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カプセル式プレミアムコーヒーシステム
Premium Portioned Coffee System

採用と育成
Recruiting and Development

ネスレ日本グループ コーポレートサイト　Corporate site, Nestlé in Japan  http://nestle.co.jp/
https://www.facebook.com/Nestle.Japan
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高岡 浩三
ネスレ日本株式会社
代表取締役社長兼CEO

Kohzoh Takaoka 
Representative Director,

President and CEO

ネスレはスイスでの1866年の創業の時より世界中の人々からご支持いただ

き、売上高において世界第1位の総合食品飲料企業へと成長しました。日本

においても、おかげさまで2013年には100周年を迎えました。

私たちは、世界でもっとも信頼される栄養・健康・ウエルネスのリーダー企業

であり続けることを目指しています。すなわち、よりおいしく健康的な製品を

提供し、健康的なライフスタイルを応援することで、消費者の方々の毎日の

クオリティ・オブ・ライフを向上させることです。

あらゆる年代の消費者の皆さまの栄養面や情緒面のニーズを理解し、業

界最大規模の研究開発体制に支えられた、卓越した科学的知識と技術

を活用して、革新的な製品をお届けすることに努力を惜しみません。信頼の

おけるブランドのもと、高品質な製品をいつでも、どこででもご提供すること

で、ペットを含むご家族全員に愛され、選ばれる企業でありたいと願ってい

ます。「グッドフード、グッドライフ」のスローガンにはそんな私たちの思いが込

められています。

日本における私たちの使命は、グローバル企業としての強みを最大限に生

かしつつ、日本の消費者の皆さまに喜びをお届けするとともに、より健康的

な食生活のお手伝いをすることです。そのためには、製品のみならず、私た

ちの事業活動のすべてにおいて変革にチャレンジし続けることが重要と考

えています。　

ネスレは、企業が社会のニーズに応えるにはどうすべきか、特に、長期的か

つ地球的な視点から私たちが果たすことができる役割はどのようなものか、

ステークホルダーの皆さまと協力して取り組んできました。そのなかで私たち

は「企業の社会的責任（CSR）」から、社会とネスレ、その双方にとっての

価値をつくり出す「共通価値の創造（Creating Shared Value=CSV）」

へと徐々に考え方を発展させてきたのです。ネスレの全活動の礎である、

「ネスレの経営に関する諸原則」の順守を基盤として、私たちは「共通価

値の創造」を実現していこうとしています。

ネスレはまたヒューマンカンパニー、（“人本位”の企業）であり、ネスレの社

員は「ネスレマネジメント及びリーダーシップの基本原則」により安全と品質

への責任をはじめとするネスレ共通の価値観を共有しています。

消費者の皆さまをはじめ、日本のステークホルダーのお一人おひとりにとっ

て、最も信頼され、尊敬される企業であるために全力を尽くしてまいります。

皆さまの変わらぬご支援をお願いいたします。
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The Nestlé Management
and Leadership Principles

ネスレ マネジメント及びリーダーシップの基本原則

FOR INTERNAL USE
社内用

■ ネスレは原則に拠って立つ企業であり、「ネスレの経営に関する

諸原則」はネスレの全活動の礎となるものです。「ネスレの経営に

関する諸原則」の順守は、環境的に持続可能であり、そのうえで共通

価値を創造するというネスレの取り組みの土台にもなっています。

■ 「ネスレマネジメント及びリーダーシップの基本原則」は、社員が準拠

すべき文化と基本的な価値観、およびマネジメントとリーダーシップで

成功を収めるために必要とされる資質について詳述しています。

As Nestlé is a principle-based company, the Nestlé Corporate 

Business Principles form the foundation of all we do. Compliance 

with Nestlé Corporate Business Principles is the foundation for the 

Company’s commitment to be environmentally sustainable and to 

create shared value.

Our Management and Leadership Principles describe the culture 

and basic values we expect our employees to uphold, as well as 

the attributes needed to be successful in management and 

leadership.

Since its beginning in 1866, the Nestlé Group has grown to 

become the world's leading food and beverage company. 

Here in Japan, thanks to our stakeholders, Nestlé celebrated 

its 100th anniversary in 2013.

Nestlé's goal is to be the most trusted and leading Nutrition 

Health and Wellness Company in the world. By offering tasty 

and wholesome products, we would like to support the 

healthy lifestyle of consumers every day and improve their 

quality of life. We strive to understand and fulfill the nutritional 

and emotional needs of consumers of all generations with our 

innovative products, developed with our superior scientific 

knowledge and technology backed by the industry's largest 

R&D structure. We want to be the preferred company for 

Japanese families, including their pets, by offering high 

quality branded products whenever and wherever. This 

aspiration is expressed in our slogan "Good Food, Good 

Life".

In Japan, our top priority is to delight the Japanese 

consumers and support their healthy life by fully leveraging 

the strengths of our global company. In order to do this, we 

believe continuous innovation, not only in our product 

development, but in everything we do, is extremely important. 

Nestlé has been working with other stakeholders to better 

define how business can serve the needs of society, and 

particularly Nestlé's role in global and long term development. 

As a result, our thinking has evolved from the concept of 

Corporate Social Responsibility (CSR) to that of Creating 

Shared Value (CSV), to create value for both our shareholders 

and society. The Nestlé Corporate Business Principles form 

the foundation of all that we do. Full compliance with the 

Principles at its foundation, Nestlé is now working on 

Creating Shared Value. 

Nestlé is also a human company and its employees share the 

same Nestlé values with a focus on commitment to safety 

and quality, as guided by "The Nestlé Management and 

Leadership Principles."

We appreciate the continued support of each of our 

stakeholders here in Japan in our endeavor to be among the 

most trusted and respected companies for the Japanese 

consumer.
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92
おひとりの選択の結果が積み重なることで年間920億スイスフラン

（約7兆8,800億円）の売り上げを達成させていただいています。
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●世界戦略の重要ブランド / ●世界戦略の重要ブランド / WorldwideWorldwide master brandsmaster brands

下の８ブランドがネスレの世界規模の重要ブランドです。 
These eight brands are the worldwide master brands for Nestlé.
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Nestlé  is  more  than  just  the  largest  food  and  beverage
company in the world.  Increasingly, Nestlé is recognized as
the world’s leader in Nutrition, Health and Wellness.

ネスレは世界最大の食品飲料企業から、栄養、健康、ウエルネスに

おいても有数の企業になっています。
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Nestlé launched its first Japan-based research unit for 
fundamental scientific research, Nestlé Research Tokyo, in 
2009. The research unit, part of Nestlé Science and 
Research in Switzerland, is based at the University of Tokyo, 
and focuses on fundamental research in nutrition and 
health. The collaboration between Nestlé and the University 
of Tokyo is further strengthened by a new joint research 
program, Food for Life.

In 2012, we invested CHF 1.5 billion in Nestlé Research. 
This figure is the highest in the industry.（約1,300億円）

32

また2009年に、ネスレは基礎研究のユニット、ネスレリサーチ東京を

初めて日本に開設しました。ネスレのスイス本部の研究部門に属する

当ユニットは、東京大学内に開設され、健康と栄養の基礎研究を目

的としています。東京大学とともに、「食と生命」を切り口とした共同

研究に取り組んでいます。

152012

32 0
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One responsibility of leadership is to be a pioneer: we aim to develop the innovative area of personalised health science nutrition to 
prevent and treat health conditions such as diabetes, obesity, cardiovascular disease and Alzheimer’s disease. In September 2010 
we announced two initiatives: the creation of Nestlé Health Science, incorporating the existing global CHF 1.7 billion Nestlé 
HealthCare Nutrition business; and the creation of the Nestlé Institute of Health Sciences, which will conduct research in relevant 
areas of biomedical science to translate this knowledge into nutritional strategies to improve health and longevity. We believe that 
personalised health science nutrition will create value for Nestlé, and for society, by preventing, improving and treating acute and 
chronic medical conditions.

リーダーに求められるのはパイオニアになることです。糖尿病や肥満、心臓疾患、アルツハイマー病などの疾病を予防し治療するために、ネスレは

個々のニーズに合わせたヘルス・サイエンス・ニュートリションという革新的な分野の開発を目指しています。2010年9月ネスレはふたつの取り組みを

発表しました。ひとつは世界で17億スイスフランの売上規模を持つネスレのヘルスケアニュートリション事業を統合して、「ネスレ ヘルスサイエンス」を

創設すること。もうひとつはバイオ医療科学の関連分野において研究を行い、その知識を健康と長寿のための栄養戦略に落とし込むための

「ネスレ・インスティテュート・オブ・ヘルス・サイエンス」の設立です。個人ごとの異なるニーズに応えるヘルス・サイエンス・ニュートリションは、急性・慢性

の疾病を予防し、状態を改善し、治療することで、社会とネスレ双方にとっての価値を創造するものと、ネスレは信じています。

ネスレ ヘルスサイエンスとネスレ・インスティテュート・オブ・ヘルス・サイエンス

Nestlé Health Science S.A. and Nestlé Institute of Health Sciences
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コーヒークリーミング
Coffee Creaming

家庭用
コーヒーマシン
Home
Coffee Machine

日本での事業展開

家庭用（小売用） In-home (Retail)

コーヒー
Coffee

ココア、麦芽飲料
Cocoa and Malt
Beverages

チョコレート・菓子
Confectionery

食品
Food

ペットケア
Pet Care

カプセル式本格
カフェシステム
Capsule-type
Café System

Business Presence in Japan 

さまざまな分野でネスレ製品をお届けしています。

Providing Nestlé products in a variety of categories.
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飲料ソリューション
Beverage Solutions
飲料ソリューション
Beverage Solutions

業務用製品 Out of Home Products

製品写真は代表例です。製品写真は代表例です。

ミネラルウォーター
Mineral Water

栄養補助食品
Health Care 
Nutrition

カプセル式プレミアムコーヒーシステム
Premium Portioned Coffee System

コーヒーメーカー・カプセルコーヒー Coffee Maker and Capsule Coffee

カプセル式 
ティー専用マシン
Tea-exclusive 
Capsule Machine

ティーメーカー・カプセルティー Tea Maker and Capsule Tea

医療機関・介護施設向け Medical Institutions / Nursing Facilities

輸入ミネラルウォーター Imported Mineral Water

ソース
Sauces
ソース
Sauces

エスニック
Ethnic
エスニック
Ethnic

業務用飲料
Institutional 
Beverages

業務用飲料
Institutional 
Beverages

デザート
Desserts
デザート
Desserts

自販機用製品
Cup Vending

ブイヨン、コンソメ
Bouillon&
Consomme

ブイヨン、コンソメ
Bouillon&
Consomme
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「ネスカフェ」の豊かな味わいはその長い歴
史から。ブラジル政府が最初にネスレに働
きかけた1930年が「ネスカフェ」の始まりで
す。ネスレのコーヒーのエキスパートチーム
はお湯を加えるだけでコーヒーの本来の味、
香りを再現する技術の開発に乗り出しまし
た。彼らの努力はピュアソリュブルコーヒー
（インスタントコーヒー）という形で実を結び、
ネスレとカフェを合わせた「ネスカフェ」という
ブランドが生まれました。1938年4月、最初
の「ネスカフェ」がスイスに登場して、それ以
来数え切れないイノベーションや改良を経
て、「ネスカフェ」は日本で、そして世界で最
も愛されるコーヒーブランドに成長しました。

長らくソリュブルコーヒーを代表してきた
「ネスカフェ」は、ここ数年イノベーションに
よる劇的な進化を遂げています。イノベー
ションの代表例、カプセル式カフェシステム
「ネスカフェ ドルチェ グスト」やソリュブル
コーヒーを使った家庭用コーヒーマシン「ネ
スカフェ バリスタ」を通じて、ご家庭で“カ
フェスタイル”を楽しんでいただく「ウチナカ
カフェ」をコーヒーの新しい楽しみ方として
提案しています。

そして2013年秋すべての「ネスカフェ」製
品は“レギュラーソリュブルコーヒー*”として
生まれ変わりました。淹れたてのような“豊
かな香り”と“コーヒー本来のコク”が簡単に
お楽しみいただけます。 （*微粉砕した焙煎
コーヒー豆をネスカフェ独自の抽出液に混
ぜ合わせ、粒の中に封じ込める画期的な
技術を採用）

また、コーヒーにポリフェノールが多く含ま
れていること、日本人が摂取しているポリ
フェノールの最大の摂取源が「ネスカフェ」
であることなど、「ネスカフェ」はコーヒーの
新たな価値をお伝えしています。

新しいコーヒー体験を次 と々
The leading coffee solution provider
The rich taste of your favorite coffee 
is reflected in its rich history. The 
beginnings of NESCAFÉ can be 
traced all the way back to the 1930s, 
when Nestlé was first approached by 
the Brazilian government. An expert 
team set out to find a way of 
producing a quality cup of coffee that 
could be made simply by adding 
water, but still retains the coffee’s 
natural flavor. The invention was 
called Pure Soluble Coffee and the 
brand name was a combination of the 
words ‘Nestlé’ and ‘café’. Since 
NESCAFÉ was first introduced in 
Switzerland in April, 1938, numerous 
innovations have followed that have 
made NESCAFÉ Japan’s, and the 
world’s, favorite coffee. 

NESCAFÉ which has been the leading 
brand of soluble coffee for a long 
time　has been dramatically evolving 
in recent years. NESCAFÉ DOLCE 
GUSTO, a capsule-type café system 
and NESCAFÉ BARISTA, an in-home 
coffee machine for soluble coffee, are 
some of the most recent examples of 
the strong innovations through which 
NESCAFÉ offers new coffee 
experiences to consumers, bringing 
the “Café Style” experience into their 
home with the “Uchinaka Café” 
concept.

As of autumn 2013, all NESCAFÉ 
products have evolved into Regular 
Soluble Coffee* allowing consumers 
to enjoy the rich aroma and natural 
body of freshly-brewed coffee.

*an innovative new process that 
wraps finely ground particles of 
regular coffee in freeze dried coffee

NESCAFÉ is also the leading source 
of polyphenol for the people of 
Japan, and provides consumers with 
valuable information about the high 
polyphenol content of coffee.
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オフィスで手軽にコーヒーが飲めるマシンとして、また同僚と一緒に
コーヒーを淹れながら会話が弾む、一つのコミュニケーションツール
として「ネスカフェゴールドブレンド バリスタ」が浸透しつつありま
す。このような社会的な動きに合わせて、「オフィスをもっと楽しく」
をコンセプトに、「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」がオフィス
で、無料で使用できる「ネスカフェ アンバサダー」という活動を展
開しています。

ネスカフェ アンバサダー

カフェ・イン・ショップ

「カフェ・イン・ショップ」は、小さなお子さまやママ友との憩

いの場として、ご高齢の方々の休憩場所として、スーパー

マーケットなどの店内にカフェを設置する活動です。

ネスレはお店と提携し、コーヒーマシンを提供するなどのカ

フェを開業するためのお手伝いを行っています。家庭外で

の最も身近なカフェとして全国に展開、コーヒーとともに

ほっと一息つける場所をお届けします。

Café in Shop is a concept we have for establishing 

coffee shops inside supermarkets that can be used as 

a communication area for mothers with small children 

and as a place for elderly shoppers to relax.

We are cooperating with supermarkets to help them 

open and operate small in-store coffee shops by 

providing coffee machines and knowhow.

Café in Shop will be rolled out nationally with the goal 

of providing delicious coffee in the most relaxing 

space outside of your own home.

NESCAFÉ GOLD BLEND BARISTA is rapidly gaining popularity 

as a convenient way to easily prepare coffee at offices and as a 

communication tool that brings colleagues closer together. In 

line with this “social movement,” we have introduced the 

NESCAFÉ AMBASSADOR program so that NESCAFÉ GOLD 

BLEND BARISTA can be used in offices for free under the 

concept of “Making the office more enjoyable.”

NESCAFÉ Ambassador

Café in Shop
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ネスレは、麦芽飲料やココア飲料分野にも

力を入れています。1973年の発売以来お

子さまの健やかな成長を応援しつづけてい

る自然の恵みの麦芽飲料「ネスレ ミロ」や

一流ショコラティエ監修の本格的な味わい

が楽しめる「ネスレ ココアドール」（黒ココア）

など、消費者のニーズに合わせたラインアッ

プをそろえています。

Nestlé is also making strong efforts in the 
malt drinks and cocoa categories. Nestlé 
has a full lineup to meet the needs of our 
consumers including products such as 
NESTLÉ MILO, a natural malt beverage 
that has been supporting healthy growth in 
children since its launch in 1973 and 
NESTLÉ COCOA D’OR (Black cocoa), 
authentic cocoa produced in collaboration 
with a famous chocolatier.

Malt and Cocoa
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ネスレは国境や時代を超えて世界中で愛

されている“おいしさ”を日本の食卓にお届

けしています。マギーは1882年にスイスで

生まれました。日本では1927年に外国人

シェフによって初めて「マギー ブイヨン」が

紹介され、その後洋風料理に欠かせないも

のとなりました。また、現在では健康やウエ

ルネスへのニーズが高い消費者向けに、

化学調味料無添加の製品もご用意してい

ます。マギーは食生活をより豊かにするた

めに「Creating Good Food Moments」

（おいしいひとときを創造します）を世界共

通のスローガンとし、健康的でおいしい食

品を提供し続けています。

Nestlé now brings its timeless  “taste,” loved 
by people across national boundaries all over 
the world, to dining tables throughout Japan. 
MAGGI was born in Switzerland in 1882. 
MAGGI BOUILLON was first introduced in 
Japan by an overseas chef in 1927, and soon 
became an indispensable part of Western 
cuisine. MAGGI also has No MSG added 
products for consumers with specific health 
and wellness needs. Aimed at making dining 
even richer, MAGGI has continued providing 
healthy and delicious food products under the 
one global slogan, “Creating Good Food 
Moments.”
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ネスレプロフェショナルは外食産業での

業務用ビジネスのエキスパートです。さま

ざまな業態の要望に合わせて、食品・飲

料製品およびソリューションを、ホテル、レ

ストラン、居酒屋、ファーストフード、コンビ

ニエンスストア、オフィス、美容サロンそし

てベンディングオペレーターなど幅広いお

客さまに提案しています。

世界100カ国で展開するネスレプロフェシ

ョナルの使命は、お客さまと共に成長する

パートナーとして「ネスカフェ」や「マギー」

などの創造的でブランド価値の高い食品

・飲料ソリューションのみならず、カフェの

開業や運営をサポートさせていただく

「ネスカフェ ミラノ プロケア」などのサー

ビスもトータルで提供することでお客さま

のビジネスに貢献し消費者の皆さまに喜

んでいただくことです。

Nestlé Professional is the "business to 
business" out-of-home expert, offering 
specific food and beverage products and 
solutions tailored to the needs of a variety 
of channels such as hotels, restaurants, 
izakaya, fast food, convenience stores, 
offices, beauty salons and vending operators.

Across the 100 countries in which it 
operates, the mission of Nestlé Professional 
is to be an inspiring growth partner to 
customers by delivering creative, branded 
food and beverage solutions such as 
NESCAFÉ and MAGGI as well as offering 
NESCAFÉ MILANO ProCare, which is a 
total service to help customers open and 
operate a coffee shop, enabling them to 
innovate and delight their consumers.

業務用製品Out of home products
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カプセルコーヒーを完璧な保存状態で新

鮮なままお届けするために生まれたのが、

ネスプレッソクラブです。24時間年中無休

の受注サービス、ネスプレッソマシンが故障

した際の修理などに関するサービス、コー

ヒーに関連する商品やメンバーシップならで

はの特典を用意しています。また、東京・表参

道、大阪・心斎橋の路面店を始め、全国の

有名百貨店19カ所でスプレッソブティックを

展開。お客様にネスプレッソの世界観をご

体験いただいています。

NESPRESSO Club was  started in order to provide 
customers with fresh, perfectly preserved capsules.
It provides an ordering service 24 hours a day - 7 
days a week, assistance with machine maintenance  
and repairs, espresso related products and special 
promotions for members. NESPRESSO has 17 
NESPRESSO BOUTIQUE locations in well-known 
department stores across the country, besides the 
two road side boutiques in Omotesando (Tokyo) and 
Shinsaibashi (Osaka), so that customers can savor 
the world of NESPRESSO. 

Premium Portioned
Coffee System

カプセル式
プレミアムコーヒー
システム

コーヒーが飲みたくなるたびに、またとない

おいしさを再現できる、それがネスプレッソ

システム。1987年の日本登場以来、最先

端の技術を備えたスタイリッシュなマシン

で、挽きたてのコーヒーの香りと味を封じ込

めたカプセルコーヒーから、一杯ずつ、最高

品質のエスプレッソをお届けしています。

Whenever you feel like an espresso, the 
NESPRESSO System is what can reproduce that 
unparalleled flavor for you. Since its arrival in 
Japan in 1987, the stylish machines using cutting-
edge technology have been making espresso of the 
highest quality from capsules containing the aroma 
and flavor of freshly ground coffee.
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Nestlé Health Science provides nutritional 

solutions (healthcare nutrition products for 

hospitals and care facilities etc.) in order to 

meet the various needs of patients and 

healthcare professionals.

 

Our brands, including “ISOCAL” which has 

been on the market for more than 20 years, 

as well as “RESOURCE” and “PEPTAMEN”, 

are highly regarded throughout more than 

10,000 hospitals and care facilities 

nationwide.

 

Recently, we have been focusing on the 

DTC (Direct to Consumers) business in 

response to the increasing needs for 

nutritional care at home. We provide 

healthcare nutrition products directly to 

home-cared patients and care-givers 

through the DTC call center and website, 

together with useful information for nutrition 

care at home.

医療・介護現場の専門家のさまざまなニー

ズに応える栄養補助食品 （医療機関・介

護施設ならびに在宅介護向け栄養食品） 

を提供しています。

20年以上の歴史をもつ「アイソカル」のほ

か、「リソース」や「ペプタメン」といったブラ

ンドで製品展開を行い、全国約１万軒以上

の医療機関や高齢者施設で、高い評価を

いただいております。

また、近年では在宅医療現場において高

まる栄養ケアへのニーズに着目。医療機

関などから在宅に移行した方やその介護

者を対象に、コールセンターやウェブサイト

を通じた情報提供や栄養補助食品の通

信販売を行っています。
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ネスレは日本を含め100カ国

以上に現地法人があるグロー

バル企業です。そのネットワー

クをいかして、海外で販売され

ているネスレ製品をいつでも日

本に紹介できるのもネスレの強

みです。アメリカのチョコレー

ト、ブラジルのココア、香港のア

イスクリーム、韓国のコーヒーな

ど幅広く紹介しています。

Nestlé is a global company that has 
local subsidiaries in more than 100 
countries, including Japan. One of 
the company’s strengths is its ability 
to offer Nestlé products that are 
being sold overseas by taking 
advantage of this network. 
American chocolates, Brazilian 
cocoa, Hong Kong’s ice cream as 
well as Korean coffee, are just 
part of the extensive range of 
products we offer. 

From tap water to delicious water, and now... 

healthy water; mineral water has firmly been 

established as one of the beverages of choice in 

the Japanese lifestyle. Nestlé is proud of its No.1 

share of the world mineral water market, having 

been involved in this particular business for over 20

years. and maintains water sources in locations all 

over the world. In Japan, Nestlé markets 5 distinct 

brands of delicious and healthy waters; CONTREX, 

VITTEL, PERRIER, S.PELLEGRINO, ACQUA 

PANNA.

水道の水からおいしい水へ、さらに身体に良い水へ。

日本人の生活にもミネラルウォ－ターの愛飲は

すっかり定着しました。20年以上も前からミネラル

ウォ－ターに着目し、世界各地に水源を保持して

いるネスレ。現在では世界のウォーターマーケットで

売上シェアNo.1を誇るまでになりました。日本では、

おいしい水、身体に良い水など、コントレックス、

ヴィッテル、ペリエ、サンペレグリノ、アクアパンナの

個性豊かな5ブランドのミネラルウォーターを販売し

ています。
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ネスレアミューズ　
～消費者の方々が集い、楽しみ、生活を豊かにしていく場を目指して～
ネスレアミューズは、ネスレの「グッドフード、グッドライフ」のスローガンのもと、消費者の方々に「楽しかった、また来よう」と感じていただける
居心地のよいサイトを目指しています。
ネスレ製品のご紹介やオンラインショッピングはもちろん、映像・音楽や、レシピ、キャンペーン、ゲームなど、バラエティ豊かなコンテンツを取
りそろえています。（ネスレアミューズ http://nestle.jp/　携帯サイト http://m.nestle.jp/）

Under our slogan ‘Good Food, Good Life’, Nestlé Amuse aspires to be a fun and hospitable website that consumers can enjoy and will 
want to visit again.
The site offers a variety of content such as product showcases, online shopping, pictures, music, recipes, campaigns and games.
（Nestlé Amuse http://nestle.jp/　Mobile site http://m.nestle.jp/）

At the website
Nestlé Amuse　
A forum for consumers to get together, enjoy themselves and enrich their lifestyle.

ウェブサイトでウェブサイトで
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ネスレではお客さまとの対話を重ねることで、お客さま一人ひとり
の毎日の生活や心情を理解したいと考えています。お客さまの
視点で考えるために、神戸本社にネスレVOCセンター（Voice 
of Consumers＝お客さまの声）を設けています。
そこでは、コールセンターやウェブサイト、ツィッターやフェイスブック
などのソーシャル・ネットワークサービス、販売店に集まるさまざまな
お客さまの声を分析し、情報として共有できる仕組みが導入され
ており、製品開発や消費者コミュニケーションへの反映、サービス
の向上などにつながっています。
併設の「グループ・インタビュー・ルーム」では社員がお客さまの生
の声に接し、消費者のリアリティあるインサイトを体感します。

お客さまとの共感点「ネスレVOC
センター」（上）とお客さまの生の
声に接する「グループ・インタビュー・
ルーム」（右）

At VOC Center
Here at Nestlé, we are eager to understand how our consumers 
feel and live from day to day via continued dialogue. Therefore, 
the VOC (Voice of Consumers) Center was set up at our head 
office in Kobe in order to see things from a consumer perspective.

Our VOC Center has a system which analyzes consumer opinions 
gathered from our call center, website, social networking service 
such as Twitter and Facebook, and through retailers. This 
enables us to share those opinions and analysis as valuable 
information within our organization where it is then utilized in 
product development, as well as to improve our consumer 
communications and services.

The VOC Center also has a Group Interview Room for our staff to 
actually listen to consumers’ opinions and acquire consumer 
insight first hand.  

Nestlé VOC Center, the contact 
point with consumers (top) and 
Group Interview Room to hear 
consumer opinions (right)

VOCセンターで
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Photo: "Nestlé Nutritional Compass" 

「ネスレ・ニュートリショナル・コンパス」「カロリーガイド表示」
Photo: "Guideline Daily Amount (GDA) Labeling" 

パッケージで

消費者の皆さまが十分な知識を得たうえで製品を選択して

いただけるよう、ネスレでは、現在ほぼすべての製品パッケー

ジに、「ネスレ・ニュートリショナル・コンパス」という情報欄を

設け、栄養成分表や製品の栄養や健康についての特長な

どを表示しています。

また、エネルギー（カロリー）を気にされる消費者に、エネル

ギーと上手に付き合い、健康的な生活をしていただくため、

エネルギー量と栄養素等表示基準値（１日の目安の2,100 

キロカロリー）に対する割合をコンパクトに表示した「カロ

リーガイド表示」を製品パッケージに導入しています。

On packages

The "Nestlé Nutritional Compass” has been introduced to 

almost all Nestlé product packages, displaying nutritional 

facts and product characteristics concerning nutrition and 

health so that consumers can choose products after 

obtaining sufficient nutritional information. 

In order to help calorie conscious consumers control 

energy intake and lead healthier lives, we have introduced 

"Guideline Daily Amount (GDA) labeling" on product 

packages, showing energy amount and its percentage of 

the energy value according to the Nutritional Reference 

Value in Labeling (2,100 kcal/day as target). 
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Furthermore, we are continuously improving our products via the use 
of our global network, including the quality management department 
located at our headquarters in Switzerland, and through the 
performance of regular inspections that ensure our quality management 
system is functioning at the highest level. All three factories in Japan 
obtained FSSC22000 (Food Safety System Certification) in 2011.

改善改善 2011年には食品安全認証システム

「FSSC22000」の認証を国内3工場で取得しました。

2011年には食品安全認証システム

「FSSC22000」の認証を国内3工場で取得しました。
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People are Nestlé’s greatest asset. Even though we have more 
than 330,000 people around the globe, what binds them 
together is a common culture and the same Nestlé values. In 
Japan, Nestlé is different from the public image of 
foreign-affiliated companies.  Employees have a high sense of 
belonging to Nestlé and can invest their energy into their work 
by expanding the Japanese style of business that treats 
employees with respect, such as training and development 
system, benefit system, etc. We also enhance systems to 
support employees’ private life such as raising children or 
nursing care, in order to create the environment which 
employees have long career.

ネスレは“社員こそが最も重要な会社の資産である”と考えていま
す。世界のさまざまな場所で働く33万人を超える社員は同じネス
レの価値観で結ばれています。一般的な外資系企業のイメージ
とは異なり、ネスレ日本では社員一人ひとりの能力を高める研修
等の育成制度、非常に手厚い企業年金制度をはじめとする充実
した福利厚生制度など、人を大切にする日本的な経営を展開して
います。それにより、社員の会社への帰属意識が高く、安心して
仕事に力を注げることが可能になっています。また「社員が長く働
ける環境」を整えるために子育てや介護などのプライベートライフ
と仕事の両立を支援する制度も充実させています。

“Nesurekko House” - 
Kasumigaura factory nursery▼

▲社内保育園「ねすれっこ・はうす」
（霞ヶ浦工場）
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In order to develop a high-performance culture with challenges toward the realization of innovation, we recruit innovative people 
(especially focus into leadership, analyzing, and communication) through “Nestlé Pass” course. 
We also give “Associate” (prospective employees) opportunities to utilize Nestlé’s training and development programs and we support 
to enhance their campus life by “Nestlé Associate Program” in which we support their proactive career development. After they join 
Nestlé, in Japan, we support to develop their expertise, thinking of their own career, and their self-development through various 
courses.  
There are opportunities to participate into Nestlé’s original training for global operating strategies and technical know-how, as well as 
workshops conducted in locations around the world including Rive-Reine (International Training Center) in Switzerland. We also 
dispatch employees to the IMD (International Institute for Management Development) in Switzerland.

イノベーションの実現に向けてチャレンジする、ハイパフォーマンスカルチャーを築いていくためにも、通年採用選考プロセス「ネス
レパスコース」を通じて、日本の枠にとらわれない、イノベーションを創出できる人材（特にリーダーシップ、分析力、コミュニケーショ
ン力を重視）を採用します。またアソシエイト（内定者）の主体的なキャリア形成を支援する「ネスレ アソシエイト制度」により、アソ
シエイトが“ネスレ流”の育成に触れ、学生生活をより充実したものにできるよう支援しています。
入社後、国内では社員が自主的にさまざまな研修を受講していく中で、専門能力を高めながら、自らキャリアを考え、能力開発して
いくことをサポートしています。
海外では、スイスのリブレイン（国際研修センター）や世界の主要拠点で開催されるネスレ独自の研修（世界規模の戦略や思考、
ネスレのノウハウを習得）、ワークショップに参加することにより、世界のネスレ社員と交流しながら研さんを積むことができ、またス
イスのビジネススクールIMD（International Institute for Management Development＝国際経営開発研究所）への派遣も
行っています。

採用と育成

Recruiting and
Development
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Nestlé in societyー
Creating Shared Value

サステナビリティ（持続可能性）
将来への護り（地球環境など）

Sustainability

コンプライアンス
法律、経営に関する諸原則、考働規範

Compliance

共通価値の創造

Creating
Shared
Value

栄養
水資源

農業・地域開発

共通価値の創造
社会とネスレ、その双方にとっての
価値をつくり出すこと、
これがネスレの進化したCSR、
「共通価値の創造」という考え方です。
（Creating Shared Value＝CSV）

Creating Shared Value
We have to create values for our shareholders
and value for society at the same time.
We call it Creating Shared Value（CSV）,
evolved from the concept Corporate Social
Responsibility（CSR）.

すべての関連法規とさらに厳格な社内規則を順守し、現在のみ
ならず将来の世代のニーズをも満たすような持続可能な取り組
みを行うことで、企業は、雇用の提供、税金、経済活動全般と
いった形で、社会にとっての価値を創造することができます。
「共通価値の創造」は、さらにその先にあり、中核となる事業
戦略や事業活動に深く結びついた分野に人材と資本両方の資
源を投じ、社会とネスレ双方に共通する価値を、関係ステーク
ホルダーと協働して創造することを目指しています。
ネスレは「共通価値の創造」が最も見込める領域を「栄養」
「水資源」「農業・地域開発」の3分野とし、現在全世界で取り
組みを行っています。

Any business creates value for society through its activities, 
e.g. in terms of jobs for workers, taxes to support public 
services, and economic activity in general, by managing 
sustainable activities to respond both needs of present and 
future generation, in compliance with all relevant 
conventions, as well as our own requirements, which often go 
beyond our legal obligations.
But Creating Shared Value goes one step further. The 
company invests resources, both in terms of talent and 
capital, in those areas where our core strategies and 
business operations strongly intersect, and seeks 
collaborative action to create value for society and Nestlé 
with relevant stakeholders in society.
At Nestlé, we have analyzed our value chain and determined 
that the areas of greatest potential for joint value optimization 
with society are water, rural development, and nutrition.

社会とネスレー共通価値の創造
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■Nutrition
Nestlé Healthy Kids Program 

It has come to light that in Japan, children's interest in 

"eating" and "moving their bodies", the foundations of mental 

and physical growth, is low, while few children are able to act 

proactively with confidence. As part of the "Nestlé Healthy 

Kids Global Program", a program was started in Japan in the 

spring of 2011 to support early elementary school-age 

children by "making their bodies healthy and strong", 

following the pilot period in 2010. In this program, we 

promote joint activities among schools, communities and 

families, with the aim of achieving the following three 

objectives: 

・Help raise children with a positive attitude and an 

awareness that “I am in charge of building my own body.” 

・Get children involved in "making their own bodies healthy 

and strong" by learning about the body-food relationship in 

the "Nutrition (eating)" program and experiencing the fun of 

moving their bodies by playing tag in the "Exercise (moving 

body)" program. 

・Nurture “social and people skills” and “consideration for 

others” in children. 

In 2012, the program implemented in about 1,360 schools 

nationwide and the text book was distributed to about 

250,000 students.

心身の成長の基盤である「食べること」や「からだを動かす
こと」に対する子どもたちの関心が低く、さらに自分に自信をも
って積極的に行動できない子どもが多いことが指摘されている
日本。世界規模で展開している「ネスレ ヘルシーキッズ グロー
バル プログラム」の一環として、日本でも、2010年のパイ
ロット期間を踏まえて、2011年春から小学校低学年を対象と
した「からだづくり」支援プログラムを開始しました。このプロ
グラムでは、学校・地域・家庭が一体となった取り組みを推進
し、以下の3点を目指していきます。
・「自分のからだは自分でつくる」という、前向きな子どもを育
　てます。
・《栄養（食べること）》プログラムで、からだと食べ物の関係
　を学び、《運動（からだを動かすこと）》プログラムで、
　「鬼ごっこ」でからだを動かす楽しさを体験しながら、「からだ
　づくり」に取り組みます。
・「社会性」や「対人関係能力」、「他者への思いやり」を育
　てます。
2012年には全国約1,360校の小学校から応募があり、約
25万人の児童に教材が配布されました。

栄養

「ネスレ ヘルシーキッズ 
　グローバル プログラム」の世界共通ロゴ
（日本語版)

（協力：東京・荒川区立汐入小学校）Photo: Universal Logo of 
"Nestlé Healthy Kids Global Program"
(Japanese Logo)

ネスレ ヘルシーキッズ プログラム
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Rural Development
The wellbeing of the communities from which we draw our 
agricultural commodities and local labor is vital to our success as 
a business and to delivering value to our shareholders. Through 
rural development, providing local employment and encouraging 
sustainable production practices, we not only seek to protect the 
supply and quality of our raw materials, but also to have a positive, 
long-term impact on the local economy and standards of living of 
rural people.

農産原材料や労働力を得ているその地域の望ましい生活状態
は、ネスレの事業の成長や株主にとっての価値を高めるために
も不可欠なものです。農業・地域開発を通じて地元へ雇用を提
供し、持続可能な生産方法を奨励することにより、私たちは、
原材料の供給と品質を確保するとともに、地域経済と農村の
人々の生活水準に長期的にプラスの影響を与えることを目指し
ています。

農業・地域開発

企業としてのネスレの長期にわたる成功は、私たちの日々の事
業活動に必要な、そして生産者や消費者、その他の主要ステー
クホルダーの生活や仕事に不可欠な水資源が持続的に確保で
きるかどうかにかかっています。私たちも世界の水の将来につ
いて懸念しており、効率的な水資源のマネジメントが、21世紀
において私たちの会社と社会に共通の価値を創造するために
は不可欠であると認識しています。

世界最大の食品飲料企業として高品質の製品を作るため、ネス
レは清浄な水へのアクセスに頼っており、私たちの工場と施設
において水使用の削減のための厳格な基準を設けています。

水資源

Water
Nestlé’s long-term success as a company depends on ensuring 
the sustainability of the water resources that supply our everyday 
business operations and support the livelihoods of producers, 
consumers and other key stakeholders. We, too, are concerned 
about the future of water in the world and we recognise that 
effective water resource management is essential to creating 
shared value for our company and society in the 21st century.

As the world’s largest food and beverage company, Nestlé relies 
on access to clean water to make quality products and we have 
adopted rigorous standards to reduce water consumption at our 
plants and facilities.

パキスタンでは農村地域の女性を対象に家畜管理の教育と資金
援助からなるプロジェクトを展開

UNDP–Pakistan and Nestlé partnership involves a project 
teaching rural women about livestock healthcare and giving 
them access to financial assistance
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持続可能な社会のために
For sustainable society

Improved Environmental Performance in Manufacturing
Nestlé's global environmental performance indicators confirm our 
continuous improvement. From 2002 to 2012, Nestlé reduced its 
water consumption by 53% per ton of manufactured product. 
Nestlé also reduced its energy consumption by 38% and its 
emissions of greenhouse gases by 50%.

ネスレのグローバルでの環境パフォーマンス指標は私たちの継
続的な取り組みの成果を裏づけしています。2002年から2012
年までの間でネスレは製品1トン当たりの水使用量を53パーセ
ント減らしました。またエネルギー消費で38パーセント、温室
効果ガス排出で50パーセント減らしました。

製造における環境パフォーマンスの改善

日本では、コーヒー製造工場で発生するコーヒー粕の燃料化リ
サイクルを1965年の姫路工場（兵庫県）設立時から実施し、
1983年には日本で最初といわれるコーヒー粕の流動床ボイラ
ーを島田工場（静岡県）に導入しました。その後姫路工場にも
導入して高エネルギー効率のバイオマス燃料化リサイクルを実
現しています。2004年には島田工場にメタン発酵排水処理設
備を導入し、 大幅な省エネとバイオガス有効利用（燃料化）を
達成しました。姫路工場と島田工場ではコージェネレーション
（熱電併給）システムの導入、そして同2工場にはノンフロン２
元冷凍装置を導入するなど、着実にそして継続した環境への取
り組みが行われ、水やエネルギー等の天然資源の使用量の削
減等の結果につながっています。こうした取り組みの中、姫路
工場のコージェネレーションシステムが高く評価され、第９回新
エネ大賞「新エネルギー財団会長賞」を受賞しました。
ネスレは原材料調達から廃棄・リサイクルされるまでの製品の
全ライフサイクルを対象としたCO2排出量（カーボンフットプリ
ント）と水の使用量（ウォーターフットプリント）のライフサイク
ルアセスメントにも取り組んでいます。また霞ヶ浦工場（茨城
県）と島田工場、姫路工場の全3工場は環境マネジメントシステ
ムISO14001認証を取得済みです。

日本での取り組み ─ 環境

メタン発酵排水処理施設
島田工場

コージェネレーション設備
姫路工場

流動床ボイラー
（コーヒー粕燃料）

姫路工場

自然冷媒２元冷凍設備
姫路工場

Tackling Environmental Issues in Japan
The recycling of coffee grounds produced at a coffee factory 
was first accomplished in 1965 when the Himeji Factory (Hyogo 
Prefecture) went into operation, and in 1983 a fluidized bed 
coffee grounds boiler, said to be the first in Japan, was installed 
in the Shimada Factory (Shizuoka Prefecture). A similar coffee 
grounds boiler was installed in the Himeji Factory, realizing a 
biomass fuel recycle with high energy efficiency. A methane 
fermentation wastewater treatment system was installed in the 
Shimada Factory in 2004, marking a substantial energy saving 
and effective use of generated biogas as fuel. Since then the 
company has continued to make steady efforts aimed at 
preserving the environment, such as introducing a cogeneration 
system and introducing non-freon (CO2/NH3) cascade refrigeration 
system at both factories. As a result, there has been a significant 
reduction in the amount of water, energy, and other natural 
resources consumed. Through efforts like these, the Himeji 
factory's cogeneration system has been highly acclaimed and 
Nestlé received the Chairman's Award from the New Energy 
Foundation at the 9th New Energy Awards in 2004.
Nestlé is working on assessments of CO2 emissions (carbon 
footprint) and water usage (water footprint) of our products in 
their entire life cycle, from the sourcing of raw materials to the 
disposal or recycling of the product. Our three factories in 
Japan, namely the Kasumigaura factory (Ibaraki prefecture), the 
Shimada factory and the Himeji factory have been certified to 
ISO 14001, the leading international environmental standard.

ネスレ日本の製造における環境パフォーマンスの改善
Evolution of environmental performance at production

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

エネルギー使用量
Energy consumption－13％

温室効果ガス量
Green house gas volume－19％

総水使用量
Water consumption－10％

総排水量
Water discharge－23％

生産量
Production volume

期間　2002年～2012年
Duration: from 2002 to 2012

※ データは 2002年対比
※ Fisical 2002 comparison

＋68％
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社会・文化支援

Supporting Culture and Community
The Nestlé Nutrition Council, Japan, founded in 2005, provides 
assistance to young researchers while co-sponsoring research 
seminars, public seminars and scientific conferences, with the 
aim of supporting advances in nutrition science in Japan.
Nestlé supports young professional chefs through our 
sponsorship of the Nestlé Toque d’Or Cooking Contest, an 
event organized by the all Japan Cooks Association that has 
been held every year for over 20 years.
Nestlé in Japan employees are encouraged to participate in 
volunteer activities organized by local communities and 
governments such as the Mt. Fuji Clean-Up. Nestlé supports 
and promotes employee involvement in activities that 
encourage environmental and social contribution.

「ネスレ栄養科学会議」は2005年に設立され、日本の栄養科
学分野のいっそうの振興を目的とし、若手研究者への助成、研
究成果の報告会や公開講演会の開催ならびに学会への協賛
を行っています。
20年以上支援している社団法人全日本司厨士協会主催の
「ネスレ トックドールコンテスト」では若手のプロ調理人の方 を々
応援しています。
社員に対しては、富士山清掃活動をはじめ、地域や自治体が主
催する環境保全活動にボランティアとしての参加を呼びかける
など、社会貢献への参画を支援し、積極的な参画への意識づく
りを推進しています。

ネスレ日本グループは、1995年の阪神・淡路大震災を機に始ま
った「神戸ルミナリエハートフルデー」に協賛しています。この
会場では、毎年多くの社員ボランティアが参加し、来場者の
方々のおもてなしをしています。

協賛イベントでの活動

主要フードバンク＊NPOである「セカンド・ハーベスト・ジャパ
ン」と「フードバンク関西」が行う無償配布活動に協力していま
す。2008年9月の協力開始以来、飲料を始めとしたさまざまな
製品を、温度管理や再流通の防止策実施をお願いした上でご
提供しています。 

＊フードバンク活動： 食品メーカーや個人から寄贈された食品
や飲料を、生活弱者を支えるNPOや福祉施設に無償で分配・
提供する活動

フードバンク

Food Bank
Nestlé in Japan is cooperating with Second Harvest Japan and 
Food Bank Kansai, major food bank* NPOs in the free supply of 
food products. Since our cooperation started in September 2008, 
we have been providing beverages and many other products by 
asking them to take necessary measures to control temperature 
and prevent resale. 
*Food Bank Activities: Activities to distribute and supply to 13 
NPOs and welfare facilities food and beverage products donated 
by food manufacturers or individuals for free of charge.

Activities in Sponsored Events
Nestlé in Japan is cooperating with the "Kobe Luminarie Heartfelt 
Day" which started after the Great Hanshin-Awaji Earthquake in 
1995. At the site, many of our employees participate in the event 
as volunteers and welcome visitors every year.
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（Clockwise from top left）Nestlé Toque d’Or Contest, Nestlé Healthy Kids Program (in cooperation with Shioiri Elementary 
School, Arakawa, Tokyo), Mt. Fuji Clean-Up, Kobe Luminarie-Heartfelt Day and Nestlé Nutrition Council, Japan.

（左上から時計回り）「ネスレ トックドールコンテスト」、「ネスレ ヘルシーキッズプログラム」（協力：東京・荒川区立汐入小学校）、富士山清掃活動、「神戸ルミナリエ　ハー
トフルデー」「ネスレ栄養科学会議」
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2013.10マーケティング&コミュニケーションズ本部制作／ネスレ日本（株）

https://www.facebook.com/Nestle.Japan
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