
2012 社会・環境にやさしい

いくつ
知ってる？

秘密



サークルKサンクスの社会・環境活動

あなたの街にも、
秘密がいっぱい!？
サークルKサンクスがめざすのは、お客様の暮らしを支えるだけではなく、
地域社会や地球環境にもやさしいコンビニエンスストア。
あなたの身近な場所や、目に見えないところで、さまざまな取り組みを行っています。

秘密

1 一人ひとりの暮らしを支える、
新しいコンビニエンスストアへ

秘密

8 商品を効率的に店舗へ届ける、
二室のトラック

秘密

2 “食の安心”を陰で支える、
厳格な品質管理体制

秘密

7 さまざまな取り組みを通じて、
お客様と一緒に環境活動

秘密

3 お客様の社会貢献を、
身近な場所でお手伝い

秘密

4 地域活性化をめざして、
地元の方々と商品作り

秘密

5 省エネ・エコにこだわった、
最先端の店舗設備

秘密

6 魔法の仕組みで、
食材を無駄なくリサイクル

加盟店と本部が一体となり、
社会・環境にやさしい取り組みを進めています。
加盟店と本部は共存・共栄を図るパート
ナーです。フランチャイズ契約により理念
とビジョンを共有しながらそれぞれの役割
を果たすことで、社会・環境に貢献し、お客
様に信頼される店舗作りを進めています。 加盟店 本部

フランチャイズ
契約



中京地域
愛知県産の米、卵、
キャベツを使った
「親子でかつ丼」

秘密
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社会への取り組み　

一人ひとりの暮らしを支える、新しいコンビニエンスストアへ

幅広い層のお客様に、より便利にご利用いただけるお店をめざして、
青果・生鮮商品などを揃えた「ミニスーパー型」や、広いカウンター
スペースやイートインスペースなどを設けた「ファーストフード強化
型」など、新しい形態の店舗作りを進めています。また、駅構内や商
業施設などさまざまな立地での出店を強化し、さらなる利便性向上
に取り組んでいます。

お客様視点で使いやすさを追究した

「新店舗フォーマット」

“食の安心”を陰で支える、厳格な品質管理体制

お客様の社会貢献を、身近な場所でお手伝い 秘密

4 地域活性化をめざして、地元の方々と商品作り

さまざまな危害要因から食品を守るため、全ての専用工場にお
いて原材料から製品まで一貫した品質管理を実施。製造・出荷・
配送・陳列・販売の全ての工程において危害要因を排除するこ
とで、食品の安全性を確保しています。

さまざまな危害要因から食品を守る

「原材料から製品まで一貫した品質管理」

■品質と安全管理のイメージ

危害要因排除
帳票管理・情報開示ラベル

原材料から製品まで一貫した品質管理

温度管理・鮮度管理 配送

店舗
商品 商品

食品の主な危害要因
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地元で採れた食材を、地元のお客様へ

「MOTプロジェクト」
お客様とともに行う

「社会貢献活動」
「MOTプロジェクト」は、JIMOTO（地元）・MOTTO（もっと）・
MOTTAINAI（もったいない）をコンセプトにした地産地消の取り
組みです。全出店エリアにおいてプロジェクトを展開し、地元食材
を使用した地域密着型商品を地元の方々とともに開発・販売し
ています。

企業の社会的責任として、NPO団体への支援も継続
的に実施しています。2012年度からは「公益財団法人 
みちのく未来基金」を通じて、東日本大震災で親を亡
くした子どもたちが将来の夢をあきらめず進学できる
よう、10年間にわたり支援していきます。

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。

NPO団体の活動を支援

“食事とからだのベストバランス”を考えたオリジナルブランド「THINK BODY」（シン
クボディ）では、管理栄養士が監修する健康志向商品を展開し、お客様の健康的な食
生活をサポートしています。

“健康面の安心”にも配慮した商品展開

各自治体と包括協定を締結し、地産地消や子育て・高齢者支援、観光振興、環境活動などの取り組みについて連携を図っていま
す（2012年8月現在、26道府県1市と協定を締結）。
また、東日本大震災への対応をきっかけに、2012年2月より移動販売車「WAKU WAKU号」を導入。宮城県内を中心に巡回営
業しています。今後も社会のインフラとして、地域に密着した取り組みやサービスを実施していきます。

地域社会のインフラとして

「焼きとり」や「串カツ」などのカウンターフーズや各種お惣菜など、家庭の台所支援につながるさまざまな商品を販売していま
す。また、素材本来の味わいを楽しめる「チルド弁当」や、店頭設置のコーヒーマシンを使った本格的なおいしさの「淹れたて
コーヒー」を展開するなど、お客様の“食の楽しみ”を支えるオリジナル商品の拡充を進めています。

多様なニーズに応える、オリジナル商品

サークルKミニ名古屋久屋大通店

■2011年度に支援を行ったNPO団体
JHP・学校をつくる会

カンボジアの学校の子どもたち
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。

ファミリーハウス

全店に募金箱を設置し、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。お客様より寄せられた募金は、「全国盲導犬普及キャン
ペーン」、「緑の募金」、「ユニセフ募金」などの社会貢献に活用しています。なお、
募金については「カルワザクラブ」※のポイントとの交換でも受け付けています。

新潟地域
新潟県産米粉を使用した
「クレープサンドケーキ
 苺クリーム＆チーズクリーム」
※2012年7月からは全国販売。

※「全国盲導犬普及キャンペーン」（2011年
4月1日～7月31日実施）は、東日本大震災被
災者支援の緊急募金実施のため、カルワザ
ポイント交換募金のみ実施しました。

■2011年度 店頭通常募金結果
　（募金額は、〈　〉内のカルワザポイント交換分を含む）

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

募金額

40,800円
〈40,800円〉

18,509,499円
〈61,800円〉

22,034,572円
〈137,700円〉

※カルワザクラブ：サークルKサンクスのお得な会員クラブです。（詳しくは、http://karuwaza.jp/からどうぞ）。
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さまざまな取り組みを通じて、お客様と一緒に環境活動

お客様とともに行う

「レジ袋削減への取り組み」

店舗
食品残渣回収

処理業者
堆肥・飼料に加工

生産者
農畜産物を生産

■食品リサイクルループの仕組み

お客様へのお声がけや、ポスター掲示・店内放送での啓発により、継続的にレジ袋削
減に取り組んでいます。また、レジ袋自体の薄肉化やサイズ変更も実施し、2011年度
には、2000年度比で4割以上のレジ袋削減（重量換算）を達成しました。今後もお客様
のご協力のもと、レジ袋削減に向けた取り組みを推進していきます。

魔法の仕組みで、食材を無駄なくリサイクル

食品廃棄物を飼肥料に再生利用

「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
食品残渣（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で
す。サークルKサンクスではこの仕組みを活用して収穫したニ
ンジンを一部のお弁当に使用するなど、食品の無駄を減らす
取り組みを継続的に行っています。

2014年度までに1店舗あたりのCO2排出量を2007年度対比で8%削減することを目標に、各店舗で使用電力量の削減に取り
組んでいます。店内照明のLED化などさまざまな節電対策を講じた結果、2011年度時点では、1店舗あたり7.11%削減（2007
年度比）となっています。

CO2排出量削減目標の達成に向けて

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行っています。この取り組みにより、2011年度は24.7ト
ン分のCO2排出権が償却されました。
※カルワザクラブ：サークルKサンクスのお得な会員クラブです。（詳しくは、http://karuwaza.jp/からどうぞ）。

「カルワザクラブ」のポイントをCO2排出権と交換

2011年度は、食品リサイクル法における発生抑制も含めた再生利用等実施率は52.5%、発生抑制を含まない単純な食品リサ
イクル率は22.1%となりました。

食品リサイクルの進捗状況

太陽光パネル（サークルK一宮花池店）

ざんさ

効率的な配送で、環境負荷を低減

「温度帯別共同配送」
■温度帯別共同配送の仕組み

環境にやさしい商品の配送をめざし、1台の車両に温度帯の
異なる二室を設けた「二室式二温度管理車両」での配送や、
温度帯別の効率的な配送を行っています。また、CNG（天然
ガス）車やハイブリッド車といったエコカーによる配送や、ド
ライバーへのアイドリングストップの啓発なども実施し、環
境負荷の低減を図っています。

店舗巡回に使用する車両にもハイブリッド車やPHV（プラグインハイブリッド）車を導入し、CO2
排出量の削減に努めています。また、主にPHV車導入地域内の一部店舗に充電スタンドを設置
し、一般のお客様に開放しています。

店舗巡回車にもエコカーを導入

共同配送センター

店舗

アイスクリーム・
冷凍食品

-20℃以下

加工食品・雑貨・
飲料など

常温

弁当・おにぎり
など

チルド飲料・
調理パンなど

二室式二温度
管理車両

16～
20℃

3～
7℃

温度帯
別配送

境への取り組み　

秘密

5 省エネ・エコにこだわった、最先端の店舗設備

環境に配慮した店舗作りの一環として、太陽光パネル及び蓄電池の実験導
入を行っています。日中に太陽光パネルで発電した電力を蓄電池に充電し、
夜間の看板照明電力などに利用することで、看板照明点灯によって排出され
るCO2排出量は理論上“ゼロ”となります。また、小型設備を含め、電力を使
用するほぼ全ての店舗設備にセンサーを取り付けて使用電力量を測定（見える化）する取り組みも実施し、店舗節電
オペレーションの検証を行っています。こうした取り組みを通じて、省エネ店舗の推進に努めています。

これからの省エネ店舗を見据えた

「環境にやさしい店舗作り」

秘密

8 商品を効率的に店舗へ届ける、二室のトラック

秘密
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トップメッセージ
「新しいコンビニエンスストアづくり」に向けて

〒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）
http://www.circleksunkus.jp

　2011年は、東日本大震災により、当社においても店舗やサプライチェーンに大きな影響
を被りました。一方で、私たちがお客様、地域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に改めて気づかされ、その使命感をさらに強くした1年となりました。
　震災後、女性層や中高年層など新たな客層の来店が増加している中、当社は、「新しいコ
ンビニエンスストアづくり」に取り組んでいます。新たな立地・商圏への出店や、立地に応じ
た品揃えなど、お客様に対してさらなる利便性を提供していきます。
　また、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。当社では、地球温暖化防止に向けたCO2排出量削減目標「2014年度ま
でに2007年度対比で、1店舗あたり8%削減」に向けて取り組んでいます。特に震災後の節
電要請に対しては、スピードを上げて各種設備の積極的な導入を進めました。既存の店舗に
おいては店内照明のLED化を推進し、2011年秋以降の新店には、店内外の全照明にLED
を導入しています。さらには、小型設備も含めた設備の電力消費量をリアルタイムで計測で
きるセンサーや、太陽光パネルと蓄電池なども実験導入し、不透明な電力供給状況への対
応を進めています。今後もお客様や地域にお住まいの方々、またお取引先の方々のご理解
とご協力をいただきながら、環境の取り組みを進めてまいります。
　2012年度も、サークルKサンクスにとって大きな進化を遂げる1年にしたいと考えており
ますので、本誌を通して、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。また、忌憚のないご意見、ご感想をいただければ幸いです。

本誌は、サークルKサンクスの社会・環境活動の中から、特に注力している取り組みやお客
様に身近な取り組みを、社会・環境分野に分けて掲載しています。 より詳細な情報をステー
クホルダーごとに分類して掲載した「社会環境報告書2012」をWebサイトに掲載しており
ますので、併せてご覧ください。

代表取締役社長

「2012 社会・環境にやさしい サークルKサンクスの秘密」について

「サークルKサンクス 社会環境報告書2012」
http://www.circleksunkus.jp/company/activity/

543

本誌

54.3




