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SDGs 全17項目一覧

経 営 方 針

一番大切な人に届けたい“本物”をつくる。
 （“本物”づくりの心）

仕事を通して人生の幸福を追求する。
 （ひとづくりの心）

地域社会の豊かさづくりに貢献する。
 （地域に向ける思い）

経済の“自立”
 

意思の“自律”
 

“信　　　用”

「貢献と処遇の原則」の下で、
自分や家族を養えること。

「経営理念」の下で、自ら考え、
正しい行動ができること。

誠実で正しい行動を通して、
互いに信頼し合えること。

社 訓 “ 自 立 、自 律 、信 用 ”

経  営  理  念 社 是 “ 三 つ の 誠 実 ”

【その一】
 お客様、お取引先様から信頼される“誠実な企業”

【その二】
 地域社会から信頼される“誠実な企業”
【その三】
 従業員から信頼される“誠実な企業”

行  動  指  針

”

１. 良い製品とサービスはお客様への愛情から生まれる。
２. 法令・社会規範を学び、遵守する。
３. 嘘をつかない、真実の報告をする。
４.“笑顔”と“あいさつ”で明るい職場をつくる。
５.“現場主義”の徹底で風通しのよい職場をつくる。
６. 全ての取引先と公正・透明な取引を行う。
７. 知識・技術・経験の共有で強い組織をつくる。
８. 省エネ・廃棄物削減の知恵と工夫で環境を守る。

ごあいさつ

株式会社マスヤグループ本社
代表取締役社長　浜田 𠮷司

　私たちマスヤグループは、日本人の心のふるさ
と伊勢の地で、創業57年目を迎えました。

　発売50周年を迎えたロングセラー製品
「おにぎりせんべい」や、全国新酒鑑評会で
金賞受賞の「清酒おかげさま」などの製造・販
売に加え、世界経済を牽引する中国や東南アジ
アでの事業展開、地域社会が直面するニーズに
応える高齢者ケア事業、“観光立国”時代に求め
られる伊勢志摩地域における観光関連事業な
ど、時代の流れに即した新しい事業にも積極的
に取り組んでいます。

　マスヤグループでは、「経営理念」「社是」
「社訓」「行動指針」に基づく理念経営を進めて
おります。このレポートは、お客様、お取引様を
はじめ日頃お世話になっております関係者の
皆様に、マスヤグループのこの一年間の活動の
様子をお伝えするために毎年作成しているもの
です。ご高覧いただければ幸いです。

　どうか今後とも私どもマスヤグループにご理
解とご協力をいただきますよう、お願い申し上
げます。                                          2021年11月
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株式会社 マスヤ　米菓製造・販売

【ミッション】みんなが幸せになれる会社をつくりましょう。
【役員構成】代表取締役社長　浜田 𠮷司　　　専務取締役　森　 紀之　　　執行役員　伊賀 直広
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常務取締役　山本 豊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　　　岩城 通
【本　　社】〒 519-0594　三重県伊勢市小俣町相合1306

【事業内容】ロングセラー商品『おにぎりせんべい』『ピケエイト』などの米菓製品を、東京、名古屋、大阪、福岡の営業拠点を通して全国に販売しておりま
す。親から子、そして孫にも愛される商品を、お客様の期待に応えられるよう作り続けていくことと、「お菓子の楽しさ」をどんどん発信しお客様に
絶えずワクワクドキドキしていただけるような、他社に真似のできない新しい菓子ビジネスの確立に取り組んでいます。

株式会社 マスヤグループ本社　グループ持株会社

【ミッション】マスヤグループの総合的な企業価値と経営品質の向上を目指します。
【役員構成】代表取締役社長　浜田 𠮷司　　　常務取締役　西田 宏治　　　執行役員　神山 大輔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　　　平林 勇二　　　執行役員　久保 元気
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　　　浜田 尭介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　　　浜田 舜介

【本　　社】〒 519-0594　三重県伊勢市小俣町相合1306

【事業内容】マスヤグループの持株会社として、理念経営の実践を推進しています。
※2021年10月に、株式会社伊勢禄を併合しました。

事業のご紹介

【事業内容】１世帯あたりの米菓購入額が全国トップクラスの茨城県において、『杵もち揚』『味三彩』をはじめとする「あられ・おかき」を製造し、
㈱マスヤの営業網を通して全国に販売しており、特に関東地区でご好評をいただいております。また本社工場脇には直売店を併設し、“ぬくもり”のある“懐
かしい”安らぎをお届けできる「あられ・おかき」をご提供しております。これからも「あられ・おかき」を通して、日本の伝統的な食文化の発展と向上に努
めて参ります。

株式会社 日乃本米菓製造　米菓製造・販売

【ミッション】お客様の心に響く“おいしさ”と“なつかしさ”を提供し続けます。
【役員構成】代表取締役社長　紙野 康久　　　取締役　伊賀 直広
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　浜田 𠮷司
【本社・工場直売店】〒 311-0111　茨城県那珂市後台1487-8

【事業内容】おかげ横丁の内宮前酒造場で、清流五十鈴川の伏流水を用いた清酒『おかげさま』を醸造し伊勢志摩地区限定で販売しています。ナショナル
ブランドの商品群としては焼酎『光年』や『ステラ』、リキュール『ステラハーフムーン(柚子/梅しそ/ジンジャー)』、伊勢梅酒『ウメノミコト』、クラフトジン
『伊勢神』、ブレンデドウイスキー『神路』等、こだわりの酒類を製造し、全国へ販売しています。

【ミッション】お客様と共に ココロオドル 最高の商品とサービスを。
【役員構成】代表取締役社長　村田 光晴　　　取締役　木元 秀典
【本社・焼酎工場】〒 519-0501　三重県伊勢市小俣町明野576-13
【内宮前酒造場】〒 516-0025　三重県伊勢市宇治中之切町77-2

株式会社 伊勢萬　酒類製造・販売

株式会社 伊勢萬トレーディング　物販・海外事業

【役員構成】代表取締役社長　中山 育之　　　取締役　溝口 武
【本　　社】〒 516-0024　三重県伊勢市宇治今在家町24
【神久倉庫】〒 516-0017　三重県伊勢市神久2丁目2-31 

【事業内容】マスヤグループの商社部門として、『おにぎりせんべい』『ハーフムーン』等グループ製品の海外輸出、地球にやさしい「The Earth Crew」ブラン
ドのエコ製品群の輸入、また東南アジアで自社ブランドのFC展開を推進しています。伊勢おはらい町に本部のある店舗運営部では「まるごと果汁店」
「伊勢プリンの鉄人」「おかげ横丁・銭屋」を運営し、多気町の大規模商業施設VISONにも出店しています。伊勢志摩土産として『漁師あられ』『みたらし
花子』『イセ野カツオ』等も扱っています。

【事業内容】利用者様の立場に立った良心の介護を通じて、「ポピー」の愛称で地域の皆様に親しまれている在宅介護支援企業です。介護保険制度では訪問介
護・通所介護・居宅介護支援の3事業、保険外で配食サービス（弁当宅配）事業を展開させていただいております。今後は、より一層地域社会のニーズにお応えで
きるよう、介護サービスの利用者様のみならず元気なお年寄りの皆様にも地域におけるふれあいと生き甲斐の場を提供させて頂きたいと考えております。

【ミッション】地域のお年寄りが笑顔でイキイキと過ごせる社会を創ります。
【役員構成】代表取締役社長　平林 勇二　　　　取締役　浜田 𠮷司
【本　　社】〒 519-0506　伊勢市小俣町湯田1517-３

株式会社 エムケイ・コーポレーション　高齢者生活支援サービス

【ミッション】おもてなしの心と笑顔があふれる「村」を作ります。
【役員構成】代表取締役社長　大西 晶　　　取締役　浜田 𠮷司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　西田 宏治
【本　　社】〒 517-0403　三重県志摩市浜島町迫子2619-1

【事業内容】志摩半島の豊かな自然の中にたたずむ地中海の街並み。広い敷地内にはヴィラスタイルの客室・レストラン・カフェ・ショップをはじめ、
クルージング・フィッシング・クラフト工房があり、異国情緒漂う雰囲気を満喫していただけます。2018年春に客室・レストラン・バンケット・温浴施設を
増築し、また、横山天空カフェテラスでは、とっておきの場所で楽しむカフェ、ミラドール志摩を運営しております。新たな顧客価値創造に取り組んで
います。

株式会社 志摩地中海村　レストラン・宿泊業

【ミッション】一番大切な人に贈りたい特別な一日をつくる。
【役員構成】代表取締役社長　久保 元気　　　取締役相談役　浜田 𠮷司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取締役　　　　西田 宏治　
【本　　社】〒 516-0028　三重県伊勢市中村町355-1

【事業内容】ザ・オランジェガーデン五十鈴川はウエディングをはじめとして、お客様に「特別な一日」をお過ごしいただくための複合施設です。＜オランジェ
グリーンガーデン＞＜オランジェ五十鈴川テラス＞のふたつのハウスウエディング会場と、神前挙式が叶う＜賀寿殿＞、地域の方々にも気軽にご利用いただける＜オ
ランジェカフェウッド＞の4つのエリアで成り立っています。「一番大切な人に贈りたい特別な一日をつくる」その想いを胸に、心を込めてお手伝いいたします。

オランジェ 株式会社　ブライダル・フォト・パーティー・カフェ

【事業内容】1998年の発売以来、中国を訪れる皆様に定番のお土産としてご愛顧いただいている『天津甘栗的栗羊羹』『天津甘栗的純栗巧克力』を
はじめとする中国土産菓子を主力商品としてお菓子の製造販売を行っています。2018年に四川省成都の有力企業茂華グループと資本・業務提携し、
成長著しい中国国内市場での事業展開を行っています。

チョコレート

万寿家（天津）食品有限公司　食品製造・販売

【ミッション】做優質食品 爲美好生活（上質な食品をつくり、生活を豊かにします。）
【役員構成】董事長　　　　　趙　 建華　　　董事兼総経理　胡　 粤衡
　　　　　 副董事長　　　　浜田 𠮷司　　　監　事　　　　安藤 幸治
【本　　社】300308　天津市空港経済区環河南路323号

マスヤグループ “理念経営” 実践レポート 2 0 2 1▶ 2 0 2 2

【事業内容】伊勢志摩ツーリズムは、古来「伊勢志摩」が守り続けてきた価値＝「日本らしさ」を旅の形で提案し、世界中のできるだけ多くの旅人に、その素
晴らしさを知ってもらいたい、そして体験し、感じてもらいたいと願っています。伊勢志摩や三重を中心とした旅のコンシェルジュとして、お客様が特別な
旅時間を過ごすお手伝いを致します。

【役員構成】代表取締役社長　西田 宏治
【本　　社】〒 516-0014　三重県伊勢市楠部町510-86

株式会社伊勢志摩ツーリズム　旅行業

４名の表記にしてください。

董事長　　趙 建華　　　　董事長兼総経理　胡 …
副董事長　浜田 吉司　　　監事　　　　　　安藤 幸治

【ミッション】为日本和中国的食品提供全面的最佳的推广服务（日本と中国の総合食品コンシェルジュ。）
【役員構成】董事長　　　　　浜田 𠮷司　　　董　事　小林 大介
　　　　　 総経理（兼董事）沈　 星
【本　　社】Flat 1, 5/F, Cammer Commercial Building, 30-32 Cameron Road,Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
【事業内容】香港を拠点に、日本、中国、マレーシアから独自に輸入したお菓子や飲料を香港、マカオ地域に卸売り販売をしています。

万寿家国際（香港）有限公司　商社
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“本物”づくり  一番大切な人に届けたい “本物”をつくる。
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今年度の主な新商品

大切な家族と想い出の一枚

伊勢おかげさまキュイジーヌ

伊勢萬の樽

㈱マスヤ

　2021年2月、マスヤ包装工場では建屋の大規模改修が完了したのに伴い、包装設
備を特設工場から戻す移設工事を行いました。これにより作業員とモノの導線が
工事前より大幅に改良され、また見学通路から工程も広く見渡せるようになりまし
た。工事は新型コロナウイルスの影響により約９ヵ月延期された上に予定日直前に
全国各地で緊急事態宣言が発令されるなど急な調整を強いられましたが、すべて
安全裡に終えることができました。

■包装工場　機械移設

㈱マスヤ

　マスヤでは1998年に米菓メーカーとして国内初のISO9000認証を取得し、以来ISO
規格に基づいた品質保証を行ってきました。取得20年を機に品質保証体制を見直すこ
とを決め、このたび2021年6月にJFS-B規格の適合証明を取得しました。現地監査報告
書ではストロングポイントとして以下のような評価をいただきました。今後も、効果的、
効率的な品質保証活動を進めていきます。適合範囲（所在地：本社工場、製品：煎
餅）、適合証明の期限（2024年6月28日）
・社員の有志による構内清掃など、理念教育の成果と推察される様々な自律的行動が実
施されていました。今後、このような自律的行動とマネジメントの適切な融合により、更
なるマネジメントの進化を実現されることを期待します。（FSM2：食品安全の方針）
・社内の SNS を効果的に活用し、社員間での各種の情報共有が迅速、適切に行われる、
貴社オリジナルの仕組みを構築されていました。今後、この仕組みの活用方法について
更なる改善を進め、新しいマネジメントのあり方を構築されることを期待します。
（FSM4：経営者の責任）

■JFS-B規格　適合証明取得

1
Corporate philosophy 　伊勢萬では創業当初からの悲願だったウイスキーの製造免許を2021年6月に取得し、

ウイスキーの製造販売をスタートしました。第一弾として、熟成焼酎の原料として長年貯
蔵してきたグレーンウイスキーと今回新たに蒸留した麦芽を使ったモルトウイスキーを
ブレンドし、ブレンデドウイスキー「神路」として同年12月に発売しました。引き続き第二
弾として、モルトウイスキーを3年以上熟成した“ジャパニーズウイスキー”規格のシング
ルモルトタイプを2024年に発売する予定です。日本製ウイスキーは近年世界中のウイス
キー愛好家の間で注目を集めており、海外への販路の広がりも期待されます。

■伊勢志摩の地ウイスキープロジェクト始動！ ㈱伊勢萬

オリジナルアロマオイル

タブレットへデータ入力

包装工場の機械移設

おにぎりせんべいエコパッケージ

梅しそ味
㈱マスヤ

数量
限定

明太子味
㈱マスヤ

数量
限定

　昨年もご好評いただきました３品「梅しそ味」「和風カレー味」「マヨしょうゆ味」に加え、新フレー
バーが仲間入り！明太子の旨味と香りを引き立たせ、サクサクのおせんべいとの相性は抜群。多くのお
客様から商品化のリクエストがあり誕生しました！

ブレンデドウイスキー
神路
㈱伊勢萬

JFS-B適合証明書

数量
限定

マヨしょうゆ味
㈱マスヤ

和風カレー味
㈱マスヤ

数量
限定

㈱マスヤ

　マスヤでは、2021年9月に「おにぎりせんべい」の一部製品について環境負荷低
減のためにパッケージ変更を行いました。ポイントは2つ。1つ目は、内容量を変え
ずに商品サイズをスリム化することで包装フィルムの使用量削減を図りました。2つ
目は、包装フィルムに使用されているインキの一部を植物由来バイオマスインキに
変更しました。このうち商品サイズのスリム化は、従来製品より年間約13.8%の包
装フィルム削減に繋がるため、プラスチック使用量の低減が見込まれます。

■「おにぎりせんべい」
　 エコパッケージ化

■生産工程における
　ペーパーレス化
　マスヤ本社工場では、これまで生産日報や各種記録を紙ベースで作成した後、
PCに打ち込むなどしてシステム上で集計をしていました。その作業には膨大な時間
と用紙を使う上、記入もれ・転記ミスなども発生していましたが、このたびマスヤグ
ループ本社ITチームとマスヤ製造チームが一体となり、タブレット端末を使って一
連の作業をペーパーレス化することができました。これにより年間25,000枚以上の
用紙削減が見込まれると共に、作業が大幅に効率化、正確化されました。
　さらに、時々刻々動く生産情報がスマホさえあればほぼリアルタイムでどこにいて
も確認できるようになりました。この一連の取組みは、「i-reporter」の開発元であ
る株式会社シムトップスのウェブサイトで先進事例として紹介されています(左記の
QRコードをご確認ください)。

㈱マスヤ

㈱マスヤグループ本社

　志摩地中海村では、オリジナルのアロマオイル「アルハンブラブレンド」を開発しまし
た。村内の温浴施設「スパ・アルハンブラ」はスペインや地中海沿岸をテーマに香りや音
楽をお楽しみいただいており、予てからお客様より「スパで使用しているアロマを販売し
て欲しい」という声をいただいていました。そこで、地中海村の女性スタッフ4名が女性な
らではの目線で企画やブレンド、パッケージデザインを行い商品化。柑橘系やフローラ
ル系など地中海を想わせるトップノートから、エキゾチックな雰囲気を感じさせるベース
ノートへと変化する香りが特徴で、村内のショップ「アマポーラ」や地中海村オンライン
ショップにて好評販売中です。

■オリジナルアロマオイルの開発 ㈱志摩地中海村

　コロナ禍の中で挙式や披露宴の開催に慎重になられる方が増えた一方で、ごく親しい
お身内で行われる小さなセレモニーと写真撮影を組み合わせた「フォトウェディング」
が大人気となりました。特にオランジェでは、撮影のプロである専属カメラマンと演出の
プロであるプランナーがタッグを組み、ベールダウンや指輪の交換など、実際の挙式の
進行に合わせた特別感のある撮影を行うことで好評をいただいています。オランジェの
フォトウェディング件数はコロナ前と比較して6倍以上に増加、ブライダルの新たなスタ
イルとして定着しつつあります。

■フォトウェディングが大人気 オランジェ㈱

　キュイジーヌとはフランス語で「お料理」のこと。アフターコロナに向けた取り組み
の一つとして、オランジェでは専属シェフが中心となり披露宴におけるテーマ性を持っ
たお料理について研究・試作を重ね、2021年1月から「伊勢おかげさまキュイジーヌ」
としてご提供を開始しました。美しくに伊勢志摩の食材をふんだんに取り入れつつ、新
郎新婦からゲストへ「おかげさま」の感謝の想いが伝わるよう、一つひとつのお料理に
ストーリーを込めました。SNSにもたくさん載せていただけるよう、見た目にもこだ
わった仕上がりとなっています。

うま

■婚礼新料理
 「伊勢おかげさまキュイジーヌ」 オランジェ㈱
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ひとづくり  仕事を通した人生の幸福を目指して2
Corporate philosophy

　毎年合同成人式を開催しています。2021年は３名の新成人が集まりました。
グループ代表からは「コロナ禍の中で成人式を迎えることになったが、将来、そ
んなこともあったなと笑って話せるように前向きに乗り越えていってほしい。成
人を機に、本当の「一人前になる」とはどういうことなのか考えてみてほしい」と
いった祝福と激励の言葉がありました。新成人からも「入社時から比べると一人
でできることも増えた。先輩方のご指導のもと更に成長していきたい」と心強い
言葉がありました。

■マスヤグループ合同成人式 全 社

包装工程を知ろう会

合同成人式お祝い オランジェの焼菓子詰合せ

おもてなしチームの活躍

名介護士の育成　社内研修

マスヤ包装部門寄合

マネジニア

経営方針納得会（日乃本）

みっくす甘酒

㈱マスヤ

　会社はお客様に最高の製品やサービスをお届けするために一枚岩でな
ければなりませんが、組織がある程度の規模になると各部署の都合が衝
突するようになってしまうことがあります。こうした「部分最適vs全体最
適」問題を解消するため、マスヤでは全社でお互いの仕事を知り合う／称
え合うことを目的に、『〇〇工程を知ろう会』を開始しました。リモートで
各支店の社員にも参加してもらい、製造工程の動画を見ながら仕事の流
れや加工内容を解説する勉強会を行います。参加者からは「生産ラインの
清掃活動はどうやっているの？」「現場の課題の中で今一番難しいの
は？」等の質問がありました。今後も様々な部署の仕事に光を当てて互い
の仕事の背景を理解することで、無用な衝突を防いで会社を一枚岩にす
るよう努めます。

■別の部署の
　仕事を知る取組み

㈱マスヤ

　「部分最適vs全体最適」問題を解消するためのもう一つの取組みとし
て、マスヤでは「経営総合学習マネジニア」を実施しています。五人が一組
になり、各々が「社長」「営業」「経理」「物流」「製造」の五つの役割に分
かれて製造から販売に至るすべての業務プロセスを模擬的に運営して決
算書までを作成し、利益額・問題点・改善案・目標について全員で考える
という研修です。全体最適の障害となるボトルネックが回を重ねるうちに
解消し、別の部署でまた新たなボトルネックが生まれるといったことに気
付きます。部署間の結びつきが密接で情報のやり取りがスムーズであるほ
ど強い組織になれることを実感できるワークです。

■別の部署の
　立場に立ってみる取組み

　マスヤグループでは、各社で春と秋の年二回（会社によっては年一
回）、パート従業員を含む全従業員が集まって、経営の現状や今後の方針
を共有するための「経営方針納得会」を開催しています。近年はリモート
会議形式にしたり、それぞれの会社の経営スタイルに合わせて内容を工夫
し、「未来推進会議（伊勢萬）」「マスヤだヨ！全員集合（マスヤ）」など、
独自の取組みへと進化しています。経営幹部と社員の間で意見交換の場
を設けるなど、双方向のコミュニケーションを心がけています。

■経営方針納得会 各 社

　伊勢萬では、2018年から自律分権組織の運営を進めています。新たに
スタートした「若手座談会」では、経営課題への理解を深めると共に解決
に向けた取組みを話し合っています。清酒製造工程の副産物である酒粕
の有効活用に関する話の中で、おかげ横丁の内宮前酒造場でフレーバー
甘酒を販売してはというアイデアが飛び出し、三重県産マイヤーレモンな
どを使用した「レモン甘酒」「コーヒー甘酒」「ゴマ甘酒」の3種類を商品
化しました。2021年10月から内宮前酒造場の店頭にて販売を開始し、ご
好評いただいています。

■自律分権組織の商品開発
　 ～若手座談会から
　　「みっくす甘酒」誕生～ ㈱伊勢萬

　オランジェでは、お料理のサービスやフロントのサポートスタッフとして「おもて
なしチーム」が活躍しています。「“おかげさま”の心が伝わる結婚式」を合言葉
に、結婚式に関わる全員が想いを一つにしたいという考えから、オランジェのサー
ビススタッフとしての技術や基本マナーを新しいメンバーにも妥協することなく伝
えています。研修後の実践の場でも、おもてなしのプロである先輩社員のフォ
ローをもらいながら熱心に取組んでもらっています。

■「おもてなしチーム」結成 オランジェ㈱

　エムケイ・コーポレーションでは、介護職員が同じ志で仕事をするため、自
社基準「名介護士」を設定しています。コロナ禍となった2020～2021年は、ロー
ルプレイング研修を中止し、外部講師によるオンライン研修も利用を控えまし
た。代わりに動画を活用したり、社内で看護師や健康運動指導士などの資格を
持った社員に講師依頼をしたりして、毎月1回座学を中心に研修を行いました。身
近な職員が講師を務めることで、質問や意見が出やすく、実践につながる研修
ができました。
〔研修内容〕
　接遇、感染症対策、虐待・不適切ケア、障がいの理解、緊急時の対応、メン
タルケア、認知症、腰痛予防、高齢者の皮膚トラブル、食中毒予防、防災研修

■技術や能力の
　向上のために ㈱エムケイ・コーポレーション

各 社

　「会社の思い」「現場の思い」「個人の思い」の「3つの思い」が相互に理解
され、自律と信頼に満ちた組織になることを目指しています。会社と現場と個
人が思いのキャッチボールを欠かさないように、様々な取組みを継続的に行っ
ています。
・社員面談：一人ひとりが心身ともに健康に働けているかどうか、経営トップに

よる全社員面談を行っています。
・マスヤグループ「理念トーク集」：以下のような話合いの場で活用しています。
〔寄合〕
各職場で、毎月1回、上司や先輩が“座長”となり、7名前後の少人数で車座の
ように集まり、経営方針や基本的価値観について話し合います。「理念トー
ク集」のほか、雑誌「致知」「職場の教養」などもテキストとして使います。
〔朝礼〕
毎朝、担当者が「理念トーク集」などからテーマを決めて説明した後、部署
や役職に関係なくランダムに決めた3～5名の小グループで5分間程度の意見
交換をします。最近はリモートによる朝礼も定着してきました。

　今後も、一人ひとりが課題解決に向けて考え、部署を横断した連携により一
丸となって仕事に取組める「自律と信頼の組織づくり」を進めてまいります。

■自律と信頼の組織づくり
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地域貢献   地域社会の豊かさづくりのお手伝い3
Corporate philosophy

配食＆食堂チーム研修会

Orange Paradise

伊勢プリンの鉄人 VISON店

VISONでの即売会

Instagram伊勢萬公式アカウント

工場見学（日乃本）

尾鷲みんなの食堂様へ贈呈

志摩産オリーブを100%使用したオリーブオイル

レンタサイクルで伊勢めぐり

志摩地中海村の新アクティビティ サイクルボート

㈱エムケイ・コーポレーション

　エムケイ・コーポレーションでは、2010年から地域の高齢者世帯へのお弁当
お届けサービスを行っています。コロナ禍に見舞われた近年は、感染症対策を
徹底するとともに、直接お弁当の受け渡しを希望されない利用者様のために非
接触の配達対応もしています。食中毒等の事故を防ぐため食品衛生管理研修を
定期的に実施したり、利用者満足度向上のために栄養士が直接利用者様を訪問
し感想を伺うなど、常に改善に努めています。これからも、地域の高齢者の方々
の暮らしを支える生活インフラとして信頼の配食サービスを行っていきます。

■ポピー配食サービスの
　活動

㈱伊勢萬トレーディング

　食と文化とアートが集結する大規模商業施設VISONが、2021年夏、伊勢市
に隣接する三重県多気町にオープンしました。伊勢萬トレーディングでは、ま
るごと果汁店の姉妹店『Orange Paradise』(オレンジパラダイス)と『伊勢プリン
の鉄人 VISON店』を出店しました。旅の楽しさだけでなく、医療や交通といった
これからの地域社会が直面する課題の解決にも新しい構想を提示しようとする
VISONの取組みを応援しています。

■大規模商業施設
　VISONに出店

㈱伊勢萬トレーディング

　伊勢萬トレーディングのビジネスパートナーがいる台湾で、諸般の事情により
台湾産の美味しいパイナップルが行き場を失い生産農家が困難に直面していま
した。少しでも支援したいという思いから、台湾産パイナップルの緊急輸入に
チャレンジ。地域の皆様に呼び掛けたところ善意の輪が広がり、準備した672
ケースをあっという間に完売することができました。チャリティのために行った
企画でしたが、食べていただいた方々は台湾産パイナップルの瑞々しい美味しさ
に驚かれた様子で、「もうないのですか？」「来年もお願いします！」など嬉しい声
をたくさん頂きました。台湾と三重県の新たな産業交流につながればと期待して
います。

■台湾パイナップル
　チャリティプロジェクト

㈱伊勢萬

　伊勢萬内宮前酒造場ではInstagramの公式アカウントを利用し、情報発信を
行っております。担当スタッフが日常業務の合間をぬって、開店時に軒下に暖簾
をかけるシーンや店頭で打ち水をするシーンといった何気ない店舗の日常や、未
明から日本酒製造現場に密着し毎月1日だけの限定酒「朔日しぼり」が出来上が
るまでを撮影したこだわりの作品を投稿しています。大勢のフォロワーを獲得
し、さらに伊勢萬のファンが増えればと期待しています。これを機に、ぜひ「いい
ね！」や「フォロー」をお願いいたします！

■Instagram
　伊勢萬公式アカウントが好評

　日乃本では2020年に念願の新工場が完成し、社屋内に設けた工場見学スペース
を使って気軽に工場見学していただけるようになりました。包装工程の様子を見て
いただいたり、あられ・おかきができるまでの生産プロセスを説明したりしていま
す。近隣の小学校の社会科見学で訪れた児童の皆さんからは熱心に質問をいただ
き、従業員も誇りと張り合いを感じています。工場見学を通して、自分たちの住んで
いる地域にある会社が何を作っているのか知ってもらうとともに、少しでもあられ・
おかきを好きになってもらえればと思います。

■新工場での工場見学 ㈱日乃本米菓製造

　マスヤでは、三重県の取組み「三重県食品提供システムポータル みえ～る」の活
動に賛同し、「食品を提供する団体」に登録しています。これは、提供者(企業等)と
受取者(フードバンク活動団体や子ども食堂団体等)とのマッチングをWeb上で行い
食料支援につなげるシステムです。10月に本格運用が開始され、既に４つの団体に
商品提供を行いました。この取り組みを通して、みんなの笑顔があふれる社会にな
るように、各団体の皆様と連携し活動を続けていきます。

■三重県食品提供システムポータル
  「みえ～る」への登録・商品提供 ㈱マスヤ

　2021年2月、志摩産オリーブを100％使用したオリーブオイルを志摩地中海村の
ショップ「アマポーラ」と志摩地中海村オンラインショップにて販売しました。これ
は志摩市と百五銀行が平成23年度に開始した「地域活性化事業」に基づくもので、
長い年月と幾多の困難を経てようやく商品化されました。オリーブ122キログラムに
対して7.2リットルしか精製できない上に手摘み果実のみを使用する希少な製品の
ため、志摩地中海村だけで限定販売されました。

■志摩産オリーブ100％使用の
　オリーブオイル ㈱志摩地中海村

　オランジェでは、2020年12月から伊勢市観光協会と連携し電動アシスト付き自
転車“E－BIKE”のレンタル事業を開始しました。伊勢志摩を訪れる人々が五十鈴川
駅に立ち寄り、そして五十鈴川駅を拠点に観光を楽しんでいただく…そんなオラン
ジェのビジョン「ISUZUGAWA GATE」を実現する一歩になりました。ご利用客か
らは「凄く快適」「カッコいい自転車で楽しかった」「渋滞を避けられた上、色んな
場所に立ち寄れて良かった」など嬉しいお声をいただいています。伊勢路に吹く季
節の風を感じながら、参宮街道を気ままに快走していただけます。

■レンタサイクルで伊勢めぐり オランジェ㈱

　2021年７月に、志摩地中海村内の桟橋を活用してレンタルボート（サイクルボート
とパーティボート）の営業を開始しました。海風と眺望が心地よいデイクルージング
やサンセットクルージングが定番ですが、宿泊客の方々にはナイトクルージングも
好評です。英虞湾の満天の星空やホテルの夜景を見ながらロマンチックなひととき
を過ごすことができます。これからも志摩の里海の様々な楽しみ方を提案し、お客
様に喜んでいただけるよう努力していきます。

■英虞湾で
　レンタルボートの営業開始

㈱志摩地中海村

㈱伊勢志摩ツーリズム


