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ローソン　　 計画！�ローソン　　 計画！�元気元気�元気�

　世界的な経済の停滞などにより、人々が明るさを失い

つつあります。このような状況だからこそ、“マチのほっ

とステーション”を目指すローソンとして、みんなと暮ら

すマチを幸せにするために、お客さまに元気を発信する

「ローソン元気計画」を実施しています。それにはまず、

社員をはじめ、店で働く人々が明るく元気になること。

そして、お客さまの欲しいモノや知りたいニュースが手

に入る、きれいで元気な店を実現させること。こうした

取り組みを通じて、お客さま一人ひとりに元気をお届け

することにより、マチが明るく輝いていくことが私たち

の願いです。私たちは、みなさんに元気をお届けすると

いうチャレンジを続けることにより、社会的な責任を果

たしていきます。�

企業理念�

私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。�

行動指針�

そこに、みんなを思いやる気持ちはありますか。�

そこに、今までにない発想や行動へのチャレンジはありますか。�

そこに、何としても目標を達成するこだわりはありますか。�

C O N T E N T S

地球を元気に�

マチを元気に�

みんなを元気に�

「地球と人にやさしい」マチの�
ほっとステーションの実現に向け、�
環境問題に取り組んでいます。�

“みんなと暮らすマチ”を�
 幸せにするために、�
 地域を明るくする�
 店づくりを行っています。�

オーナーさん、クルーさんなどを�
はじめ、ローソンファミリーの�
コミュニケーションの�
輪を広げ、深めています。�

ローソンについて�

ローソン元気計画／企業理念・行動指針�

トップコミットメント�

ローソン店舗での環境保全・社会貢献活動�

�

�

特集1：店舗のこれからが見える！�

特集2：お客さまと一緒に取り組む環境活動！�

ローソンの地球環境への想い�

エネルギー使用量削減のために�

限りある資源を有効活用するために�

リサイクル率向上、廃棄物削減のために�

お客さまと一緒に取り組む環境活動�

ローソンの環境活動報告�

�

�

特集3：マチを元気にするローソンの�
取り組み�

お客さまの笑顔を絶やさないために�

お客さまに安全・安心・健康な商品を�

地域社会とともに生きるローソン�

生活インフラとしての存在を目指して�

次世代を担う子どもたちのために�

さまざまな社会貢献活動�

�

�

特集4：「元気プロジェクト」で�
コミュニケーションを強化�

オーナーさん、クルーさんとともに�

社員がいきいきと働くために�

お取引先さまとともに�

�

�

ローソンの組織体制�

会社概要／店舗情報／関係会社情報�

第三者からのご意見／ローソンの歩み�

�
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●編集方針�
ローソンは「私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。」という企業理

念に基づき、地球環境や地域社会に対して思いやりの気持ちを持って、環境保

全・社会貢献活動に取り組んでいます。本報告書は第11刊として、2008年度

の全社方針である「ローソン元気計画」に基づき、「地球」「マチ」「ヒト」の3

つのパートで構成しました。それぞれのパートでは「元気」をキーワードにし

た特集や報告ページを設けて、ローソンが持続可能な社会づくりにどのように

取り組んでいるかを分かりやすく報告するように努めています。また「元気」

を通じたローソンとお客さま、加盟店のオーナーさん、クルー（パート・アルバ

イト）さん、お取引先さま、社会との係りなどについても紹介しています。本報

告書では、みなさまに「元気」をお届けするとともに、それをもとに次なる活動

につなげていくことを企図して編集を行いました。本報告書をみなさまのご理

解の一助としていただければと思います。�

●報告範囲�
対象組織：株式会社ローソン（単体）および加盟店、一部関係会社の事業活動

を中心に、物流や食品製造、廃棄物処理などのお取引先さまにご協力いただい

ている部分についても併せて報告しています。�

対象期間：2008年度（2008年3月1日～2009年2月28日）を主な対象

としていますが、2007年度以前、2009年度の活動についても一部掲載して

います。�

発行時期：2009年8月（前回：2008年8月 次回：2010年7月予定）�

参考にしているガイドライン：環境省「環境報告ガイドライン2007年版」�

Webへの掲載：本報告書の内容は、当社ウェブサイトでもご覧いただけます。

ウェブサイトでは、つねに最新の情報提供を心がけています。ぜひご活用くだ

さい。�

http://www.lawson.co.jp/company/activity/

「ローソン元気計画」のシンボルマーク�

�
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