス）車・ハイブリッド車による配送やアイド
リングストップの啓発も行い、環境負荷の
低減を図っています。

　『2011年度 私たちサークルKサンクスの
社会・環境への取り組み（ダイジェスト版）』
をお読みいただきありがとうございます。
　このたびの東日本大震災により被災さ
れた皆様に、心よりお見舞い申し上げま
す。今回の経験から、コンビニエンススト
アが社会のライフラインとして、極めて大き
な役割と責任を担っていることを改めて認
識し、使命感を強くしています。
　サークルKサンクスは創業31年目に当
たる2011年を「『新しい』コンビニの創業
元年」と位置づけています。

　今後の成長戦略として、「高齢者（中高年
層）にやさしいコンビニエンスストア」を掲
げ、商品面でもサービス面でも、身近で便
利なコンビニエンスストアの特性を活かし
た展開を進めています。現在ご利用いた
だいているお客様にも、これからの消費の
主役でもある中高年以上のお客様にも、こ
れまで以上にご支持いただけるコンビニ
エンスストア作りを進めます。
　お客様に対して「コンビニの利便性」を提
供しながら、地球環境への負荷を可能な限
り低減していくことも、私たちの本業におけ
る重要な役割だと考えます。店舗におけ
るCO2 排出量の削減や、ごみの減量など
のために、さまざまな取り組みを行ってい
ます。 環境への取り組みについては、本報
告書及び『社会環境報告書 2011』にて詳
しくご報告しています。
　これらの取り組みの基本にあるのは、

「お客様にWAKUWAKU（ワクワク）して
いただける、そしてお客様に選ばれるお店
を作りたい」という強い思いです。本報告
書を通して、当社の取り組みをより身近に
感じていただくことができればうれしく思
います。

境にやさしい商品の配送環

もっと知りたい方は

ラグインハイブリッド車の導入プ

充電しているプラグインハイブリッド車

導入台数（2011年5月末時点）

温度帯別共同配送の仕組み

PHV車

充電スタンド

トップメッセージ

「お客様にWAKUWAKU（ワクワク）
していただけるお店」をめざして

株式会社サークルKサンクス
代表取締役社長

トップページ 企業情報 社会・環境への取り組み
●社会への取り組み 食の安心・安全
●環境への取り組み 環境活動 温暖化防止対策（CO2削減）

地域

愛知県

神奈川県

愛知県

神奈川県

台数

7台
10台

3台

10台

17台5台

合計

アイスクリーム、
冷凍食品

加工食品、
雑貨、飲料など

店舗

3〜7℃
サンドイッチなど
16〜20℃
弁当、おにぎりなど

-20℃
以下

3~
7℃

16~
20℃ 常温

共同配送センター

温度帯別配送

サンクス

愛媛県 2台



本報告書は、制作において以下の点に配慮しました。

●「古紙リサイクル適正ランクリスト」の最高ランクを獲得した用
紙を使用しているので、そのままリサイクルにお出しいただけま
す。この印刷物は新聞や雑誌、書籍などへのリサイクルが可能
です。

●誌面構成においては、年齢や個人差にかかわらず多くの方に見
やすいデザインを心がけ、ユニバーサルデザインフォントを採
用したほか、配色や図表はカラーユニバーサルデザインに配慮
しました。

●揮発性有機化合物といった鉱物油成分を含まないばかりか、印
刷後のインキローラーを水性洗浄液で洗えるインキを使用し、
環境に配慮したグリーンプリンティング認定工場で印刷しまし
た。また、イソプロピルアルコールなどの有害物質を排出しない
水なし印刷を採用するなどW2システムに適合しています。

●この報告書は、製造に伴うCO2 排出量が日本カーボンオフセッ
トを通じてオフセット（相殺）され、チャレンジ25キャンペーンに
貢献しています。

〒 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

http://www.circleksunkus.jp/company/activity/
questionnaire/index.html

お読みいただきありがとうございました。
ぜひ、アンケートへのご協力をお願いします！

サークルKサンクスは
チャレンジ25キャンペーン
に参加しています。

2010年度版は、エコ印刷研究会が主催する『第4回 エコ印刷大賞＜環境報告書・CSRレポート2010＞』において大賞を受賞しました。
2011年度も引き続き、環境に配慮した制作を心がけています。

10,000冊作成のための総排出量954.9kg

95.5




