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一人ひとりの彩りのある豊かな人生のために
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ポーラ・オルビスグループ
健康経営宣言 

ポーラ・オルビスグループにおける「健康」は、

創業以来、お客さまに寄り添い、お客さまを想い、 

商品・サービスを提供してきた歴史を紡ぎ、

未来に向けて、感受性のスイッチを全開にし、

常に新しい価値を生み出すための源泉です。

従業員一人ひとりが健康であってこそ

他者を想いやり、また自分らしく、

彩りに満ちた人生を送ることができると考えています。

ポーラ・オルビスグループでは、

グループ理念を体現していくために

従業員の心身の健康を経営の重要課題と位置づけ

従業員とその家族とともに、

健康づくりに取り組んでまいります。 
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グループ理念の実現に向け、 健康経営を通じて
個性・感受性豊かな人材で溢れる組織へ 

　2029年に創業100周年を迎えるポーラ・オルビスグループでは、2017年に新

たなグループ理念として「感受性のスイッチを全開にする」を掲げました。この理念

には、我々が提供する商品、サービス、文化などを通じ世界中の人々の感受性を刺

激し、人生を変えるほどのきっかけを与える存在になりたいという思いが込められて

おります。 

　自らが起点となって、お客さまや社会に対して新しい価値を提供していくために

は、私たち自身が好奇心にあふれ、感受性を育みながら心豊かに彩りのある人生を

歩んでいくことが必要であると考えています。 

組織人である前に、一人の人間としての想いや感情、考え方や価値基準を大切に

し、また周囲に対しても自分らしくあることを互いに尊重できる人でありたい。「心身

の健康」は、楽しさ、喜び、驚きや感動を生み出す源、自分らしさを表現するための

基盤であり、そのために自らの健康と向き合うことは欠かせないことです。 

　健康経営を通じて、個性・感受性豊かな人材で溢れる組織にしていくことが活動

の意義であり、目指す姿となります。当社グループでは、健康経営を経営の重要課

題として、企業、産業保健、健康保険組合が一体となって取り組んでまいります。　 

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

常務取締役 HR担当久米 直喜
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当社グループでは、中期経営計画にサステナビリティの長期視点を加えることで、成長をより確かに持続可能にすることを目指しています。
健康経営はグループ理念の実現や中期経営計画達成を支えるサステナビリティ戦略上の重要な取り組みです。 

新中期経営計画

社会構造の
変化を

機会とする
成長戦略へ

デジタルと
個対応の

さらなる融合へ

環境変化に
適応した

マルチブランド
展開の進化

経営基盤の
強化、

環境目標の
役員報酬連動

グループの強み

研究技術力

ダイレクト
マーケティング

マルチブランド

経営基盤

サステナビリティ

1
先端技術・

サービスによる
QOLの向上QOLの向上

2
地域活性

QOLの向上

3
文化・芸術・
デザイン

4
人材活躍

5
環境

人材活躍の基盤としての
健康経営活動

産
業
保
健

健
康
保
険
組
合

HR担当役員

当社人事部門

グループ人事

グループ健康管理事業推進委員会

連携連携

Mission 感受性のスイッチを全開にする 2021ー2023 中期経営計画

財務指標

売上高

営業利益

資本効率

株主還元

連結売上高 2023年2,150～2,250億円
年平均成長率7-9％

海外売上高比率 2023年20～25％（2020年12月期15％）
年平均成長率20-25％

国内EC売上高比率 2023年30％
（2020年12月期24％）

営業利益率 2023年15％以上

営業利益額 年平均成長率30％以上

ROE 2023年12％
連結配当性向 60％以上

サステナビリティ・非財務指標（2029年）

事業創出件数
ワークライフバランスの質向上
ブランド認知・共感
国内外の研究受賞数
先端肌化学研究員数

地域起業オーナー数
地域経済への貢献施策数

アートを活用した新しいブランド体験の創造件数
リベラルアートワークショップ参加人数

女性役員比率
女性管理職比率
経営人材候補者の充足率
健康理由による退職者数

CO2排出量（Scope1、2）　
水使用量
廃棄量

累計10件（2023年目標）
2021年に設定
ブランドごとに目標設定
累計10件
120名

1,200名
78件

20件
55万名

30～50％
50％以上
200％
0名

△42％（2019年比）
△26％（2019年比）
△26％（2015年比）

2

3

4

5

1
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　当社グループでは健康経営を通じて、長期安定的な事業基盤の確保と従業員一人ひとりの個性、感受性の発揮できる環境をつくることを
目的としています。健康経営の活動において、主な重要指標は以下のとおりです。 

ハイリスク者の 
再受診率 

2020年度 2020年度 2020年度

2020年度 2020年度

喫煙率 

15.7%
（2023年目標値 11.5%）

64.1%
（2023年目標値 75.0%）

2020年度

婦人科がん検診 
受診率 

上位20～30%
（2023年目標値 上位20%以内） 

子宮がん検診
（頸部細胞診・超音波）

75.5%
（2023年目標値 80.0%） 

乳がん検診
（超音波・マンモグラフィ）

86.0%
（2023年目標値 90.0%） 

健康経営優良法人
認定（大規模法人部門）

60.6%
（2023年目標値 80.0%）

94.8%
（2023年目標値 97.0%）

プレゼンティーイズム 
スコア 

健康管理支援 
アプリ登録率 

ポーラ・オルビスグループの健康経営活動に係る重要指標 
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当社グループの受動喫煙対応方針を策定 
一人ひとりの健康で豊かな人生、美しい未来を目指し、 

煙のない就労環境の実現を目指します 

女性従業員のヘルスリテラシー向上を目的とした 
動画コンテンツ「ウェルネスカフェちゃんねる」を開設 

　当社グループでは、全従業員の約70％が女性であり、

女性の活躍推進において、女性の健康維持・増進、ヘル

スリテラシーの向上は欠かせないものとなっております。

女性特有の健康課題への対応として、婦人科医師の配

置などサポート体制の充実に取り組んでまいりましたが、

2020年からは、新たに女性の健康について楽しく学べる

動画コンテンツ「ウェルネスカフェちゃんねる」の配信をス

タートしました。 

　第1～2回は「女性withコロナ」、第3～4回は「ニューノーマルでのストレスとの付き

合い方」をテーマに、ゲストを招いて様々な情報を届けています。本動画配信は女性従業

員だけでなく、多くの男性従業員も視聴しており、グループ全体で女性のヘルスリテラシー

の向上につながっています。 

「女性withコロナ」では、新型コロナウイルスとイ
ンフルエンザの違いや、女性が気になるマスクに
よる肌荒れの防止についてなど、従業員の気にな
るギモンに産業医から回答をいただきました。 

第1・2回の配信動画 
「ニューノーマルでのストレスとの付き合い方」で
は、 セルフケアの重要性や自宅で簡単にできる3
分間呼吸法などを臨床心理士の方にレクチャーい
ただきました。

第3・4回の配信動画 

GROUP TOPICSGROUP TOPICS 1 2

　2021年度は、受動喫煙や喫煙に関するリテラシー向上を目的として、受動喫煙・卒煙

推進キックオフ・フォーラムを開催し、グループ経営からの方針メッセージや 研究や臨床に

も携わるグループの産業医が、各分野における喫煙とからだをテーマに最新の情報を発

信しました。また、同時に大規模な卒煙キャンペーン（選べる３つのコース）を展開し、多く

の従業員が卒煙に向けてチャレンジしています。 

卒煙キャンペーン ～選べる３つのコース～ 

卒煙希望者と卒煙支援者（サ
ポーター）がチームで卒煙を目指
します。 

忙しいけどチャレンジしたい方へ
アプリで手軽にスタート。科学の
力で卒煙を目指します。 

保険適用の禁煙治療で卒煙を
目指します。最も卒煙確率が高
い方法です。 

　当社グループでは、2020年度において受動喫煙対応及び禁煙に係る基本方針を策

定し、グループ全社で屋内及び敷地内の完全禁煙化ならびに就業時間内の禁煙に向け

て取り組みを進めています。また併せて、喫煙者向けの自律的な卒煙支援についても健

康保険組合と連携し、積極的に推進してまいります。 

●目標喫煙率

2020年

15.7%

2023年

11.5%未満

2026年

8.0%未満

2029年

5.6%未満

2020年健康経営活動紹介

卒煙サポーター 
コース 1 卒煙アプリ活用

コース 2 禁煙外来
コース 3
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がん共生プログラム 
～社会全体のがん罹患者に対する 

エンパワーメントを目指して～ 

ポーラでは「がんと共に生きる」すべての人が、かけがえのない存

在として認め合う社会の実現を目指し、「がん共生プログラム」に

取り組んでいます。このプログラムは、従業員だけでなく、お客さま

に商品を販売する個人事業主であるビジネスパートナー「ビュー

ティーディレクター」も含めた取り組みであることが大きな特徴で、

３つのテーマに沿って取り組んでいます。 

キャンサー Xイベント トー
クセッションへの㈱ポーラ・
及川社長出演時の様子

POLA TOPICS 1 POLA TOPICS 2 ORBIS TOPICS

不妊治療・卵子凍結支援を拡充し、
従業員のライフキャリアを応援

現在の日本では、約28％のご夫婦が不妊治

療経験者であり、不妊治療はとても身近な健

康テーマの一つです。 

ポーラでは、これまでの不妊治療支援に加え、

働きながら不妊治療をしたい従業員や今後の

ライフキャリアを描くために卵子凍結を検討し

てみたい従業員へ向けて新たな支援を導入し

ました。 

不妊治療、卵子凍結に関する検診、検査、治

療費用の補助クーポンを配布し、提携の医療

機関で様々なサービスを受ける事ができます。

また、不妊治療・卵子凍結への理解促進や風

土醸成のためにオンライン座談会を開催。社

内の不妊治療経験者や興味のある方が多数

参加し、盛り上がりを見せました。 

「月経のタブー」を変える
休暇制度・オンライン診療の導入

オルビスでは従業員のうち女性が9割を占めて

います。女性従業員に健康に関するアンケー

トをとった結果、70％が「生理や月経前症候

群（PMS）が原因で休みたいと思ったことがあ

る」と回答した一方で、「生理痛やPMSを理由

に会社を休んだことがない」といった回答も過

半数を超えていました。そのような状況の中、

生理による不調をあたり前とせず、適切に対処

できる選択肢が必要と考え、安心して休める休

暇制度『ウェルネス休暇制度』をスタートさせま

した。生理による不調に加え、不妊治療（通

院）、PMS、更年期といった症状に対して、月

1回を使用限度に有給休暇が取得できるよう

になりました。併せて、休むだけではなく、快適

に毎日を過ごすための一つの方法として、『オ

ンラインピル外来プログラム』を開始いたしま

した。このプログラムでは、体調を管理する目

的でのピルの利用に習熟した医療機関で、オ

ンライン診療やピルの処方を受けることが可能

となります。これら

の機会提供を通し

て、オルビスでは従

業員一人ひとりの

自分らしい働き方

の支援に取り組ん

でいます。 

オンライン座談会の様子 

プログラムブックの配布やイントラネット、セミナー等を通して、がんと共に

生きるために大切なことを学べる場を提供しています。 

1 がんに対する理解を深める

短時間勤務やカムバック制度など、安心して治療や看護に専念するため

の各種制度を導入しています。 

2 安心してがんと向き合う

社内のがん経験者が自身の経験を公表し、がんと向き合った経験を貴重

なものと捉えて共有しあえる風土醸成に努めています。

3 経験を大切に学ぶ




