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その他CSR活動

▼お客様対応の仕組み
（富士フイルムと国内関係会社）

お客様の声を反映した
製品・サービス
推進方針 1
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ISO10002
（苦情対応マネジメントシステム）
お客様の声

製品・サービスなどを通じて、環境、人々の健康・生活・働き方に関する社会課題の解決に貢献

2

2017年に移転して新しく生まれ変わった
「富士フイルム大阪サービスス
テーション」

FUJIFILM
富士フイルムグループは、企業理念でうたっているように、
「顧客満足（CS：Customer Satisfaction）」を経営の基本と
推進方針
生産活動などの事業プロセスにおける環境課題への積極的な取組みを推進
Sustainable Value Plan
2016

基本的な
考え方

し、お客様にとって安全・安心で魅力ある「最高品質の商品、サービス」の提供を目指しています。お客様に満足していただ

くためには、お客様の多様な声を拾い上げ、効果的に商品・サービスに反映できる仕組みが重要です。そのため、お客様と
の接点となる窓口でのコミュニケーションを大切にし、迅速・親切・的確・公平性を基本とした対応を図るとともに、お客様の

お客様相談窓口
（BtoCのみ）

10名
ヘルスケアラボラトリーコールセンター 約100名

お客様コミュニケーションセンター

お問い合わせ

ご要望

ご提案

ご指摘

双方向
コミュニケーション

手紙・電話・
eメール・来社・お店で

技術サポートセンター

40名

修理サービスセンター／サービス
合計 約
ステーション
（全国3カ所）

30名

フジフイルムスクエア

32万件

FUJIFILM ●お客様満足度向上に向けた取り組み
その他CSR活動
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▶ 富士フイルム

富士ゼロックスは、お客様

けて、それぞれの商品の特性に適したお客様応対を行ってい

満足が企業活動のすべての
起点になると考えています。

マネジメント
を製品に関わる担当部門
（営業・販売・デザイン・開発・研究等

お客様満足を高めるために

の各部門）
へ報告し、製品・サービスの改善や新製品の開発

は、お客様の期待や要望を

に活用しています。また
「お客様コミュニケーションセンター」

知ることが重要です。そのた

「ネットプリントサービスサポートセンター」
「FinePixサポート

資料・データ
センター」
の各窓口では、
お問い合わせいただいたお客様を

（2017年7月末発表）

▼「顧客満足度アンケート」集計結果（電話・書簡応対※）
（顧客満足度指数）0
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※J.D. パワー アジア・パシフィック
日本カラーコピー機顧客満足度調査SM

め、お客様とのインタラクティブなコミュニケーションを大
切に、①お客様統合サポートセンター
（主なお問い合わせ

90 100

1. 問い合わせ時の電話応対

1. 回答時間の早さ

2. 不具合品送付の案内

2. 回答内容のわかりやすさ

5. 今後の当社製品の利用意向
6. 友人知人への推奨意向

5. 友人知人への推奨意向

※お客様コミュニケーションセンター
＊顧客満足度算出方法など、詳しくはウェブサイト参照

お客様を取り巻く環境変化・市場の動きなど

お客様統合サポートセンター
（主なお問い合わせ窓口）
満足度調査
（調査にご承諾・回答いただいた件数）

お客様接点をもつ富士ゼロックス
及び関連会社の従業者
VOC
（Voice of Customer）

とのコミュニケーションを図っています。これらの仕組みを

個々のお客様との関係性強化、苦情・クレームゼロ化、意見・要望に基づく業務プロセス改善など

の改善や開発に反映しました。

もとに、お客様の声を真摯に受け止め継続的な改善を繰り

各機能本部によるCS改善活動

の原因となりやすいお客様の

また、従業員のお客様に向けた行動をサポートする環境
として、
「お客様の声」
情報を発信するサイトを整備。営業・
保守・配送・請求などのお客様接点機能と商品開発・マーケ

デザインやワークフローを見直しました。また、お客様にご

ティング・品質管理機能とが双方向でコミュニケーションす

安心いただけるよう、商品の受注から生産・出荷・配送まで、

ることにより、お客様に対する理解を深めることに役立てて

お客様がいつでも追跡できるようにしました。さらに近年

います。お客様統合サポートセンターにお問い合わせやご

は、窓口が営業していない深夜に利用されるお客様も大勢

要望をいただいたお客様に対して実施している満足度調査

いらっしゃるため、お客様自身でいつでも問題解決できるよ

では、2016年度は全体の約98％のお客様から総合的に
「満

うAI機能を取り入れたQ＆Aを充実させています。このよう

足」
もしくは
「非常に満足」
という評価をいただきました。こ

な取り組みにより、例年、お問い合わせの増加する年賀状

のような全社を挙げた活動の結果、2016年度も外部機関

シーズンのお問い合わせ件数を、概ね半減することができ

のお客様満足度調査でも高い評価をいただいています。
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5,929件

情報入力数 約25万件
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2015年
2016年

お客様の評価

公式
ホームページ

各種市場調査

お客様接点におけるCS改善活動

CS評価

PDCA

苦情・クレームゼロ化、意見・要望に基づく業務プロセス改善、商品企画力強化など

▼外部機関からの評価（富士ゼロックス）

2つのCS評価の仕組み

結果の活用目的

企業比較CS調査
C

CSの市場ポジションを把握し、
強みをさらに伸ばし、
弱みを改善する活動へとつなげていく。

補完関係

D

お客様からの評価をもとに改善を促進し、
個々のお客様との関係性を強化する。

現場/各機能
全社の改善活動

P

A

約1.7 万件

6.4

社長を議長としたCS会議を通じた全社方針や重要課題解決方法の決定など

▼富士ゼロックスのCSプログラム
（CS調査に基づく改善活動）

企業比較
CS調査
実施状況

富士ゼロックスユーザー
CSプログラム
実施状況
約
万件

経営トップによるCS活動

お客 様

操作ミスを防ぐために、画面

40

お客様（ALL VOC）
日常のお客様の声（苦情・クレーム、要望、お問い合わせなど）

答をいただき、製品・サービス

半分に減少

30

▼お客様とのコミュニケーションの仕組み
（富士ゼロックスと関係会社）

ジ、④各種市場調査、⑤CS評価、の5つの仕組みでお客様

ネットプリント受注システム
におけるお問い合わせ件数

20

※お客様コミュニケーションセンター/ネットプリントサービス
サポートセンター/FinePixサポートセンター３窓口の合算
＊顧客満足度算出方法など、詳しくはウェブサイト参照

2015年
2016年

す。2016年度は約500件の回

システムでは、お問い合わせ

10

3. 回答レイアウトの読みやすさ
4. 今後の当社製品の利用意向

窓口）
、②VOC
（Voice of Customer）
、③公式ホームペー

返すことがCS向上の基本と考えています。

新製品・
新サービスの採用

関連部門で
検討

（顧客満足度指数）0

対象に年間を通じて
「顧客満足度アンケート」
を実施していま

例えばネットプリント受注

営業・販売
デザイン
開発・研究

10名

製品・
サービスの改善

フィード
バック

▼「顧客満足度アンケート」集計結果
（メール※）

80

カラーコピー機顧客満足度調査※
富士ゼロックス

部門長

「お客様の声」
に戻る

4. 書面内容のわかりやすさ

8年連続1位

報告

約

3. 書面が届くまでの日数

▶ 富士ゼロックス

様々な事業を展開する富士フイルムは、多様なお客様に向
ます。各お客様相談窓口では、お客様からのご提案やご要望

58

受け止め、お客様満足の向上を実現していきます。

経営トップ

各相談窓口で、
お客様からのご意見やお問い合わせなどの
情報をデータベース化

3

ました。引き続き、お客様からのご提案やご要望を真摯に

お客様の声を反映

国内営業部門／国内販売会社

お問い合わせ件数
年間約

約

約
（FinePixサポートセンター、
ネットプリントサービス
サポートセンター、
フジフイルムモールサポートデスク）

声を正しく把握し、業務プロセスや製品開発の改善につなげる体制を構築しています。
FUJIFILM
推進方針
企業活動を支えるCSR基盤をバリューチェーン全体にわたり強化
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2016年度の活動

検討

企業比較により課題を
抽出し、解決を図る
改善活動

J.D. パワー アジア・パシフィック2017年
カラーコピー機
顧客満足度調査
ラージ＆ミドルオフィス
市場（国内）

総合評価1位

カラーレーザープリンター
顧客満足度調査（国内）

総合評価1位

1

第 位
（8年連続）
カラーコピー
機顧客満足度
調査ラージ＆
ミドルオフィ
ス市場
（国内）

個々のお客様との
関係性を強化する
改善活動

富士ゼロックスユーザーCSプログラム
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究してきました。人間中心の

2016年度の活動

社会貢献活動

デザインを実現するために

●多様なお客様に対応するものづくり

は、ユーザーの具体的な活

富士フイルムは、より使いやすい製品をお客様に提供する

1

動とその背景を理解し、活動

FUJIFILM
推進方針
製品・サービスなどを通じて、
環境、人々の健康・生活・働き方に関する社会課題の解決に貢献
Sustainable
Value
Plan 2016
の奥にある潜在的な課題や
ため、
デザインセンターによって、
実際のユーザーに操作し
煩雑に見える複合機のハードボタ
ンを大胆に減らしてタッチディスプ
ます。こうした視点から、デ レイに操作を集約。ひと目でサービ
ます。近年では製品の課題改善から一歩進めて、ユーザー
スの区別がつくアイコンや、
コピー
ザインプロセスにエスノグラ やファクスなどサービスごとのテー
が本当に求める製品を具現化していくための方法として、
FUJIFILM
マカラーなどにより、ユーザーが
※分析」
フィのアプローチを導入し、 「操作をする」という意識を持たな
「エスノグラフィ
を取り入れています。デザイナーが生産活動などの事業プロセスにおける環境課題への積極的な取組みを推進
Sustainable
Value Plan 2016
くても使えるデザインを実現

てもらい、課題を見つけ出すユーザビリティ評価を行ってい

推進方針

2

ニーズをとらえる必要があり

直接現場に入ってユーザーの行動を観察し、潜在的なニー

現場観察やインタビューを取

ズや課題を導き出し、アイデアやデザインにつなげるもので

り入れることで、お客様の思考やコミュニケーションを支援

す。特に社員がユーザー体験できないB to B製品には有効

するデザイン活動を実践しています。例えば2016年グッド

3

世界各地で子供たちへの写真のワークショップを展開
（写真は2007年から
継続しているマレーシアでの活動）

富士フイルムグループでは、企業が社会に対して果たすべき責任として、社会の持続可能な発展に貢献し、良き企業市民

基本的な
考え方

として社会とともに歩み、社会の要請や期待に誠実に応えることを掲げています。2008年に社会貢献方針を定め、活動
の対象として、
「学術・教育」
「文化・芸術・スポーツ」
「健康」
「自然環境保全」の分野を中心とし、NGO・NPO、地域社会
などとの協働・連携、そして従業員の自発的参加による貢献を大切に活動しています。
富士フイルムグループ 社会貢献方針 http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/society.html

FUJIFILM であり、医療や印刷分野などで実践しています。印刷分野で
デザイン賞を受賞した
「DocuPrint CP210 dw」
をはじめと
推進方針
企業活動を支えるCSR基盤をバリューチェーン全体にわたり強化
Sustainable Value Plan 2016

は、グループの富士フイルムグローバルグラフィックシステ

するA4カラープリンター・複合機は、デザイナーが小規模オ

ムズとも連携し、エスノグラフィ分析に基づくお客様への提

フィスの利用環境を調査し、複数の人が1台の機器を共用し

案や導入後の再調査で成果の可視化が実現しています。

ている様子や基本機能を繰り返し使っていることに着目。
「仕

富士フイルムグループでは、事業活動を通じて社会に貢

格差是正を目的に2014年にフィリピンで活動を開始した

事の流れを止めない」
というコンセプトを導き出し、
「覚えな

献するとともに、企業市民として地域社会とも積極的に交

初等教育レベルの教材配布が、2015年度はミャンマー、タ

くても使える」
「使うほどにより使いやすくなる」
デザインに挑

流を行い、社会の持続的発展に貢献する活動を行ってい

イ、2016年度はベトナム、インドネシアへと活動を順次拡

戦したことが評価されました。

ます。事業の特性を生かし、文化財・美術品のアーカイブ化

大しました。2017年度は、上記5カ国での活動を継続・拡

また富士ゼロックスは、創業期から
「人
FUJIFILM
その他CSR活動
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間中心のデザイン」
という考え方を提唱

し、
「 人 」の 特 性

マネジメント

狭い場所でも使い勝手の良い小型の移動型デジタ
ルX線撮影装置は、救急現場の実態観察から生まれ
た。患者さんとベッドの間に差し込むパネルは、側面
を曲面にする配慮で挿入性を向上させている

（記録保存）
、伝統文書の複製と活用、新興国や災害現場

大するとともに、マレーシアでの活動開始を予定していま

て、必要な情報

お客様の本質的な課題解決につながる製品開発を進めます。

への医療機器提供、新興国における教育支援、弱視児童向

す。また、中国での植林活動は、活動開始から19年を数え、

けの拡大教科書の製作支援など、富士フイルムグループ

過去に植林した樹木のメンテナンスも含めて活動を継続、

ならではの特徴的な活動を多く実施しているほか、環境教

今や同国の印刷業界を巻き込んだ活動に発展しました。

や機能を最適な
カタチで提供す
るデザインを追

※エスノグラフィ：文化人類学や社会学の分野で、人々が実際に活動して
いる現場を理解するための研究手法として発展。近年では、マーケティ
ングやデザインの分野でその手法が応用され、ユーザーとその活動を
深く理解し、潜在的なニーズを抽出するために使用されている

社外のパートナーとの
「共創」
によるイノベーション創出を目指して

育をはじめとした教育支援活動、地域との共生を図る様々

今後も、様々な団体・ステークホルダーとのパートナー

な活動を継続的に行っています。子供たちへの写真のワー

シップを重視し、本業を生かした社会課題解決に資する社

クショップ、ピンクリボン運動などは、世界各地へ活動が広

会貢献活動を推進していきます。

がっています。

は、社外のビジネスパートナーとともに新たな価値を生み出

2016年度は、富士フイルム九州が長年行ってきた地下
水保全活動が、くまもと地下水財団の
「地下水保全顕彰制

解決のためには、従来の枠組みを超えた発想や技術の融合に

す
「共創」
を目指す施設です。人と人とのFace to Faceでの

よる新たな価値の創出が必要です。そこで、産学官民の垣根

対話を通じて、想定外のアイデアや新たなパートナーを得る

を越えて様々な組織が連携することで新たな価値を創出し、

きっかけの場となっています。従来のショールームとは異な

持続可能な社会に貢献しようとする
「オープンイノベーショ

り、その先にあるイノベーション創出を目指して、お客様とと

日本において
「未来志向で創造的に対話するための場＝

ラボラトリー」
と富士フイルムの
「Open Innovation Hub」

るような場づくりを推進していきます。
お客様共創ラボラトリー

おける露国軍艦建造図巻」
と

※将来世代、
コミュニティ、国際社会、
※ NPO
社会貢献活動の支出額
などへの活動に要した費用

ロシア連邦のプーチン大統

（単位：百万円）

将来世代への教育活動
地域社会との調和

80
221

社会への文化芸術振興（国内） 985
国際社会の文化・社会への配慮
NGO・NPOとの協働
合計
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人東洋文庫所蔵の
「戸田浦に

社会貢献活動の
支出額※

134
62
1,482

同様のものが、安倍首相から
領への贈答品として選ばれる
（P30参照）など、継続的に
実施している活動が評価さ
れています。また東日本大震
災及び熊本地震への復興支

写真救済プロジェクト(富士フイルム）
文化財のデジタルアーカイブ化(富士フイルム）
“PHOTO IS”想いをつなぐ。50,000人の写真展(富士フイルム）
アルバムカフェ(富士フイルム）
伝統文書の複製活動
（富士ゼロックス）
ピンクリボン運動(富士フイルム）

●●
●●
●●

若者世代への写真教室(富士フイルム）
弱視児童向けの拡大教科書製作支援
（富士ゼロックス）
新興国における教育支援
（富士ゼロックス）

●
●
●
環境保全・生物多様性

設立：2010年5月／場所：富士ゼロック
スR&Dスクエア内
（神奈川県横浜市）
富士ゼロックス社内で取り組んだ経営
課題の実践事例紹介をベースに、お客
様と一緒に課題を探索し、解決策の効果
や市場性の検証を行ったり、地域市民とともに社会課題への解決策に取り
組むなど、新たな価値を創出する場。設立以来、2,500社、1万名以上が来
訪
（2017年6月時点）
。

クスが複製した公益財団法

約15 億円

富士フイルムグループはこれからも、社会課題解決に向け
たネットワークのハブとして、イノベーション創出の起点とな

設立：2014年1月／場所：東京ミッドタウ
ン本社内
（東京都港区）
富士フイルムグループが持つ幅広い基
盤技術・コア技術とそれらを応用した材
料・商品・サービスを紹介し、
これまで接
点のなかった業界・企業の潜在ニーズと結び付けることで、新たな価値を
創出する場。日本で設立後、米国、欧州でも同様の施設を展開し、
日・米・欧
合わせて1,800社、
9,000名が来訪
（2017年8月時点）
。

（P41参照）
。また富士ゼロッ

もに本質的な課題に取り組もうとしていることが両施設の大
きな特徴です。

富士フイルムグループです。富士ゼロックスの
「お客様共創

Open Innovation Hub

グランプリ」
に選ばれました

●
●
●
●
●
●

将来世代の教育支援

フューチャーセンター」の必要性にいち早く着目したのが、

度 」にお い て 初 代「 最 優 秀

▼継続的に実施している主な社会貢献活動
本業を通じた社会貢献

地球環境問題や高齢化など、社会が抱える様々な課題の

FUJIFILM Holdings Corporation

海外では、富士ゼロックスが新興国における児童の教育

今後も富士フイルムグループは様々なアプローチにより、

ン」
の動きが世界的に広がっています。
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援活動も、継続的に実施しています
（P63参照）
。

や活動に合わせ

資料・データ

TOPICS

2016年度の活動

富士ゼロックス株式会社小林基金
（富士ゼロックス）
版画コレクション
（富士ゼロックス）
スペシャルオリンピックス
（富士ゼロックス）

●● 聞き書き甲子園(富士フイルム）
●●「みどりの小道」
環境日記(富士フイルム）
●●「Kids’ISO 14000」
プログラム
（富士ゼロックス）
●
●
●
●
●

公益信託 富士フイルムグリーン・ファンド(富士フイルム）
わたしの自然観察路コンクール（富士フイルムグリーン・ファンド 他）
南阿蘇
「地下水保全活動」
(富士フイルム）
中国植林ボランティア活動(富士フイルム労働組合）
自然観察指導員講習会
（富士ゼロックス）
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FUJIFILM
Sustainable Value Plan 2016

その他CSR活動

アメリカ
ミャンマー

ミャンマーの郵便システムを改善する
「郵便ポスト刷新プロジェクト」
に賛同

トルコ

FUJIFILM
イギリス
Sustainable Value Plan 2016

推進方針

1

富士ゼロックスアジアパシフィック ミャンマー支店

製品・サービスなどを通じて、環境、人々の健康・生活・働き方に関する社会課題の解決に貢献
は、ミャンマー政府に対して日本の総務省が進める
郵便事業改善支援の一つ、長田広告
（株）
の
「郵便ポ
スト刷新プロジェクト」
に賛同し、広告掲載企業第一

死別を体験した子供たちのための
写真プロジェクトを支援

号として参画しました。

FUJIFILM UK Ltd.は、皇室カメラマンと死

全国約250カ所に広告

別を体験した家族をサポートする慈善団体

FUJIFILMChild Bereavement UKが進めるプロジェク
Sustainable
Value
Plan 2016
トを支援、
セッションで使用するインスタント
カメラを寄付しました。11～25歳までの遺児

のための活動で、自分たちの肖像画を撮影し、
それについて話し合うことで、
「友情」
や
「孤独」
について話し合う機会を提供しています。

FUJIFILM
Sustainable Value Plan 2016

FUJIFILM
Sustainable Value Plan 2016

推進方針

2

付き日本型郵便ポスト

を設置し、広告費でポス

生産活動などの事業プロセスにおける環境課題への積極的な取組みを推進

トの 設 置 費 用を賄うと

女性のがん啓発イベント
「Ride 4 Women Tour」
をサポート

いうもので、この 仕 組
みを含め郵便システム
の改善が進められた地
FUJIFILM Dis Ticaret A.S.（FFTR）
は、女
域では、これまで3日か
性のがんへの意識を高める目的で行われてい
かっていた配達が1日で
るプロのサイクリストによるヨーロッパツアー
届くようになりました。
企業活動を支えるCSR基盤をバリューチェーン全体にわたり強化
「Ride 4 Women Tour」
を、トルコ共和国の
保健省、トルコ公衆衛生研究所のがん事務所、
及び欧州の婦人科腫瘍学会と共同で積極的に
支援しています。FFTRはスポンサーとしてだけ
ではなく、スタッフとしても参加したことが評価
フィリピン、ミャンマー、タイ、ベトナム、インドネシア
され、盾を授与されました。

推進方針

3

マネジメント

資料・データ

FUJIFILM South Africa（Pty）Ltd. は、日本の
政府開発援助の1スキームである
「草の根・人間の
安全保障無償資金協力」
を通じてアフリカ南部の
ザンビア共和国のモンゼミッション病院に、X線画
像診断システムなどを導入しました。さらに、技術
者を派遣しての機材設置作業や、放射線技師への

操作指導などを無償
で実施。従来の手作
業による現像処理と
比べ、画質が安定し
たため、診断精度の
向上や診断時間の短
縮が図られました。
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島県いわき市で、海岸沿いの防風林再生に
向けた植樹・除草作業を行っています
（富士フ

イルム労働組合主催）
。2016年10月15日に

内モンゴル自治区ホルチン砂漠での植林活

ら富士フイルム
（中国）
投資有限公司
（FFCN）
をはじめとした中国の関連会社や代理店も参
加、さらに2015年からは、FFCNが中国印刷

技術協会と共同で
「業界共創グリーンプリン

ティング植林活動」
を開始しました。2016年

は、FFCNの参加10周年を記念した
「富士フ
イルム協力記念森」
記念碑、また中国印刷業
界の思いを込めたグリーンプリンティング活
動の記念碑も建てられました。

実施された活動にはグループ会社も含め67

アメリカの病院やNPOと協働し
乳がんの早期発見を支援

富士ゼロックスは、アジア・パシフィック地域の
新興国における、児童の教育格差是正を支援す
るための教材提供活動を2014年にフィリピン
で開始しました。2015年度はミャンマー、タイ、

2016年度はベトナム、インドネシアへと順次拡
大、これまでの支援児童数は約71,000人とな
りました。2017
年度はマレーシ
アでも活動開始
予定で、2023年
までに10万人の
児童への配布を
目指します。

フィリピン

希少・難治性疾患の子供たちとのイベント
子供たちの夢を実現する瞬間を写真に
FUJIFILM PHILIPPINES INC.は、2017年2月27日、
第9回世界希少・難治性疾患の日を祝い、希少疾患の子
供たちと両親を招き、フィリピン海軍基地で開催された
CSRプロジェクトに参加しました。従業員が、飛行機
やヘリコプターなどに子供たちと同乗し、子供たちが
夢見ていた空を飛ぶ貴重な瞬間の写真を撮影しまし
た。この写真は7月にフィリピンのショッピングモール
で展示されました。

日本

200本のクロマツの苗木を植えました。

FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc.

Breast Cancer Foundation（NBCF）
と
チームを組み、White Memorial Medical
Centerに新しいデジタルマンモグラフィシス
テムを寄付、同病院では恵まれない女性に無
料の検査を提供しています。富士フイルムの
協力により、NBCFは米国50州すべてでデジ
タルマンモグラフィと早期発見サービスを提
供、乳がんに直面している女性が質の高い医
療を受けられる環境づくりを支援しています。

子供たちに科学のおもしろさを伝える
「青少年のための科学の祭典」
に出展

教育格差是正を支援する
新興国における教材提供プロジェクト

名が参加。植樹予定地を除草し、その後、約

は、有名な乳がん慈善団体であるNational

日本

従業員の発案で始まった寄付活動
本を通じて子供たちに夢を育む

Ｘ線画像診断システム導入で
ザンビアのヘルスケアの質向上に貢献

族参加型ボランティアとして、2012年より福

富士フイルム労働組合は、1998年から中国・

その他CSR活動

富士ゼロックスハイフォンは、2016年から恵ま
れない子供への寄付を始め、近隣の小学校へ
本を寄付しました。子供たちが本を通じて世界
について広く学び、自分の夢を持ってほしいと
いう従業員の発案で始まったものです。2017
年は、Thuy Trieu
（トゥイ チェウ）
小学校に514
冊を寄付、併せて、貧困地域の恵まれない家庭
の子供たちが勉学の機会を得られるよう勉強道
具のギフトセットも贈りました。

富士フイルムは、東日本大震災被災地での家

長い歴史とともに拡大・根付いた
中国での砂漠植林活動

ベトナム

ザンビア共和国

●防風林再生ボランティア

中国

動
「緑の協力隊」
を行っています。2006年か

東日本大震災・熊本地震復興支援活動

富山化学工業は、子供たちに科学のおもしろ
さを知ってもらうために日本各地で行われて
いる
「青少年のための科学の祭典」
富山大会
に出展しました。2016年は、新入社員を中心
に約20名の従業員がスタッフとして参加。子
供たちに科学の楽しさをとことん感じてもら
いたいと、連日皆で実験の内容を議論し、
「熱」
をテーマに
「エコカイロを作ろう！」
などの実験
を行い、約150名の子供たちに体験してもら
いました。

●復興マルシェ
被災地の支援活動として、被災地の物産を国
内の事業所内で紹介・販売する
「復興マルシェ
（市場）
」
。富士ゼロックス熊本は、地元の復
興支援のために県内の名産品を販売する
「熊
本復興マルシェ」
を2016年7月にスタート。
全国の富士フイルムグループ従業員を対象
に、注文受付から梱包・発送まで行い、県内企
業の復興に尽力しています。また毎年3月に、
本社のある東京ミッドタウンで富士フイルム
ホールディングス、富士フイルム、富士ゼロッ
クス合同で開催している復興マルシェも、今
回は熊本県からも出店していただき、
「東北・
熊本復興マルシェ」
として開催しました。

未来の企業家たちへ
ものづくりの基本を指導する
職業学習
富士ゼロックスアドバンストテクノロジーは、
子供たちに職業学習の場を提供しスキル向上
に貢献することを目指し、2015年度から横浜
市立日野中央高等特別支援学校で職業学習
のサポートを行っています。2016年度は、横
浜市教育委員会主催の
「はまっ子未来カンパ
ニープロジェクト」
の学習発表会において、生
徒自身が成果をまとめて発表し、成長した姿
を見せてくれました。今後は、より多くの学校
へ提供できるよう本プログラムをさらに進化
させていきたいと考えています。

日本

写真の持つ魅力をより多くの人に
50,000人の想いをつなぐ参加型写真展
2006年に
「10,000人の写真展」
としてスタートした本
写真展は、2017年から規模を拡大して、
「“PHOTO
IS”
想いをつなぐ。50,000人の写真展」
として開催。応
募者全員の作品を写真に込められた想いとともに展示
しており、第1〜12回目の応募総数は284,705点、総
来場者数約600万人にのぼります。会場には来場者か
ら出展者へ手書きのメッセージを投函できる
「絆ポス
ト」
を設置しており、写真を見て感じた来場者の想いが
出展者に届けられています。
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