CSR of
KOSÉ

詳細 、最新情報はw e bサイトへ

▶
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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。

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。

基 本 的 C S Rの実 践

M

ind to Follow the Right Path

Special issueⅠ
〈特集Ⅰ〉
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正しきことに従う心

KOSÉ’s CSR philosophy
〈コーセーのCSRの考え方〉

Special issueⅡ
〈特集Ⅱ〉

Various efforts to
promote sports

美しい海を守るために、
いま私たちができること

スポーツ振興への
さまざまな取り組み
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Satisfying customers with
the finest quality
“最良”の品質で
お客さまのご満足を
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おいて、創業者の座右の銘である「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、
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.
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CSR活動目標とSDGs

Consumer issues

またグループの行動指針の中核である『行動憲章』に

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、

CSR Activity Targets and SDGs

〈消費者課題〉

Since 2009
“SAVE the BLUE”project
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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

Practicing of basic CSR commitments

C on t e n t s

コーセーと関わるすべての人のために。そして大切な

The Environment
〈環境〉

Fair operating practices
〈公正な事業慣行〉

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
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Human rights/
Labor practices
〈人権・労働慣行〉

Community involvement
and development
〈コミュニティへの参画・発展〉

Practice of the CSR supply
chain management

Together with
our employees

Harmony and co-existence
with communities

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

地域社会とともに
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Corporate Governance
〈組織統治〉

CSR management
CSRマネジメント
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