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Make
Cleanliness
Commonplace
清潔を暮らしの
“あたりまえ”に

A COMPANY WITH PURPOSE



Make
sustainable living commonplace

サステナビリティを
暮らしの“あたりまえ”に

Make
Sustainable Living

Commonplace

A COMPANY WITH PURPOSE



UNILEVER AT A GLANCE
ユニリーバは、毎日190カ国以上で25億人以上が製品を使用している
世界最大級の消費財メーカーです。

 本 社
 最高経営責任者
 総 売 上 高
 社 員 数

ロンドン（英国）
アラン・ジョープ
507億ユーロ（約6兆1,560億円）
14万9,000人

※2020年12月末現在、€1＝121.42円で換算

アラン・ジョープ
ユニリーバ グローバルCEO

（最高経営責任者）

ロンドン本社



OUR THREE DIVISIONS
３つのカテゴリーで事業展開しています。

売上
構成比

※2020年12月末現在

ビューティ＆
パーソナルケア

フード＆
リフレッシュメント ホームケア

41% 38% 21%
ヘアケア、スキンケア、

オーラルケア、デオドラントなど
住居用洗剤、衣料用洗剤など調味料、ドレッシング、

飲料、アイスクリームなど

To be the most people – and planet –
positive beauty business in the world.

To be a world-class 
force for good in food.

Making people’s homes a better world, 
and our world a better home



売上10億ユーロ以上のブランド

パーパス（目的・存在意義）を持つ強いブランドを育成・展開しています。
OUR BRANDS

世界全体で400以上のブランド
• そのうち13のブランドが年間売上10億ユーロ以上
• 14のブランドが世界のトップ50ブランドにランクイン



A GLOBAL BUSINESS
グローバル企業としてのマーケティング力や研究開発力、調達力を活かしながら、
各国・地域のお客さまへの深い理解に基づいてブランド・製品をお届けしています。
早くから世界各地に深く根をおろしバランスの良い売上
売上の58％が新興市場

西欧

22％

南北アメリカ

32％

アジア・アフリカ・
東欧・中欧

46％

地域別売上構成比



OUR STRATEGY : UNILEVER SUSTAINABLE LIVING PLAN (2010-2020)
世界中で多くの成果

2020年末までに

13億人以上の
すこやかな暮らしに貢献

自社工場からの環境負荷の削減

機会の拡大・経済発展に貢献

（世界）



OUR STRATEGY : THE UNILEVER COMPASS (2021-)



OUR STRATEGY
2021～ユニリーバ・コンパス



ユニリーバ・ジャパン



UNILEVER JAPAN AT A GLANCE
ユニリーバ・ジャパンは、ユニリーバの日本法人です。
1964年より日本のお客様のニーズに根ざしたブランド・製品を展開しています。

 本 社
 代表取締役 社長

 社 員 数

東京都目黒区
サンジェイ・サチュデヴァ
約500名

サンジェイ・サチュデヴァ 東京 中目黒本社



OUR BRANDS
ビューティ＆パーソナルケアおよびホームケアの市場にブランドを展開しています。



*日本国内の全事業所および主力協力工場で使用するエネルギー約940万kWh分を、グリーン電力証書・グリーン熱証書を利用して100％自然エネルギーに切替。使用エネルギー量は2020年実績に基づき算出。
詳しくはユニリーバ・ジャパンのウェブサイトへ。

日本での活動例
プラスチックの使用量削減、再生プラ
スチックの導入、UMILEプログラム、
リフィルステーションおよび空容器の
回収・リサイクルの実証実験など
日本国内のすべての事業所で

100%自然エネルギーを使用*
自社工場でゼロランドフィルを実現

パーム油などの持続可能な調達を
通して生産者の生活水準を向上
ダイバーシティ＆インクルージョン
を社内外で尊重・推進。2020年には
全選考過程から性別欄や写真、
ファーストネームを排除
新しい働き方を社内外で推進

公平・ダイバーシティ・インクルージョン/
生活水準の向上/未来の仕事

日本での活動例

気候変動へのアクション/
自然の保護・再生/ごみのない世界

地球の健康の改善 健康,自信,ウェルビーイングの向上 より公正でインクルーシブな世界
ポジティブな栄養/

健康とウェルビーイング

日本での活動例
衛生・健康・よりインクルーシブな
美しさのニーズに応える製品を提供
パーパスを持つブランドによる活動
を強化
自然災害の被災地への緊急支援・
復活支援、新型コロナウイルス対策
支援のための製品寄付など

COMPASS IN ACTION IN JAPAN
「ユニリーバ・コンパス」の下、日本のお客さまの毎日の暮らしと社会によい変化を
もたらしながらビジネスとしても成功することを目指します。

https://www.unilever.co.jp/


自分を信じて、未来へ進め
自分を信じて未来に踏み出す
あなたの、その大きな一歩を
応援し続ける

肌のケアを通して
すべての人が積極的に人生を
楽しめるように貢献する

あなたらしさが、美しさ
すべての人が自分の美しさに
気づくきっかけを作ること

すべての人が
すこやかに暮らせる
社会をつくる

BRAVE HAIR
自分自身を美しいと思い
自分らしく一歩踏みだす
勇気を応援する

FIND YOUR MAGIC
もっと自由に、もっと正直に
自分の魅力は自分の中にある

BRANDS WITH PURPOSE



* 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からWAAの働く場所の選択、地域 de WAAは一時休止中（2021年9月現在）
**LGBTとは、レズビアン（Lesbian）、ゲイ（Gay）、バイセクシュアル（Bisexual）、トランスジェンダー（Transgender）の頭文字をとった言葉で、性的マイノリティの総称の１つです。
性的マイノリティ（性的指向、性自認に関するマイノリティ）にはLGBT以外の多様なアイデンティティを持つ方もおられます。

PEOPLE WITH PURPOSE
多様な社員が自分らしくいきいきと働き、自らのパーパスを実現していけるようにしています。

新卒採用制度「UFLP365」
1年中いつでも、世界中どこからでも、
何回でも応募可*1

大学１年生〜既卒3年以内まで応募可
インターンシップの有無、入社時期を選べる
最終面接の前と入社の前に最大２年間の
期間を空けられる
中途採用も含め、すべての選考過程で
性別欄・写真・ファーストネームの記載なし

WAA (Work from Anywhere & Any time)
上司に申請すれば、理由を問わず、
どこででも勤務できる*
平日６時〜2１時の間で自由に
勤務時間・休憩時間を決められる
全社員が対象で、期間・日数の制限なし
自治体と連携したワ―ケーション
「地域 de WAA」も導入*

PDP/FFP
Personal Development Plan

Future-fit Plan

世界共通の公正な人事評価・育成制度
業務遂行に必要な資格と能力によって
のみ社員を採用・雇用・昇進
全社員が自らのパーパスとキャリアの希望、
業績目標を明文化し上司と共有
若いうちから責任ある仕事を任せて
リーダーを早期育成

WAAP （WAA for Parallel Careers)
いつでも、どこからでもユニリーバの仕事ができる
複業人材募集プラットフォーム
社員も複業が可能

UNILEVER PRIDE JAPAN
LGBT＋**の方々も自分らしく働けるよう、
同性パートナーを配偶者と同等に扱う社内制
度、トランスジェンダーへの配慮、年中無休・
匿名の相談窓口の設置などを実施

自分らしいキャリアをサポート 自分らしい働き方をサポート
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