CSR of
KOSÉ

Promotion of value-creation-oriented CSR
価 値 創 造 型 C S Rの 推 進

W

isdom and Beauty for People and the Earth
美しい知 恵 人へ 、地 球へ。

コーセーと関わるすべての人のために。
そして大切な地球環境のために。
私たちコーセーグループは、
すべての役員・
従業員が企業活動を通じて、サステイナブル
な社会の実現に向けた活動を実践していま
す。企業メッセージの「美しい知恵 人へ、地
球へ。」は、美の創造企業として、これを具
現化してゆくためのスローガンでもあります。

Practicing of basic CSR commitments
基 本 的 C S Rの実 践

M

またグループの行動指針の中核である
『行動憲章』において、創業者の座右の銘で

ind to Follow the Right Path
正しきことに従う心

ある「正しきことに従う心」をもって自らを律
し、誠実で良識ある判断に基づき行動し、
関わる人々の人権を尊重することで、広く社
会から信頼され、支持される企業となるよ
う全力を尽くすこととしています。

For Everyone Involved with KOSÉ. And
for the vital global environment. We, at the
KOSÉ Group, engage in activities to realize a
sustainable society through the corporate activities of all executives and employees. Our
corporate message, “Wisdom and Beauty
for People and the Earth” is also a slogan for
CSR activity.
We are governed by the Mind to Follow the
Right Path motto of our founder that is part
of our Behavioral Charter, which is the core
of the Group’s code of conduct. We endeavor fully to become a company trusted and
supported widely by society through actions
based on honest and trustworthy decisions
and the respect of the human rights of each
person involved.

为了支持与热爱高丝的所有人。为了宝贵的地球
环境。
我们高丝集团全体董事、员工通过企业活动，为
了实现可持续发展的社会，开展活动。企业格言
“纯美的智慧，为人类，为大地。”也是一家创造美
的企业为之奋斗的宣言。
此外，
“从善由心”被载入高丝集团行为准则的核
心《行动宪章》、同时也是创始人座右铭。高丝始
终谨遵“从善由心”的信仰，诚实且诚信地开展企
业活动，尊重所有人的人权，为成为令社会青睐、
支持的企业竭尽全力。

Co n t e n t s

Special issueⅠ

〈特集Ⅰ〉

8th year of
“SAVE the BLUE”project

Special issueⅡ

〈特集Ⅱ〉

Various efforts to
promote sports

Consumer issues

〈消費者課題〉

Satisfying customers with
the finest quality

「SAVE the BLUE」
プロジェクトは8年目

スポーツ振興への
さまざまな取り組み

“最良”の品質で
お客さまのご満足を

“SAVE the BLUE ”活动第8年

各类振兴体育运动的措施

“最优”品质满足顾客需求

The environment

〈環境〉

Protect the global environment by saving resources and
energy
省資源・省エネルギーで
地球環境を守る

Fair operating practices

〈公正な事業慣行〉

Human rights/Labor practices

〈人権・労働慣行〉

Practice of the CSR Supply
Chain Management

Together with
our employees

CSRサプライチェーン
マネジメントの実践

従業員とともに
携手员工
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〈コミュニティへの参画・発展〉

Harmony and co-existence
with communities
地域社会との調和と
共生を目指して

Corporate Governance

〈組織統治〉

CSR Management
CSRマネジメント
CSR管理

CSR供应链管理实践
以企业与地区社会协调共生为目标

节省资源、节约能源，
保护地球环境
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Community involvement
and development
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