
タイトル期間 金額（千円） 累計（千円） 実施店舗 寄付先
2016年度　チャリティ・寄付 一覧

一般財団法人
「クリステル・ヴィ・アンサンブル」

一般財団法人
「クリステル・ヴィ・アンサンブル」

店舗外の出展
（代々木公園）

グループ店舗

日本百貨店協会経由、
熊本県「平成28年
熊本地震義援金」、

大分県「平成28年4月
地震大分県被災者義援金」

グループ店舗

伊勢丹新宿本店

社会福祉法人
「佐賀県共同募金会」伊勢丹新宿本店

認定ＮＰＯ法人「乳房健康
研究会」､「ピンクリボン in 

函館Team PINK！」、「ピンク
リボンかがわ県協議会」、
「ピンクリボンえひめ」、

認定ＮＰＯ法人「ハッピーマンマ」

グループ店舗

4,358

44

4,358

44

4,1114,111

160160

29,537
2007年より

4,705

熊本県
「平成28年熊本地震義援金」

伊勢丹新宿本店
三越日本橋本店

三越銀座店
219219

「世界から猫が消えたなら」
チャリティキャンペーン

東宝（株）とコラボし、映画「世界から猫が
消えたなら」の公開に合わせ、チャリティ
キャンペーンを実施。映画に登場する
二匹の猫の、マスコットをチャリティ販売

環境省
「エコライフフェア」ワークショップチャリティ

日本百貨店協会
“熊本地震”復興支援チャリティ

百貨店オリジナル くまモンのチャリティ
グッズ限定販売
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チャリティ販売
ジャパンセンスィズ期間中、催事場（リビング）
にて販売した該当商品の売上を全額寄付

ピンクリボンキャンペーン

2016年５月

８月

10月

10月

６月

10月
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5,964
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4343
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一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブ
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チャリティ合計 95,74227,500

2016年度 店頭募金合計 86,82515,241
2016年度 チャリティ・店頭募金 合計 182,56742,741

75,2303,646

熊本県【熊本地震】義援金 3,000

日本赤十字社グループ店舗【熊本地震】店頭募金 2016年4月より実施11,29911,299
イタリア大使館イタリア展開催店舗【イタリア中部地震】店頭募金 2016年9月より、イタリア展会場内にて実施118118

鶴屋百貨店 【熊本地震】義援金 1,000
日本赤十字社【熊本地震】義援金（マッチングギフト） 6,006
イタリア大使館

308,500シンガポールドル
100,000バーツ

5,000アメリカドル
1,000ユーロ

（2016,12レート）

【イタリア中部地震】義援金 3,000

シンガポール伊勢丹 24,750
バンコク伊勢丹 324
米国三越 582
ローマ三越 123

2016年度 義援金合計（千円） 13,006

2016年度海外店寄付金合計（円換算） 25,779

鳥取県伊勢丹新宿本店【鳥取中部地震】店頭募金 2017年2月鳥取展開催期間中店頭募金実施6262
社会福祉法人「新潟県共同募金」新潟三越伊勢丹【糸魚川大火】店頭募金 2017年1月～3月、店頭募金実施116116
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向きあって、その先へ。

真摯に、しなやかに、力強く、向きあいます。

お客さま一人ひとりと向きあいます。   ご要望とご期待に感動レベルのおもてなしでお応えします。

仲間たちと向きあいます。   学びあい、磨き合い、新たな価値を創造します。

株主の皆さまと向きあいます。   公正透明な経営を基盤に、誠意と成果でお応えします。

パートナーの皆さまと向きあいます。   顧客満足を合言葉に、最良の関係を築きます。

地域、社会、地球と向きあいます。   ありたい未来の実現に向けて貢献します。

将来にわたり、かけがえのない信頼関係を築いていきます。

「常に上質であたらしいライフスタイルを創造し、

お客さまの生活の中のさまざまなシーンでお役に立つことを通じて、

お客さま一人ひとりにとっての生涯にわたるマイデパートメントストアとなり、

高収益で成長し続ける世界随一の小売サービス業グループ」となる。

グループの姿勢

三越伊勢丹グループスローガン

グループビジョン

掲載データは原則、2016年4月から2017年3月、記載情報は、2017年9月末までを含みます。

●報告対象期間

C ON T E N T S
三越伊勢丹グループ企業理念
トップメッセージ
7つの課題への取り組み
 ■ コミュニティへの参画及び発展
 ■ 消費者課題
 ■ 公正な事業慣行

 ■ 労働慣行
 ■ 人権
 ■ 環境
 ■ 組織統治
エンゲージメント

15
17
18
20
22

2
3
4
4
11
14

三越伊勢丹グループ企業理念 トップメッセージ

ステークホルダーの皆様との
対話を重視する経営をめざして。
代表取締役社長執行役員 杉江　俊彦

私たち三越伊勢丹グループは、「世界随一の小
売サービス業グループ」を目指していくことをグ
ループビジョンに掲げ、2008年に誕生いたしま
した。
この春でグループが誕生し9年目を迎えます
が、その間に業態間の競争はさらに激化し、消費
環境もモノからコトヘシフトするなどの多様化が
進んでいます。
このような環境の中で、私たち三越伊勢丹グ
ループが持続的な成長を遂げていくためには、百
貨店事業における更なる生産性の向上と成長戦
略の構築による収益力の向上が急務となってお
ります。業績回復のためにも、2017年から2018
年度にかけては、構造改革にスピードを持って取
り組むと共に、成長事業の選択と集中を図ること
で、2020年度までに再成長に向けた道筋を確実
なものとして参ります。

これを実現していくために、従業員やお取組先
とともに日本一働きやすく自由闊達で活気のある
三越伊勢丹グループを創り上げ、お客さまをはじ
めとしたステークホルダーの皆様と今まで以上に
向き合い、対話を重視した公正で透明性の高い
経営を目指して参ります。
更なる企業価値の向上を目指し、「私たちの存
在意義は何か」、「お客さまやマーケットから何を
期待されているのか」、「私たちの強みは何か」を
今一度見つめなおし、三越伊勢丹グループが一
丸となって経営改革を進め、事業の選択と集中を
行っていくことで、足元の業績を回復させ、一刻も
早く成長軌道にのせて参ります。
ステークホルダーの皆様におかれましては、今
後も一層のご支援を宜しくお願い申し上げます。

32 三越伊勢丹グループ CSRレポート2017 三越伊勢丹グループ CSRレポート2017



向きあって、その先へ。

真摯に、しなやかに、力強く、向きあいます。

お客さま一人ひとりと向きあいます。   ご要望とご期待に感動レベルのおもてなしでお応えします。

仲間たちと向きあいます。   学びあい、磨き合い、新たな価値を創造します。

株主の皆さまと向きあいます。   公正透明な経営を基盤に、誠意と成果でお応えします。

パートナーの皆さまと向きあいます。   顧客満足を合言葉に、最良の関係を築きます。

地域、社会、地球と向きあいます。   ありたい未来の実現に向けて貢献します。

将来にわたり、かけがえのない信頼関係を築いていきます。

「常に上質であたらしいライフスタイルを創造し、

お客さまの生活の中のさまざまなシーンでお役に立つことを通じて、

お客さま一人ひとりにとっての生涯にわたるマイデパートメントストアとなり、

高収益で成長し続ける世界随一の小売サービス業グループ」となる。

グループの姿勢

三越伊勢丹グループスローガン

グループビジョン

掲載データは原則、2016年4月から2017年3月、記載情報は、2017年9月末までを含みます。

●報告対象期間

C ON T E N T S
三越伊勢丹グループ企業理念
トップメッセージ
7つの課題への取り組み
 ■ コミュニティへの参画及び発展
 ■ 消費者課題
 ■ 公正な事業慣行

 ■ 労働慣行
 ■ 人権
 ■ 環境
 ■ 組織統治
エンゲージメント

15
17
18
20
22

2
3
4
4
11
14

三越伊勢丹グループ企業理念 トップメッセージ

ステークホルダーの皆様との
対話を重視する経営をめざして。
代表取締役社長執行役員 杉江　俊彦

私たち三越伊勢丹グループは、「世界随一の小
売サービス業グループ」を目指していくことをグ
ループビジョンに掲げ、2008年に誕生いたしま
した。
この春でグループが誕生し9年目を迎えます
が、その間に業態間の競争はさらに激化し、消費
環境もモノからコトヘシフトするなどの多様化が
進んでいます。
このような環境の中で、私たち三越伊勢丹グ
ループが持続的な成長を遂げていくためには、百
貨店事業における更なる生産性の向上と成長戦
略の構築による収益力の向上が急務となってお
ります。業績回復のためにも、2017年から2018
年度にかけては、構造改革にスピードを持って取
り組むと共に、成長事業の選択と集中を図ること
で、2020年度までに再成長に向けた道筋を確実
なものとして参ります。

これを実現していくために、従業員やお取組先
とともに日本一働きやすく自由闊達で活気のある
三越伊勢丹グループを創り上げ、お客さまをはじ
めとしたステークホルダーの皆様と今まで以上に
向き合い、対話を重視した公正で透明性の高い
経営を目指して参ります。
更なる企業価値の向上を目指し、「私たちの存
在意義は何か」、「お客さまやマーケットから何を
期待されているのか」、「私たちの強みは何か」を
今一度見つめなおし、三越伊勢丹グループが一
丸となって経営改革を進め、事業の選択と集中を
行っていくことで、足元の業績を回復させ、一刻も
早く成長軌道にのせて参ります。
ステークホルダーの皆様におかれましては、今
後も一層のご支援を宜しくお願い申し上げます。

32 三越伊勢丹グループ CSRレポート2017 三越伊勢丹グループ CSRレポート2017



当グループでは、2011年度から世界に誇れる日本の良さ

をあたらしい価値として再認識していただく取り組みを

「JAPAN SENSES」と題して紹介しています。

急速な少子高齢化や経済のグローバル化が進むなかで、

地域社会を取り巻く環境が変化しています。地域産業の疲

弊や地域文化の衰退など、社会の課題に向き合い、企業活

動を通じてその解決に貢献することで、かかわりのあるすべ

ての人々のその先（未来）が豊かになる活動ととらえ、取り組

んでいます。

2017年春の「JAPAN SENSES」は、３月29日より、伊勢

丹新宿本店、三越日本橋本店、三越銀座店を中心としたグ

ループ店舗12店舗で、九州をフォーカスエリアとした日本の

良さを発信しました。

2013年発行のCSRレポートから、国際規格ISO26000「社会的責任に関する手引き」の中核主題に従って、
三越伊勢丹グループのCSRへの取り組み内容を開示しています。これからもグループ全体でCSR活動を
効果的に推進していくために、取り組み内容をより明確にし、継続的に取り組んでまいります。

７つの課題への取り組み

伊勢丹新宿本店本館1階 ザ・ステージ

ファッションブランドとの
コラボレートアイテム

大島紬で仕立てた
インテリア茶箱

「CURATOR OF KYUSHU」スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソン氏の
限定波佐見焼招き猫

文化･芸術

三越伊勢丹グループは、企業理念とCSR方針を、より具体的に「活動」として実施するとき、何を目的に活動するのか、様々な課

題のなかで重点的に取り組む領域は何にするのか、どのように取り組んでいくのか、を示す内容を、社会貢献活動の基本原則とし

てまとめました。

社会貢献活動基本原則 日本のもの・こと・ひとづくり「JAPAN SENSES」

■伊勢丹新宿本店 「Supporting Local Youth」
伊勢丹新宿本店のテーマは、「Supporting Local Youth

～地方で頑張っている若手を応援します～」。今回のフォー

カスエリア九州にスポットを当てた「STAND 九州」を開催。

また、地域創生の取り組みとして、日本を代表する伝統工芸

品である大島紬を、三越伊勢丹のフィルターを通して、高い

ファッション性や新しい価値を加えて提案しました。

●STAND 九州
“日本全国の地域活性化に貢献する”。この志のもと、

2016年12月に株式会社ビームスと始動したプロジェクト

「STAND FORTY_SEVEN」。その本格的スタートとなった

「STAND 九州」は、九州で活躍する次世代のデザイナー、ク

リエーター、職人などにフォーカスしたコラボレーション企画

イベントです。

伝統工芸品に新しい可能性を模索する「NEW CRAFT& 

ART」、福岡で一番旬な糸島をクローズアップした「FOOD 

MARKET」、人気作家とのコラボレート作品を集めた

「CURATOR OF KYUSHU」、町おこしの一環として新しい

土産品をプロデュースする「NEW MOVEMENT」の４つの

カテゴリーで、こだわりのモノ・コトを本館１階ザ・ステージで

展開しました。

●未来に繋ぐ大島紬STORY
日本を代表する伝統的工芸品の一つである大島紬は約

1,300年の歴史をもつ絹の絣織物。奄美大島を発祥とし、現

在は奄美大島・鹿児島市を中心に生産されています。精緻な

絣模様や、自然を生かした染色技法「泥染め」から得られる

美しい色合い。その魅力をデザイナーとのコラボレートアイ

テムなどを通して紹介しました。

本館７階呉服プロモーションでは、テキスタイルデザイ

ナー須藤玲子氏と、クチュリエの服部幸之助氏による大島紬

を使用して制作したアートピースを、本館５階ウエストパー

クでは、〈インテリア茶箱クラブ〉が大島紬を使って仕立てた

インテリア茶箱を中心に、グッズなどを展示しました。

コミュニティへの参画及び発展

三越伊勢丹グループ企業理念 ＜グループビジョン＞

「常に上質であたらしいライフスタイルを創造し、
お客さまの生活の中のさまざまなシーンでお役に立つことを通じて、

お客さま一人ひとりにとっての生涯にわたるマイデパートメントストアとなり、
高収益で成長し続ける世界随一の小売サービス業グループ」となる。

三越伊勢丹グループ企業理念に基づき、社会の様々な課題に向きあい、
企業活動を通じてその解決に貢献することで、

かかわりのあるすべての人々のその先（未来）が豊かになる活動。

三越伊勢丹グループCSR方針 ＜定義＞

三越伊勢丹グループ 社会貢献活動基本原則

三越伊勢丹グループは、企業理念に基づき、地域社会の要請や期待に応え、
お客さまをはじめとするステークホルダーとの信頼を築き、
夢や希望にあふれた明るい未来づくりに貢献し続けます。

１．重点領域

２．活動において大切にすること
①お客さまや地域社会とのコミュニケーションやパートナーシップを大切にします。
②３～５年を原則として、継続的に活動を行います。
③自社の経営資源や事業特性を生かします。
④従業員の自発的参加を支援します。
⑤ステークホルダーの皆さまとともに、活動の輪を広げていきます。
⑥NPO/NGOとの協働で、相互の特性を生かしたよりよい活動を行います。

「文化・芸術」「被災地支援」「地域の人 と々暮らしの応援」を中心に活動していきます。
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2016年８月、お客さまに身近な環境でアートやクリエー

ションを感じていただく取り組み「アート&クリエーション」を

伊勢丹新宿本店・三越日本橋本店・三越銀座店の３店舗で

開催しました。

これは「アート」や「クリエーション」を三越伊勢丹のフィル

ターを通してお客さまに身近に感じていただき、新たな価値

として提案するとともに、次代を担う若手のアーティストの

方々に発表の場を提供するなど、次世代育成につながる取り

組みです。３店舗の独自性を生かした展開により、それぞれ

の店舗を回遊してお楽しみいただきました。

７つの課題への取り組み

「ジアン×源右衛門窯」ブルーが印象的な器の数々

大島紬の身近なアイテム

大分県臼杵市産の食材

カラフルなファブリックの
「インテリア茶箱」

吉野央子氏による
ショウウインドウ

「夏の芸術祭2016 次代を担う若手作家作品展」

デザインアワード グランプリ受賞作品
川崎 美波さん「UKIYOJI 浮世楊枝」

三越日本橋本店本館1階中央ホール三越日本橋本店「アート＆クリエーションデザインアワード」

アート&クリエーション

三越日本橋本店のテーマは「九州一等賞」。九州の暮らし

の魅力を発掘し、伝統の技に現代のエッセンスを取り入れた

アイテムの紹介などを通じて、地域創生につなげました。

本館５階リビングフロアでは、有田の〈源右衛門窯〉とフラ

ンスの陶器工房〈ジアン〉による、東西のブルーをテーマにコ

ラボレート企画を開催。本館１階では、大島紬のストールや

ポーチなどを身近なアイテムとして提案し、本館地下１階食

品フロアでは、自治体ぐるみで土づくりや有機農業に取り組

む大分県臼杵市産の食材を紹介しました。また臼杵市と市

民の活動を追った記録映画「100年ごはん」を、新館９階カ

ルチャーサロンで上映しました。

■三越日本橋本店 「九州一等賞」
三越銀座店では、「The Power of 九州」と題し、九州の伝

統技術に都会的な感性を掛け合わせた工芸品の多彩な魅

力を発信しました。

本館７階ジャパンエディションでは、九州のモノづくりから

大分の竹の手仕事と、大胆さと繊細さを合わせもつ薩摩切

子をクローズアップしました。

■三越銀座店 「The Power of 九州」

三越日本橋本店では、東京藝術大学とのコラボレーション

企画を中心に、身近に「アート」に触れて楽しんでいただける

取り組みを全館でご紹介しました。

本館1階中央ホールでは、東京藝術大学美術学部デザ

イン科のご協力のもと、MITSUKOSHI×東京藝術大学デザ

インコンペティション 「アート&クリエーションデザイン

アワード」を開催。「未来に繋ぐ日本橋×にほんばし土産“ミヤ

ゲ”」をテーマに、土産の“ミヤゲ”の新しいカタチを自由な発

想で表現した、26人の学生によるアート作品を展示し、審査

員と展示期間中のお客さまの投票によって各賞の受賞者を

選出しました。

■三越日本橋本店 「三越アート&クリエーション」

本館６階美術フロアでは、「夏の芸術祭2016 次代を担う

若手作家作品展」を開催。東京藝術大学美術学部各専攻の

若手作家約200人の作品を一堂に展示しました。

横尾忠則氏の作品

三越銀座店では、大人目線の上級ポップカルチャー・アイ

テムを提案する「GINZA POP CULTURE」を開催しました。

ハイカルチャーの本質を知り、サブカルチャーへの好奇心

も抱く、大人の審美眼に叶うような、ライフスタイルに装いに

遊び心とアート性を加えるファッションアイテムなどを紹介

し、VPスペースでは、「ジャパン ポップカルチャー」として象

徴的なアートを展示しました。

■三越銀座店 「GINZA POP CULTURE」

伊勢丹新宿本店では、「オトナのココロを満たす新しい

ポップカルチャー」をテーマに、「イセタンアート&クリエー

ション2016」を開催しました。

ファッションとアート、アナログとデジタル、伝統と革新、さ

まざまな要素が出会い、ミックスされ、創り出される新しい

ポップカルチャーを本館およびメンズ館各階で紹介。また、

本館のショウウインドウは、三越伊勢丹×瀬戸内国際芸術祭 

コラボエキシビジョン「SETOUCHI ART@伊勢丹新宿店」

として、アーティスト吉野央子（よしのおうじ）氏を起用し、木

彫の海の生物や海底から引き揚げられたものなどで海の世

界観を演出したアートで彩りました。

■伊勢丹新宿本店 「イセタンアート&クリエーション2016」

モダンなアレンジを取り入れた竹細工品

熟練の職人によって生み出される薩摩切子
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被災地支援

愛媛県美術館で開催した企画展「生誕140年杉浦非水 

開花するモダンデザイン展」（2017年２月22日～３月30日）

に、三越伊勢丹が所蔵する史料の出品協力をしました。

この企画展では、愛媛県美術館の非水コレクション約

7,000点を中心に、愛媛県松山市出身の杉浦非水が、三越

図案部社員として三越呉服店ポスターなど幅広い分野での

創作活動をした作品の数々が展示・紹介されました。

７つの課題への取り組み

杉浦非水画 明治～大正時代の三越PR誌

くまモンのチャリティグッズ（各300円/税込、寄付金100円含む）

植樹参加メンバー

三井記念美術館で開催された、国立劇場開場50周年記念

「日本の伝統芸能展」（2016年11月26日～2017年１月28

日）に、三越伊勢丹所蔵の歌舞伎衣裳を出品協力しました。

三越は、明治40年に三越衣裳部を新設して貸衣裳業を

開始。多くの歌舞伎衣裳を受注製作、名優の舞台姿を飾り

ました。所蔵する歌舞伎衣裳は、日本の伝統芸能の貴重な史

料として認められています。

2017年５月29日、当グループは「鎮守の森のプロジェク

ト」様のご協力のもと、宮城県岩沼市で植樹活動を行いまし

た。このプロジェクトは、東日本大震災の大津波によって被害

を受けた南北約300kmにわたる海岸沿いに、土地由来の広

葉樹を植樹することで津波や火災などの被害を低減し、多く

の生き物の命を守る「緑の森の防潮堤」を築くことを目的とし

ています。

当グループは2013年秋より本プロジェクトに参画。当日

は、当社会長をはじめ、当グループの全スタイリスト（販売

員）から選ばれた優秀スタイリスト「エバーグリーン2017」の

メンバーと、仙台三越や本社スタッフを含め総勢90人が参

加。936本の苗木を植えつけ、これまでの植樹本数は2,776

本となりました。

当グループは、今後も被災地復興に向けた社会貢献活動

に継続して取り組んでまいります。

■東日本復興支援どんぐりバッヂチャリティ
2014年より当グループが、被災地支援のひとつとして取り

組む「東日本復興支援どんぐりバッヂチャリティ」を2017年３

月１日より、全国の三越伊勢丹グループ各店で実施しました。

このチャリティは、復興へと向かうシンボルマークとして

「どんぐり」をデザインしたバッヂをお客さまにお買上げいた

だき、その利益金（１個につき143円）を被災地の復興を支

援する「鎮守の森のプロジェクト」に寄付する取り組みです。

この「どんぐりバッヂ」は、東日本大震災の津波により塩害な

どの被害にあった宮城県内の杉の木を使用し、すべて南三陸

町の人々の手によって加工されており、被災地の雇用安定に

もつながっています。お 客さまにご協 力いただいた

5,964,407円の利益金は被災した沿岸に災害から命を守る

森づくりに役立てられます。

■くまモンのチャリティグッズ限定販売
2016年８月７日から、「PRAY FOR KUMAMOTO」をス

ローガンとした日本百貨店協会による熊本地震の被災地復

興支援キャンペーンを実施しました。

百貨店オリジナルの「くまモンのチャリティグッズ」を、当グ

ループの各店舗をはじめとした全国の百貨店で販売。当グ

ループの収益金は4,111,400円となり、日本百貨店協会を

通じて熊本地震の被災地に寄付されました。

2016年、三越日本橋本店（本館）が、国の重要文化財に

指定されました。

現在の建物は、1914年完成の建物を基にした豪華なル

ネサンス式建築。格調ある色調で彩られた三越劇場、吹き抜

けの中央ホールなど、各時代の先駆的な意匠を用いて華や

かに装飾されており、わが国における百貨店建築の発展を象

徴するものと評されています。

三越日本橋本店本館全景

苗木を水につけ植樹の準備 藁敷きと縄かけで植えた苗木を固定

どんぐりバッヂ加工の様子 各店舗の地域にちなんでデザ
インされた28種類のどんぐり
バッヂ（各300円/税込）

■東北復興支援「鎮守の森のプロジェクト」植樹活動

2016年６月10日から８月28日の期間、オランダのラ

イデン市にあるシーボルト日本博物館（Japan Museum 

SieboldHuis）で開催した、「捨てるには素敵すぎる 日本の

パッケージデザイン」展に、三越のパッケージ（贈答用の包

装）を展示協力しました。

この展覧会は、「過去」「現在」「過去と現在の出会い」の

全三部で構成され、“Embellished Intentions”と題した第

三部で、三越のパッ

ケージ（贈答用の包

装）を通して、日本の

パッケージデザイン

における現在と過去

の出会いが紹介され

ました。

アーカイブズの活用
当社では、長きにわたり受け継がれてきた歴史的史料を保

管しており、その分野は多岐にわたります。百貨店の歴史を

知るうえで重要なものも多く、広くアーカイブズを活用して

います。

■シーボルト日本博物館で三越のパッケージデザインを展示

■三越日本橋本店が国の重要文化財に指定

出品協力した歌舞伎衣裳

三越のパッケージデザインを展示

■三井記念美術館「日本の伝統芸能展」で所蔵歌舞伎衣裳
　を紹介

■愛媛県美術館「生誕140年杉浦非水 開花する
　モダンデザイン展」に出品協力
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被災地支援

愛媛県美術館で開催した企画展「生誕140年杉浦非水 

開花するモダンデザイン展」（2017年２月22日～３月30日）

に、三越伊勢丹が所蔵する史料の出品協力をしました。

この企画展では、愛媛県美術館の非水コレクション約

7,000点を中心に、愛媛県松山市出身の杉浦非水が、三越

図案部社員として三越呉服店ポスターなど幅広い分野での

創作活動をした作品の数々が展示・紹介されました。

７つの課題への取り組み

杉浦非水画 明治～大正時代の三越PR誌

くまモンのチャリティグッズ（各300円/税込、寄付金100円含む）

植樹参加メンバー

三井記念美術館で開催された、国立劇場開場50周年記念

「日本の伝統芸能展」（2016年11月26日～2017年１月28

日）に、三越伊勢丹所蔵の歌舞伎衣裳を出品協力しました。

三越は、明治40年に三越衣裳部を新設して貸衣裳業を

開始。多くの歌舞伎衣裳を受注製作、名優の舞台姿を飾り

ました。所蔵する歌舞伎衣裳は、日本の伝統芸能の貴重な史

料として認められています。

2017年５月29日、当グループは「鎮守の森のプロジェク

ト」様のご協力のもと、宮城県岩沼市で植樹活動を行いまし

た。このプロジェクトは、東日本大震災の大津波によって被害

を受けた南北約300kmにわたる海岸沿いに、土地由来の広

葉樹を植樹することで津波や火災などの被害を低減し、多く

の生き物の命を守る「緑の森の防潮堤」を築くことを目的とし

ています。

当グループは2013年秋より本プロジェクトに参画。当日

は、当社会長をはじめ、当グループの全スタイリスト（販売

員）から選ばれた優秀スタイリスト「エバーグリーン2017」の

メンバーと、仙台三越や本社スタッフを含め総勢90人が参

加。936本の苗木を植えつけ、これまでの植樹本数は2,776

本となりました。

当グループは、今後も被災地復興に向けた社会貢献活動

に継続して取り組んでまいります。

■東日本復興支援どんぐりバッヂチャリティ
2014年より当グループが、被災地支援のひとつとして取り

組む「東日本復興支援どんぐりバッヂチャリティ」を2017年３

月１日より、全国の三越伊勢丹グループ各店で実施しました。

このチャリティは、復興へと向かうシンボルマークとして

「どんぐり」をデザインしたバッヂをお客さまにお買上げいた

だき、その利益金（１個につき143円）を被災地の復興を支

援する「鎮守の森のプロジェクト」に寄付する取り組みです。

この「どんぐりバッヂ」は、東日本大震災の津波により塩害な

どの被害にあった宮城県内の杉の木を使用し、すべて南三陸

町の人々の手によって加工されており、被災地の雇用安定に

もつながっています。お 客さまにご協 力いただいた

5,964,407円の利益金は被災した沿岸に災害から命を守る

森づくりに役立てられます。

■くまモンのチャリティグッズ限定販売
2016年８月７日から、「PRAY FOR KUMAMOTO」をス

ローガンとした日本百貨店協会による熊本地震の被災地復

興支援キャンペーンを実施しました。

百貨店オリジナルの「くまモンのチャリティグッズ」を、当グ

ループの各店舗をはじめとした全国の百貨店で販売。当グ

ループの収益金は4,111,400円となり、日本百貨店協会を

通じて熊本地震の被災地に寄付されました。

2016年、三越日本橋本店（本館）が、国の重要文化財に

指定されました。

現在の建物は、1914年完成の建物を基にした豪華なル

ネサンス式建築。格調ある色調で彩られた三越劇場、吹き抜

けの中央ホールなど、各時代の先駆的な意匠を用いて華や

かに装飾されており、わが国における百貨店建築の発展を象

徴するものと評されています。

三越日本橋本店本館全景

苗木を水につけ植樹の準備 藁敷きと縄かけで植えた苗木を固定

どんぐりバッヂ加工の様子 各店舗の地域にちなんでデザ
インされた28種類のどんぐり
バッヂ（各300円/税込）

■東北復興支援「鎮守の森のプロジェクト」植樹活動

2016年６月10日から８月28日の期間、オランダのラ

イデン市にあるシーボルト日本博物館（Japan Museum 

SieboldHuis）で開催した、「捨てるには素敵すぎる 日本の

パッケージデザイン」展に、三越のパッケージ（贈答用の包

装）を展示協力しました。

この展覧会は、「過去」「現在」「過去と現在の出会い」の

全三部で構成され、“Embellished Intentions”と題した第

三部で、三越のパッ

ケージ（贈答用の包

装）を通して、日本の

パッケージデザイン

における現在と過去

の出会いが紹介され

ました。

アーカイブズの活用
当社では、長きにわたり受け継がれてきた歴史的史料を保

管しており、その分野は多岐にわたります。百貨店の歴史を

知るうえで重要なものも多く、広くアーカイブズを活用して

います。

■シーボルト日本博物館で三越のパッケージデザインを展示

■三越日本橋本店が国の重要文化財に指定

出品協力した歌舞伎衣裳

三越のパッケージデザインを展示

■三井記念美術館「日本の伝統芸能展」で所蔵歌舞伎衣裳
　を紹介

■愛媛県美術館「生誕140年杉浦非水 開花する
　モダンデザイン展」に出品協力
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三越日本橋本店新館１階
エントランス

仙台三越１階店内案内所

「開店のお出迎え」の練習 食料品フロアでのお仕事体験

魚類飼育係体験の様子 イルカトレーナー体験の様子

札幌丸井三越繁盛神輿が
北海道祭に参加

仙台三越が
金蛇水神社祭典へ参加

７つの課題への取り組み

当グループではお客さまに安全で安心な商品をご提供す

るために、各商品統括部が営業コンプライアンス担当品質管

理と連動して、様々な勉強会を実施しています。

2017年７月８日には、リビング統括部コンプライアンス担

当が主催し品質管理食品担当が講師となる「食品・レストラ

ン部門以外における食品の取り扱いについて」のセミナーを、

三越銀座店研修室にて実施し、食品を取り扱う際の知識の

向上を図りました。

安全・安心への取り組み

消費者課題
リビング部門 食品取り扱いセミナー

三越伊勢丹では、「自分たちの店舗は自分たちで守る」ことの

重要性に鑑み、毎年首都圏各店が、各自治体の消防署主催の

「自衛消防訓練審査会」に積極的に参加しています（一部の自

治体を除く）。また、各店舗では法令に基づく防火防災訓練の

ほかに、定期的な避難訓練などを自主的に実施し、店舗の安全

とお客さまが安心してご来店できる体制づくりに努めています。

「自衛消防訓練審査会」への参画

三越伊勢丹営業コンプライアンス担当品質管理では、店

頭の様々な点検活動を通じて、お客さまが安心してお買物し

ていただける環境づくりに取り組んでいます。

2017年７月18日、三越銀座店食品フロアの厨房および大

型冷凍庫・冷蔵庫など、90施設の衛生点検を実施しました。

この衛生点検は、お客さまに安全・安心な「食」をご提供する

とともに、お買場（売場）スタイリスト（販売員）へ注意を喚起

し、事故を未然に防ぐための重要な取り組みの一つで、結果

は報告書として関連部門と共有しています。

品質管理による点検活動

品質管理は、法令順守の徹底と事故を未然に防ぐため、催

物会場で開催される短期催事においても、商品・プライスカ

ード・店頭表示の点検と設備・環境を中心とした衛生面の点

検を行っています。

2017年７月19日には、伊勢丹新宿本店の催物「リアルハ

ワイ ～かわいい、おいしい、ハワイのいま～」の点検確認を行

いました。衣料品や雑貨品は、商品の品質表示や、カタログ、

POPなどの訴求表現のチェックを中心に実施。お取組先さま

とも、家庭用品品質表示を中心に確認。食品については、イ

ートインの実演厨房の衛生状況や物販品の賞味期限、アレ

ルギーなどの表示チェックを中心に点検確認しました。

■「ピンクリボンキャンペーン」をグループ全体に拡大
2016年10月（乳がん月間）の「ピンクリボンキャンペーン」

では、早期発見・治療を呼びかける店内放送や店頭でのリー

フレットのお渡し、また「ピンクリボンバッジ」などによる寄付

活動など、従業員やお客さまへの啓発活動を行いました。皆

さまのご協力の結果、2016年度の寄付金額は、合計

4,705,071円となりました。この寄付金は、店舗の所在地域

で活動する各団体へ寄付され、乳がんの早期発見に向けた

様々な啓発活動に役立てられます。

■次世代育成への取り組み
少子化が進む日本では、次世代を担う子どもたちの育成が

ますます重要になっています。当グループでは、子どもたちの健

全な育成を願い、おしごと体験やイベント開催などを通じて、

様 な々職業の楽しさをを伝え、情操教育をサポートしています。

●伊勢丹浦和店
2016年に開店35周年を迎えた伊勢丹浦和店では、

2016年８月20日、21日の２日間、小学生のお子さまを対象

に、デパートのお仕事体験やふだん見ることのできないバッ

クヤードを見学していただく「デパートおしごと体験」を開

催。合計60人のお子さまにご参加いただきました。

●仙台三越
2017年３月24日、抽選で選ばれた５組のご家族、計20人

の方にご参加いただき、仙台うみの杜水族館との共同企画福

袋「仙台うみの杜水族館 お泊まり飼育係体験」を実施しまし

た。夜の水族館見学、実際の飼育係体験やイルカへのサイン

出しをするトレーナー体験、大水槽「いのちきらめく うみ」前

での魚に囲まれながらの就寝など、貴重な体験にお客さまか

らは、「幻想的な雰囲気のなかで非日常体験ができた」「いつ

もの水族館と違った雰囲気を楽しめる」など、喜びの声をい

ただきました。

■地域祭礼への参加

■厨房衛生点検

■催事点検

当グループでは、店舗が所在する地域の人 と々の触れ合

いを大切にしながら、様々な地域イベントに積極的に参加

するとともに、地域に根ざした社会貢献活動を展開してい

ます。

セミナーの様子

三越恵比寿店が、渋谷氷川神社祭礼 恵比寿町会の神輿担ぎに参加

三越銀座店 優勝 伊勢丹府中店 準優勝

伊勢丹新宿本店 優勝

地域の人 と々暮らしの応援
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三越日本橋本店新館１階
エントランス

仙台三越１階店内案内所

「開店のお出迎え」の練習 食料品フロアでのお仕事体験

魚類飼育係体験の様子 イルカトレーナー体験の様子

札幌丸井三越繁盛神輿が
北海道祭に参加

仙台三越が
金蛇水神社祭典へ参加

７つの課題への取り組み

当グループではお客さまに安全で安心な商品をご提供す

るために、各商品統括部が営業コンプライアンス担当品質管

理と連動して、様々な勉強会を実施しています。

2017年７月８日には、リビング統括部コンプライアンス担

当が主催し品質管理食品担当が講師となる「食品・レストラ

ン部門以外における食品の取り扱いについて」のセミナーを、

三越銀座店研修室にて実施し、食品を取り扱う際の知識の

向上を図りました。

安全・安心への取り組み

消費者課題
リビング部門 食品取り扱いセミナー

三越伊勢丹では、「自分たちの店舗は自分たちで守る」ことの

重要性に鑑み、毎年首都圏各店が、各自治体の消防署主催の

「自衛消防訓練審査会」に積極的に参加しています（一部の自

治体を除く）。また、各店舗では法令に基づく防火防災訓練の

ほかに、定期的な避難訓練などを自主的に実施し、店舗の安全

とお客さまが安心してご来店できる体制づくりに努めています。

「自衛消防訓練審査会」への参画

三越伊勢丹営業コンプライアンス担当品質管理では、店

頭の様々な点検活動を通じて、お客さまが安心してお買物し

ていただける環境づくりに取り組んでいます。

2017年７月18日、三越銀座店食品フロアの厨房および大

型冷凍庫・冷蔵庫など、90施設の衛生点検を実施しました。

この衛生点検は、お客さまに安全・安心な「食」をご提供する

とともに、お買場（売場）スタイリスト（販売員）へ注意を喚起

し、事故を未然に防ぐための重要な取り組みの一つで、結果

は報告書として関連部門と共有しています。

品質管理による点検活動

品質管理は、法令順守の徹底と事故を未然に防ぐため、催

物会場で開催される短期催事においても、商品・プライスカ

ード・店頭表示の点検と設備・環境を中心とした衛生面の点

検を行っています。

2017年７月19日には、伊勢丹新宿本店の催物「リアルハ

ワイ ～かわいい、おいしい、ハワイのいま～」の点検確認を行

いました。衣料品や雑貨品は、商品の品質表示や、カタログ、

POPなどの訴求表現のチェックを中心に実施。お取組先さま

とも、家庭用品品質表示を中心に確認。食品については、イ

ートインの実演厨房の衛生状況や物販品の賞味期限、アレ

ルギーなどの表示チェックを中心に点検確認しました。

■「ピンクリボンキャンペーン」をグループ全体に拡大
2016年10月（乳がん月間）の「ピンクリボンキャンペーン」

では、早期発見・治療を呼びかける店内放送や店頭でのリー

フレットのお渡し、また「ピンクリボンバッジ」などによる寄付

活動など、従業員やお客さまへの啓発活動を行いました。皆

さまのご協力の結果、2016年度の寄付金額は、合計

4,705,071円となりました。この寄付金は、店舗の所在地域

で活動する各団体へ寄付され、乳がんの早期発見に向けた

様々な啓発活動に役立てられます。

■次世代育成への取り組み
少子化が進む日本では、次世代を担う子どもたちの育成が

ますます重要になっています。当グループでは、子どもたちの健

全な育成を願い、おしごと体験やイベント開催などを通じて、

様 な々職業の楽しさをを伝え、情操教育をサポートしています。

●伊勢丹浦和店
2016年に開店35周年を迎えた伊勢丹浦和店では、

2016年８月20日、21日の２日間、小学生のお子さまを対象

に、デパートのお仕事体験やふだん見ることのできないバッ

クヤードを見学していただく「デパートおしごと体験」を開

催。合計60人のお子さまにご参加いただきました。

●仙台三越
2017年３月24日、抽選で選ばれた５組のご家族、計20人

の方にご参加いただき、仙台うみの杜水族館との共同企画福

袋「仙台うみの杜水族館 お泊まり飼育係体験」を実施しまし

た。夜の水族館見学、実際の飼育係体験やイルカへのサイン

出しをするトレーナー体験、大水槽「いのちきらめく うみ」前

での魚に囲まれながらの就寝など、貴重な体験にお客さまか

らは、「幻想的な雰囲気のなかで非日常体験ができた」「いつ

もの水族館と違った雰囲気を楽しめる」など、喜びの声をい

ただきました。

■地域祭礼への参加

■厨房衛生点検

■催事点検

当グループでは、店舗が所在する地域の人 と々の触れ合

いを大切にしながら、様々な地域イベントに積極的に参加

するとともに、地域に根ざした社会貢献活動を展開してい

ます。

セミナーの様子

三越恵比寿店が、渋谷氷川神社祭礼 恵比寿町会の神輿担ぎに参加

三越銀座店 優勝 伊勢丹府中店 準優勝

伊勢丹新宿本店 優勝

地域の人 と々暮らしの応援

三越伊勢丹グループ CSRレポート2017 三越伊勢丹グループ CSRレポート201710 11



７つの課題への取り組み

勉強会の様子

2016年度「職場の約束」運動
優秀賞の皆さん

店頭でのトレーニングの様子

「エバーグリーン2017」の皆さん

三越伊勢丹グループでは、「グループ企業理念」を全社に

浸透し、仲間と企業理念を共有・行動することによって理解

を深める活動「職場の約束」運動を実施しています。「グルー

プ企業理念」のグループビジョンに基づき、担当ごとに身近

な約束を決め、企業理念実現のために全員で取り組みます。

1994年伊勢丹でスタートしたこの運動は、2008年にグル

ープ全体の取り組みに拡大。海外拠点含めた約1,300チー

ムが毎年度参加しています。

これからも「職場の約束」運動を通じてグループビジョン

の実現をめざしてまいります。

気持ちよくお買い物していただくために

「職場の約束」運動の推進
従業員自身が幸せの発信源となり、お客さまの笑顔と幸

せを生み出していくことを目的とし、2015年度より、海外店

舗含めグループ全体で『笑顔トレーニング』」に取り組んで

います。

店舗や後方部門での朝礼時などに、自然な笑顔を作る表

情筋を鍛えるトレーニングの動画を毎週放映しています。こ

れまでにアンケート（グループ従業員約5,000人が回答）を

６回実施し、仕事やプライベートの充実度や疲労の状態を調

査したところ、トレーニングをしていないグループより、トレー

ニングを積極的に取り入れているチームが、前向きな回答を

している傾向がみられました。

全社の約束「笑顔トレーニング」 優秀スタイリストの育成

2016年度優秀チーム
(株)三越伊勢丹旅行 日本橋三越トラベルサロン

●「おもてなし日本一のサロン」をめざして
（１）個客力（One to Oneの接客ができる）　

（２）知識力（主催旅行のポイントの正確な把握）　

（３）販売力（お客さまの好みを把握しお誘いする）

３つの力を強化することによって、「日本橋サロンで逢いま

しょう」を合言葉に、スタイリストを指名して来店されるお客

さまを増やすことができました。

また、接客に役立つ知識や情報を発表する勉強会を、メン

バー全員もちまわりで開催したことで、メンバー自身のプレゼ

ン力がアップ。接客を自信を持って行えるだけでなく、聞く側

も、メンバーのプレゼンは記憶に残りやすく、知識力・セール

ストークの説得力が上がりました。作成した資料をオリジナ

ルガイドブックにまとめて他店舗と共有する波及効果も生ま

れました。

■事例

優秀なスタイリストを認定・表彰する「エバーグリーン」制

度は、2012年に首都圏９店舗でスタートし、2013年からは

全国のグループ企業へ、2016年には海外店舗に拡大してい

ます。

選出基準は、（１）高い商品知識・販売技術・ホスピタリティ

をもち、顧客との強い信頼関係をつくっていること、（２）現状

に満足することなく、自らレベルアップに努め、周囲の仲間に

も良い影響を与えていること、（３）実績（お客さまの数など）

の背景に、周囲に広げていきたい質の高い工夫（クリエーショ

ン）があること、の３点です。2017年４月、海外を含むグルー

プ各店舗・各社が選出した71人が「エバーグリーン2017」と

して表彰され、2012年からの累計で351人になりました。

■「エバーグリーン」制度

●エバーグリーン2017当サロンへお越しのお客さまは特別な体験をお求めですが、経
験の浅いメンバーが多く、お客さまのご期待に添える知識がメン
バー個人の蓄積にとどまっていることが課題でした。朝礼を使っ
た勉強会実施や、添乗時の現地最新情報の共有などで、チーム
全体でノウハウを共有することで確実にステップアップし、多く
のお客さまにお越しいただけるサロンに生まれ変わりました。ス
タイリストを指名してご来店の際には、お客さまに最適な商品提
案をすることで、次のご予約につなげることができました。

株式会社 三越伊勢丹旅行
カスタマー営業部　
日本橋トラベルサロン
高橋　亜弓さん

Voice

お客さまや従業員同士のコミュニケーションに欠かせない笑顔
ですが、その効用を知り、トレーニングを実施した結果、仕事や自
分自身の生活の充実に好影響を与えていることが、科学的に検
証できました。
今後も笑顔トレーニングを継続することで、まず自分から幸せで
前向きな気持ちになり、それをお客さまや自分の周りの人たちに
提供することができる「笑顔のメーカー」となることをめざしてい
ます。

株式会社 三越伊勢丹
百貨店事業本部
宣伝部本社宣伝担当長
加藤　友音さん

Voice

献身的な接客、ホスピタリティ、人懐っこい笑顔、
明るさ、機転の利いた会話術により、多くのお客さ
まからのご支持をいただいています。お買場への出
張通訳やアテンドがあるたびに、各お買場との連
携を深め独自のネットワークを構築することで、よ
りお客さまのご要望にお応えできており、さらにお
客さまからの信頼感が増すという好循環をつくっ
ています。

伊勢丹新宿本店
お得意様営業部　
ストアカスタマー担当外国顧客
木村　志英さん

表彰理由
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７つの課題への取り組み

勉強会の様子

2016年度「職場の約束」運動
優秀賞の皆さん

店頭でのトレーニングの様子

「エバーグリーン2017」の皆さん

三越伊勢丹グループでは、「グループ企業理念」を全社に

浸透し、仲間と企業理念を共有・行動することによって理解

を深める活動「職場の約束」運動を実施しています。「グルー

プ企業理念」のグループビジョンに基づき、担当ごとに身近

な約束を決め、企業理念実現のために全員で取り組みます。

1994年伊勢丹でスタートしたこの運動は、2008年にグル

ープ全体の取り組みに拡大。海外拠点含めた約1,300チー

ムが毎年度参加しています。

これからも「職場の約束」運動を通じてグループビジョン

の実現をめざしてまいります。

気持ちよくお買い物していただくために

「職場の約束」運動の推進
従業員自身が幸せの発信源となり、お客さまの笑顔と幸

せを生み出していくことを目的とし、2015年度より、海外店

舗含めグループ全体で『笑顔トレーニング』」に取り組んで

います。

店舗や後方部門での朝礼時などに、自然な笑顔を作る表

情筋を鍛えるトレーニングの動画を毎週放映しています。こ

れまでにアンケート（グループ従業員約5,000人が回答）を

６回実施し、仕事やプライベートの充実度や疲労の状態を調

査したところ、トレーニングをしていないグループより、トレー

ニングを積極的に取り入れているチームが、前向きな回答を

している傾向がみられました。

全社の約束「笑顔トレーニング」 優秀スタイリストの育成

2016年度優秀チーム
(株)三越伊勢丹旅行 日本橋三越トラベルサロン

●「おもてなし日本一のサロン」をめざして
（１）個客力（One to Oneの接客ができる）　

（２）知識力（主催旅行のポイントの正確な把握）　

（３）販売力（お客さまの好みを把握しお誘いする）

３つの力を強化することによって、「日本橋サロンで逢いま

しょう」を合言葉に、スタイリストを指名して来店されるお客

さまを増やすことができました。

また、接客に役立つ知識や情報を発表する勉強会を、メン

バー全員もちまわりで開催したことで、メンバー自身のプレゼ

ン力がアップ。接客を自信を持って行えるだけでなく、聞く側

も、メンバーのプレゼンは記憶に残りやすく、知識力・セール

ストークの説得力が上がりました。作成した資料をオリジナ

ルガイドブックにまとめて他店舗と共有する波及効果も生ま

れました。

■事例

優秀なスタイリストを認定・表彰する「エバーグリーン」制

度は、2012年に首都圏９店舗でスタートし、2013年からは

全国のグループ企業へ、2016年には海外店舗に拡大してい

ます。

選出基準は、（１）高い商品知識・販売技術・ホスピタリティ

をもち、顧客との強い信頼関係をつくっていること、（２）現状

に満足することなく、自らレベルアップに努め、周囲の仲間に

も良い影響を与えていること、（３）実績（お客さまの数など）

の背景に、周囲に広げていきたい質の高い工夫（クリエーショ

ン）があること、の３点です。2017年４月、海外を含むグルー

プ各店舗・各社が選出した71人が「エバーグリーン2017」と

して表彰され、2012年からの累計で351人になりました。

■「エバーグリーン」制度

●エバーグリーン2017当サロンへお越しのお客さまは特別な体験をお求めですが、経
験の浅いメンバーが多く、お客さまのご期待に添える知識がメン
バー個人の蓄積にとどまっていることが課題でした。朝礼を使っ
た勉強会実施や、添乗時の現地最新情報の共有などで、チーム
全体でノウハウを共有することで確実にステップアップし、多く
のお客さまにお越しいただけるサロンに生まれ変わりました。ス
タイリストを指名してご来店の際には、お客さまに最適な商品提
案をすることで、次のご予約につなげることができました。

株式会社 三越伊勢丹旅行
カスタマー営業部　
日本橋トラベルサロン
高橋　亜弓さん

Voice

お客さまや従業員同士のコミュニケーションに欠かせない笑顔
ですが、その効用を知り、トレーニングを実施した結果、仕事や自
分自身の生活の充実に好影響を与えていることが、科学的に検
証できました。
今後も笑顔トレーニングを継続することで、まず自分から幸せで
前向きな気持ちになり、それをお客さまや自分の周りの人たちに
提供することができる「笑顔のメーカー」となることをめざしてい
ます。

株式会社 三越伊勢丹
百貨店事業本部
宣伝部本社宣伝担当長
加藤　友音さん

Voice

献身的な接客、ホスピタリティ、人懐っこい笑顔、
明るさ、機転の利いた会話術により、多くのお客さ
まからのご支持をいただいています。お買場への出
張通訳やアテンドがあるたびに、各お買場との連
携を深め独自のネットワークを構築することで、よ
りお客さまのご要望にお応えできており、さらにお
客さまからの信頼感が増すという好循環をつくっ
ています。

伊勢丹新宿本店
お得意様営業部　
ストアカスタマー担当外国顧客
木村　志英さん

表彰理由
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7つの課題への取り組み

グループビジョンの実現に向けて、三越伊勢丹グループで

働く従業員が持てる力を最大限に引き出し、伸ばしていける

体制づくりに取り組んでいます。

雇用・人財への取り組み方針

労働慣行

お客さまに最前線で接する販売員に「スタイリスト」という

呼称を使い、その育成に力を入れています。「おもてなしの心

と高い専門知識をもって、お客さまのご期待に感動レベルで

応えることができる人財」の育成をめざして、様々な教育・研

修を実施。また、年間1,000人以上のキャリア面談を軸とした

キャリア形成支援制度や、正社員への登用制度など、自らが

キャリアを選択して、チャレンジする環境を整備しています。

こうした取り組みが評価され、2015年11月には、厚生労

働省による「キャリア支援企業表彰2015～人を育て・人が

育つ企業表彰」厚生労働大臣表彰企業に選定されました。

人財育成

キャリア形成支援で厚生労働省から表彰

ダイバーシティの推進

三越伊勢丹グループは「お客さま一人ひとりにとっての生

涯にわたるマイデパートメントストアになる」ことをグループ

ビジョンに掲げ、お客さまに対する深い感動の提供をめざし

ています。その実現に向けて、全従業員がやりがいを持って

モチベーション高く働ける環境づくりに努めています。

三越伊勢丹では、全従業員の約70％を女性が占め、お客

さまも女性が中心であることから、女性のさらなる活躍に事

業主行動計画を定めて取り組んでいます。

女性の活躍推進

審査員特別賞を受賞した伊勢丹新宿本店の羽鳥さん（左）、清水さん（右）

親子コミュニティとして活用されている「子育て広場たんと」

三越伊勢丹グループのスタイリストは、グループ店舗およ

び各商業施設主催のロールプレイング大会へ出場すること

で、専門知識やマナー、技術を高めています。

2016年度は、グループ店舗の岩田屋本店、名古屋ラシッ

クにて開催。このほかアトレ大井町店主催の大会ではイセタ

ンミラーのスタイリストが参加者32名の中から優勝。A・D・

Oグループ（※）主催の全国大会では伊勢丹新宿本店のスタ

イリストが審査員特別賞を獲得しました。

接客技術の向上

「三越伊勢丹会」総会・懇親会を開催

2011年２月に伊勢丹相模原店にオープンした「子育て広

場たんと」は、相模原市と協同で実現した親子が自由に利用

できる常設型の広場です。お母さまが子育てのご相談に利用

されたり、同じ年頃のお子さまをもつお母さま同士で集うな

ど、地域ぐるみでの子育てをサポートしています。

６年目となった2016年度は、12,393人の方にご利用いた

だきました。リピーターの方も多く、相模原市と月１回開催す

るセミナーにもたくさんの方にご参加いただいています。

「子育て広場たんと」の取り組み

※A・D・Oグループ（全日本デパートメントストアーズ開発機構）は、商品の共
同仕入れと人材の交流育成を目的に1973年設立。全国32社の百貨店が加
盟しています。

2017年１月12日、会員のお取組先さまの方々にご出席い

ただき、平成29年「三越伊勢丹会」総会・懇親会を開催しま

した。「三越伊勢丹会」は、お取組先さまとのコミュニケーシ

ョンを深め、最良の関係を築くことを目的とした組織で、三越

伊勢丹グループからは、会長、社長をはじめ、グループ百貨

店を含む役員が出席しました。

懇親会では、商品統括部を中心に、基幹店の営業部長、支

店・グループ店の店長、営業統括部長なども加わり、お取組

先の皆さまとの情報交換も活発に行われました。

今後も三越伊勢丹グループは、公正な事業活動の遂行に

努め、お取組先さまとの信頼関係に基づくパートナーシップ

の実現をめざします。

お取組先とのパートナーシップ

公正な事業慣行

三越伊勢丹グループで働く従業員が
持てる力を最大限に引き出し、伸ばしていける体制づくり

人事制度
健全な競争環境の下、公平な処遇が受けられる制度・運用

働く環境の整備
雇用形態に関わらず従業員が安心して働くことができる職場環境

採用

要員の生産性向上（質・量）

CDP・人事異動

教育評価

企業風土
グループビジョンの実現に向け、働くことに夢と誇りをもてる風土の醸成

企業の成長に貢献する
優秀な人財の確保

ライン・人事部門の協働による、
従業員一人ひとりの育成と

適正な要員体制の実現

個人のキャリア観・適性や
部門の要員プロポーションを

踏まえた計画的配置

（OJT・OFF-JT）
能力・スキルの向上に
向けたメニューの提供

グループビジョンの実現に向けた、中長期にめざす姿

グループビジョンを実現するための従業員のあるべき状態

従業員一人ひとりが個人として尊重され、
三越伊勢丹グループで働くことに夢と誇りを感じている状態

グループビジョンを実現するために求められる人財像

「おもてなしの心と高い専門知識をもって、
お客さまのご期待に感動レベルで応えることができる人財」

「新しいことの創造・あるいは既存のやり方の変革に、世の中に広く目を向けながら、
自らの判断でスピードをもってチャレンジし、企業の成長に貢献できる人財」

「チームのメンバーの育成・成長に積極的に取り組み、
チームのモチベーションを上げていける人財」

安心な職場環境… 働きやすい職場環境があり、雇用の不安がなく安心して仕事に専念できている

成長の機会……… 適性や希望に応じた仕事を任されることで日々成長を実感している

公平な処遇……… 成果に応じた公平な評価・処遇（報酬、昇格機会等）がなされ、納得感がある

チャレンジ ……… 既存の発想にとらわれることなく、顧客満足の実現に向け、自ら考え、   
多少の失敗を咎められず、チャレンジできている

与えられた目標と
成果に対する

メリハリある評価

“個”と向き合い、モチベーションを引き出す戦略的人財育成

質の高い人財の確保

コア人財の育成

次世代リーダーの戦略的育成に向けた
体系的プログラム

ジョブローテーションによる
成長機会の拡大

全体のレベル・モチベーションアップ

お客さまへの提案の
最前線で活躍する

「スタイリスト」の育成
●優秀なスタイリストに対する取り

組み
●三越伊勢丹ヒューマン・ソリュー

ションズによる人財育成プログラム
●販売の質向上プログラムの導入

意欲ある人財の
自律的なキャリア
形成支援

●積極的な転換や登用
の拡大

●社内公募、研修派遣制
度の拡大

一人ひとりと
向き合う
キャリア面談
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7つの課題への取り組み

グループビジョンの実現に向けて、三越伊勢丹グループで

働く従業員が持てる力を最大限に引き出し、伸ばしていける

体制づくりに取り組んでいます。

雇用・人財への取り組み方針

労働慣行

お客さまに最前線で接する販売員に「スタイリスト」という

呼称を使い、その育成に力を入れています。「おもてなしの心

と高い専門知識をもって、お客さまのご期待に感動レベルで

応えることができる人財」の育成をめざして、様々な教育・研

修を実施。また、年間1,000人以上のキャリア面談を軸とした

キャリア形成支援制度や、正社員への登用制度など、自らが

キャリアを選択して、チャレンジする環境を整備しています。

こうした取り組みが評価され、2015年11月には、厚生労

働省による「キャリア支援企業表彰2015～人を育て・人が

育つ企業表彰」厚生労働大臣表彰企業に選定されました。

人財育成

キャリア形成支援で厚生労働省から表彰

ダイバーシティの推進

三越伊勢丹グループは「お客さま一人ひとりにとっての生

涯にわたるマイデパートメントストアになる」ことをグループ

ビジョンに掲げ、お客さまに対する深い感動の提供をめざし

ています。その実現に向けて、全従業員がやりがいを持って

モチベーション高く働ける環境づくりに努めています。

三越伊勢丹では、全従業員の約70％を女性が占め、お客

さまも女性が中心であることから、女性のさらなる活躍に事

業主行動計画を定めて取り組んでいます。

女性の活躍推進

審査員特別賞を受賞した伊勢丹新宿本店の羽鳥さん（左）、清水さん（右）

親子コミュニティとして活用されている「子育て広場たんと」

三越伊勢丹グループのスタイリストは、グループ店舗およ

び各商業施設主催のロールプレイング大会へ出場すること

で、専門知識やマナー、技術を高めています。

2016年度は、グループ店舗の岩田屋本店、名古屋ラシッ

クにて開催。このほかアトレ大井町店主催の大会ではイセタ

ンミラーのスタイリストが参加者32名の中から優勝。A・D・

Oグループ（※）主催の全国大会では伊勢丹新宿本店のスタ

イリストが審査員特別賞を獲得しました。

接客技術の向上

「三越伊勢丹会」総会・懇親会を開催

2011年２月に伊勢丹相模原店にオープンした「子育て広

場たんと」は、相模原市と協同で実現した親子が自由に利用

できる常設型の広場です。お母さまが子育てのご相談に利用

されたり、同じ年頃のお子さまをもつお母さま同士で集うな

ど、地域ぐるみでの子育てをサポートしています。

６年目となった2016年度は、12,393人の方にご利用いた

だきました。リピーターの方も多く、相模原市と月１回開催す

るセミナーにもたくさんの方にご参加いただいています。

「子育て広場たんと」の取り組み

※A・D・Oグループ（全日本デパートメントストアーズ開発機構）は、商品の共
同仕入れと人材の交流育成を目的に1973年設立。全国32社の百貨店が加
盟しています。

2017年１月12日、会員のお取組先さまの方々にご出席い

ただき、平成29年「三越伊勢丹会」総会・懇親会を開催しま

した。「三越伊勢丹会」は、お取組先さまとのコミュニケーシ

ョンを深め、最良の関係を築くことを目的とした組織で、三越

伊勢丹グループからは、会長、社長をはじめ、グループ百貨

店を含む役員が出席しました。

懇親会では、商品統括部を中心に、基幹店の営業部長、支

店・グループ店の店長、営業統括部長なども加わり、お取組

先の皆さまとの情報交換も活発に行われました。

今後も三越伊勢丹グループは、公正な事業活動の遂行に

努め、お取組先さまとの信頼関係に基づくパートナーシップ

の実現をめざします。

お取組先とのパートナーシップ

公正な事業慣行

三越伊勢丹グループで働く従業員が
持てる力を最大限に引き出し、伸ばしていける体制づくり

人事制度
健全な競争環境の下、公平な処遇が受けられる制度・運用

働く環境の整備
雇用形態に関わらず従業員が安心して働くことができる職場環境

採用

要員の生産性向上（質・量）

CDP・人事異動

教育評価

企業風土
グループビジョンの実現に向け、働くことに夢と誇りをもてる風土の醸成

企業の成長に貢献する
優秀な人財の確保

ライン・人事部門の協働による、
従業員一人ひとりの育成と

適正な要員体制の実現

個人のキャリア観・適性や
部門の要員プロポーションを

踏まえた計画的配置

（OJT・OFF-JT）
能力・スキルの向上に
向けたメニューの提供

グループビジョンの実現に向けた、中長期にめざす姿

グループビジョンを実現するための従業員のあるべき状態

従業員一人ひとりが個人として尊重され、
三越伊勢丹グループで働くことに夢と誇りを感じている状態

グループビジョンを実現するために求められる人財像

「おもてなしの心と高い専門知識をもって、
お客さまのご期待に感動レベルで応えることができる人財」

「新しいことの創造・あるいは既存のやり方の変革に、世の中に広く目を向けながら、
自らの判断でスピードをもってチャレンジし、企業の成長に貢献できる人財」

「チームのメンバーの育成・成長に積極的に取り組み、
チームのモチベーションを上げていける人財」

安心な職場環境… 働きやすい職場環境があり、雇用の不安がなく安心して仕事に専念できている

成長の機会……… 適性や希望に応じた仕事を任されることで日々成長を実感している

公平な処遇……… 成果に応じた公平な評価・処遇（報酬、昇格機会等）がなされ、納得感がある

チャレンジ ……… 既存の発想にとらわれることなく、顧客満足の実現に向け、自ら考え、   
多少の失敗を咎められず、チャレンジできている

与えられた目標と
成果に対する

メリハリある評価

“個”と向き合い、モチベーションを引き出す戦略的人財育成

質の高い人財の確保

コア人財の育成

次世代リーダーの戦略的育成に向けた
体系的プログラム

ジョブローテーションによる
成長機会の拡大

全体のレベル・モチベーションアップ

お客さまへの提案の
最前線で活躍する

「スタイリスト」の育成
●優秀なスタイリストに対する取り

組み
●三越伊勢丹ヒューマン・ソリュー

ションズによる人財育成プログラム
●販売の質向上プログラムの導入

意欲ある人財の
自律的なキャリア
形成支援

●積極的な転換や登用
の拡大

●社内公募、研修派遣制
度の拡大
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７つの課題への取り組み

三越伊勢丹グループでは「しない・させない・みすごさない」

をスローガンにハラスメント防止の徹底を図っています。グ

ループ各社で働くすべての従業員に対してハラスメントにつ

いて記載した冊子「ストップ・ハラスメント」を配付しているほ

か、各種社内研修時にハラスメント防止カリキュラムを実施。

特に管理職・マネージャー職に対しては「指導とパワー・ハラ

スメントの違い」や「ハラスメントとメンタルヘルス不全との

関係」など、管理者に求められる知識の習得や、マネジメント

上の問題についてサポートしています。 

また、外部カウンセラーによる「ハラスメント・ホットライン」

の開設や、労使による「ハラスメント防止対策委員会」を設置

し、万一ハラスメントが発生した

場合にも、公正かつ迅速に問題解

決ができる体制を整え、周知徹底

しています。

ハラスメントの防止

人権

研修実施と対応体制の整備

ストップ・ハラスメントの冊子

※１ 同社は三越と伊勢丹の統合に伴い、2011年３月に三越伊勢丹ソレイユと
なりました。 

※２ 2017年６月1日現在の三越伊勢丹グループの障がい者雇用率は2.28％
です。

百貨店店頭での接客には、多くの付帯業務が発生します。

ギフト用ラッピングの袋づくりや箱の組み立て、リボンシール

貼り、伝票へのショップスタンプの押印など多岐にわたる付

帯業務は、スタイリスト（販売員）が接客に専念する時間を圧

迫してきました。

雇用の多様性
　～お買場の付帯業務を担う三越伊勢丹ソレイユ～

そこで、手作業による単純反復作業に高度な能力を発揮

する知的障がい者が主体となって、これらの業務を担う特例

子会社（株）伊勢丹ソレイユ※１を2004年に設立しました。

13年目を迎えた現在、企業就労は難しいと言われている

重度知的障がい者約70人を中心に、80人を超える障がい

者が在籍※２しています。

ソレイユはスタイリストの接客時間拡大に大きく寄与し、

販売サービス向上の一翼を担う重要な戦力へと成長してい

ます。

三越伊勢丹は2014年９月、「次世代育

成支援対策推進法」に基づく認定制度に

おいて、厚生労働省東京労働局から「子育

てサポート企業」として認定されました。

「子育てサポート企業」として認定

従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に健康

経営を実践し、企業理念「世界髄一の小売業サービス」を実

現するために、「三越伊勢丹グループ健康ビジョン」を社内

外に宣言しています。

「三越伊勢丹グループ健康ビジョン」

三越伊勢丹では、正社員だけでなく領域・勤務地限定社員

（メイト社員）も対象に、育児・介護にかかわる様々な支援制

度を構築しています。「産前・産後休暇」「育児休業制度」を

取得した従業員の復職率は９割を超え、2017年４月現在、

約460人が「育児勤務制度」を利用しています。また、グルー

プ人財本部内に「育児関連制度相談窓口」を設置するなど、

復職やフルタイム勤務復帰に向けたソフト面の取り組みにも

力を入れています。

女性の活躍推進を支える ワーク・ライフ・バランスの
取り組み ～育児・介護支援制度～

厚生労働省 女性活躍推進法に基づく
「えるぼし」認定企業に認定

三越伊勢グループは「三越伊勢丹グループで働く従業員

が持てる力を最大限に引き出し、伸ばしていける体制づくり

を行う」ことをグループ人事ビジョンに掲げ、「従業員一人ひ

とりが個人として尊重され、三越伊勢丹グループで働くこと

に夢と誇りを感じている状態」の実現に向け、「多様な人財の

活躍推進」「子育てサポート」「人財育成」など、様々な取り組

みを行っています。

こうした取り組みの中、2016年10月26日付で、厚生労働

大臣の認定を受けました。

この制度は、「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律（女性活躍推進法）」に基づいて届け出を行った企業

のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍

推進に関する取り組み状況などが優良な

企業が認定されるもので、三越伊勢丹は

３段階中２段階目の認定を取得しました。

ソレイユでの付帯業務 お買場のリクエスト通りにつくられ
たリボン

女性活躍推進法に基づく「事業主行動計画」

計画期間
　2016年４月１日～2020年３月31日

目標
　①採用について
　　・大卒定期採用における女性比率50％程度を維持する

　②登用について
　　・2020年までに管理職における女性比率30％を目指す
　　・うち、部長職における女性比率を10％以上とする
　　・管理職登用試験の合格者における女性比率を毎年40
　　  ％程度を維持する

　③多様なキャリアコースについて
　　・領域・勤務地限定社員から正社員への転換者数を毎年
　　  100名程度を維持する

指標

従業員構成
社員

女性比率

53%

女性の人数

2,823人

管理職の主要
ラインポスト構成

セールス
マネージャー 23% 54人

バイヤー 23% 49人

（2017年４月現在）

管理職構成 23% 591人
（うち執行役員4人）

管理職昇格者構成 36% 28人
（全昇格者数79人）

全従業員
（契約社員含む）

72% 8,549人

三越伊勢丹は、経済産業省による「平成27年度 ダイバー

シティ経営企業100選」に選出されました。これは、「契約社

員の正社員化などを通じた女性の活躍の場の拡大」や「知的

障がい者の能力を

活かした業務の切

り出しによる効率

化の実現」などが評

価されたものです。

経済産業省
「ダイバーシティ経営企業100選」に選出

※１ 結婚、出産、育児、介護、配偶者の転勤等を理由に退職した場合、退職後８
年以内であれば、退職時の雇用形態で優先的に再雇用する制度

※２ 結婚、育児、介護、配偶者の転勤等ライフイベントに応じ、本人希望による
地域間異動を可能にする転籍制度（2016年４月～）

三越伊勢丹における女性の登用・配置状況

●育児勤務の一時的
  時間延長制度

●フルタイム勤務
　育児支援補助金制度

●休職前:産前面談
●休職中：社内報・
  社内トピックスレター送付
●復職前：復職準備質問会

●復職時：ワーキング
  マザー・セミナー
●年１度：
  ランチミーティング

●フルタイム勤務復帰前：
  ・ワーキングマザー・セミナー２
  ・育児勤務者CDP面談

主な育児・介護支援制度

制度
支援

ソフト
面の
支援

グループ人財本部人事部内に「育児関連制度相談窓口」設置

●再雇用制度※１　　　●グループ内継続雇用制度（2016年４月から）※２

フルタイム
勤務

産前・産後休暇
育児休業制度

子が満４歳に達するまで
（最長１子につき３年）

育児短時間勤務制度

６時間・７時間勤務より
選択

小学校３年生終了時まで
（最長10年間）

フルタイム
早番固定勤務

末子が小学校４年生
終了時まで

（原則時間外勤務なし）
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７つの課題への取り組み

三越伊勢丹グループでは「しない・させない・みすごさない」
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現するために、「三越伊勢丹グループ健康ビジョン」を社内

外に宣言しています。

「三越伊勢丹グループ健康ビジョン」

三越伊勢丹では、正社員だけでなく領域・勤務地限定社員

（メイト社員）も対象に、育児・介護にかかわる様々な支援制
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（2017年４月現在）
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年以内であれば、退職時の雇用形態で優先的に再雇用する制度

※２ 結婚、育児、介護、配偶者の転勤等ライフイベントに応じ、本人希望による
地域間異動を可能にする転籍制度（2016年４月～）
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●休職中：社内報・
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●復職前：復職準備質問会

●復職時：ワーキング
  マザー・セミナー
●年１度：
  ランチミーティング

●フルタイム勤務復帰前：
  ・ワーキングマザー・セミナー２
  ・育児勤務者CDP面談

主な育児・介護支援制度
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4月に田植えを行い、定期的に畦道確保と「カメムシ」など

の害虫発生を防ぐため草刈りを実施。

８月13日には20名

で稲刈を行い、約１ト

ンを収穫し、９月には

収穫したお米を店頭

で販売しました。

７つの課題への取り組み

2017年５月15日から30日、「人と自然の心地よい関係性」

をテーマに、持続可能な社会実現につながる先進的なモノ・

コトを提案する「グローバル・グリーン キャンペーン」を開催。

自然の恵みを無駄にしない、良いものを捨てずに有効に再利

用する、クリエイティブな商品開発や新しいライフスタイルの

提案をしました。

世界各国から生地やボタン

などをセレクトする〈ファブリカ〉

が、商品化されないサンプル生

地や、ストックされていたハギレ

を利用して作ったアイテム。眠

っていたテキスタイルに、新し

いいのちを吹き込みました。

環境に配慮した商品・サービス

環境

グループ全店「グローバル・グリーン キャンペーン」の
開催

農薬、遺伝子組換えの種、化学薬品を極力使用しない、オー

ガニックコットンのライフスタイルブランド〈プリスティン〉が人

気アイテムを中心に取り揃えながら、森を守る活動を行う〈森

から海へ〉、鹿害に取り組む〈ポルティラ〉、愛媛の〈シンデレラ

パール〉や〈無茶々園〉の無農薬みかんジュースなども販売し

ました。

三越日本橋本店新館屋上で、2016年３月にスタートした

「日本橋みつばち倶楽部」。植物の受粉・結実を手助けするミ

ツバチの働きを生かし、地域の花々に息吹を与え、採取した

はちみつの販売を通じた街の活性化を目的にしています。こ

の取り組みは三越とはちみつ専門店ラベイユの協業で、はち

みつの製品化にあたってはラベイユが濾過、検査、瓶詰など

を一貫して行っています。

生物多様性の保全

「日本橋みつばち倶楽部」のはちみつを販売

福岡三越は、開店20周年を記念し、取組先のはちみつ専

門店ラベイユの指導のもと、2017年３月より屋上で養蜂を

開始しました。新入社員を中心に結成された「福岡天神はち

みつ部」は、はちみつの生産から販売までの工程を学ぶだけ

でなく、自然環境へ関心をもつきっかけづくりとし、今後は天

神地区緑化活動の手伝いを行っていく予定です。

福岡三越屋上で都市養蜂にチャレンジ

岩田屋本店と福岡三越では、新たに食品部で「岩田屋三

越ファーム」を結成。2017年度は、JA佐賀とJAからつのご

協力のもと、農家の方と一緒に佐賀県唐津市にある、「大浦

の棚田」で田植えから収穫まで行いました。

「岩田屋三越ファーム」を結成

「FUKU-FUKU×BTTF GO!
デロリアン走行プロジェクト」
会場の様子

「こどもワークショップ」
フェルト小物制作風景

新潟伊勢丹では、不要となった衣料品を回収してバイオ

エタノールなどの資源にリサイクルする「BRING FUKU－

FUKU プロジェクト」を開催。また、不要になった衣料品を燃

料にして走る、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に登場す

るタイムマシン「デロリアン」に乗車・撮影できるイベントを行

い、多くのお客さまでにぎわいました。

ベビー子どものコーナーでは、リサイクル燃料を使用した工

場で生産されたフェルトで小物を作る「こどもワークショップ」

も実施し、環境に親しんでいただける良い機会となりました。

環境コミュニケーション

新潟伊勢丹で期間限定衣料品回収イベントを実施

伊勢丹新宿本店では、PCB（ポリ塩化ビフェニル）が絶縁

材料として使用されていた大型変圧器について、その運搬・

処分方法が確立していなかったために長期にわたり保管し

てきましたが、公益財団法人産業廃棄物処理振興財団、中

間貯蔵・環境安全事業（株）（JESCO）をはじめとする各社の

協力を得て、2015年１月から20カ月かけて法律に基づく安

全な方法で現場での解体・搬出処分を実施しました。

リスクマネジメント

伊勢丹新宿本店 高濃度PCB含有大型トランスの
解体・搬出処分を実施

2016年度は、約21億円を投資し、全国で88,724台を器

具ごと交換してLED化しました。前年度に続いて、グランドフ

ロア・食品フロアの照明、下の写真のような高天井部など交

換作業が難しい箇所のLED化を中心に推進しました。また、

新たに交換対象機種を広げたため、前年の公表時より対象

機器が16万４千余台増えました。この結果、累計のLED化

率は72.9%となりました。

省エネルギー

LED照明の導入による省エネ

日本橋のはちみつとして販売

福岡天神はちみつ部

役割を終えた素材を使用し、

福祉施設で作られた個性豊か

な商品。障がいを持つ作家の

アート作品をデザインに使用

した洋服や雑貨などを販売し

ました。

■JR京都伊勢丹 ビニル袋や米袋がポップな雑貨に
　〈ズーモラ〉 

仙台三越 定禅寺通り館

■伊勢丹新宿本店 オーガニックブランド〈プリスティン〉

■三越銀座店〈ファブリカ〉

門脇織物ASABANプロジ

ェクトから、播州織りの技術で

丁寧に織られた亜麻の布を草

木染めや藍染めで染め上げた

ストールを展開しました。

■三越日本橋本店
　〈ASABAN〉×〈asano chiyuki〉リネンガーゼストール

オーガニックブランド〈プリスティン〉

岩田屋三越ファーム
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4月に田植えを行い、定期的に畦道確保と「カメムシ」など

の害虫発生を防ぐため草刈りを実施。

８月13日には20名

で稲刈を行い、約１ト

ンを収穫し、９月には

収穫したお米を店頭

で販売しました。

７つの課題への取り組み

2017年５月15日から30日、「人と自然の心地よい関係性」

をテーマに、持続可能な社会実現につながる先進的なモノ・

コトを提案する「グローバル・グリーン キャンペーン」を開催。

自然の恵みを無駄にしない、良いものを捨てずに有効に再利

用する、クリエイティブな商品開発や新しいライフスタイルの

提案をしました。

世界各国から生地やボタン

などをセレクトする〈ファブリカ〉

が、商品化されないサンプル生

地や、ストックされていたハギレ

を利用して作ったアイテム。眠

っていたテキスタイルに、新し

いいのちを吹き込みました。

環境に配慮した商品・サービス
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仙台三越 定禅寺通り館
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岩田屋三越ファーム
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７つの課題への取り組み

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
三越伊勢丹グループは世界随一の小売サービス業グループの実現をグループビジョンに掲げ、お客さま・従業員・株主さま・お

取組先・地域社会をはじめとするステークホルダーの皆さまに信頼される企業グループを目指しております。

当社グループの企業統治体制は2008年の会社設立以来、監査役設置会社の形態を採用し、下図のとおり監督機能と執行機

能の分離を行い、健全で透明性の高い経営活動と意思決定の迅速化を推進することにより、企業価値の最大化を図っております。

コンプライアンスに関する考え
●役員及び従業員の行動規範として『三越伊勢丹グループ企業理念』を制定し、全社に浸透を図るとともにコンプライアンス体制

の維持向上に取り組み、社会的信頼の確保を行っています。
●また、業務遂行の適法性や妥当性を監査するために、独立した部門としてリスクマネジメント室に内部監査部門を設置し、体制

を整備しています。

リスクマネジメントに関する考え方
●当社グループでは、グループ全社の総合的なリスクマネジメントの実現を目的として「リスクマネジメント基本規程」を定め、平時

のリスク管理および緊急時の危機管理について諸施策を講じています。
●また、当社グループを取り巻くリスクを可視化し、発生時の影響を最大限軽減するための対策を強化すべく、毎年「リスクマップ」

を作成し、環境の変化に応じたターゲットリスクを決定・対策を講じることにより、リスクマネジメントを推進しています。

リスクマネジメント室の役割
●経営直下の独立した部門としてグループ全体を取り巻くリスクを一元的に統括しマネジメントを推進しております。
●平時のマネジメントとして、企業価値を損なうリスクや品質・安全・衛生・労働に対するリスクマネジメント、コンプライアンスの徹

底、内部統制の質の向上、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みを行っております。
●リスク発現(発生)時においては迅速かつ機動的なリスク対応を行っております。

コンプライアンス・リスクマネジメント委員会の役割
●経営会議の諮問機関として、潜在的なリスクやリスク発生時の影響を最大限軽減するために各リスクに関する実行状況を監視

し、グループ全社の統合的なリスクマネジメントの実現に向けた推進をしております。
●委員会は代表取締役社長が委員長を務め、委員長が指名した構成委員19名合計20名で構成されております。また、委員会には

オブザーバーとして監査役のほか関連部署が出席し、情報共有を行っております。

組織統治

PCB特別措置法においては、PCB含有産業廃棄物（PCB

を含む変圧器、蛍光灯用安定器等）の所有者は平成36年３

月までにその処分を行うことが定められていますが、三越伊

勢丹グループでは2014年度からの３年間で14億円をかけ

て保管していた機器の処分を行っており、今後も積極的にそ

の処分を進めていきます。

クリーンハウスの設置

企業統治の体制〈2017年6月現在〉

情報戦略本部経営戦略本部 グループ人財本部 業務本部

海外事業本部百貨店事業本部 関連事業本部 不動産事業本部

代表取締役会長

経営会議

代表取締役社長執行役員

各委員会

監査役会
（監査役）

業務執行機構

三越伊勢丹ホールディングス

三越伊勢丹

取締役会

株主総会

社内２名
社外３名

社内５名
社外３名

社内２名
社外３名

リスクマネジメント室秘書室

指名報酬委員会

経営監督機構

代表取締役

経営会議

監査役（会）

リスク管理部門

コンプライアンス・リスクマネジメント委員会
（委員長：社長　副委員長：常務）

業務本部総務部
総務・企画担当／法務担当 各リスク所管部署

事業部門

国内各店舗
百貨店事業本部店舗運営部営業コンプライアンス担当

各商品グループ統括部
各事業部
国内関係会社

海外各店舗 HDS各本部

プロジェクト BCP、サイバーリスク対策

全社的な
リスクマネジメント
体制の構築と運営

日常的なリスク対応と
個別的な

リスクマネジメント

リスクマネジメント室
内部監査担当

取締役会

リスクマネジメント体制について

リスク対策部会 公正取引推進部会
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エンゲージメント

2017年２月、三越伊勢丹WEB会員の皆さまを対象に、本年で５回目となるCSR活動に対するWEBアンケートを実施
いたしました。14,299人の方からご回答があり、6,448件ものご意見も頂戴いたしました。ご協力いただきました皆さまに
は、誠にありがたく、御礼申し上げます。頂戴した貴重なご意見は、今後のCSR活動に生かしてまいりたいと存じます。

なお、アンケートの集計結果は以下の通りです。

お客さまのCSRアンケート結果報告

北海道
2.4％
東北地方
2.8％

中部地方
11.1％

近畿地方
6.1％

中国地方
1.8％

四国地方
1.7％

九州地方
3.5％

共感できない
0.3％

あまり共感できない
2.0％

わからない
4.4％

30歳代
19.6％

40歳代
30.0％

50歳代
25.4％

60歳代
14.2％

29歳以下
5.1％

70歳以上
5.7％

お住まい年齢性別
１．アンケートにお答えいただいたお客さま

知らない
63.2％

知っている
36.8％

２．質問に対するご回答（抜粋）
三越伊勢丹グループのCSR活動について
ご存知ですか。（認知度の確認）

社会の様々な課題の中から、当社グループの事業の方向性を踏まえて
導き出した課題について“今後当社グループが特に重点的に取り組むべ
きだと思うもの”をご回答いただきました。
商品の品質・安全の確保が73.7％と一番高く、次いで、食品ロスの削減
27.6％、持続可能な資源の利用（リユース・リサイクルなどによる資源の
有効活用など）23.1％、文化振興（文化展の開催、芸術支援など）
21.5％の順でご要望が高い結果となり、今後の取り組みに対する方向
性が確認できました。 

当社グループのCSRの具体的活動の認知度（知っている+参加/利用し
たことがある）では、震災への募金活動、スマートラッピング、熊本復興
支援チャリティ、ピンクリボンキャンペーン、など、グループ全体で取り組
んでいる活動に対する認知が高い結果としてあらわれました。

*1 「ジャパンセンスィズ」世界に誇れる日本の良さを再認識し、新しい価値として提案する取り組み（グループ店舗）
*2 「世界から猫が消えたなら」チャリティキャンペーン。グローバルグリーンキャンペーンのもと東宝(株)と連動した動物愛護
　  のキャンペーン （グループ店舗）
*3 「Kiss the Earth」“人に地球に優しいキスを”をスローガンとした環境活動（グループ店舗）

今回のアンケートでは質問へのご回答のほか、約6,400件もの貴重なご意見をいただきました。改めて御礼申し上げます。「商品の品質・安全の確保」「環境問
題への取り組み」「文化振興への取り組み」など、当社グループの取組みに対する期待のメッセージを多くいただきました。今後もステークホルダーの皆さまの
ご意見をお伺いする機会を設けて、三越伊勢丹グループのCSR活動に、より認知・共感いただけるよう取り組んでまいりますので、ご協力の程よろしくお願い申
し上げます。

期待するのは、消費者にとっては信頼できる安心・安全な商品であること、製品の生産者にとってはお互いwin-winであること、社会にとっては環境保全やリサ
イクルできることです。社会貢献を自分たちだけの自己満足にしないよう、三方よしであることを望みます。

環境に配慮した活動で、他の企業にはない独自の取り組みをアピールしながら行って欲しい。

CSRの中でも、文化の発信というものは、貴社だからこそ魅力的に取り組めるものだと思っています。とても期待しています。

CSR活動の内容が多いので、グループの象徴となる活動に集中して取り組んだ方がわかりやすいと思う。顧客に印象づけることで、企業がCSRに取り組む意義
が生まれると思う。

お客さまよりいただいたご意見（抜粋）

男性
29.6％

女性
70.4％ 関東地方

70.7％

Q. 

やや
共感できる
41.6％

共感できる
51.7％

三越伊勢丹グループのCSR活動について、
あなたのお考えにもっとも近いものをお選
びください。（共感度の確認）

Q. 

三越伊勢丹グループが行っている以下の取り組みについて、ご存
知ですか。また、参加/利用したことがありますか。（具体的取り組
みの認知度：知っている+参加/利用したことがある）

Q. 以下のような社会課題のうち、今後、三越伊勢丹グループが特に
重点的に取り組むべきと思うものを、３つまで選んでください。

Q. 

三越伊勢丹グループのCSR活動の認知
度は、36.8％で前回よりもアップしました。
共感度につきましては、今回も９割以上の
お客様に共感をいただき、店頭で継続して
取り組んでいる活動が、CSR活動としてご
支持いただいている結果と思われます。

東日本大震災募金／義援金（グループ店舗）

スマートラッピング（容器包装削減）

熊本地震募金／義援金（グループ店舗）

ピンクリボンキャンペーン（グループ店舗）

“熊本地震”復興支援チャリティ
「くまモンのチャリティグッズ限定販売」（グループ店舗）

屋上緑化運動（伊勢丹新宿本店）

「ジャパンセンスィズ」日本の良さを再認識し新しい価値として
提案する取り組み（グループ店舗）＊1

屋上緑化運動（三越銀座店）

屋上緑化運動（三越日本橋本店）

グローバル・グリーンキャンペーン
地球環境にやさしい商品・とりくみの紹介（基幹3店舗）

どんぐりバッヂ 東日本復興支援チャリティキャンペーン
（グループ店舗）

アート＆クリエーション（基幹3店舗）

日本伝統工芸展（三越日本橋本店）

映画「世界から猫が消えたなら」と連動した
動物愛護のチャリティキャンペーン（グループ店舗）＊2

イタリア地震募金／義援金（グループ店舗）

三越伊勢丹アーカイブズ 史料を活用したオリジナルギフト商品

環境にやさしいLED照明の導入（グループ店舗）

春の院展（三越日本橋本店）

東日本伝統工芸展（三越日本橋本店）

「Kiss the Earth」をスローガンとした環境活動
（グループ店舗）＊3

ハートフルステーション（伊勢丹支店）

オトマナ 大人のための学びプロジェクト（伊勢丹新宿本店）

お子さまのおしごと体験（グループ店舗）／
おしごとデパート（伊勢丹松戸店）

はじまりのカフェ アクティブな暮らしを実現する
複合型ショップ（三越日本橋本店）

被災地に防潮堤を築くための植樹活動

ココイク お子さまの学びプロジェクト（伊勢丹新宿本店）

環境にやさしいタクシーのりば（伊勢丹新宿本店）

優遊倶楽部（三越日本橋本店・三越千葉店）

アールブリュット立川2016（伊勢丹立川店）

たんと（お母さまの育児支援）（伊勢丹相模原店）
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18.0％

17.1％

17.0％

　　 8.9％

　  6.6％

商品の品質・安全の確保

食品ロスの削減

持続可能な資源の利用（リユース・リサイクルなどによる
資源の有効利用など）

文化振興（文化展の開催、芸術支援など)

社会課題解決に向けた商品サービス
（シニア・遠方者などに向けた商品の展開・サービスなど）

コンプライアンス（法令を遵守すること）

公正な表示

災害時の適切な対応

従業員の健康・安全確保

地域への貢献（地域の祭礼・清掃活動参加など）

被災地支援(募金活動・寄付活動・営業支援・
ボランティア活動など）

ワークライフバランス（仕事と仕事以外の生活を調和させ、
誰もがモチベーションをもって働きやすい仕組みづくり）

サスティナビリティ調達（環境保全・人権問題に
配慮した原材料、商品の取り扱いなど）

人財育成

ダイバーシティ（様々な違いを尊重して受け入れ、
多様な人材を生かすこと）

お客さまとの協働活動（チャリティキャンペーンなど）

環境に配慮した輸送（物流改革によるCO2削減の取り組みなど）

公正な事業慣行（お取組先とともに、倫理的な行動基準を守り、
公正に事業を推進するための活動）

生物多様性（様々な生物が存在し、
それにより成り立っている生態系を守る活動）

リスクマネジメント（リスクを想定し、リスクが起こった場合の
損害を最小限に抑えるための対応）

ガバナンス（統治のこと、組織や社会に関与するメンバーが
主体的に行う、意思決定のシステム）

知的財産保護

その他

特にない
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エンゲージメント

2017年２月、三越伊勢丹WEB会員の皆さまを対象に、本年で５回目となるCSR活動に対するWEBアンケートを実施
いたしました。14,299人の方からご回答があり、6,448件ものご意見も頂戴いたしました。ご協力いただきました皆さまに
は、誠にありがたく、御礼申し上げます。頂戴した貴重なご意見は、今後のCSR活動に生かしてまいりたいと存じます。

なお、アンケートの集計結果は以下の通りです。

お客さまのCSRアンケート結果報告

北海道
2.4％
東北地方
2.8％

中部地方
11.1％

近畿地方
6.1％

中国地方
1.8％

四国地方
1.7％

九州地方
3.5％

共感できない
0.3％

あまり共感できない
2.0％

わからない
4.4％

30歳代
19.6％

40歳代
30.0％

50歳代
25.4％

60歳代
14.2％

29歳以下
5.1％

70歳以上
5.7％

お住まい年齢性別
１．アンケートにお答えいただいたお客さま

知らない
63.2％

知っている
36.8％

２．質問に対するご回答（抜粋）
三越伊勢丹グループのCSR活動について
ご存知ですか。（認知度の確認）

社会の様々な課題の中から、当社グループの事業の方向性を踏まえて
導き出した課題について“今後当社グループが特に重点的に取り組むべ
きだと思うもの”をご回答いただきました。
商品の品質・安全の確保が73.7％と一番高く、次いで、食品ロスの削減
27.6％、持続可能な資源の利用（リユース・リサイクルなどによる資源の
有効活用など）23.1％、文化振興（文化展の開催、芸術支援など）
21.5％の順でご要望が高い結果となり、今後の取り組みに対する方向
性が確認できました。 

当社グループのCSRの具体的活動の認知度（知っている+参加/利用し
たことがある）では、震災への募金活動、スマートラッピング、熊本復興
支援チャリティ、ピンクリボンキャンペーン、など、グループ全体で取り組
んでいる活動に対する認知が高い結果としてあらわれました。

*1 「ジャパンセンスィズ」世界に誇れる日本の良さを再認識し、新しい価値として提案する取り組み（グループ店舗）
*2 「世界から猫が消えたなら」チャリティキャンペーン。グローバルグリーンキャンペーンのもと東宝(株)と連動した動物愛護
　  のキャンペーン （グループ店舗）
*3 「Kiss the Earth」“人に地球に優しいキスを”をスローガンとした環境活動（グループ店舗）

今回のアンケートでは質問へのご回答のほか、約6,400件もの貴重なご意見をいただきました。改めて御礼申し上げます。「商品の品質・安全の確保」「環境問
題への取り組み」「文化振興への取り組み」など、当社グループの取組みに対する期待のメッセージを多くいただきました。今後もステークホルダーの皆さまの
ご意見をお伺いする機会を設けて、三越伊勢丹グループのCSR活動に、より認知・共感いただけるよう取り組んでまいりますので、ご協力の程よろしくお願い申
し上げます。

期待するのは、消費者にとっては信頼できる安心・安全な商品であること、製品の生産者にとってはお互いwin-winであること、社会にとっては環境保全やリサ
イクルできることです。社会貢献を自分たちだけの自己満足にしないよう、三方よしであることを望みます。

環境に配慮した活動で、他の企業にはない独自の取り組みをアピールしながら行って欲しい。

CSRの中でも、文化の発信というものは、貴社だからこそ魅力的に取り組めるものだと思っています。とても期待しています。

CSR活動の内容が多いので、グループの象徴となる活動に集中して取り組んだ方がわかりやすいと思う。顧客に印象づけることで、企業がCSRに取り組む意義
が生まれると思う。

お客さまよりいただいたご意見（抜粋）

男性
29.6％

女性
70.4％ 関東地方

70.7％

Q. 

やや
共感できる
41.6％

共感できる
51.7％

三越伊勢丹グループのCSR活動について、
あなたのお考えにもっとも近いものをお選
びください。（共感度の確認）

Q. 

三越伊勢丹グループが行っている以下の取り組みについて、ご存
知ですか。また、参加/利用したことがありますか。（具体的取り組
みの認知度：知っている+参加/利用したことがある）

Q. 以下のような社会課題のうち、今後、三越伊勢丹グループが特に
重点的に取り組むべきと思うものを、３つまで選んでください。

Q. 

三越伊勢丹グループのCSR活動の認知
度は、36.8％で前回よりもアップしました。
共感度につきましては、今回も９割以上の
お客様に共感をいただき、店頭で継続して
取り組んでいる活動が、CSR活動としてご
支持いただいている結果と思われます。

東日本大震災募金／義援金（グループ店舗）

スマートラッピング（容器包装削減）

熊本地震募金／義援金（グループ店舗）

ピンクリボンキャンペーン（グループ店舗）

“熊本地震”復興支援チャリティ
「くまモンのチャリティグッズ限定販売」（グループ店舗）

屋上緑化運動（伊勢丹新宿本店）

「ジャパンセンスィズ」日本の良さを再認識し新しい価値として
提案する取り組み（グループ店舗）＊1

屋上緑化運動（三越銀座店）

屋上緑化運動（三越日本橋本店）

グローバル・グリーンキャンペーン
地球環境にやさしい商品・とりくみの紹介（基幹3店舗）

どんぐりバッヂ 東日本復興支援チャリティキャンペーン
（グループ店舗）

アート＆クリエーション（基幹3店舗）

日本伝統工芸展（三越日本橋本店）

映画「世界から猫が消えたなら」と連動した
動物愛護のチャリティキャンペーン（グループ店舗）＊2

イタリア地震募金／義援金（グループ店舗）

三越伊勢丹アーカイブズ 史料を活用したオリジナルギフト商品

環境にやさしいLED照明の導入（グループ店舗）

春の院展（三越日本橋本店）

東日本伝統工芸展（三越日本橋本店）

「Kiss the Earth」をスローガンとした環境活動
（グループ店舗）＊3

ハートフルステーション（伊勢丹支店）

オトマナ 大人のための学びプロジェクト（伊勢丹新宿本店）

お子さまのおしごと体験（グループ店舗）／
おしごとデパート（伊勢丹松戸店）

はじまりのカフェ アクティブな暮らしを実現する
複合型ショップ（三越日本橋本店）

被災地に防潮堤を築くための植樹活動

ココイク お子さまの学びプロジェクト（伊勢丹新宿本店）

環境にやさしいタクシーのりば（伊勢丹新宿本店）

優遊倶楽部（三越日本橋本店・三越千葉店）

アールブリュット立川2016（伊勢丹立川店）

たんと（お母さまの育児支援）（伊勢丹相模原店）
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商品の品質・安全の確保

食品ロスの削減

持続可能な資源の利用（リユース・リサイクルなどによる
資源の有効利用など）

文化振興（文化展の開催、芸術支援など)

社会課題解決に向けた商品サービス
（シニア・遠方者などに向けた商品の展開・サービスなど）

コンプライアンス（法令を遵守すること）

公正な表示

災害時の適切な対応

従業員の健康・安全確保

地域への貢献（地域の祭礼・清掃活動参加など）

被災地支援(募金活動・寄付活動・営業支援・
ボランティア活動など）

ワークライフバランス（仕事と仕事以外の生活を調和させ、
誰もがモチベーションをもって働きやすい仕組みづくり）

サスティナビリティ調達（環境保全・人権問題に
配慮した原材料、商品の取り扱いなど）

人財育成

ダイバーシティ（様々な違いを尊重して受け入れ、
多様な人材を生かすこと）

お客さまとの協働活動（チャリティキャンペーンなど）

環境に配慮した輸送（物流改革によるCO2削減の取り組みなど）

公正な事業慣行（お取組先とともに、倫理的な行動基準を守り、
公正に事業を推進するための活動）

生物多様性（様々な生物が存在し、
それにより成り立っている生態系を守る活動）

リスクマネジメント（リスクを想定し、リスクが起こった場合の
損害を最小限に抑えるための対応）

ガバナンス（統治のこと、組織や社会に関与するメンバーが
主体的に行う、意思決定のシステム）

知的財産保護

その他

特にない
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タイトル期間 金額（千円） 累計（千円） 実施店舗 寄付先
2016年度　チャリティ・寄付 一覧

一般財団法人
「クリステル・ヴィ・アンサンブル」

一般財団法人
「クリステル・ヴィ・アンサンブル」

店舗外の出展
（代々木公園）

グループ店舗

日本百貨店協会経由、
熊本県「平成28年
熊本地震義援金」、

大分県「平成28年4月
地震大分県被災者義援金」

グループ店舗

伊勢丹新宿本店

社会福祉法人
「佐賀県共同募金会」伊勢丹新宿本店

認定ＮＰＯ法人「乳房健康
研究会」､「ピンクリボン in 

函館Team PINK！」、「ピンク
リボンかがわ県協議会」、
「ピンクリボンえひめ」、

認定ＮＰＯ法人「ハッピーマンマ」

グループ店舗

4,358

44

4,358

44

4,1114,111

160160

29,537
2007年より

4,705

熊本県
「平成28年熊本地震義援金」

伊勢丹新宿本店
三越日本橋本店

三越銀座店
219219

「世界から猫が消えたなら」
チャリティキャンペーン

東宝（株）とコラボし、映画「世界から猫が
消えたなら」の公開に合わせ、チャリティ
キャンペーンを実施。映画に登場する
二匹の猫の、マスコットをチャリティ販売

環境省
「エコライフフェア」ワークショップチャリティ

日本百貨店協会
“熊本地震”復興支援チャリティ

百貨店オリジナル くまモンのチャリティ
グッズ限定販売

ARITA 400 project × ISETAN SHINJUKU
チャリティ販売
ジャパンセンスィズ期間中、催事場（リビング）
にて販売した該当商品の売上を全額寄付

ピンクリボンキャンペーン

2016年５月

８月

10月

10月

６月

10月

九州七福神スタンプラリーチャリティ
（株）ビームスとのコラボ、「STAND FORTY_
SEVEN」プロジェクトによる、＜大縁起物市＞
にて実施

12月

公益財団法人
「鎮守の森のプロジェクト」グループ店舗

一般財団法人
「クリステル・ヴィ・アンサンブル」

伊勢丹
オンラインストア

28,738
2014年より

5,964

7,880
2014年より

18,599
2013年より

2,084

NPO法人
「グリーンサンタ基金」

グループ店舗
友の会カウンター

日本赤十字社グループ店舗

3,759

東日本復興支援
「どんぐりバッヂ」チャリティ

【東日本復興支援】店頭募金

2017年３月

滝川クリステル アクセサリー販売

商品の利益分を寄付
年間

エムアイ友の会 社会貢献活動にご賛同
いただいた会員さまからの寄付
継続粗品のひとつとしてお客さまが
セレクトし、1件につき100円を寄付

年間

一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブ
ルを通じて、日本の犬猫の殺処分、放棄、虐
待行為ゼロを目指す活動に役立てられる。

日本赤十字社 熊本地震被災地支援1,8651,865

環境省が主催するフェア（代々木公園内
にて）へ初出展し、グループの環境生物
多様性保全に向けた活動をご紹介し、
ワークショップを実施

一般財団法人
「ペット災害対策推進協会」 熊本地震で災害にあったペットへの支援

熊本地震被災地支援

熊本地震被災地支援

2011年3月より実施

4343

一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブ
ルを通じて、日本の犬猫の殺処分、放棄、虐
待行為ゼロを目指す活動に役立てられる。

日本新聞協会経由 熊本県
「平成28年熊本地震義援金」

101101

丸井今井札幌本店8787

親子3代を新聞でつなぐ×熊本支援チャリティ
「まごの日」記念日新聞発行チャリティイベント
全国の百貨店8店舗で、お好きな日付けの
新聞をプリント。1枚300円に付き、100円
を寄付。

日本百貨店協会が制定した「まごの日」
（10/16）と新聞週間（10/15～21）にちなみ
全国の百貨店8店舗で記念日新聞を発行。
10/14は熊本地震発生から半年となる節目
であることから、収益の一部を被災地に寄付。

日本百貨店協会が行う全国共通熊本地震
復興支援チャリティ。2015年度までは、東
日本大震災復興支援として取り組む。

乳がん月間の10月に乳がんの早期発見へ
の啓発活動を実施。2016年度より27店舗

（前年11店舗）に拡大し、地域の活動団体
と連動し啓発活動を実施。札幌丸井三越
では「ピンクリボン in SAPPORO」へ50千
円を拠出し、啓発活動を支援。

東日本の被災地沿岸部に瓦礫などをベー
スに森を育て、人々の命を津波から守る、
"緑の防潮堤”を南北300ｋｍにわたって
築き上げていこうとするプロジェクトへの
支援。
一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブ
ルを通じて、日本の犬猫の殺処分、放棄、虐
待行為ゼロを目指す活動に役立てられる。

小学校などの施設に、国産間伐材を使用し
た机や椅子などを寄贈（公募による）する活
動に役立てられる。

チャリティ合計 95,74227,500

2016年度 店頭募金合計 86,82515,241
2016年度 チャリティ・店頭募金 合計 182,56742,741

75,2303,646

熊本県【熊本地震】義援金 3,000

日本赤十字社グループ店舗【熊本地震】店頭募金 2016年4月より実施11,29911,299
イタリア大使館イタリア展開催店舗【イタリア中部地震】店頭募金 2016年9月より、イタリア展会場内にて実施118118

鶴屋百貨店 【熊本地震】義援金 1,000
日本赤十字社【熊本地震】義援金（マッチングギフト） 6,006
イタリア大使館

308,500シンガポールドル
100,000バーツ

5,000アメリカドル
1,000ユーロ

（2016,12レート）

【イタリア中部地震】義援金 3,000

シンガポール伊勢丹 24,750
バンコク伊勢丹 324
米国三越 582
ローマ三越 123

2016年度 義援金合計（千円） 13,006

2016年度海外店寄付金合計（円換算） 25,779

鳥取県伊勢丹新宿本店【鳥取中部地震】店頭募金 2017年2月鳥取展開催期間中店頭募金実施6262
社会福祉法人「新潟県共同募金」新潟三越伊勢丹【糸魚川大火】店頭募金 2017年1月～3月、店頭募金実施116116

向きあって、その先へ。 CSR REPORT
2017
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