
2016年3月作成
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サノフィ・ジャパングループ



［サノフィについて］サノフィは、グローバル事業を統合的に展開するヘルスケアリーダーとして、患者さんのニーズにフォーカスした医療ソリューションの創出・研究開発・販売を行っています。
サノフィは、糖尿病治療、ヒト用ワクチン、革新的新薬、コンシューマー・ヘルスケア、新興市場、動物用医薬品（メリアル）、希少疾患（ジェンザイム）の7つを成長基盤の中核としています。

サスティナブルな会社

企業文化

企業としての
取り組み

企業市民としての
取り組み

La Maison
プロジェクト

外部ステークホルダーとの
信頼を醸成する取り組み

CSR活動＝

ひとつでも多くの笑顔を増やすために。
ヘルスケアカンパニーとしてできること。そして企業市民として果たさねばならないこと。

それは病や天災で困難に直面する人々に笑顔を運ぶことだと、

サノフィ・ジャパングループは考えています。

「企業としての取り組み」と「企業市民としての取り組み」の２つを軸としたCSR活動を行い、

日本の人々と社会が抱える課題に応えていく。2015年は継続性に重点を置き、前年につづき

「患者・健康支援」「子ども支援」「被災地支援」

「グローバル活動との連携」をテーマに、活動を行いました。

La Maison（ラ・メゾン）プロジェクト
10年目を迎えたグループ横断のCSRプ
ロジェクトで、社員がさまざまな企業市
民活動を企画・実施しています。

サノフィは、CSR／企業の社会的
責任を果たすことを事業戦略の
中核に据えています。そのアプ
ローチは、人権を基盤として、患
者さんを中心に倫理、人財、環境
から成っています。この4つの領
域においてアクションプランを策
定し、C S R活動を推進します。
人々の健康を守り、患者さんの生
活の質（QOL）を向上させるため
の新しい方法を見出しています。

サノフィのCSR戦略

サノフィのCSR戦略に則り、日本に
おいては「企業としての取り組み」
と「企業市民としての取り組み」を
軸にサスティナブルな会社と社会
の実現に貢献します。また、対外的
なCSR活動を積極的に行い、ス
テークホルダーとの信頼を醸成。
企業の社会的責任を自覚しなが
ら、社員がCSR活動を実践します。

サノフィ・ジャパングループのCSR方針

日本の人々が置かれた現状を見
つめ、そしてこれまでの活動の継
続性を重視し、2 0 1 5年の活動
テーマを掲げました。ヘルスケア
カンパニーとしてもてる企業資源
を発揮できる「患者・健康支援」
「子ども支援」「被災地支援」「グ
ローバル活動との連携」の4つの
テーマのもと、サノフィ・ジャパン
グループの2015年の企業市民活
動は行われました。

2015年の企業市民活動テーマ

患者・
健康支援

被災地支援 グローバル活動
との連携

子ども支援

サスティナブルな社会



182名

リレー・フォー・ライフ
2015

参加人数（社員・家族）

希少・難治性疾患は患者数が少ないゆえに、

その病についても知られていないのが現状です。

また、がんを征圧するために早期発見の重要性を

さらに訴えていく必要があります。

サノフィ・ジャパングループは、

ヘルスケアリーダーとしての責務を果たすためにも、

患者さんに寄り添い、そしてその想いを

社会に発信するお手伝いをしています。

患者さんとともに歩み、その声を社会に届けたい。
患者・健康支援

日本対がん協会と各地のリレー・フォー・ライフ実行委員会が主催

するリレー・フォー・ライフは、がん患者さんとご家族、支援者が交代

でタスキをつなぎ24時間歩き続け、絆を深めるイベントです。サノ

フィ・ジャパングループはLa Maisonチームとして2009年より参加

し、2015年で連続7回目となりました。2015年のサノフィ・ジャパン

グループのタスキは8月の仙台会場からスタートし、9月の広島会

場・川越会場・東京会場を経て10月の宮崎会場とリレーされ、そし

て最終地である大阪会場でゴールしました。

会場で患者さんのトークイベントに参加し、ルミナリエに書かれた

患者さんやその家族のメッセージを読み、がん患者さんの現実や

心情に触れることができました。東北から九州まで、サノフィ・ジャ

パングループ社員と家族合わせて182名がつないだリレーで「が

ん患者さんは24時間、がんと向かい合っている」という想いを共有

することができました。がんを征圧するという想いをのせたタスキ

を全員でつなぎました。

リレー・フォー・ライフ2015

がんと向き合い、征圧をめざす、24時間のリレー・イベント。



RDD・ピンクリボンウォーク
支援活動希少疾患とがんの啓発活動をサポートしています。

VOICE
公益財団法人 日本対がん協会  岡本宏之さま
●リレー・フォー・ライフ・ジャパン  統括マネジャー

●La Maisonプロジェクト2015 プロジェクトリーダー

1985年に1人の医師がトラックを24時間走り続け、

アメリカ対がん協会への寄付を募りました。そこ

から生まれたこのイベントは、2015年に世界25カ

国・約6,000カ所で開催されるまでになりました。

サノフィ・ジャパングループ様には2009年より継

続的に参加いただいています。日本対がん協会

は、リレー・フォー・ライフをがん患者さんと医療を繋ぐ場にしたいと考えてい

ます。多くの社員の方に参加いただき、患者さんが何を悩み、何を欲している

のかを感じ取り、創薬やQOLの改善に役立てていただければと思います。お

預かりした寄付金による活動にて「がん征圧」を目指しさらにパワーアップし

てまいりますので、今後もご支援のほどよろしくお願いいたします。

患者・健康支援

Rare Disease Day（RDD）のイベントは、希少・難治性疾患の

患者さんのQOL向上を目指して、2008年にスウェーデンで始ま

りました。サノフィ・ジャパングループの一員であるジェンザイム・

ジャパンは、日本でRDDイベントが初開催された2010年から主

要協賛企業としてRDDイベントをサポートしてきました。2015年はRDDに先駆け、社内イベントである

「Running for RDD2015」を開催。本社でゴーシェ病の患者さんの講演を聴いた後、新宿中央公園で

チャリティランを実施しました。社員57名が公園を走り、希少・難治性疾患やRDDへのコミットメントを

表しました。本イベントでは、参加者1人につき2,000円をジェンザイム・ジャパンが寄付する仕組みで、

114,000円の寄付金を一般社団法人「日本難病・疾病団体協議会」に届けました。

世界希少・難治性疾患の日／Rare Disease Day

社員によるチャリティランを開催。

日本対がん協会が主催するピンクリボンウォークは、乳がんの早期

発見・早期診断・早期治療の大切さを伝えるために毎年開催されてい

ます。サノフィ・ジャパングループでは2015年10月に開催された「ピ

ンクリボンフェスティバル2015スマイルウォーク東京大会」に社員と

家族合わせて15名が参加しました。六本木ヒルズアリーナを発着点

として3コースが設定され、沿道にピンクリボンの街路灯バナーが付

けられる中、人々に乳がんの早期受診の大切さをアピールしました。

ピンクリボンウォーク2015

道行く人々に早期受診の大切さをアピール。

サノフィ株式会社 渉外本部 医療政策統括部 医療政策部 吉岡久登

「人のために何かできたなら」そんな想いから、

2011年に岩手県で店舗の泥を掻き出す復興ボラ

ンティアに参加しました。La Maisonプロジェクト

に応募したのも同様の想いからです。今回はプロ

ジェクトリーダーとして、全体の企画を把握してそ

の準備・進行が行えているかを確認しました。リ

レー・フォー・ライフ、ピンクリボンウォーク、あしながPウォーク10にサノフィ

として参加。古本回収による寄付、クリスマスプレゼントの配布などを行いま

した。2015年のLa Maisonプロジェクトの目標は「たくさんの笑顔を作るこ

と」。少しでも多くの人に参加してもらうことに注力しました。参加した社員の

方たちから「参加してよかった」との声を聞けたのはうれしかったですね。

72名

114,000円

参加人数
（社員・家族）

募金額



病を抱える子どもたちの笑顔を少しでも増やしたい。

あしながPウォーク10Happy Doll Project
「Happy Doll Project」はNPO「Wonder Art Production」

主催のプログラムで、全国の病院やホスピス、養護施設な

どで、患者さんとご家族、病院職員の方々とそれぞれの願

いを込めながら人形を制作しています。サノフィはワーク

ショップの運営をサポートするとともに、社員ボランティア

がお手伝い。ワークショップでは、設営および患者さんの人

形作りのサポートなどを行いました。

あしなが育英会の遺児学生とボランティアが企画し、毎年

日本各地で開催しているのが「あしながPウォーク10」です。

10kmのコースを歩きながら、日本と世界の子どもたちが

抱える問題について考えるボランティアウォークで、サノフィ

は2006年から継続して参加しています。2015年11月、La 

Maisonプロジェクトでは東京・横浜の2コースに社員と家

族 2 4名が参加、

神戸コースには

個人登録で参加

しました。参加

者から募った寄

付金は、N G O

「あしながウガ

ンダ」へ寄付さ

れました。

長期にわたり病と闘う子どもたち。

親御さんを亡くされ、社会的支援が求められる

子どもたち。そんな子どもたちの未来に

希望という明かりを灯すために、

サノフィ・ジャパングループは子ども支援に

積極的に取り組み、社員ボランティアを支援しています。

NPOと協力した活動を継続的に行っています。

子ども支援

La Maisonプロジェクトの活動として、10月

と11月にかけて、サノフィ・ジャパングループ

の全国の拠点で寄付を目的とした古本回収

を実施しました。本社・川越・オフィスステー

ションから3,244冊の本が集まり、古本業者

の買い取りにより得られた84,236円を認定

NPO法人シャイン・オン・キッズに寄付しまし

た。寄付金は、小児がんなどの病気と闘う子

どもたちを心の面で支えるさまざまな活動

に充てられます。

古本回収「シャイン・オン・キッズ」支援プロジェクト

全国拠点での古本回収による寄付活動

子ども支援活動

26名

84,236円

参加人数
（社員・家族）

募金額

©Wonder Art Production

©Wonder Art Production



復興支援とともに健康維持のお手伝いをつづけています。

女川 Happy Doll Project

東日本大震災から5年。いまだに仮設住宅での生活を

余儀なくされ、健康面で不安を抱える人々がいます。

かつての暮らしを取り戻すために、

ボランティアの力を必要とする町があります。

サノフィ・ジャパングループは、震災直後の

2011年4月より東北支援ボランティアをつづけてきました。

2015年も被災地支援をテーマに、

東北を元気にするお手伝いをしました。

被災地支援

10月には約3週間にわたり、「Wonder 

Art Production / ARTS for HOPE」 と
の共催で、住民の皆さんと制作してきた
作品をご紹介する展示会を開催しまし
た。復興への願いを込めてつくられた
約160点の作品が並びました。

サノフィ・ジャパングループは2014年から、NPO「Wonder Art Production」の

協働プログラムとして「女川 Happy Doll Project」を実施しています。みんなで

楽しみながら人形を制作していくワークショップで、2015年は2月・5月・7月・9月に

8回にわたり女川町新田仮設住宅や石巻バイパス仮設団地等で行いました。楽し

い時間を過ごし

たあと、長引く仮

設住宅で心配さ

れる「生活不活発

病」に関する疾患

啓発冊子をお渡

ししました。

ワークショップを通じて、
心やすらぐ時間と健康情報をお届けしています。 ハッピードールプロジェクト

 in 女川 作品展

東北および広島豪雨被害支援物産展被災地支援団体ボランティア活動
2015年も被災地支援のための団体ボランティア活動を行い

ました。●宮城県南三陸町／社員13名が菊栽培農家の農地

改良、菊苗の育苗箱づくり、定植をお手伝い。●宮城県石巻

市／社員8名が「仮設きずな新聞」（ピースボート災害ボラン

ティアセンター発行）の配布をサポートするとともに、健康に

関する情報を提供。●岩手県

大槌町／社員21名が「小槌

神社例大祭」に向けた清掃、

また「大槌稲荷神社例大祭」

お祭り支援を行いました。 

東日本大震災4周年募金
被災した方々のことを想い、継続支援の重要性を認識するために、2014年に続きサノフィ・ジャパングループ社員を対象に復興

支援募金を行いました。寄せられた426,289円の義援金をピースボート災害ボランティアセンターなど3団体に寄付しました。

サノフィでは被災地支援活動の一環として東北物産展を5年

つづけて開催しています。2015年は、広島市8・20豪雨災害

への募金も行いました。合計4会場で実施した物産展では、

物品販売で95,400円を売り上げ、18,387円の募金が集まり

ました。物産展売上は

「国境なき子どもた

ち」「にじいろクレヨ

ン」「ハタチ基金」に

寄付。募金は広島市

役所に寄付しました。

被災地支援活動

51名

540,076円

参加人数
（社員・家族）

義援金・
売上

©Wonder Art Production

©Wonder Art Production



世界のサノフィ社員が連帯し、支援に取り組んでいます。

1人の力は限られていたとしても、世界の

サノフィ社員が連帯しアクションを起こせば、

それは大きな力となります。

ヘルスケアの知識や資産を活用すれば、

窮地にある人々の健康をささえることもできます。

日本と世界の子どもたちのために、

そしてネパール地震の被災者のために、

サノフィ・グループ全体で活動を行いました。

グローバル活動
との連携

クリスマス・チャリティを支援することを

目的に、La MaisonプロジェクトとCSR

推進部共催で、11月に本社チャリティ・

ミニライブを開催しました。社員による

ライブ演奏が行われ、86名が参加し、

参加費・寄付合わせて53,280円が集ま

りました。収益はすべてクリスマスプレ

ゼントの購入に充てました。

クリスマス・チャリティ 2015

クリスマスを病院で過ごす子どもたちのサンタになりました。
クリスマス・チャリティ・
ミニライブ

ネパールのための連帯活動サノフィ・エスポワール財団
サノフィ・エスポワール財団は2010年、国際連帯へのコミット

メントのさらなる活性化を目的として設立されました。小児

がん対策や妊産婦と新生児の死亡率低下への支援、恵まれ

ない人々のヘルスケアへのアクセス改善に向けた活動を各

国で行っています。社員の

ボランティア参画を促す

「Season of Solidarity」

は2012年にその一環とし

て立ち上げられました。

サノフィ・グループでは、ネパールを襲った地震の被災者支援

をグローバルで展開しました。サノフィ・グループ社員からの

寄付に、サノフィ・グループによる上乗せ（マッチング）とサノ

フィ・エスポワール財団からの寄付を加えた約50万ユーロを

「赤十字」「世界の医療団」

「ハンディキャップ・イン

ターナショナル」「アメリケ

アーズ」の4団体に寄付し

ました。

サンタクルー2015 プレゼント届け先／●岩手県立磐井病院  ●公立相馬総合病院 ●杏林大学医学部付
属病院 ●国立がん研究センター 中央病院 ●あいち小児保健医療総合センター  ●鹿児島大学病院 ●滋賀
県立小児保健医療センター ●広島大学病院 ●国立国際医療研究センター病院 ●国立病院機構北海道が
んセンター  ●東邦大学医療センター大橋病院  ●岐阜県総合医療センター  ●秋田大学医学部附属病院

クリスマス・チャリティ

290名

234,630円

参加人数

プレゼント
購入費・
募金額

「Sanofi Season of Solidarity（サノフィ 連帯の季節）」の一環として行われる

クリスマス・チャリティは、病気やけがのためにクリスマスを家族と過ごすことので

きない子どもたちにプレゼントとカードを贈る社員参加型のプロジェクトで、今回

で9回目となります。11月に本社と川越でチャリティ・デー、12月に本社でラッピン

グデーを開催し、プレゼントとカードの受付およびラッピングボランティア活動を

行いました。これらのイベントには社員204名が参加し、プレゼント代行サービス

の売上は181,350円となりました。また、サンタクルー活動では、NPO「Wonder 

Art Production」を通じて、13病院に540個のプレゼントを届けました。

©Wonder Art Production

©Quentin Top-Medecins du Monde



サノフィ株式会社　〒163-1488 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー　www.sanofi.co.jp

サノフィで働く11万人の社員は、日々、世界中で、人々の健康を守り、
一人でも多くの患者さんがヘルスケアにアクセスできるよう努めています。
サノフィは、ヘルスケアカンパニーとして、品質、安全性、倫理、環境への配慮を企業活動の中心に置いています。


