社会とともに
グループCSR憲章
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グループ行動規範

社会貢献

私たちは、企業市民として社会を構成する一員であることを強く自覚し、事業活動等を通じた社会貢献、
芸術・スポーツなどの文化の発展支援、地球環境保護への取り組みを、積極的かつ自主的に行います。
「本業の繁栄」

（1）お客さまに喜んでいただける商品・サービスの提供により本来の事業の繁栄を常に目指し、納税・
雇用の創出により社会に貢献することを忘れません。
「社会への貢献」
「寄付」

（2）事業活動を通じて社会に貢献するのみならず、芸術・スポーツなどの文化の支援にも積極的かつ
自主的に取組み、豊かな社会の実現に貢献します。
（3）寄付を含む社会貢献活動を行う際は、税法・商法・政治資金規正法等の関係法令に従って定められた
社内ルールを遵守して、公明正大に行います。

荒井さんから「支援している高校生に

クリエイティブガレージは、やり

ゲーム作りを体験させてあげたい」とご相

たいことがあっても様々な事情でで

談を受けた際、セガゲームスとアジャイル

きない子ども達の機会の格差の解消

開発 / ビジネスコーチの業務を連携してい

を目指しています。ゲームが好きで

る関係で、柄澤さんにご協力を依頼、快諾

作ってみたいけど、パソコンがな

社会とともに 社
ｰ 会貢献

いただき活動がスタートしました。子ども

い、教えてくれる人がいない、自信

達はプロからアドバイスを受け、のびのび

がない、という子達に最初の一歩の
きっかけを提供できたらと思ってい
NPO法人PIECES副代表

ます。この活動を通して、子ども達

荒井 佑介（Arai,Yusuke） の進路や就職、人生が変わるきっか

役
株式会社 SKYS 代表取締

豊田

聡（Toyota, So）

けが作れたらと思っています。

と制作に取り組んでいます。開始から 1 年
が経ち、活動を始めるきっかけとなった高
校生は特待生として大学へ入学。15 人中
8 人の子どもが不登校から復帰するなど、
活動が実を結んでいます。

ｰ

セガサミーグループはNPO法人「PIECES」
とともに、どんな子どもも尊厳

を持って生きられる豊かな社会を目指して、子ども達が孤立しない仕組みを
作る
「クリエイティブガレージ」
という活動に取り組んでいます。

子どもたちの経験格差を埋めたい！
（写真左 から）

・株式会社 セガゲームス
ゲーム＆デ ジタルサービス統括本 部
IP& ゲーム事業 部 開発統括部
アート＆デ ザイン部

廣田 隆哉（Hirota, Takaya）

・株式会社 セガゲームス
ゲーム＆デジタルサービス統括本部
IP&ゲーム事業部 開発統括部
ソフト開発部

川口 薫（Kawaguchi, Kaoru）

To
・豊田 聡（
輔
容
・柄澤

yota, So）

）
a, Yosuke
（Karasaw
ス
ム
ー
ゲ
セガ
・株式会社
ビス
ジタルサー
ゲーム＆デ
統括本部
業部
IP& ゲーム事
, Taku）
拓（Sasaki

佐々木

2016 年に荒井さんとお会いし、地

“心はアマチュア、腕はプロ”という

域活動を模索していた当社にアドバイ

気持ちで、プログラマーの川口 薫さ

スをいただいたことがきっかけで「ク

ん、テクニカルアーティストの佐々木

リエイティブガレージ」に参加しまし

拓さん、廣田 隆哉さん、私の計 4 名

た。2017 年からは月2回のペースで

で2016 年12 月より月2回お手伝いさ

当社研修施設を開放しています。当社

せていただいています。最近ではゲー

は調理部門を担当し、今まで料理に関

ム作り以外にもアート系や料理のワー

心のなかった子どもたちに調理の面白
さや、一緒に食事をする楽しさを伝え
たいと考えています。将来、この中か
ら外食業界で活躍してくれる人がでて
きたら嬉しいです。

クショップも始まり子どもたちの興味
養老乃瀧株式会社
代表取締役社長

矢満田 敏之

（Yamada,Tosh

の種が芽吹いてポジティブな挑戦につ
ながっています。今後もセガサミーグ

iyuki）

ループ企業をはじめ、
“その道のプロ”
の方々と支援の輪を広げていきたいと
思います。
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株式会社セガゲームス
ツ統括本部
エンタテイメントコンテン
業部
コンシューマコンテンツ事
ー
イナ
デザ
ジオ
第1CS スタ

柄澤 容輔

（Karasawa, Yosuke）

社会支援
絵本を届ける運動

小学生向けプログラミング教室を開催
2020 年文部科学省が小学生におけるプログラミング教

ト提供を目的として、公益社団法人シャンティ国際ボラン

育を必修化にあたり、子どもたちに楽しく学んでいただく

ティア会の「絵本を届ける運動」に参加しています。オフィ

ための「プログラミング・ワークショップ」を2016 年から

スや家にある不用品を回収し、その売却金で絵本を購入、

開催し、2017 年度はKids Beeやイオンモールなどで計

現地語訳のシールを貼り、送付までの一連の活動を、グルー

22回、200 名以上の小学生に参加いただきました。毎回す

プ19 社の社員で分担。2009 年の活動開始から計 2,138 冊

ぐに満員御礼になるほどの人気です。2018 年度は「プロ

の絵本を現地へ送り出すことができました。エンタテイン

グラミング＆ドローン」での体験プログラムも計画中です。

メントを通して、すべての子ども

今後も、子どもたちが楽し

たちに生きる力や夢を持つこ

みながら学ぶエンタ

とができる世界が訪れるこ

テ インメントを 伝

とを祈り、これからも同活

えていきたいと思

動を行っていきます。

います。

パラ・ノルディックスキー
日本チームの継続的支援
セガサミーグループは、特定非営利活動法人日本障害者スキー
ムを継続的に支援しています。
同連盟は、障がい者およびその関係者がクロスカントリース
キーやバイアスロンに親しみ、競技力の向上と同競技の振興と普
及を図ることを目的とする組織です。
「障がいのある方たちに、クロスカントリースキーやバイアスロ
ンの楽しさを知っていただき、健康な
体づくりを目指してほしい。パラ
リンピックなどを目指す障
がいのある青少年に夢
を与えたい」という思
いで活動する同チーム
に、これからも支援を
続けます。

NPOとの協働による
玩具の寄贈と玩具除菌活動

ｰ

連盟のメンバーを母体とするパラ・ノルディックスキー日本チー

体験プログラムに熱中する
子どもたち

社会とともに 社
ｰ 会貢献

社員のご家族が参加

No.6

紛争地域などに暮らす子どもたちへのエンタテインメン

グループ内事業会社のおもちゃや子ども用グッズを
NPOなどの非営利団体に寄贈しています。 2009 年度よ
り毎年継続実施し9 回目を迎えたこの取り組みは当社グ
ループが、認定特定非営利法人日本 NPOセンターととも
に非営利団体を選定し寄贈しています。2017 年度は、小
児がんや小児の難病治療の家族の滞在支援をするNPOで
ある認定 NPO 法人ファミリーハウスさまへ、セガトイズ
の商品約 110 点を寄贈しました。
また、当社グループの社員が宿泊施設を訪問し、一般の
ボランティアの方々と一緒に玩具やぬ
いぐるみの除菌作業を行った経験を活
かし、社会支援の在り方を模索してい
きます。

地域の高齢者の方を
ショールームにご招待

ファミリーハウスさま
からの寄付報告書

本社のショールームへ高齢者施設の利用者さまをお招きし、当社の製品を遊技して
いただく活動を行っています。2006 年に社員からの発案で始まった本活動は通算で
247回を数え、参加者は延べ1,196 名、社員の参加者も延べ153 名となりました。
高齢者施設からの参加者の方々へ日常とは違った感動体験を提供しながら、エンタテ
インメントの社会的価値を再認識できる貴重な機会となっています。
SEGA SAMMY GROUP CSR BOOKLET 2018
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スポーツ ・ 芸術 ・ 文化支援
ⓒ16th TOKYO JAZZ FESTIVAL
ⓒ中嶌英雄／Hideo Nakajima

「 TOKYO JAZZ
FESTIVAL」への特別協賛
No.6

芸術・文化支援活動の一環として、世界中から一流のジャズアーティストが一堂に会する国
内最大級のイベント「東京ジャズフェスティバル」への特別協賛を2002 年の第1回開催より継
続しています。
「国境を越えて、世代を超えて」をテーマに毎年開催、良質な都市型音楽フェス
ティバルとして高い評価を得ています。

社会とともに 社
ｰ 会貢献

「長嶋茂雄INVITATIONAL
セガサミーカップゴルフトーナメント／
ジュニアスポーツフェスティバル」の開催

「セガサミーカップ学童軟式
野球大会」への特別協賛

『長嶋茂雄INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメン

セガサミーグループは、東京都学童野球のレベルアップ

ト』の開催地である千歳市、恵庭市、苫小牧市の小中学生を対象

という大会の目的に賛同し、
『セガサミーカップ学童軟式野

に、一流の講師が直接指導を行うスポーツ教室『ジュニアスポー

球大会』に特別協賛しています。9 回目の開催となった今回

ツフェスティバル』を開催いたしました。今回で11回目の開催を

は 16 チームが出場。八王子市のセガサミー野球場と滝ガ原

迎えた本イベントでは、2018 年 2～6 月の期間中に12 競技の教

運動場で、355 名の選手たちが熱戦を繰り広げました。ま

室を実施。1,500 名を超える子どもたちが参加しました。サッ

た開会式同日には、セガサミー野球部現役選手による野球

カー教室では、コンサドーレ札幌 OBの吉原宏太氏が「事前準備

教室や、セガサミー野球部監督・コーチによる指導者向け

をする」
「目標をしっかり持つ」
「失敗したら話し合う」ことの大切さ

の講習会など、野球教育のボトムアップの一助となるイベ

を指導。子どもたちもその思いに応

ントも行われました。
累計参加者数 2,100 名を

えるかのように、熱心に聞き入

ｰ

誇るこの大会が、子ど

り、一生懸命プレーしてい

もたちの夢を叶える

ました。
このイベントがさらに

ステージになれるよ

地元に愛されるものとなる

う、今後も協賛を続
けていきます。

よう、これからも取り組みを
続けていきます。

ジュニアスポーツフェス
ティバルのスキー教室

「感動体験を創造しよう、その足で」
「SAMMY SOCCER PROJECT」は“感動体験の創造”という

「セガサミーカップ学童軟式
野球大会」優勝チーム

『NPO 法人日本障害者
ゴルフ選手会』への支援

グループミッションに基づいて実施する「SAMMY×SOCCER

日本国内における障害者ゴルフを取り巻く環境は、一般

＝〜社会をもっと元気に、カラフルに。〜」というサッカーの

社会への認知度の低さに加えて、障がい者への周知もまだ

本質的な楽しさを親子に再認識させるためのプロジェクトです。

十分とはいえず、障がい者が自由にゴルフを楽しめる機会

サッカーの本質的価値＝見て楽しい、興奮・感動できる“ココ

や環境も少ないのが現状です。障がい者ゴルフを通じ、障

ロを動かすサッカー”を次世代の子ど

がいがあっても生き甲斐を持って安心して楽しく過ごすこ

もたちを中心に育成、
“夢”の実

とができる社会づくりを行う

現をサポートし、感動体験を

NPO 法 人 日 本 障 害 者 ゴ ル

創造・波及拡大の活動を続け

フ選手会の活動を、寄付

ていきます。

や告知活動などを通じて
支援しています。

サッカーで子どもの
夢をサポート
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セガサミーカップ大会2018にて

地域活動
「小江戸川越ハーフマラソン
2017」への特別協賛

フマラソン」に2010 年の第1回開催から継続して特別協賛し
ています。2017 年11月の大会は、約10,000 名のランナー
が出場しました。里見社長はじめセガサミーグループ社員・
お取引先174 名がランナーとして大会に参加しました。

セガ・ロジスティクスサービスでは、事業所がある千葉
県佐倉市が主催する「佐倉モノづくり Festa」に地域貢献の

No.6

サミー川越工場の地元で毎年開催される「小江戸川越ハー

「佐倉市産業まつり 佐倉モノ
づくり Festa2017」へ出展

一環として 2012 年より参加しています。2017 年は 5 月
20・21 日に開催され、両日で 14,000 人が来場する中、最
新の UFO キャッチャーを出展し、
大勢の方々に喜んでいただき
ました。これからも地
域社会の一員として
活動していきます。

地域の皆さまとの交流

大 祭 へ 寄 付 を 行 う と と も に、
「子ども神輿」の休憩所を事

中学、高校、大学に協力し、学生たちの社会体験学習

ｰ

毎年 7 月に行われる羽田神社夏季例

フェニックス・シーガイア・リゾートでは、地域の

社会とともに 社
ｰ 会貢献

学生たちの
社会体験学習事前教育の支援

事前教育の一環として、マナーや意識の向上のため、
マナー講座（出前授業）やバリアフリー見学会（シーガ
イア内）を実施しています。このほか、警察署や病院へ

業所内に設け、飲料を提

も社員が出向き、「接遇術を

供 し て い ま す。 ま た、

身につける講座」を開

2011 年 5 月より町内会

催するなど、地域の成

主導で行われる月例のご

長発展に積極的に参

み拾い「街並み清掃活動」

加しています。

へも参加しています。
学生たちへの出前授業

八王子市内の児童養護施設との交流
セガサミー野球部は、拠点のある八王子市内の児童養護施設（3ヶ所）
を、2010 年より毎年 12 月に訪れ、クリスマスイベントとして、子ど
もたちと交流を図っています。2017 年は野球部員など 9 名が訪問。セ
ガサミーグループ製品をプレゼントしたり、キャッチボールをしたり、
当日は園内に笑い声が溢れました。今後も地域との交流を図り、愛される
強い野球部を目指していきます。

野球部員がサンタクロースに扮して
プレゼント
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