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地域社会と従業員健やかな暮らし環境

「人間大好き」の企業文化を大切に、人々の幸せを応援し、
誰もがイキイキと輝ける社会づくりに貢献していきます。

独自性のある製品・サービスを通じ、
世界中の人々の健康寿命の延伸と
生活の質（QOL）の向上のために貢献していきます。

企業活動のあらゆる面で、自然の恵みに感謝し、
自然環境の保全に貢献するとともに、
重要性の高まる気候変動の課題へ対処していきます。

重点課題重点課題重点課題
● ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
● 地域社会への貢献
● 美と健康の教育機会の創出

● 健康寿命延伸への取り組み
● 基本的な栄養ニーズへの対応
● 生活の質（QOL）向上への取り組み

● 気候変動への対応
● エネルギー・CO2排出量削減
● プラスチック使用量の削減
● 持続可能な調達

目標目標目標
● 2023年度までに女性管理職比率50%

● 2023年度までに女性上級管理職※4比率30%

● 2030年度までに障がい者雇用率5%

● 2030年度までに日本人が健康のためにサプ
リメント・健康食品で対処する割合50%（2人
に1人）

● 2050年度までにCO2排出量実質ゼロ
● 2030年度までに4R※1に基づくサステナブ
ルな容器包装100%

● 2025年度までに紙を使用した容器包材にお
ける環境配慮紙※2の採用100%

● 2023年度までに認証パーム油の採用※3100%

未来を希望に
ファンケルは、「正義感を持って世の中の『不』を解消しよう」という

創業理念に基づき、地球環境、社会課題など「未来への不安」に立ち向かい、

ステークホルダーとともに「希望」をつくります。

現在と未来に生きる人々の笑顔のために、持続可能な社会を目指します。

ファンケルグループ 「サステナブル宣言」

ファンケルグループでは、持続可能な社会の実現へ
の貢献とグループの持続的な成長を目指して、重点
テーマとして右記の3つの項目を設定しました。それ
ぞれのテーマについて重点課題と定量目標を掲げ、具
体的なアクションにつなげています。

サステナビリティに向けての
重点取り組みテーマ

誰もが輝ける社会をつくるために健康であなたらしい人生のために自然と調和した事業活動のために

※1 Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）、
Renewable（リニューアブル）

※2 認証紙、非木材紙、再生紙等
※3 株式会社ファンケル、株式会社アテニアの化粧品、健康食品が対象

※4 次長以上の管理職

貢献するSDGs貢献するSDGs貢献するSDGs

サステナビリティ方針

サステナビリティを経営の中核におき、重点テー
マに設けた目標を必達して中長期的な企業価値
を向上するために、2021年10月に「サステナビ
リティ委員会」を設置しました。

サステナビリティ推進体制の強化
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ガバナンス
気候変動をはじめとした重点テーマの目標達成と企

業価値向上のために、「サステナビリティ委員会」を設
置。代表取締役社長執行役員を委員長として、取締役
執行役員、執行役員によって構成され、取締役会が監
督およびモニタリング機能を果たすために、取締役会
で決議する方針、戦略に関する事前審議のほか、目標
の進捗管理・評価、施策の審議などを行っています。

戦略
ファンケルグループは2030年を見据えた長期ビ

ジョン「VISION2030」を策定し、その実現に向けて事
業を展開しています。2018年には「ファンケルグ
ループ サステナブル宣言」を採択し、2020年には気候
変動による事業継続上のリスクと、その影響から見え
るビジネス機会の抽出と定性的な分析を行いました。

2021年度よりスタートした第3期中期経営計画の中
で、ファンケルグループが対処すべき環境課題をより
明確にし、「2050年度までにCO2排出量実質ゼロ」をは
じめとする定量目標を定めました。

リスクと機会
ファンケルグループでは全社的なリスクと機会の抽出を実施しました。各部門の業務において、気候変動の影響が

及ぶ事象について想定し、これらを集約したのち、経営への影響度や発生可能性などの考察を加えてまとめたものを
下表に示しています。

リスク管理
事業全般に関わる気候変動関連リスクと機会は、

SDGsを推進する部門が全社より抽出した内容を、経
営への影響度、発生可能性などを踏まえて重要性の識
別を行い、ファンケルグループとして管理すべき内容
を「サステナビリティ委員会」に上程しています。特に
重要な事項は取締役会へ報告し、速やかな対応を行っ
ています。
今後は中長期における財務影響などの定量的な分析

に着手し、TCFDが推奨する情報開示の在り方に沿っ
て開示を進めます。

指標と目標
2021年度に発表した第3期中期経営計画では、気候

変動に関わる目標を世界的な潮流および国の方針に呼
応して、大きくストレッチしました。新たな定量目標
として「2050年度までにCO2排出量実質ゼロ」を設定
し、従来のパリ協定による「2030年に2013年比26%

削減」目標よりも高いハードル設定を行いました。そ
の具体策として、再生可能エネルギーをはじめとした

CO2排出量実質ゼロの電力調達を主軸に気候変動課題
に対応しています。

ファンケルグループTCFDに関する詳細情報は、Webサイトをご覧ください。
https://www.fancl.jp/sustainable/environment/tcfd

移行リスク

政策・法規制

脱炭素
【リスク】 炭素税の導入により、工場の操業コストが増加し、支出が増加する
【機　会】 低炭素エネルギー活用により、コスト削減が可能になる

容器

【リスク】 プラスチック容器資材への規制が強化され、対応コストが増加し、支出
が増加する

【機　会】 脱プラスチック容器資材の採用により、企業価値の向上につながる可能
性がある

原料調達 価格高騰
【リスク】 炭素税の導入により、工場の操業コストが増加し、支出が増加する
【機　会】 認証パーム油や認証紙を活用することにより、企業価値の向上につな

がる可能性がある

消費者ニーズの変化

【リスク】 エシカル消費への意識向上により、サステナブルでない製品需要の減
少・企業価値低下

【機　会】 エシカル消費への意識向上により、サステナブルな製品需要が拡大・
企業価値向上

投資家の評判変化
【リスク】 気候変動への対応が行われていない場合、投資家の評価低下
【機　会】 気候変動への対応が行われている場合、投資家の評価向上

物理リスク

原材料調達

病害虫
【リスク】 病害虫が発生し、植物由来原料の生産量減少や、原材料コストが上昇
【機　会】 地域により、病害虫の減少に転じた場合は、生産量増加や原材料コスト

が低下

CO2濃度UP
【リスク】 雑草の生育効率が向上し、除草剤の使用が増え、支出が増加
 植物由来原料の品質低下に伴う収益の減少、原材料コストの上昇

【機　会】 一部、作物の成長力が高まり、原材料コストの低下につながる

平均気温の上昇

【リスク】 エネルギーコストが増加し、操業コストが上昇 
農作物の品質劣化による調達コストが増加

【機　会】 熱中症・冷却クール・ドリンク飲料など新たなニーズに対応する製品が
拡大する

水ストレス（渇水）
【リスク】 渇水による水の供給不足、水質の悪化、操業コストの上昇　
【機　会】 節水製品や水不要製品の需要が拡大する可能性がある

異常気象の激甚化
海面上昇

【リスク】 豪雨・台風・海面上昇による設備の損傷、物流の寸断、インフラや事業
継続への影響

【機　会】 自然災害時の防災グッズの需要が拡大する可能性がある

感染症の拡大
【リスク】 渡航禁止・外出自粛などによりインバウンド売上・店舗売上が低迷する
【機　会】 衛生・免疫・健康など新たなニーズに対応する製品需要が拡大する

環境
自然と調和した事業活動のために
貢献するSDGs

3つの重点テーマ ❶

TCFDに基づく気候変動の情報開示
サステナブルな社会の実現には、気候変動関連の課題解決が最優先と考えま
す。ファンケルグループは、2050年を見据えた長期的な視点で予測される機
会とリスクを考慮し、緩和と適応の両面から気候変動に取り組みます。そし
て自然の恵みに感謝し、企業活動のあらゆる面において、自然環境の保全に
貢献します。これらの方針を具体的なアクションにつなげるため、2020年10

月にTCFD※の提言への賛同を表明しました。
※ TCFD：G20の要請を受け、金融安定理事会（FSB）により、気候関連の情報開示および金融機関の対応をどのよう
に行うかを検討するため、マイケル・ブルームバーグ氏を委員長として設立された「気候関連財務情報開示タスク
フォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）」
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サプライチェーン上の環境や人権に配慮した調達を
お取引先様とともに
ファンケルグループの調達活動における基本的な考

え方を「ファンケルグループ持続可能な調達基本方針」
としてまとめ、お取引先様に準拠していただきたい行
動指針を「お取引先様（サプライヤー様）ガイドライン」
として公開しています。これらの内容はすべてのお取
引先様約2,200社へ2021年1月に通達しました。
今後は、これらの遵守状況をアンケート調査し、お取

引先様とのコミュニケーションを図りながら、サプラ
イチェーン上でのリスクの特定、対処の検討などに努
めていきます。

三島工場（2021年稼働）

群馬工場（2018年稼働）

関西物流センター（2021年稼働）

滋賀工場（2011年稼働）

CO2排出量の削減
再生可能エネルギー電力導入、
2022年度以降大幅削減が実現
第3期中期経営計画では、太陽光パネル設備や、省エ

ネ設備の導入といった従来の取り組みに加え、新たに
再生可能エネルギー電力の購入を戦略的に行い、2050

年度までにCO2排出量実質ゼロを目指します。

2021年度のCO2排出量（スコープ1＋2）は10,740ト
ンでした。今後は、原料調達から使用済み製品の廃棄
に及ぶサプライチェーン全体のCO2排出量（スコープ

3）の削減にも着手していきます。

エネルギー・CO2排出量削減
気候変動対応・CO2排出量削減を環境の最優先課題とし、脱炭素社会への貢献を目指します。

持続可能な調達
ファンケルグループは、お取引先様と共栄共存の関係を築き、お客様へ「安心・安全・高品質」の商品やサービス
を提供しながら、環境、人権、労働問題にも配慮した「持続可能な調達」を目指しています。

再生可能エネルギーの活用
太陽光パネルの追加設置や、
電力を再生可能エネルギーに
従来、国内2拠点に太陽光パネルを設置していまし

たが、2021年度には新たに2拠点の太陽光パネル設置
を行い、国内3工場と関西物流センターで太陽光発電
を操業エネルギーの一部に活用しています。
さらに、2022年4月には、国内12拠点（工場6拠点、

物流センター1拠点、本社など5拠点）で使用する電力
を100%CO2排出量実質ゼロの電力に転換しました。
また、本社のある横浜市の風力発電事業にも協賛し、

自治体とのパートナーシップに取り組んでいます。

「持続可能な調達基本方針」に基づく
認証パーム油の採用
パーム油は、熱帯地域で栽培されるアブラヤシから

得られる植物油です。主要な生産地であるマレーシア
やインドネシアでは、農場開発に伴う熱帯林の大規模
な伐採や、農場労働者の人
権に関する課題が問題視
されています。ファンケル
グループでは、認証パーム
油の採用を目標に掲げて、

RSPO※1やJaSPON※2に加
盟し、メンバーシップで問
題に取り組んでいます。

2021年9月ファンケル、
アテニアの本社と自社工場（千葉工場、群馬工場、滋賀
工場）のRSPOサプライチェーン認証※3を取得しました。

2022年1月には、化粧品・健康食品に使用している
パーム油由来原料相当をRSPOブックアンドクレーム
方式で対応しました。
今後、物理的な認証油であるマスバランスへの切り

替えを順次進めていきます。

※1 Roundtable on Sustainable Palm Oil（持続可能なパーム油のための円卓
会議）に、2018年加盟

※2 Japan Sustainable Palm Oil Network（持続可能なパーム油ネットワーク）
に、2019年加盟

※3 RSPOサプライチェーン認証は、RSPO認証原料がサプライチェーンで
確実な受け渡しシステムが構築されていることを認証する制度

サステナビリティ

定量目標

定量目標重点課題 目標 進捗状況

CO2排出量の削減 2050年度までに  実質ゼロ 2021年度CO2排出量 10,740（t）
（スコープ1＋2）

重点課題 目標 進捗状況

認証パーム油の採用※ 2023年度までに  100%
2021年度
RSPOブックアンド
クレーム方式で100%

ファンケルグループ持続可能な調達基本方針
https://www.fancl.jp/procurement/guideline/index.html

※ 詳細は「2021年度 ファンケルESGデータ集」を 
ご覧ください。

※ 株式会社ファンケル、株式会社アテニアの化粧品、健康食品が対象

ファンケルグループCO2排出量目標実績

（t-CO2）
■ CO2（スコープ1＋2）総排出量合計　● CO2削減目標
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内部監査によるお取引先様アンケート

内部監査室が、お取引先様へのアンケート調
査を毎年行い、従業員の購買姿勢や下請法など
の法令遵守状況をモニタリングしています。ア
ンケート結果は、具体的な改善を通じてお取引
先様との健全なお取引関係の構築につなげて
います。さらに、役員報酬における中期インセ
ンティブの指標として、「お取引先様評価」の結
果を採用しています。気候変動イニシアティブ（JCI）への参加

体が参加しています。ファンケルもその一員として
名を連ね、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推
進しています。

気候変動の課題は、世界中の国家政府、自治体、企
業、NGOなどが力を合わせて臨むパートナーシップ
が不可欠です。日本では「気候変動イニシアティブ」※

が設立され、700社以上（2022年6月時点）の企業、団 ※JCI（Japan Climate Initiative） https://japanclimate.org/

環境 自然と調和した事業活動のために
3つの重点テーマ ❶

4-1364-21-100-00
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障がいのある従業員の活躍
回収した容器は、障がい者雇用を促進している当

社の特例子会社である株式会社ファンケルスマイル
で分別・洗浄・乾燥の作業を行い、その後、専門の協
力会社で植木鉢へリサイクルしています。

植木鉢は、地域社会へ
リサイクルした「植木

鉢」はファンケル本社があ
る横浜市に寄贈し、美し
い花の移り変わりが楽し
めるイベント「ガーデン
ネックレス横浜」で活用い
ただくなど、花と緑あふ
れる街づくりに貢献して
います。

サステナビリティ

サプリメントの
アルミパウチ袋

マイルドクレンジング 
オイルつめかえ用

再生樹脂を採用したキャップ

アテニア
つめかえ用容器

マイルドクレンジング オイル
本体プラスチック使用量

環境 自然と調和した事業活動のために
3つの重点テーマ ❶

プラスチック使用量の削減
4R※の観点で、製品やサービスのプラスチック削減に取り組みます。
※ Reduce（容器プラスチック使用量の削減）・Reuse（容器の再利用）・Recycle（容器回収リサイクル）・Renewable（再生素材または植物素材への切り替え）

定量目標

重点課題 目標 進捗状況

プラスチックを使用した
容器包材における4R対応

2030年度までに  100% 2021年度：43.0%

紙を使用した容器包材における
環境配慮紙※の採用
※ 認証紙、非木材紙、再生紙等

2025年度までに  100% 2021年度：79.9%

サステナブルな容器包材
4Rの観点で、製品の容器包材のプラスチックを削減

Reduce （容器プラスチック使用量の削減） Reuse （つめかえ容器化）

Renewable （再生由来素材または植物由来素材への切り替え）

容器本体のプラスチック量削減

化粧品の「マイルドクレンジング オイル」では、段階的
にボトルの軽量化を進め、ボトルのプラスチック使用量を
約40%（2004年比）削減しました。サプリメントでは、
2013年からアルミパウチ袋の厚みを11%カットし、削減
に努めています。

つめかえ製品でプラスチック削減

2020年新発売した「マイルドクレンジング オイル」の
つめかえ用では、年間でのプラスチック削減量26.9t、本
体比較で82%削減に貢献しています。アテニアにおいて
もつめかえ用容器を数多く展開しています。

紙の容器包材は2025

年度までに環境配慮紙
100%採用をグループ全
体で目指しています。
ファンケル化粧品では
すでに100%環境配慮紙
に切り替えています。

環境配慮紙の採用再生由来プラスチックの採用

マイルドクレンジング オイル
は、本体ボトルにケミカルリサイ
クルでつくられた再生由来PETを
採用。2022年度にはエンリッチ
プラスのボトルにも再生由来PET

を採用し、その他化粧品のPET容
器も順次切り替えを進めます。

国内業界初「ペットボトルキャップ」の再利用

キリンビバレッジ株式会社の製品生産時に排出されるキャップを再生樹脂化し、アテニア
製品の一部に採用しました。ペットボトルのキャップ由来の再生樹脂を化粧品容器に採用
することは、国内の化粧品業界で初めての取り組みです。

FOCUS

当社は創業以来、「自らの手でできることは自分た
ちでやる」ことで、本気で社会課題と向き合い、業務理
解を深めてきた風土があります。そのため、容器を回
収する場所は直営店舗を利用し、容器の分別や洗浄、
乾燥作業は特例子会社のファンケルスマイルで行う
など、独自のスキームを構築してきました。自ら取り
組むことで、従業員もその作業を行う重要性や社会貢
献への意識を醸成することができ、また、本質的な社
会課題の把握・理解につなげることができています。
また、SDGsで掲げられている17の目標は相互に関

連しており、これを包括的に解決することで達成に
向かうとされていますが、「FANCL リサイクルプログ
ラム」は、容器回収リサイクルという環境への取り組
みが、障がい者の活躍促進や雇用創出、また地域社会
への貢献にもつながっていることが大きな特長です。
プラスチック資源循環においては、一企業だけでは

解決しえない課題が多く存在します。これらの課題を
解決するためには、企業の枠を超え、同じ志を持つ
方々とのパートナーシップで取り組むことが必須だと

ファンケルらしい、容器回収リサイクルを目指して

考えています。当社は、今後、新たなチャレンジとし
て、資本業務提携をしているキリングループと連携し、
「ケミカルリサイクル」技術により使用済みの容器をま
た同じ容器にリサイクルする水平リサイクルを目指
し、取り組みを発展させていきたいと考えています。
本プログラム開始以降、すでに多くのお客様にご

参加いただいています。今後より多くのお客様に共
感いただき、ともに活動を推進していくことで、より
一層大きな力に変え、持続可能な社会の実現に貢献
してまいります。

お客様とともに未来をつくる「FANCL リサイクルプログラム」

化粧品容器のプラスチックを再び資源に
プラスチックの資源循環を目

指した新しい取り組みとして、

2021年7月に「FANCL リサイク
ルプログラム～花と緑を広げよ
う～」を開始しました。このプロ
グラムは、一部の直営店舗で使用
済みの化粧品容器※1を回収し、リ
サイクルする取り組みです。
お客様からのご要望にお応え

して、2022年4月に東京都およ
び神奈川県など61店舗※2に回収拠点を拡大し、2022

年度中に全国の店舗に拡大を目指します。なお、こ
の容器回収にはファンケルグループの従業員も参画
しています。
※1 回収対象品目は21品目（2022年7月時点）
※2 大丸京都店含む

執行役員
SDGs推進室 室長

山本 真帆

2004年
30g

現在
18.2g

容器回収BOX 「ガーデンネックレス横浜」へ寄贈

リサイクルされた植木鉢
※写真はイメージです。
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健やかな暮らし
健康であなたらしい人生のために
貢献するSDGs

3つの重点テーマ ❷

ファンケルグループ「VISION2030～世界中を、もっと美しく、ずっと健やかに そして世界中で愛される会社
に～」を目指し、独自性のある製品・サービスを通じ、世界中の人々の健康寿命の延伸と生活の質（QOL）の向上
に貢献していきます。サプリメントのパイオニアとして、長年人々の健康に寄り添ってきた実績、積み重ねて
きた研究開発力、技術力を活かし、新たな価値を付加した製品を提案し続けます。

定量目標

重点課題 目標 進捗状況

健康寿命延伸への取り組み 日本人が健康のために
サプリメント・健康食品で対処する割合

2030年度までに  50%
 （2人に1人）

2021年度　28%基本的な栄養ニーズへの対応

生活の質（QOL）向上への取り組み

事業を通じた社会課題の解決
ファンケルの健康食品事業方針
少子高齢化社会における4つの健康ニーズ（高齢者健

康ニーズ、長く健康に働くニーズ、女性特有ニーズ、栄
養対策ニーズ）に加え、昨今のコロナ禍の環境下におけ

上記ニーズを叶え、競争優位性のある製品・サービスの提案を実現すべく、3つのポイントに注力していきます。

❶ 簡易に自身の健康状態を把握でき、一人ひとりに最適な健康対処法を提案するとともに、自身の対処の効果を確認し、
お客様の取り組み継続を後押しします。

❷ “体内効率設計”技術を深耕し、お客様ニーズに応える機能優位性の高い製品を開発します。

❸ お客様がより生活に取り入れやすい剤型の開発に注力し、使用性・継続性の向上を図ります。

競争優位性のある製品・サービスの提案

栄養対策ニーズ
栄養不足による心身機能の不調など、食に起因する

健康課題を解決するには、日常的な食生活における栄
養バランスの改善が重要です。
ファンケルは、現代人に必要な栄養素の中で不足が

ちな27種類もの栄養素をワンパックにしたサプリメ
ント「基本栄養パック」や、尿検査の結果と食習慣や生
活習慣から健康状態を分析し、必要な栄養素を設計す
るオーダーメイドサプリメント「パーソナルワン」、ビ
タミン・ミネラル・食物繊維などの栄養素が多く含ま
れるケール100%の「青汁」など、栄養不足の課題に対
応する製品を提案しています。

る「免疫対策ニーズ」を加えた5つのニーズへの対応に
注力して取り組みます。ファンケルグループならでは
の強みを最大限に発揮し、新たな価値を付加した製品
を提案することで、人生100年時代をサポートします。

健康・栄養セミナー
神奈川県との取り組み「健康支援プログラム」
神奈川県では「食・運動・社会参加」を通じて、より健

康な状態となることを目指す「未病改善」の取り組みを
推進しています。その一環として市町村未病センターで
提供する「健康支援プログラム」の講座をファンケルか
らも提供しています。

ファンケル 神奈川SDGs講座（健やかな暮らし）
神奈川県内の高校生向け

に、健やかな身体と心を育
むため「栄養」の大切さを伝
える講義を実施しています。

基本栄養パック

看護福祉高等学校での講座

1日分のケール青汁パーソナルワン

社会背景

社会背景から生じる
健康ニーズ

対応する製品

労働人口減少

長く健康に働く
ニーズ

女性の社会進出

女性特有ニーズ

高齢者の増加

高齢者健康ニーズ

食生活・栄養の変化

栄養対策ニーズ

ウイルスの脅威

免疫対策ニーズ

社会課題解決の実践事例
長年培ってきた技術や研究成果を活かし、新たな健康

価値を持つ製品の開発・育成の取り組みを行っています。

長く健康に働くニーズ
心身ともに健康で働き続けるため

に、生活者のQOLの向上につながる
製品を開発。睡眠＆疲労感の両方にア
プローチする「睡眠＆疲労感ケア」（機
能性表示食品）は睡眠の質を高め、起
床時の疲労感を軽減します。

高齢者健康ニーズ
人生100年時代。いつまでも元気で

アクティブな毎日をサポートし、健康
寿命の延伸に貢献する製品を開発。
「BRAINs（ブレインズ）」（機能性表示食
品）は、加齢とともに低下する認知機
能（記憶力・注意力）とメンタルにダブ
ルでアプローチします。

責任ある広告宣伝・マーケティング

ファンケルは、ソーシャルメディアポリシーを定
め、責任ある広告、マーケティングを実践しています。

2018年3月、健康食品の広告表現検討部会を発足。
関連法規の理解・習得や、広告全般の表現について「お
客様にわかりやすい表現になっているか?」等の視点

で適正な広告が実施できるよう審査を行っています。
審査にあたっては、必要に応じて外部の有識者へ

のヒアリングを実施しています。
また、月1回、業務担当部署による広告表現勉強会

を開催し、従業員の教育を行っています。

従業員向けの広告表現勉強会

広告表現検討部会の体制

広告制作の責任者 開発・企画責任者

部会長：コンプライアンス担当役員

事務局体制
事務局長：品質保証部長
事務局：薬務担当部署

法務・品質保証部門

P42他のSDGs講座

睡眠＆疲労感ケア
2021年10月発売

BRAINs（ブレインズ）
2022年1月発売
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地域社会と従業員
誰もが輝ける社会をつくるために
貢献するSDGs

3つの重点テーマ ❸

ダイバーシティ&インクルージョンの推進
「人間大好き企業」のファンケルグループは、「みんな違ってあたりまえ」というスローガンのもと、さまざまな
価値観や考え方を持つ多様な人材が個性や能力を発揮し、新しい価値を生み出し続けることを目指しています。
年齢や性別、障がいの有無、性的指向・性自認、国籍、人種、宗教、価値観や考え方、働き方等の多様性をお互いに
尊重し認め合い、一人ひとりがイキイキと輝ける環境のもとでチームワークを発揮できるように努め、変革と
価値創造を推進していきます。

従業員の心と身体の健康
美と健康のファンケルグループは、サプリメントのパイオニアとして「従業員の健康」がすべての基盤である
という認識のもと、健康第一の風土づくりを推進します。

定量目標

重点課題 目標 進捗状況

女性管理職比率 2023年度までに  50% 2021年度 47.1%

女性上級管理職※比率 2023年度までに  30% 2021年度 25.3%

障がい者雇用率 2030年度までに  5% 2021年度 4.29% （法定雇用率2.3%）

女性の活躍推進
ファンケルは、お客様に美と健康を提供するため、

創業以来女性社員が中心となり活躍する風土が根付い
ています。女性従業員比率は62.2%、女性管理職比率
は47.1%（2021年度）です。出産や子育てのために退
社することはなく、女性と男性が互いに支え合い、と
もに能力を発揮できる働きやすい職場づくりを推進し
ています。

心と身体の健康への取り組み
従業員の健康を支援する専門組織「健康支援室」に正

規雇用の保健師5名が所属し、産業医とともに、職場や
医療とも連携できる体制を整え、従業員からの生活習
慣病・メンタルヘルス等に関する相談に応じています。

2018年度からは、健康
管理の専用システムを活
用して、双方向のやり取り
が可能になり、心身の疾病
の発症を未然に防ぐこと
につながっています。

新型コロナウイルス感染症対策
従業員が保健師にいつでも相

談ができる体制をとっていま
す。また、体調不良者発生時のマ
ニュアル整備、在宅勤務の活用、
非接触型体温計やアルコール消
毒剤の設置、マスク着用の徹底などの対策をすること

を受賞。2021年度からは、従業員による「LGBTQアラ
イ」活動も開始しています。

で、従業員が安心して働ける環境を整えています。さら
に首都圏勤務の従業員とその同居家族を対象に、職域で
のワクチン接種を2021年6月よりスピーディーに実施
し、2022年3月末時点で3回目の接種も完了しました。

柔軟な働き方への対応
柔軟な働き方に対応するため、さまざまな家庭の事

情を抱える従業員でも活躍の場を広げられるよう、在
宅勤務とフレックス勤務を併用できる制度を導入して
います。

2015年度より在宅勤務を導入。現在は新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、在宅勤務の幅を広げオ
フィスの就業人数を減らしています。
「リフレッシュ休暇」「ライフイベント休暇」「ディスカ
バリー休暇※」の特別有給休暇制度も充実させており、
年次有給休暇の平均取得率は81.4%（2021年度）となっ
ています。

シニアの活躍
2020年4月1日、ファンケルグループでは、正社員の

定年年齢を60歳から65歳に延長しました。2017年に
は、65歳以上でも勤務できる「アクティブシニア社員」
という雇用区分を新たに設けています。

また、50代以降は、職場でも家庭でも大きな変化を
経験する方が多いこと、ナレッジマネジメントのスキ
ルを学び自身の経験と知識を組織に伝えることの大切
さから、50代向けキャリア研修も定期的に実施してい
ます。

（回答率）

従業員満足度調査の結果

（満足度）
■ 満足度（「とても良い」「良い」の合計）　● 回答率
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100
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100
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設問内容
1 給与 4 ファンケルでの勤務
2 仕事、部署 5 職場の人間関係
3 ファンケルの将来 6 経営層の経営姿勢

LGBTQ理解促進
性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく

イキイキと働ける社会の実現を目指し、LGBTQ等性
的マイノリティに対する理解を促すため、毎年定期的
に研修を実施しています。任意団体work with Prideが
策定した、性的マイノリティに関する取り組みの評価
指標「PRIDE指標」において、2021年11月「シルバー」

障がいのある従業員の活躍
障がいのある方の自

立支援を目的に1999年

2月、特例子会社株式会
社ファンケルスマイル
を設立。2021年度は従
来の業務に加え、関西
物流センターの業務や化粧品の容器回収リサイクルに
おける洗浄業務を開始したことで新たな活躍の場が拡
大しています。ファンケルスマイルのみならずファン
ケルグループ全体での障がい者雇用も進め、2030年度
までにファンケルグループ全体で障がい者雇用率5%

を目指しています。

※ ディスカバリー休暇・・・勤続5年、15年、25年、35年の節目の年に特別有給
休暇5日を付与し、キャリアの振り返りや今後を考える機会を提供

2022年2月には、女性の
エンパワーメント原則
「W E P s」（W o m e n ' s 
Empowerment Principles）
に署名しました。

経営姿勢や仕事のやりがいなど、従業員エンゲージ
メントを確認することを目的に2014年度より年1回
経営層に対するアンケートを実施しています。

2021年度は、長引くコロナの影響で前年をわずか
に下回りましたが、80.3%の高い満足度をキープして
います。
さらに、役員報酬における中期インセンティブの指

標として、「従業員エンゲージメント」の結果を採用し
ています。

従業員満足度調査結果

※ 次長以上の管理職

Web担当者による打ち合わせ

コンテナ容器の洗浄

LGBTQアライ活動

職域でワクチン接種を実施

保健師が社内に常駐

P45
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地域社会と従業員 誰もが輝ける社会をつくるために
3つの重点テーマ ❸

寄付・寄贈活動
ファンケルの想い「もっと何かできるはず」を事業だ

けでなく、社会活動にも活かしたい。そのような想い
から、お客様や株主様、従業員とともに寄付活動を

ファンケルセミナー
ファンケルは、「すべての方にいつまでも美しく健

やかに過ごしていただきたい」という想いのもと、

1988年からメイクセミナーをスタートし、さまざまな
セミナー・教育活動を実施しています。
現在は、視覚に障がいのある方、特別支援学校、がん

患者の方などを対象とした「ファンケルセミナー」を無
料でオンライン開催しています。
特別支援学校の生徒向けの「身だしなみセミナー」

は、文部科学省が主催する令和3年度「青少年の体験活

行っています。ファンケルグループは、今後も社会が
抱えるさまざまな課題に対し、積極的に社会活動に取
り組んでいきます。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う製品の寄贈
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、経済的苦境

がさらに深刻になっています。ひとり親支援団体や女
性支援団体、フードバンク、また最前線で働く医療従
事者の方々へ、サプリメント「免疫サポート（機能性表

示食品）」や、スキンケア、メイクなどの製品を寄贈し
ています。
今後も、支援を必要とする方々へのサポートを続け

ていきます。

FOCUS

「ファンケル 神奈川SDGs講座」は、ファンケルな
らではの、地域を巻き込んだSDGs活動としてス
タートしました。SDGsと聞くと世界的な大きな話に
聞こえがちですが、企業も個人も、自分たちにできる
範囲でしっかり活動することが大切です。
一人でも多くの方がSDGsに興味を持ち、企業規模

に関係なく、大きな会社も小さな会社も取り組める地
域密着型の活動として、本取り組みがロールモデルと
なって活動の輪が広がっていくことを願っています。

一人でも多くの方にSDGsに興味を持ってほしい

社会活動・地域とのつながり

地域のためにも「もっと何かできるはず」。ファン
ケルグループは地域活性化に貢献するためさまざ
まな活動を行っています。
私たちの活動を通じ、誰もがイキイキと輝ける社会
づくりに貢献していきます。

長期講座のテーマは、「環境にやさしい素材である

100％植物由来のプラスチック容器を採用した化粧
品のパッケージデザインを共同で開発」。パッケージ
デザインの開発を通じて環境問題を学ぶだけでなく、
製品を通じて自ら生活者へ環境に対する意識を高め
てもらうための情報発信まで考え、実行しました。

広告宣伝部企業広告G 
課長

岩本 浩昭

回数 参加生徒数 実施内容

単発講座
（高校生）

合計12回
・ ファンケル講師 

8回
・ 他社講師4回

2,212人

・ ファンケルの 
取り組むSDGs
・ 環境
・ 健やかな暮らし

長期講座
（高校生） 9回 部員8人

限定洗顔パウダー
デザイン開発

夏休み講座
（小学生） 1回 25人

自分にできる
SDGs宣言

動推進企業表彰」大企業部門にて最優秀賞「文部科学大
臣賞」を受賞しました。
ファンケルグループ全従業員が身だしなみセミ

ナーを支えていること、コロナ禍でも実施できるよう
オンラインを活用した取り組みと、障がいのある従業
員が働く「特例子会社ファンケルスマイル」所属の講師

3名が活躍していることが評価され、今回の受賞とな
りました。

項目 人／件数 2021年度寄付実績 用途

お客様のポイント寄付 2,423人 4,530千円※

・ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う支援 
（日本赤十字社）
・ ウクライナ支援（日本赤十字社）
・ 「全国の重度心身障がい者施設」と「視覚障がい者支援施設」 
（公益社団法人 日本フィランソロピー協会）

株主様の寄付 884人 2,830千円

・ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う支援 
（日本赤十字社）
・ 東日本大震災支援 
（公益社団法人 東日本大震災復興支援財団）

従業員による寄付活動
「もっと何かできるはず基金」 20件 6,850千円※

・ 「NPO法人 森づくりフォーラム」
・ 「認定NPO法人 むすびえ」
・ 「認定NPO法人 フローレンス」
・ ウクライナ支援（日本赤十字社）　など

ファンケル 神奈川SDGs講座
神奈川県の企業として、未来を担う地元神奈川の若

い世代と一緒にSDGsを推進し、地域に貢献したいと
いう想いから「ファンケル 神奈川SDGs講座」を2021

年4月にスタートしました。本講座では、ファンケル
の想いに賛同した企業や団体とともに、神奈川県内の
高校生、小学生へSDGsの大切さを伝えています。

2021年度は、単発講座を12回、横浜市立東高等学
校サステイナブル研究部との長期講座を全9回開催。
夏休みには小学生講座を実施しました。

※ ファンケルからのマッチングギフトを含んだ金額です。

長期講座（高校生）

夏休み講座（小学生）

オンラインセミナーで講師を務める「ファンケルスマイル」所属の従業員 オンライン「身だしなみセミナー」

数量限定発売した
「洗顔パウダー
〈SDGsを身近に〉」

夏休み講座の
ポスターを作る親子

4342




