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ビジョン、ミッショ
ン、価値観、戦略
– SURVITECの価値観を海洋分野で実現する方法



ビジョン
 「 重要な安全管理と
救命ソリューションの
分野において 世界で
最も信頼される企業と
なるために 」

ミッション
 「 顧客の皆様が、必ず、社員とク
ライアントに最も適した  安全装
備や救命装置を整備して事業運
営を行えるよう確実に支援する 」 

戦略
✓✓   価値を生み出すために当社

が最も優れたサービスを提
供できる市場や顧客を定義し
ます

✓✓   顧客にオペレーショナル・エ
クセレンスを提供し、継続的
に改善していきます

✓✓  顧客のために実行する組織
的能力に投資します

✓✓  適切なイノベーションプロセ
スとパイプラインを届けます

✓✓  投資から最大のリターンを実
現できるようにし、必ず価値を
届けます

価値観
✓✓   当社が実行するあらゆること

に不可欠なのは 安全 とリスク
の軽減です

✓✓   本当の価値と自信を 顧客 に
届けることに全力を尽くします

✓✓   当社では 人材 を大切にしてお
り、個人としての発展、チーム
としての発展を目指して人材
に投資します

✓✓     すべての事業活動で 卓越性 
の実現を目指します

✓✓   すべての事業機会で イノベー
ション を起こすことを目指し
ます

✓✓  誠実性 ：有言実行

email: communications@survitecgroup.com 2



email: communications@survitecgroup.com  3



 email: communications@survitecgroup.com4

当社が実行するあらゆることに不可
欠なのは 安全 とリスクの軽減です 
	 	遵守できていない：	省略をしたり、安全ではない行為を
したりする。		自らの過ちを明らかにしない。			他の人々の
安全に関するヒヤリ・ハットや懸念事項を指摘しない。	

✓✓	 	遵守できている：  		恐れずに問題を指摘したり間違い
を認めたり、自らの過ちを明らかにするなど、協力的
で、問題があった場合に説明を行うよう努める習慣を
促進する。		常に、自分自身と他の人々の安全と健康を
改善できるよう努める。	

 すべての事業機会で イノベーション 
を起こすことを目指しています 
	 	遵守できていない：  変化を活用できるチャンスを見逃
し、反応が否定的、または、抵抗を示す。		その場しのぎ
の策を		使ったり、引き延ばしにする、業務の改善を避
ける。

✓✓	 	遵守できている：  		継続的な改善を目指す態勢を維持
している。変化を肯定して受け入れる。		改善を目指し、
新しいやり方、プロセス、仕事の仕方、テクニックを試す
ことに積極的である。	

 すべての事業活動で 卓越性 の実現
を目指しています 
	 	遵守できていない：   	取った行動について説明責任を
負わない。		時間管理ができておらず、締切に遅れるこ
とが日常的にある。		どんな犠牲を払ってでも結果にこ
だわる。	

✓✓	 	遵守できている：  		説明責任を常に意識し、一貫して目
標を達成する。			積極的なアプローチを取り、継続的改
善を目指すよう自分と他の人に促す。			問題解決に努
め、その場しのぎを避ける。	

本当の価値と自信を 顧客 に届ける
ことに全力を尽くしています
	 	遵守できていない：   	顧客を無視する。意思決定を行う
場合や（社内外の顧客に対して）行動を起こす場合に
顧客について考慮しない。	

✓✓	 	遵守できている：   	社内外両方の顧客の代理として行
動することの重要性について理解する。顧客からのフィ
ードバックに基づき将来のやり取りを改善する。		社内
または社外の顧客に提供するサービスに関して率直か
つ透明性をもって対処し、実現できることについてしか
約束しない。	

 誠実性  – 有言実行 
	 	遵守できていない：   	Survitecの規定やルールに従う
のではなく、自ら独自のルールを設定する。		様々に異
なる状況において一貫したふるまいを取らない。言うこ
ととすることが違う。他人に対して無神経である。		相手
によって言うことが変わる。	

✓✓	 	遵守できている：   	Survitecの価値観について説明し、
求められている倫理基準を説明することができる。		教
わったことを実践し、ふさわしい行動を奨励する。			常
にSurvitecで求められるふるまいを実行し、ダブルスタ
ンダード(二重規範)は避ける。	

当社では 人材 を大切にしており、個
人としての発展、チームとしての発展
を目指して人材に投資しています 
	 	遵守できていない：   	自分、他人、チームの発展への投
資をせず、孤立して仕事に取り組み、自分が好ましくな
い行動を取った場合に他人に及ぼしてしまう影響につ
いて関知しない。	

✓✓	 	遵守できている：  		常に、自分自身、他の人々、チーム
の発展に努める。		共感の姿勢を持ち自己を認識し、		
自らの行動が他人に及ぼす影響について理解してい
る。

価値観と行動
 当社の人材全員が、共通の目標達成に向けて取り組むことが非常に大切です。 ビジネスが成長するには、社員
ひとりひとりの目標が会社の目標と一致している必要があります。 これらの目標達成に向けて取り組む一方で、
当社にとって重要なこと、当社はいかに行動すべきかについても明確にする必要があります。 

当社の事業、当社の活動の根幹にあるものは当社の価値観です。  社員の皆様には、当社の価値観が溢れた労
働環境の中で日々を過ごしてもらいたいと考えます。 社員全員が、当社の価値観を実現することができれば、当
社はどこにも負けない製品やサービスを提供できると確信しています。 	ポジティブな行動をすれば、当社の価
値観の実現につながるはずです。 以下に例をご紹介します。 
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SURVITECの価値観を実践する 
担当する役職で「Survitecの価値観を実践する」にはどうすれば良いでしょうか? 製造か
らサービス、営業からカスタマーサービス、財務、コンプライアンスまで、どんな役職の方
でも、Survitecに価値をもたらすことができます。当社のあらゆる役職の根幹にあるもの
は、当社の価値観です。

当社社員がいかにして「Survitecの価値観を実践」しているのかご紹介します。
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当社が実行するあら
ゆることに不可欠な
のは 安全 と 
リスクの軽減です
名前 :  Nadia	Portron
役職 ：  溶接作業チームリーダー代理
勤務地 ：  フランス、シュヴァンソー
部署 ：  海洋
勤続年数 ：		 37	年

Nadiaが実行するあらゆることにおいて不可欠なのは、安全とリスクの軽減です。	工場に
おける安全や改善に関するすべてのプロジェクトに携わっています。	常にリスクの軽減に
注視しており、辛抱強いことで知られています。生じる可能性のあるあらゆる状況について
耳を傾け理解することに努めます。	安全に関するエキスパートで、非常に貴重な知識を備
えています。



本当の価値と自信
を 顧客 に届けるこ
とに全力を尽くして
います。
名前  Agnieszka	Antkiewicz
役職 ：  	プロジェクトコーディネーター
勤務地 ：  ポーランド
部署 ：  海洋
勤続年数 ：		 5	年

顧客と強固な関係を築き、Survitecに対
する顧客の信頼を築くことで、本当の価
値と自信を顧客に届けることを最優先事
項と考えています。	常に	顧客のニーズに
柔軟に対応し、顧客の要望を満たすソリ
ューションを届けられるよう努めていま
す。顧客が必ず素晴らしいサービスを受
けられるよう全力を尽くしています。
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 当社では 人材 を大切
にしており、個人として
の発展、チームとしての
発展を目指して人材に
投資しています 
名前  Warwick	Mallise	
役職 ：  チームリーダー兼救命いかだ技術者	
勤務地 ：  オーストラリア、ダーウィン
部署 ：  海洋
勤続年数 ：		 30	年

Warwickは自分のチームを大切にし、チームの発展に投資しています。	同僚を誇りに思
い、自ら模範を示してチームをリードします。	作業現場を非常に清潔かつプロフェッショナ
ルな状態に維持し、会社や顧客のニーズを満たせるよう、常に、求められている以上の働き
をします。
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 すべての事業活動
で 卓越性 の実現を
目指しています 
名前  Amanda	Jones
役職 ：  	MESコーディネーター
勤務地 ：  北アイルランド、ダンマリー
部署 ：  海洋
勤続年数 ：		 6.5	年

担当するあらゆる業務で卓越性を実現で
きるよう全力で取り組んでいます。		プロ
ジェクトに関して、チームメンバーを常に
サポートするチームプレーヤー。どんな
にタイトなスケジュールでも、あらゆる営
業・販売活動とレポートが期日通りに、優
れた状態で届けられるよう、常に努力し
ています。	
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すべての事業機会で 
イノベーション を起
こすことを目指して
います 
名前  Michal	Sadzynski
役職 ：  アプリケーションエンジニア
勤務地 ：  ポーランド
部署 ：  海洋
勤続年数 ：		 4	年

すべての事業機会でイノベーションを起こすことを目指しています。	いつ何時も顧客の安
全を維持できる消火システムを設計したいという彼の想いは、彼の業務で重要な役割を果
たしています。	また、実践的なトレーニングセッションを実施することで、システムのデザイ
ンをもっと優れたものにする方法を見出そうと努力しています。
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誠実性 ： 
有言実行
名前  Jablan	Milenkovic
役職 ：  	高圧ガス担当チームリーダー
勤務地 ：  オーストラリア、シドニー
部署 ：  海洋
勤続年数 ：		 18	年

有言実行が彼のモットー。顧客に卓越し
たサービスを常に提供したいという思い
から、非常に誠実な態度で仕事に取り組
み、就業時間外でも全力を尽くします。
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社員への投資
当社は社員を大切にします。 社員への投資を行うことに全力を尽くしているからこそ、堅牢な
PDRプロセスと学習・発展計画を導入しています。 Survitecの社員は、明確な目標設定と評価
プロセスのためのシステムを提供しています。 これには、キャリアアップやスキルアップ、知識の
改善をサポートするトレーニングプログラムも含まれています。トレーニング用ポータルからご
利用いただけます。

Survitec Peopleにアクセスすると、PDRやトレーニング用ポータルから、ポジティブな行動が
個人のキャリアアップをいかにサポートし、そして、このことが、当社のビジョン、ミッション、価値
観、戦略の実現にどう役立つかについてより詳しく理解できます。

https://survitec.csod.com/client/survitec/default.aspx PEOPLE

SURVITEC PEOPLEの詳細 
Email: survitecpeople@survitecgroup.com

Survitecの価値観の実現に特に秀でている人を知
っていますか？ 
Email: communications@survitecgroup.com

著作権に関する通知 
本プレゼンテーションにあるすべての資料や情報に記載されている著作権、商
標、ドメイン名、その他知的財産権は Survitec Group Limitedに帰属します。
無断複製禁止。


