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花王サステナビリティ データブック 2021
2020年の活動報告各事業場、グループ会社の主な社会貢献活動

事業場・会社 活動内容・実績（主催／後援／協賛／支援／参加など）

茅場町事業場 ●地域イベント、地域祭礼　●JAZZフェスティバル　●地域歳末たすけあい募金　●近隣清掃

大阪事業場 ●地域祭礼、地域団体支援　●近隣清掃　

酒田工場 ●新生児紙おむつ寄贈　●地域団体支援　●地元学校事業支援　●工場見学　

栃木工場
栃木研究所

●交通安全ポスター協賛　●新生児紙おむつ寄贈　

鹿島工場 ●かみす健康マイレージ事業　●地域イベント、地域祭礼　●スポーツ大会　●国際交流イベント支援　●工場見学　

すみだ事業場
東京工場
東京研究所

●地域イベント、地域祭礼　●芸術イベント支援　●地域消火訓練　●近隣清掃　

川崎工場 ●地域祭礼　●工場見学　●近隣清掃　

小田原事業場
小田原工場（花王コスメプロダクツ小田原（株））
小田原研究所

●スポーツイベント　●芸術イベント支援　●工場見学　●近隣清掃　

富士工場（花王製紙富士（株）） ●地域スポーツ少年団協賛　●赤い羽根共同募金　

豊橋工場 ●豊橋・明海産業基地530運動　●新生児スキンケア製品寄贈　●工場見学　

和歌山工場
和歌山研究所

●福祉工場運営支援　●花王「企業の森」除草　●消防出初式　●水軒川沿い清掃　●地域イベント、地域祭礼　●工場見学　

花王エコラボミュージアム（和歌山） ●見学を通じた環境教育　●看護学生のオンライン見学　

愛媛工場（花王サニタリープロダクツ愛媛（株）） ●赤い羽根共同募金　●新生児紙おむつ寄贈　●工場見学　

有田研修所 ●地域学童クラブへ段ボール寄贈　●近隣清掃

特別支援学校とのソフトボール交流会
（神奈川・小田原）

海岸清掃（愛知・豊橋）

水軒川清掃（和歌山）
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各事業場、グループ会社の主な社会貢献活動

事業場・会社 活動内容・実績（主催／後援／協賛／支援／参加など）

花王グループカスタマーマーケティング（株）（KCMK）
●近隣交通安全誘導と見守り活動　●就活メイク講座　●特別支援学校身だしなみ講座　●熊本城マラソンボランティア　
●近隣清掃　●献血　

花王ロジスティクス（株）
●近隣交通安全誘導と見守り活動　●特別支援学級生の職場体験受入　●特別支援学校の生徒、就労支援生の施設見学受入　
●交通安全啓発ラッピングトラック　●近隣清掃　●献血

花王プロフェッショナル・サービス（株）（KPS）
●新型コロナウイルス対応のための製品寄贈　●新型コロナウイルス感染症への対応ガイド作成協力　
●幼稚園・保育園での手洗い講習会　●介護施設向け感染症講習会　●認定看護師対象の講義演習　
●熊本県豪雨災害への支援物資　●地域施設への大人用紙おむつ寄贈

ニベア花王（株） ●新型コロナウイルス対応のための製品寄贈

（株）カネボウ化粧品 ●ピンクリボン活動での売上の一部寄贈　●福祉施設の成人式に製品寄贈　●Walk in Her Shoes※イベントへの製品寄贈

（株）エキップ ●福祉施設の成人式に製品寄贈

※  Walk in Her Shoes  
公益財団法人ケア・インターナショナルジャパンが実施する「歩く国際協力」キャンペーン。安全な水を手に入れることが難しく、水汲みに多大な時間を費やす女性の気持ちを想像しながら、
普段の生活の中で好きな時に好きな場所で歩くキャンペーンで、参加費は途上国や紛争・災害地域において困難な状況にある女性の自立を支援する活動に充てられる。

交通安全交差点誘導
（花王ロジスティクス（株）金沢LC）



花王サステナビリティ データブック 2021 114

各事業場、グループ会社の主な社会貢献活動

事業場・会社 活動内容・実績（主催／後援／協賛／支援／参加など）

花王（中国）投資
花王（上海）産品服務
上海花王

●新型コロナウイルス対応のための製品寄贈、寄付　●地元団体への製品寄贈　●初経教育　●Enactus※支援　
●小学生への手洗い講習会　●ピンクリボン活動　●節水キャンペーン　●花王国際こども環境絵画コンテスト　

上海花王化学
葫芦島錦星鋳造材料
花王（上海）化工
花王（中国）研究開発中心

●新型コロナウイルス対応のための製品寄贈　●工場見学　●献血　●近隣清掃　

カネボウ化粧品（中国） ●新型コロナウイルス対応のための寄付　●チャリティーイベントへの寄付　●障がい者雇用支援　●スキンケア講座　

花王（香港） ●新型コロナウイルス対応のための製品寄贈　●障がい児支援団体への製品寄贈　

花王（台湾）
●新型コロナウイルス対応のための製品寄贈　●海岸清掃と環境教育への支援　●行政などを通じた製品寄贈　
●子どもへの衛生教室　●ピンクリボン活動　●工場見学　

カネボウ化粧品（台湾） ●ピンクリボン活動　●海岸清掃　

花王（ベトナム） ●新型コロナウイルス対応のための製品寄贈　

ピリピナス花王 ●新型コロナウイルス対応のための寄付　●工場近隣の成績優秀者に高校への奨学金　●理工系大学の学生への奨学金　

花王インダストリアル（タイランド）
●新型コロナウイルス対応のための製品・物品寄贈　●孤児院への紙おむつ寄贈　●学校やコミュニティへの生理用品寄贈　
●工場見学　

タイカネボウ化粧品 ●高校生向けキャリア支援イベントへのメイク製品寄贈　●ピンクリボン活動

花王（シンガポール） ●新型コロナウイルス対応のための製品寄贈　●小学生向けオンライン衛生教室

※  Enactus  
学生が企画し実施する社会貢献事業を支援し、すぐれた次世代のリーダーを養成することをめざす国際的NPO

地域清掃（上海花王化学）

おそうじ教室（花王（台湾））

医療従事者への製品寄贈（花王ベトナム）

医療従事者への製品寄贈（花王インダストリア
ル（タイランド））
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Worksite / company Activity details / past record (hosting / backing / co-sponsorship / support / participation / etc.)

PT Kao Indonesia
● Product, goods and monetary donations in response to COVID-19  ● Providing health information to the local community 
● Career support for university students  ● Welfare assistance for Eid ul-Adha, etc.  ● Disaster relief  ● Factory tours

PT. Kao Indonesia Chemicals ● Goods donations to residents  ● Donations of sheep to residents

Kao (Malaysia) ● Product donations to healthcare professionals  ● First menstrual education 

Fatty Chemical (Malaysia)
Kao Plasticizer (Malaysia)
Kao Oleochemical (Malaysia)
Kao Soap (Malaysia)

● Donations for senior citizen facilities  ● Donations to welfare groups  ● Support for able art purchases  
● Support for Japanese speech contest

Kao Canada ● Monetary donation in response to COVID-19  ● Support for household in needs  ● Supporting NPOs in promoting anti-racism

Kao USA

● Product and monetary donations in response to COVID-19  ● Support for the United Way  
● Donations to human rights organizations  ● Product donations to welfare groups  
● Donation to the preparatory support program  ● Product donations to humanitarian groups  
● Matching gifts for employee volunteers  ● Support for the arts  ● Donations for Pink Ribbon Campaign

Kao Specialties Americas
● Product and goods donations in response to COVID-19  ● Support for the United Way Committee  
● Support for environmental activity  ● Walking event to support ALS patients  ● Biodiversity project  
● Educational support for local students  ● Donations to food drives  ● Support for recycling used clothing  ● Blood drives 

Kao Collins (U.S.)

● Goods and monetary donations in response to COVID-19  ● Meal service for the homeless  
● Goods and monetary donations for schools in underserved areas  
● Meal service and goods donations for children hospitalized with illness and at lodging accommodations for their families  
● Goods donations to the local community 

Kao Australia ● Monetary donations to support recovery after large-scale forest fires, and for restoration of the natural environment

Quimi-Kao, S.A. de C.V. (Mexico)
● Monetary donation in response to COVID-19  ● Scholarships for STEM students 
● Support to help households in needs meet medical expenses and food expenses  
● Goods and monetary donations to welfare facilities

Donation of portable handwashing sinks (PT 
Kao Indonesia)

Interaction with local elementary school 
students (Kao Collins (U.S.))

Main corporate citizenship activities of worksites and group companies

花王サステナビリティ データブック 2021 115

各事業場、グループ会社の主な社会貢献活動

事業場・会社 活動内容・実績（主催／後援／協賛／支援／参加など）

花王（インドネシア）
●新型コロナウイルス対応のための製品・物品支援、寄付　●地元コミュニティへの健康情報提供　●大学生向けキャリア講座　
●犠牲祭等での福祉支援　●災害支援　●工場見学　

花王インドネシア化学 ●地元住民への物品支援　●地元住民への羊寄贈　

花王（マレーシア） ●医療従事者への製品寄贈　●初経教育　

ファティケミカル（マレーシア）
花王プラスチサイザー（マレーシア）
花王オレオケミカル（マレーシア）
花王ソープ（マレーシア）

●高齢者施設への寄付　●福祉団体への寄付　●エイブルアート購入支援　●日本語スピーチコンテスト支援　

花王（カナダ） ●新型コロナウイルス対応のための寄付　●恵まれない家庭支援　●反人種差別に取り組むNPOの支援　

花王USA
●新型コロナウイルス対応のための製品支援、寄付　●ユナイテッド・ウェイ支援　●人権団体への寄付　●福祉団体への製品寄贈　
●進学支援プログラムへの寄付　●人道支援団体への製品寄贈　●従業員のボランティアへのマッチングギフト　●芸術支援　
●ピンクリボン活動への寄付

花王スペシャルティーズアメリカズ
●新型コロナウイルス対応のための製品・物品支援　●ユナイテッド・ウェイ委員会への支援　●環境保全の取り組み支援　
●ALS患者支援ウォークイベント　●生物多様性支援プロジェクト　●地元学生への教育支援　●フードドライブへの寄付　
●中古衣料リサイクル支援　●献血　

花王コリンズ（アメリカ）
●新型コロナウイルス対応のための物資支援、寄付　●ホームレスへのミールサービス　●恵まれない環境の学校への物資支援、
寄付　●病気で入院する子どもと家族の宿泊施設でのミールサービス、物資支援　●地元コミュニティへの物資支援　

花王（オーストラリア） ●大規模森林火災の復興、自然回復活動への寄付　

キミ花王（メキシコ）
●新型コロナウイルス対応のための寄付　●技術系学生への奨学金　●恵まれない家庭への医療費、食費支援　
●福祉施設への物資支援、寄付　

移動式手洗い台の寄贈（花王（インドネシア））

近隣小学生との交流（花王コリンズ（アメリカ））
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各事業場、グループ会社の主な社会貢献活動

事業場・会社 活動内容・実績（主催／後援／協賛／支援／参加など）

花王（ドイツ） ●新型コロナウイルス対応のための製品寄贈　●福祉施設、学校の運営支援のための寄付　

花王マニュファクチャリングジャーマニー ●新型コロナウイルス対応のための物品寄贈　

ドイツ花王化学 ●学校、消防隊、福祉施設等への寄付　●近隣清掃　

花王（イギリス）
モルトンブラウン

●新型コロナウイルス対応のための製品寄贈　●美容業界支援のための基金への寄付　●がん患者への支援

Kao(UK)Salon ●美容業界支援のための基金への寄付　●美容師教育訓練支援　

花王コーポレーション（スペイン）
●新型コロナウイルス対応のための物品寄贈　●芸術支援　●化学専攻の高校生への奨学金　●フードバンクへの食糧支援　
●地域のスポーツ団体支援　●市の本出版支援　●福祉団体への支援　●植林活動への支援　

花王チミグラフ（スペイン） ●新型コロナウイルス対応のための物品寄贈　●恵まれない家庭の支援を行なう団体への寄付　

花王（オランダ）
Kao Belgium N.V.
グール・イケバナ社

●医療従事者への製品・物品寄贈　

花王（オーストリア） ●サロンへ新型コロナウイルス感染防止のための製品寄贈　●闘病中の子ども支援への寄付

Kao Switzerland AG ●福祉施設への製品寄贈　●がん患者支援団体への寄付　●学生や若手人材の教育支援　

カネボウコスメティックスヨーロッパ（スイス） ●医療従事者への製品寄贈　

カネボウコスメティックスイタリー（イタリア） ●がん研究への寄付　

花王南アフリカ ●サロンへの製品寄贈　

河川清掃（ドイツ花王化学）

緑化活動（花王コーポレーション（スペイン））

福祉施設への玩具寄贈（花王チミグラフ（スペ
イン））


	ボタン74: 
	Page 122: 

	ボタン75: 
	Page 122: 

	ボタン76: 
	Page 122: 



