
お客様（消費者）に対する責任

基本的な考え方・方針 102-16

ユニ・チャームでは、「The Unicharm Way」（社是、“信念と
誓い”と企業行動原則）の考え方に則り、常にお客様の満足を
最優先に考え、「不快」を「快」に変える商品とサービスの提供
を目指しています。
その中で、お客様相談センターでは、お客様からいただいた貴
重なご意見に対して、迅速・公正・公平で誠意ある対応を心
がけ、お客様満足度の向上を対応の基本とした考え方を 

「お客様相談センタービジョン」に込めて策定しています。また、
「苦情対応方針」も定め、これらを原則としてお客様とのコミュ
ニケーションに関する取り組みを行っています。

 お客様相談センタービジョン

“お客様相談センターへ問い合せや相談をしてよかった”から“お客
様相談センターがあり安心だからユニ・チャーム商品を買おう”と
お客様に言っていただきたい。そのためには、“心をもって傾聴し、
心をもって思いやる気持ちを伝える”という当たり前のことを徹底さ
せ、他人ごとを自分ごとに引きつけ、お客様の目の前にある問題を
一緒に解決し、育児や介護に“踏ん張る力”を届けることで、お客様
と感動を共有し、もう一度ユニ・チャーム商品を買いたいと言って
いただき、世界・アジアのお客様と絆を深めていきたい。

 苦情対応方針

1  お客様の声はお客様相談センターに集約し、QMS（ISO9001）苦
情対応プロセス手続書・ISO10002苦情対応プロセス文書に基づ
き、公正・公平に対応します。また、商品・サービスの不具合に関
する情報は、経営トップに報告し、速やかに改善します。

2  お客様の声に対し、是正が必要な場合には、QMS（ISO9001）是
正及び予防処置手続書により、関連部門が連携し、迅速に是正を
行い、再発を防止します。

3  お客様の貴重なご意見は、今後の商品やサービスに反映させるよ
う努めます。お客様の声を真摯に受け止め、お客様に満足してい
ただけるよう、各部門で協力して、改善に努めていきます。

マネジメント体制

当社のお客様とのコミュニケーションは、CQO（Chief Quality 

Officer／最高品質責任者）を責任者として、お客様相談セン
ターを中心に関係部門が連携し、お客様の声を収集、品質や
安全性の向上に努めるとともに、お客様のニーズに合わせた
商品開発に取り組んでいます。
グループ全社のお客様対応に関する具体的な取り組みをまと
め、「消費者志向自主宣言」と併せて、ISO10002苦情対応マ
ネジメントシステム（以下、ISO10002苦情対応MS）に準拠し
た対応体制を構築しています。
また、2006年より、中国、台湾-大中華圏、タイ、インドネシ
ア、オーストラリア、インド、ベトナムなどの海外現地法人のお
客様相談室へ国際規格であるISO10002苦情対応MSの自
己適合宣言の横展開を図っている他、海外のお客様相談室
への定期監査や情報交換を通じて、それぞれの知見を共有
し、お客様満足度向上に向けた取り組みを実施しています。
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消費者志向自主宣言

【理念】
我が社は、市場と顧客に対し、常に第一級の商品とサービスを創造し、日本及び海外市場に
広く提供することによって、人類の豊かな生活の実現に寄与する。

【基本的な取り組み方針】～経営トップのコミットメント～
お客様からの苦情やお問い合わせにはいかなる時も誠実・迅速・公正に対応することを宣言
致します。
I.  お客様からいただいた声はお客様相談センターに集約し、QMS（ISO9001）苦情対応プロ
セス手続書・ISO10002苦情対応プロセス文書に基づき、公正・公平に対応します。商品・
サービスの不具合に関する情報は経営トップに速やかに報告し、改善に取り組みます。

II.  是正が必要な場合には、QMS（ISO9001）是正及び予防処置手続書にのっとり関連部門
が連携し、迅速に是正と再発防止に取り組みます。

III.   お客様の声を真摯に受け止め、お客様に満足して頂けるよう各部門で協力して、改善に努
めます。お客様の貴重なご意見を商品やサービスに反映できるよう努めます。

【具体的な取り組み】
I.  コーポレートガバナンスの確保  
～経営トップにお客様の声が届く体制～
透明性のある企業経営・積極的な情報開示を行い、企業の成長発展・社員の幸福・社会的
責任の達成を実現します。
役員会議においてお客様相談センターの報告時間を設け、お客様から頂いた声を真摯に受け
止め、対応方針について検討・発信して参ります。

II.  全社員の積極的な取り組み  
～お客様志向を培う企業風土・社員の意識醸成～

お客様満足向上のため、毎年1回海外を含むグループ全社員参加の場で、お客様に喜んで頂
ける商品やサービス・提案を発表し、成功事例を学びます。それによって全社員がお客様志向
を共有し、より一層の向上に努めて参ります。

III.  関連部門の有機的な連携による迅速な対応  
～迅速・誠実な対応への取り組み～

お客様からいただいた声はお客様相談センターに集約し、QMS（ISO9001）苦情対応プロセ
ス手続書・ISO10002苦情対応プロセス文書に基づき、公正・公平に対応します。
商品・サービスの不具合に関する情報は経営トップに速やかに報告し、改善に取り組みます。
是正が必要な場合には、関連部門が連携し、迅速に是正と再発防止に取り組んで参ります。

IV.  消費者への情報提供の充実・双方向の情報交換 

 ～安全にお使い頂くための情報発信～
商品の安全性に関するよくある質問をホームページ等に掲載し、広く商品の安全性について
公表して参ります。
また、お客様が安全かつ有効に商品をご使用いただけるよう、正しい使用方法をご理解いただ
くため商品パッケージ、取扱説明書、広告や、ホームページ、ニュースリリース、お客様相談セン
ターからの発信を含む様々な手段でお客様への情報提供を行います。

V.  消費者・社会の要望を踏まえた改善・開発  
～お客様志向・社会的責任を形にした商品創り～

お客様からのお声を真摯に受け止め、ご要望を商品化に繋げる活動を全社を挙げて取り組ん
で参ります。
自社商品に厳しい環境基準を設け、商品設計・原材料の選択を行うと共に、生産工程の廃棄
ロスを極限まで減らすことにチャレンジして参ります。
さらに、事業活動でも廃棄物削減など環境負荷低減に全社一丸となって取り組んで参ります。

 消費者志向自主宣言

制定年月日2017年1月16日
改訂年月日2021年1月1日

ユニ・チャーム株式会社 代表取締役 社長執行役員
高原 豪久

具体的な取り組みについては以下もご確認ください。

I. コーポレートガバナンスの確保
P.100  コーポレート・ガバナンス

III. 関連部門の有機的な連携による迅速な対応
P.071  品質＞マネジメント体制

IV. 消費者への情報提供の充実・双方向の情報交換 
P.072  品質＞安全性の取り組み

V.  消費者・社会の要望を踏まえた改善・開発 
P.040  気候変動（TCFDに基づく開示）
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取り組み・実績

お客様相談センターの取り組み

2021年は約6万件のご意見をいただきました。ご意見は広く
社内に伝え、関係部門と連携して商品・サービスに反映し、対
応のさらなる向上に努めています。

「お客様の“声”を聴く」研修を実施
お客様志向、品質の強化を目的として、お客様相談センターで
は社員向けの研修を実施しています。2021年はリモート形式
で新入社員および開発・マーケティング・工場メンバーを対
象に、お客様の“声”を音声で聴く研修を実施し、965名が 

受講しました。グループ全社でお客様志向を高め、お客様に
ご満足いただける商品を提供できるよう努めています。

海外現地法人お客様相談室の活動

中国、台湾-大中華圏、タイ、インドネシア、オーストラリア、 
インド、ベトナムなどの海外拠点のお客様相談室で、国際規格
であるISO10002苦情対応MSの自己適合宣言を行ってい 

ます。宣言後は、システムが適切に運用されているか日本の 

お客様相談センターによる定期監査や情報交換を通じて、 
お客様に寄り添った対応が実践されていることを確認してい
ます。

 お客様相談センターの主な取り組み

主な取り組み 内容

1. 対応者教育
電話などでお客様からのお問い合わせに対応する社員の「応対品質」の向上を目的とし、外部講師研修、専門知識勉強会などの専門知識
向上研修を実施しています。

2. 商品反映
お客様からのご意見は週報・月度レポートを通じて関係部門にタイムリーに情報発信。商品の改良ならびに新商品へのヒントとするなど、
お客様にとって安心してお使いいただける商品の提供に努めています。

3. 情報発信
お客様の声は、顧客情報管理システム「FAINシステム」でリアルタイムに共有しています。また、事業部門への報告会や商品パッケージ表
示確認会議（コミュニケーション保証会議）へ参加し、お客様目線で商品の改善に活用しています。

4.  お客様相談センター
研修

お客様志向強化・品質の強化を目的として、開発・マーケティング部門などの関係部門、新入社員、全社希望者に対し実施。2021年は
965名受講しました。

5.  海外お客様相談室と
の連携強化

海外現地法人を含めた当社グループのお客様満足向上を目指して、各国・地域での取り組みを共有し、ISO10002苦情対応MSをベース
にした対応スキルの向上と連携強化を図っています。

6. コミットメント
お客様相談センターは、社長直下の独立部門として半期に1回CQOに対してお客様対応方針を諮問・共有しています。
目標の進捗確認や、正しい消費者志向経営の推進ができているかをCQO会議で検討し、承認する仕組みを構築・運用しています。

『ソフィ 超熟睡®ショーツ』
ご自身にあったサイズをお選びいただけるよう、 
『ソフィ 超熟睡®ショーツ』のSサイズとXLサイズを
発売しました。

『超立体®マスク こども用』
多様性を考慮し、2021年4月に「男の子用」「女の
子用」という表記を見直し、『超立体®マスク こども
用』「ホワイト」と「ピンク」に変更しました。

『マナーウェア ねこ用』
おむつを嫌がることもなく、おしっこが出ても吸収し
てくれるので体が汚れず、気持ちよくすごしていまし
た。私も猫もゆったりと最後の時間を過ごすことが
できました。猫用のマナーウェアを開発し商品化し
ていただき本当にありがとうございました。

『unicharm 顔がみえマスク』
コミュニケーションでは口の動きを読み取るので、
『unicharm 顔がみえマスク』は本当にありがたい
です。また、ユニ・チャームブランドであり、安心し
て使用できます。本当にありがとうございます。

お客様の声を商品に反映した事例 お客様からのありがとうのお声

お客様 
対応満足度

88.0%
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DX（デジタルトランスフォーメーション）の取り組み

当社は、デジタル技術の活用により、生活者の不快の解消にと
どまらず、心地よさを生み出せるような商品開発や事業活動
の改革に取り組んでいます。
コロナ禍における対面での活動が難しい状況においても、デ
ジタル技術を活用して、お客様一人ひとりの行動に寄り添い、
身体や心の変化に応じた適切な商品を届けることによって、お
客様が求める商品機能+αの価値提供を実現していきます。
2021年1月には、「DX推進本部」を新設し、各種デジタル技術
を駆使した新たなビジネスモデルの実装を加速させています。

九州工場スマートファクトリー化
人と知恵と設備の融合を目指した、当社グループ初のスマート
ファクトリーとなる九州工場が2019年に操業を開始しました。
「誰でも長く働ける作業」「安全な現場」「安全・安心な製品」の
実現を目指し、現場情報をタイムリーにつなぐIoT技術を導入
することで安全性と生産性を高めています。
環境面では省エネルギー、省CO2対応の70以上の機器を採
用。水使用量の削減については、工場付帯機器を従来の水冷
方式から空冷方式へ変更することで工場排水ゼロを実現しま
した。さらに、無人走行車やロボットの導入により、材料など
の重量物の運搬や供給作業を自働化※し、省力化、効率化を
実現しています。

※  人の匠の技やノウハウとデジタル技術による自動化を融合するという意志を込めて
「自働化」としています。

デジタルスクラムシステム
COVID-19の影響により、海外への出張の制限や、お客様へ
のインタビュー調査等が難しい中、遠隔地からでもリアルタイ
ムにお客様の生活実態や表情の変化を観察でき、商品改良や
設備稼働に欠かすことのできない品質安定性の監視や、指示
が可能な「デジタルスクラムシステム」を開発しました。
お客様の生活実態や使用実態の把握を目的とした在宅訪問
にオンライン上で参加でき、臨場感ある映像や音声等の情報
収集が可能な他、パートナー・アニマル（ペット）を含め、普段
通りの居住空間での行動観察が、24時間遠隔で可能で、新た
なお客様のインサイトの発見につながると考えています。

日本の開発者と現場の調査担当者

紙おむつ等を提供するサブスクリプションモデル 

「手ぶら登園」
保育園向けベビー用紙おむつの定額制サービス「手ぶら登園」
においても、デジタル技術を活用しています。事前登録した園
児データや保育園データから紙おむつの残数を把握し、保育
園側の紙おむつの在庫が減少してきた際、自動で発注できる
仕組みを開発し、保育士の業務削減に貢献しています。また、
近隣施設の納品日を自動調整し、効率的な配送ルートを導き
出すシステムを開発しています。

P.095   地域社会＞【日本】「ベビー用紙おむつ定額制サービス」を通じた取り組み

オンラインムーニーちゃん学級
コロナ禍における対面でのサポートが難しい中、出産や育児
の不安をサポートする「オンラインムーニーちゃん学級」を、
2020年より開始し、2021年12月末時点で、計10回（約1万
人参加）開催しました。また、時間の制約なく視聴していただ
けるよう、特に反響があった講座を動画配信しています。

ムーニーちゃん学級

赤ちゃんのシグナルを解析し、すこやかな育成環境を目指す
赤ちゃんの「泣き声」や「睡眠」のデータから感情、体調を予測
するAI・IoTの開発を強みとするベビーテックベンチャーであ
る株式会社ファーストアセントへの出資を通じて、赤ちゃんの
気持ちに寄り添い、ご両親が安心して育児そのものを楽しめ
るような、「赤ちゃんのすこやかな育成環境」を実現する商品
やサービスの開発を加速しています。
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生理や初潮教育に関する情報の提供
初めての生理をポジティブに迎えられるよう、お子様と保護者
の方向けに、からだの仕組みや生理時の過ごし方、生理用品
の選び方などを「はじめてからだナビ」に掲載しています。学
校の先生に向けては、初潮や生理に関する情報をPDFでダ
ウンロードできるようにして
おり、学校の教材としてもご
活用いただいています。
また、初潮を迎えたお子様
が、自分で生理管理ができ、
同時にお母様がお子様の生
理周期を把握し、適切にサポートできるソフィ公式アプリ「ソ
フィガール」や、身体の傾向を24タイプに分けて診断し、生理
痛やPMS（月経前症候群）※などの不調にまつわる悩みを生理
管理と合わせてサポートするアプリ「ソフィ 生理日管理&生理
不調ケア」を配信しています。

※  生理前のイライラ、 腹痛、 頭痛などの不快症状

P.021   重要取り組みテーマ 私たちの健康を守る・支える＞【日本】体質やライフスタイ
ルに合った生理ケア

「大人用おむつカウンセリング」で最適な商品とサイズ選び
を提供

P.019   重要取り組みテーマ 私たちの健康を守る・支える＞【日本】「大人用おむつカウン
セリング」

パートナー・アニマル（ペット）のQ&Aサービス「DOQAT」
「DOQAT（ドキャット）」は、パートナー・アニマル（ペット）を飼
う中で、気になることや困ったことをインターネット上で飼い
主同士が相談することができる犬と猫のQ&Aサービスです。
同じ犬種・猫種や犬猫年齢の近い飼い主の体験談を手軽に
知ることができ「他の飼い主はどうしているのかな」という素
朴な疑問を解消できることで、パートナー・アニマル（ペット）
と、より共生しやすい社会づくりに貢献するサービスです。
2020年4月にサービスを開始し、2021年12月末時点で2万
3,000名以上の方にご登録いただいています。

web  犬と猫のお悩み相談サイト DOQAT

https://doqat.jp/

最新のテクノロジーで猫の体調管理を支援
猫の健康寿命延伸に貢献することを目指し、2021年11月～
12月に、株式会社RABOと共同キャンペーンを実施しました。
『デオトイレ』の下に、RABOが開発・販売するIoTデバイス
『Catlog Board（キャトログボード）』を置くだけで、猫の体重
や排泄情報をアプリを通じて記録・確認できます。さらに、当
社商品の『デオトイレおしっこチェックキット』と組み合わせて
使用することで、自宅での尿たんぱく量チェックの習慣化をサ
ポート。猫の体調管理を促進しています。

『Catlog Board』『デオトイレ』と、
『デオトイレおしっこチェックキット』で体調管理を促進

「はじめてからだナビ」

Unicharm Group  
Sustainability Report 2022 069イントロダクション 社会サステナビリティ 

マネジメント ガバナンスKyo-sei Life  
Vision 2030

外部との連携／ 
外部評価一覧環境 第三者保証報告書

https://doqat.jp/
https://doqat.jp/

	ボタン2: 
	Page 99: 

	ボタン3: 
	Page 99: 



