
経営理念の浸透を目指して

世界中の国と地域で事業を展開し、多様な文化・価値観を有する社員が集まるYKKにおいて、経営理念・コアバリューの浸透

は、経営上の重要なテーマです。YKKの理念・思想を確実に受け継ぎ、社員一人ひとりが体得・継承していくことを目的に、全

社で組織的な経営理念浸透活動を展開しています。

経営層と社員の率直なコミュニケーションを重視し、さまざまな対話の場を設けています。 デジタルツールを活用しながら、

2021年度は海外拠点にも展開し、「新体制・新常態下における良いチームづくり」をテーマに約1,450名の社員と対話を行

いました。

社員一人ひとりが理念を理解し、実践する

経営トップと社員の対話の場

社長との車座集会（オンライン） 黒部事業所での対話 三本部長による経営理念ウェビナー

会長・社長との「車座集会」

「車座集会」は、会長・社長と社員

の対話による経営理念の浸透活動で

す。社員が会長・社長と向かい合い、

両者の活発な対話を通じて経営理念

の原点を知るとともに、日々の業務で

実践していくための課題や考えを共

有しています。2021年度は東京地区

は約150名、海外拠点は約350名の

社員と対話しました。

黒部事業所での取り組み

黒部事業所では例年会長と社長が

製造現場を訪問し、製造現場やもの

づくりの今後のあり方などを現場社

員と共に話し合う機会を設けていま

す。2021年度は感染症対策を行いな

がら、例年よりも多くの社員と対面で

対話する車座集会を実施し、900名

以上の社員が会長・社長と率直に意

見を交わしました。

若手社員と共に考える 
「経営理念ウェビナー」の開催

新常態下における理念の実践につ

いて考える新たな活動として、2020

年度より若手社員を対象としたウェ

ビナーを開催しています。各本部長

が自身の経験談や考え方を語り、社

員とコミュニケーションを図る中で、

若手社員の活力につなげる機会とな

りました。

YKK精神「善の巡環」

1994  経営理念「更なるCORPORATE VALUEを求めて」

2007  コアバリュー

2008  経営理念研究会

2021年度

2008年度

職場での「善の巡環」
理解・共感度

2008  YKKグループ経営理念浸透活動
● 語らいの場　● 会長・社長車座集会　● 4万人社員フォーラム 
● 経営理念シンポジウム　● 会長・社長製造現場訪問

1934 1959 1984 20092008 2017 2021
創業 創業25年 創業50年 創業75年

創業社長生誕100年 創業社長没後25年

（ 2021年度 社員意識調査より）

79%

42%

へアップ！

14年間の活動により…

経営基盤
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経営理念研究会では、毎年各事業から人選されたメンバーがYKKの理念・思想の継承を目的にその本質を研究し、その
成果を毎年3月に経営層に報告しています。2021年度の研究会では、「経営理念の本質を理解し、実践し続けるために、
時代や世代に合わせて伝えることが重要」という前年度の研究結果をふまえ、コアバリューや今の時代にこそ伝えたい創
業者の言葉を改めて紐解き、経営理念の浸透ツールを企画・制作しました。

グローバルに事業を展開し、多様な文化・価値観を有する社員が集まるYKKグループでは、理念・思想を確実に共有
し継承していくために、世界各拠点で、それぞれにあった独自の理念浸透活動を企画し、積極的に展開しています。

YKKグループ経営理念研究会

各拠点で展開する「現場主導」の浸透活動

2021年度経営理念研究会メンバー 浸透ツールとして制作したポスター

立ち止まってパネルを見る社員YKKブラジル社での車座集会 「心」「能力」「責任感」「革新」の4つを基本に
掲げる

各極・地域

社員同士の対話を通して一人ひと
りが経営理念への理解を深める活
動を各地域で実施し、2021年度
は全世界で延べ約22,000名が参
加しました。

YKKベトナム社

創業社長の技術思想を社員がいつ
でも読むことができるように、大き
なパネルを工場や食堂の出入り口
に掲示しています。

社員が経営理念の理解を深めることを目的に、YKK精神「善の巡環」に基づく
YKKの歩みや社員のエピソードを短編漫画として紹介しています。

（日本語・英語・中国語のほか各地域で現地語に翻訳）ショート 
ストーリー

世界に広がるYKKグループ～とっておきのエピソード～
https://www.ykk.co.jp/japanese/ykk/manga/index.html

YKK中国投資社

YKKの一員としてのあるべき姿に
ついて意見を収集し、YKK精神・
コアバリューと照らして中国極独
自の「基本行動４要素」を制作し
ました。
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YKK精神に基づく経営基盤

YKKグループは、その企業活動の中で「他人の利益を図らずして自らの繁栄はない」という「善の巡環」の精神を基本とし、

一貫して公正であることをあらゆる経営活動の基盤としています。こうした考えに沿って、より一層の企業価値の向上を図る

ことを目的としたコーポレート・ガバナンス体制の充実に取り組んでいます。

尚、YKK株式会社の主たる事業であるファスニング事業におけるガバナンス体制は、以下となります。

●  当社取締役は、取締役会規程その他の必要な社内規程を整備

するなどして法令及び定款に適合した適切な業務執行を行い

ます。

●  ＹＫＫグループの経営理念・経営方針・経営戦略及び重要な取

締役会決議事項等については、多面的で充分な討議を行った上

で慎重に決定するために、当社に経営戦略会議を設置します。

●  経営上の重要課題については、重要会議体を設置し、適切に

審議し、管理監督します。2021年度に経営戦略会議のもとに

コーポレート・ガバナンス

設置されたサステナビリティ委員会については、基本方針であ

る持続可能な社会づくりへの貢献に基づき、YKKサステナビ

リティビジョン2050目標の達成という観点から、関連する政

策の進捗状況を経営戦略会議にて報告します。

●  ファスニング事業における経営体制については、地域統括会社

によるガバナンスの役割と、商品や商流の特性等を考慮した事

業地域ごとに置かれた事業総括による事業推進の役割を明確

に分けた体制とします。

基本的な考え方・体制

業務遂行に関する内部統制体制

 ファスニング事業ガバナンス体制図

事業総括・事業会社

選任・解任選任・解任 選任・解任

承認・
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提案・
報告

提案・
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投資の承認
指導・助言

執行役員会議

監査会計監査

内部監査

指導・助言

資本管理と
ガバナンス

連携
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株主総会

経営戦略会議

サステナビリティ委員会

会計監査人

取締役会

監査役会

最高財務責任者 
（CFO）

地域統括会社
グループ執行役員

最高リスクマネジメント責任者
（ＣＲＯ）

兼コンプライアンス
担当取締役

指名・報酬委員会

ファスニング事業
営業／製造・技術／管理／他

日本 Americas Europe

ISAMEA ASEAN 中国

監査

報告

コンプライアンス委員会

リスク５委員会
（主要リスクの管理）

品質
貿易管理
危機管理

技術資産管理
情報セキュリティ

監査

報告

執行役員

社長

内部統制体制と運用状況は、第87期有価証券報告書P31で開示しています。
https://www.ykk.co.jp/japanese/corporate/financial/securities/index.html

監査室

経営基盤
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当社グループ連結経営に不可欠なグローバル事業経営の観点により社内取締役を選任し、またコーポレート・ガバナンス

強化の観点ならびに当社の経営について幅広い見識と豊富な経験に基づく助言・監督をいただくことを目的として、社外取

締役2名を選任しています。また監査役は、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任

されています。

取締役・監査役の状況（ 2022年6月29日現在）

総数 ５１名

女性役員数・比率 3名（ 5.9％）

外国籍役員数・比率 2名（ 3.9％）

  取締役・監査役・執行役員・専門役員・ 
グループ執行役員の状況

取締役・監査役 出席状況 選任理由 

代表取締役会長

猿丸 雅之
取締役会
13/13回

米国での海外勤務を含め、長年にわたりファスニング事
業に携わった後、2008年６月に当社取締役に就任し、
2011年６月から2017年３月まで当社代表取締役社長を
務め、2018年６月より当社代表取締役会長に就任。特
にファスニング事業を中心として当社の事業を成長・拡
大させるなどの実績を重ねており、また他の企業での社
外役員を務めるなど、経営に関する相当の知見と豊富な
経験を有している。

代表取締役社長

大谷 裕明
取締役会
13/13回

中国での海外勤務を含め、長年にわたりファスニング事
業に携わった後、2014年６月に当社取締役に就任し、
2017年４月より当社代表取締役社長に就任。特に当社
における事業方針として「ものづくりの進化と革新」～
Standard向けのＹＫＫものづくりへの挑戦～を掲げ、積
極的な事業展開を加速させるなどの実績を重ねており、
経営に関する相当の知見と豊富な経験を有している。

取締役 
副社長　営業本部長

松嶋 耕一

取締役会
13/13回

欧州、中国、アジアでの海外勤務を含め、長年にわたり
ファスニング事業に携わった後、2017年４月に当社副
社長 ファスニング事業本部長に就任し、2018年6月よ
り当社取締役に就任。特にファスニング事業における事
業方針として「更なる量的成長を目指して」を掲げ、積
極的な事業展開を加速させるなどの実績を重ねており、
経営に関する相当の知見と豊富な経験を有している。

取締役 
副社長 
製造・技術本部長

池田 文夫

取締役会
13/13回

長年にわたり当社工機部門に携わった後、2017年4月
に当社副社長 工機技術本部長に就任し、2018年6月よ
り当社取締役に就任。特に工機技術本部における執行
方針として「基盤となる要素技術の強化と進化」を掲げ、
ファスニング・ＡＰ両事業の成長戦略を支援するなどの
実績を重ねており、経営に関する相当の知見と豊富な経
験を有している。

取締役 
年金政策担当 
CFO（最高財務責任者） 
副社長　管理本部長

本田 聡

取締役会
13/13回

米国での海外勤務を含め、長年にわたり経営企画に携
わり、2019年4月に当社副社長 経営管理担当に就任し、
2020年6月より当社取締役 年金政策担当 ＣＦＯ（最高
財務責任者）に就任。特にグローバルに事業展開を行
う当社グループにおける財務・投資リスクを適切に管理
する体制の構築に貢献するなどの実績を重ねており、経
営に関する相当の知見と豊富な経験を有している。

取締役 
研究開発担当

馬場 治一

取締役会
13/13回

欧州などでの海外勤務を経て、ファスニング事業本部商
品開発センター所長、同製造・技術部長などを歴任し
た後、2016年６月に当社取締役に就任し、現在は当社
取締役 研究開発担当に就任。特にファスニング事業に
おける事業競争力の強化に向けた製造基盤の確立や技
術・開発力の強化などの実績を重ねており、経営に関す
る相当の知見と豊富な経験を有している。

取締役

吉田 明
取締役会
13/13回

米国での海外勤務などを経て、2011年6月に当社取締
役 年金政策担当 ＣＦＯ（最高財務責任者）、2019年4
月に当社取締役 副会長 年金政策・財務政策担当 ＣＦＯ
を歴任。また、2020年6月にＹＫＫ ＡＰ（株）代表取締
役会長に就任。グローバルに事業展開を行う当社グルー
プにおける経営管理に長年取り組むことで事業の成長
に貢献するなどの実績を重ねており、経営に関する相当
の知見と豊富な経験を有している。

取締役・監査役 出席状況 選任理由 

取締役

湯本 克也
（新任） 米国での海外勤務などを経て、2010年4月に執行役員 

グループ法務・知財センター長に就任し、以来、当社の
法務・知的財産部門の長を担当。コンプライアンス体
制やリスクマネジメント体制の運用強化やリスク発生時
には適切かつ迅速な対応を行うなどの実績を重ねてお
り、経営に関する相当の知見と豊富な経験を有してい
る。

取締役※1

小野 桂之介
取締役会
13/13回

慶應義塾大学や中部大学での教授などを歴任しており、
経営に対する造詣が深く、2007年６月に当社社外取締
役に就任いただいた後、当社の取締役会においてミッ
ション経営の見地より当社の企業価値の向上に向けた
意見をいただいており、当社の経営について幅広い見識
と豊富な経験に基づき助言・監督を行う役割を果たし
ていただくことが期待できるものと判断。

取締役※1

岡田 英理香
（新任） 国内外の企業での投資銀行業務やファイナンス業務など

の経験を有し、また、国内外の大学・大学院において長
年消費行動の研究に携わり、マーケティングについて高
度な専門知識を有している。これらのグローバルな経験
及び高度な知見を活かし、当社の経営について助言・監
督を行う役割を果たしていただくことが期待できるもの
と判断。

監査役※2

河井 聡
取締役会
13/13回

監査役会
14/14回

長年にわたり弁護士として法律実務に携わるとともに、
他の企業での社外役員を務めるなど、豊かな経験と知識
を有している。2004年6月に当社社外監査役に就任い
ただき、その広範かつ高度な視野で取締役の職務の執
行を適切に監査していただいている。

監査役（常勤）

永田 清貴
取締役会
13/13回

監査役会
14/14回

長年にわたり当社経理部門等にて勤務した後、監査室長
を務め、2013年6月に当社常勤監査役に就任し、現在
に至る。特に財務及び会計に関する相当程度の知見を
得ており、また当社常勤監査役就任後は、取締役会その
他重要会議へ出席し、適宜意見を陳述することなどを通
じて、取締役の職務の執行を適切に監査している。

監査役※2

秋山 洋
取締役会
13/13回

監査役会
14/14回

長年にわたり弁護士として法律実務に携わるとともに
2018年６月まで他の企業での社外役員を務めるなど、
豊かな経験と知識を有している。2007年６月に当社社
外監査役に就任いただき、その広範かつ高度な視野で
取締役の職務の執行を適切に監査していただいている。

監査役※2

柳田 直樹
取締役会
13/13回

監査役会
14/14回

長年にわたり弁護士として法律実務に携わるとともに、
他の企業での社外役員を務めるなど、豊かな経験と知識
を有している。2016年6月に当社社外監査役に就任い
ただき、その広範かつ高度な視野で取締役の職務の執
行を適切に監査していただいている。

※1 社外取締役　※2 社外監査役
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〜1990年代 2000年〜 2010年〜 2020年〜

経営体制

社外取締役

社外監査役

その他

コーポレート・ガバナンス強化の経緯

取締役会・各委員会の概要と開催状況 役員報酬

1999年6月  経営機構改革の実施（取締役会の改革と執行役員制度の導入）

2003年～  グループ連結経営の強化（ YKK・YKK APから各組織責任者を取締役に選任）

2004年～  グループ執行役員の選任

2004年～  年金政策担当取締役を任命

2005年～  CFO（最高財務責任者）・CRO（最高リスクマネジメント責任者）任命

2020年～
YKK（株）・YKK AP（株）の
間で子会社等の資本再編
実施、YKK AP（株）によ
るAP事業の資本管理開始

2007年～  社外取締役の増員（ 2名）
2003年
社外取締役導入

（ 1名）

2007年～
（ 3名）

2001年～  アドバイザリーボードを設置および開催（～ 2019年、2022年～）

2008年～  社外取締役2名を含む任意の指名・報酬委員会の設置

2001 ～ 2006年
（ 1 ～ 3名）

1994年
社外監査役

（ 2名）

概要 2021年度
開催回数

取締役会

会社法で規定される役割に加え、経営方針の策
定・経営資源の配分および執行役員による業
務執行の監督等を行っています。活発かつ十分
な議論に基づく的確な意思決定を行うため、定
款で員数を10名以内とし、併せて任期を1年と
しています。

13回

監査役会

4名の監査役（うち社外監査役3名）で構成さ
れ、監査方針および監査実施計画、内部統制シ
ステムの整備・運用状況、会計監査人の評価等
を行います。

14回

指名・報酬委員会

取締役会の諮問委員会として設置され、取締
役、執行役員等の報酬に関する方針・制度、報
酬の基準・額、報酬内規の制定・改廃、業績評
価等に関する事項を審議し、その結果を取締役
会に答申します。社外取締役1名を含む3名以
上で構成されます。

10回

経営戦略会議

YKKグループの経営理念・経営方針・経営戦
略および重要な取締役会決議事項に関して十
分な討議を行い、その審議を経て取締役会の決
議を行うことにより、取締役会における審議の
効率化を図っています。

13回

当社の取締役の報酬は、企業価値を持

続的に向上させ、株主に対する安定配当

を実施することとの整合性を勘案し、かつ

業績向上の意識を高めるべく当社業績を

考慮した報酬体系とし、個々の取締役の

報酬決定に際しては各職責を踏まえた適

正な水準とすることを基本方針としていま

す。具体的には、取締役の報酬は、短期

報酬としての基本報酬および役員賞与、な

らびに長期報酬としての退職慰労金より

構成されます。

役員報酬の構成および報酬額は、第87期有価証
券報告書で開示しています。

https://www.ykk.co.jp/japanese/
corporate/financial/securities/
index.html
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YKKでは、グループ方針を定めリスクマネジメントに取り組んでいます。推進にあたっては、CRO（最高リスクマネジメン

ト責任者）を任命し、品質委員会、貿易管理委員会、危機管理委員会、技術資産管理委員会、情報セキュリティ委員会の各種

委員会を設置し、規定の整備とその運用を図っています。また、CFO（最高財務責任者）を任命し、YKKにおける財務リスク、

投資リスクを適切に管理する体制を構築しています。さらに、リスクの発生時の対応について、「リスク対応ガイドライン」を

作成し、適切かつ迅速な対応を行うよう規定しています。

基本的な考え方・体制

YKKグループ リスクマネジメント方針
リスク水準を積極的にコントロールし、 

各種企業リスクを予防することによって、 
人的・物的・その他の経営資源の損失を低減 
もしくは回避し、有事においては被害ならびに 

損害を最小限にとどめるよう、 
グループ全体でリスクマネジメントを推進し、 

持続的な成長につなげ、企業価値を向上させる。

CRO

品質委員会
［品質リスク］

貿易管理 
委員会

［貿易管理］

危機管理 
委員会

［人的・ 
自然災害］

技術資産 
管理委員会

［技術・ノウハ
ウの管理］

情報セキュリ
ティ委員会

［情報 
セキュリティ］

  リスクマネジメント体制図

  リスク評価プロセスと重要リスクの特定フロー（概念図）

  リスク項目の分類

リスクマネジメント

リスク評価プロセスと重要リスクの特定フロー

リスクマネジメント方針に基づき年に

１回組織ごとにリスク項目の洗い出しを

実施し、ワーストシナリオと対応状況の確

認や、損害規模（１億円以下～ 50億円以

上）と発生頻度（５年以下～ 50年以上）

に応じたリスク評価を行っています。ま

た、年間１億円以上の影響が予想される

リスクは、経営レベルで管理すべき重要

リスクと捉え、それらの動向の把握と対

応進捗状況を可視化しながらリスク管理

を行っています。

プロセスにより特定した重要リスク項目

を、当社グループでは、①財務リスク、②

専門分野におけるリスク、③委員会での対

応リスク、④事業遂行上のリスクの４象限

に分類し、ＣＲＯやＣＦＯをはじめ、各責任

者主導のもと対応を行っています。

リスク分析の詳細は、第87期有価証券報告書P14
で開示しています。

財務リスク
（各担当部門主管）

為替相場の乱高下、退職給付債務、移転価格税制、保有株式
の株価下落等

専門部門におけるリスク
（各担当部門主管）

集団感染症、独占禁止法・下請法、特許権侵害・被侵害、贈
収賄、長時間労働での過労死・精神疾患、労働災害、環境規
制強化、土壌汚染、有害汚染物質流出等

委員会での対応リスク
（各リスク委員会主管）

国際紛争・内戦、大規模自然災害、個人情報保護に関する法
令違反、テロ・デモ、サイバー攻撃・マルウェア感染、製品
欠陥事故・リコール、火災・爆発、データ消去・悪意の改ざ
ん、情報・技術漏洩等

事業遂行上のリスク
（各本部責任者主管）

原材料・燃料の高騰・供給逼迫、需要低下・景気低迷・競
争激化、研究・開発遅延、設備投資失敗、マーケティング失
敗・参入遅延、買収・合併・提携の失敗、人財育成遅滞、風
評、機械・設備の損傷・故障、インフラ供給不全、販売先倒
産等

リスクマネジメント 
方針

● 感染症
● 大規模自然災害
● サイバーリスク
● ポリティカルリスク
   ●

   ●

   ●

重要リスクの特定

リスク評価結果

発生頻度 →高低←

リスク特定

リスク分析、 
評価

リスク対応

レ
ビ
ュ
ー

損
害
規
模

大
←

→
小
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YKKグループ行動指針 
（ YKK Group Code of Conduct ） 

7原則
●  コンプライアンス
●  公正な事業慣行
●  人権の尊重
●  環境との調和
●  安全衛生
●  商品の品質および安全性
●  コミュニティへの貢献

透明性ある事業活動のために適切で効果的なコン

プライアンスを確実に展開・実行することを目的に、

「YKKグローバルコンプライアンス基準（YGCC）」

を策定しています。世界中で各社がYGCCに基づき、

マネジメントシステム、人権・労働慣行、安全衛生、

環境、公正なビジネス慣行において内部・外部監査

を実施し、コンプライアンス体制の強化と継続的な

改善に努めています。

YKKグローバルコンプライアンス基準 （ YGCC ）

2021年6月に改定した「 YKKグループ行動指針」は、7原則と29の細則からな

り、国連グローバルコンパクトが掲げる10原則や国際労働機関（ ILO ）が掲げる

基本8条約を参照・準拠し、SDGsにもつながるものです。社員一人ひとりが、こ

の「 YKKグループ行動指針」を実践し、コアバリューに掲げる「一点の曇りなき信

用」をあらゆるステークホルダーからいただけるよう、取り組んでいきます。

YKKグループ行動指針（ YKK Group Code of Conduct ）

YKKでは、コンプライアンスを「社会的要請への対応」と捉え、法令や社内規則の遵守はもとより、企業活動を行う上で求

められる社会規範を遵守することであると考えます。コンプライアンス担当取締役を任命するとともに、コンプライアンス担

当執行役員のもとにコンプライアンスグループを設置し、社外アドバイザーと連携して、コンプライアンス体制の整備を図って

います。これに加えて、事業経営の視点から適切なコンプライアンス推進活動を展開するため、コンプライアンス委員会を設

置し、コンプライアンスの運用状況や課題への対応状況、最新法令動向について討議を行っています。

コンプライアンス

基本的な考え方・体制

コンプライアンスブックの改定・配布

YKKグループ行動指針の改定を受けて、「 YKKグループコンプライアンスブッ

ク」をリニューアルし、適用対象の全役員・社員※に配布しています。行動指針の

各項目における遵守すべき内容・行動を分かりやすく説明するほか、過去のコン

プライアンス関連事案のコラム、関係する主要な社内規則や法令、内部通報制度

の案内などを掲載しています。
※ 掲載冊子は東アジア極（日本国内ならびにYKK韓国社およびYKK台湾社）の事例。他極では各国／地域

の法令に基づいたコンプライアンスブックを制作、配布。

YKKグループ行動指針（全文）
https://www.ykk.co.jp/japanese/philosophy/index.html

経営基盤

This is YKK 202249



YKKは、事業活動の一環として、グローバルベースでの知財活動を展開しています。知財部門の拠点は、技術の総本山であ

る黒部事業所をはじめ、中国、シンガポール、英国、米国にも設けられており、世界中のどの国／地域においても、事業・開

発部門からの依頼や相談に適切に対応できる体制を取っています。この体制のもと、例えば、世界中の開発拠点で生み出さ

れた発明は、速やかに日本の特許審議委員会に報告され、グループ事業戦略に沿った最適な権利化が図られます。また、特

許侵害者や模倣品業者等への権利行使においては、各国／地域の知財部門が協働して、侵害品製造国と流通国の両方で同時

に対策を講じたり、事業部門と連携して、顧客の購入の真正品化を図る等の対応を行っています。さらに、商標に関しては、

YKKブランドの知財面からの価値増大をはじめ、NATULON®、AcroPlating® 等の商品商標についても、日本の商標委員

会を基軸に、グループ統一ルールのもとでの管理・運用を推進しています。また、模倣品対策の効果的な推進のため、社内

ではブランド模倣品対策委員会を設置し、社外では顧客をはじめとする多くの企業・団体と連携して模倣対策の意見交換会

B.P.P.(Brand Protection Partnership)を運営しています。

知的財産管理

基本的な考え方・体制

商標・特許の状況

YKKは、国内外の顧客企業や一般消費者の皆様に安心してファスニ
ング商品をお使いいただけるよう、177カ国／地域で「 YKK 」商標や
その他商品商標を商標登録・適正使用し、あわせて類似出願や不正使
用の排除も進めてきました。さらにB.P.P.を通じて各国／地域の司法、
行政機関や顧客企業との協働によるYKK商品の模倣品対策や真正品化
にも積極的に取り組んでいます。

これら一連の商標活動が評価され、経済産業省 特許
庁が表彰する令和3年度 知財功労賞において経済産業
大臣表彰「知財活用企業(商標) 」を受賞しました。

YKK商標活動が「知財功労賞」経済産業大臣表彰を受賞

令和3年度「知財功労賞」表彰式にてブランド保護推進マーク

「 YKK 」商標登録
（第26類）

177カ国/地域

B.P.P. (Brand Protection Partnership)
模倣品対策を目的としたワークショップ 
参加者数
(団体数） 3,268名

（ 1,893団体） (2022年3月末現在）

特許・実用新案・意匠
（出願中含む）

知財功労賞　経済産業大臣表彰
知財活用企業

（商標）

2021年

ファスナー等商標登録
（出願中含む）

3,864件5,960件
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