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MGMリゾーツ・インターナショナル

MGM リゾーツ・インターナショナルについて
MGM リゾーツ・インターナショナルは、世界有数のホスピタリティ企業として、ベラージオ、MGM グランド、
マンダレイ・ベイ、ザ・ミラージュといったリゾートブランドを展開しています。
2016年12月8日には米国メリーランド州で MGM ナショナル・ハーバーを開業し、現在はマサチューセッツ州で
MGM スプリングフィールドを開発しています。また、トリプルネットリース型の不動産投資信託として、大規模な
娯楽・レジャーリゾートの買収および所有、リースを行う MGM グロース・プロパティーズ LLC の株式の76％を保
有しています。さらに、MGMマカオや、現在開発中のMGMコタイを所有するMGMチャイナ・ホールディングス・
リミテッドの株式の56％、アリアを擁するラスベガスのシティセンターにおいても50％の株式を保有しています。
当社はフォーチュン誌の「世界で最も称賛される企業2016」にも選ばれました。
MGM リゾーツ・インターナショナルについての詳細は、当社のウェブサイトをご覧ください。
・（日本語版）http://mgmresorts.co.jp/

・（英語版）www.mgmresorts.com

本 CSR レポートには、1995年米国民事訴訟改革法の定義する「将来性の見通しに関する記述」に該当する情報が記載されています。将来
性の見通しに関する記述とは、歴史的事実を述べるものではない記述で、さまざまなリスクや不確実な要素が含まれます。MGMリゾーツ・
インターナショナルが証券取引委員会に提出した公文書内の見通しに関する記述に関しても同様です。また、将来性の見通しに関する記
述は、経営陣の現在の予測と仮定をベースにしており、歴史的事実に基づいたものではありません。予測に関する記述には、ダイバーシテ
ィ、インクルージョン、慈善活動、地域社会への関わり、環境面でのサステナビリティについての今後の施策、将来的な開発やその他のプロ
ジェクトの遂行能力、新規および既存の管轄圏内での雇用の創出、戦略的な計画を実行する当社の能力についての予測等が含まれています
が、これに限るものではありません。これらの予測に関する記述には、一定のリスクや不確実性が含まれています。今後の見通しに関する
記述において予測していた内容と大きく乖離する結果をもたらす重要な要素とは、①事業を展開する地域での経済および市場状況や全米
を含む世界中の旅行地との競争、②拡充プロジェクトの設計や時期と費用、③国際的な事業展開に伴うリスク、④既存または新たな法的管
轄領域の拡大に関連する許可、ライセンス、融資、承認、⑤会社の Form 10-K、Form 10-Q、Form 8-K レポート（これらの報告書へのすべ
ての修正事項を含む）に記載されたその他の付随的な事柄などが挙げられます。
将来の見通しを公表するにあたり、当社は法令上の規定があるものを除き、新たな情報や今後の出来事に伴う予測を更新する義務・責任
は負いません。当社が一部修正することがあった場合も、その他の予測も随時更新するという意味ではありません。

* 本誌に記載されている金額については、読者の便宜のために為替レートを1ドル＝ 100円で換算しています。

ステークホルダーのみなさまへ

to Our Stakeholders
2016年 は MGM リゾーツ・インターナショナル

ある評 論 家の言 葉を借りるなら、より良い事 業を

にとって、ダイナミックかつ変 革の年となりました。

創造するためには、より良い世界を築くことが重要で、

事 業の持 続 可 能 性と企 業の社 会 的 責 任（CSR）に対

私たちは社会貢献活動を推し進める中で、なすべきこ

する考え方がかつてない相 乗 効 果をもたらしたこと

とを行い、それを遂行し続けることに注力してまいり

で、目標を達成することができたからです。私たちは、

ます。そして一日一日を、未来の世代に残すべき遺産

堅 実な財 務 管 理と優れた事 業 戦 略、革 新 的な CSR 活

にするべく、より一層努力してまいります。

動の実 践を通して、当 社はもとより、お客 様、当 社が
事業を展開する地域社会、そしてこの地球の未来のた
めに、道を切り開こうとしています。
2016年における最大の収穫は、個々が別々に行動す
るよりも全員が一丸となって行動することの重要性を
再認識し、
「一つの企業、一つの文化」という指針をさら
に推し進められたことです。
市場や機会、課題が絶えず変化し、進化するこの世
界において、企業文化こそが唯一、私たちの意思で決
定することができ、会社の長期的な安定と競争のため
の優位性をもたらすものと考えております。
2016年における業績と CSR 活動の輝かしい成果は、
社員7万5,000人による日々の貢献なくしては成し遂
げられませんでした。
会長 兼

当 社 は、CSR の 理 念 と 活 動 を 表 す 標 語「MGM
Cares」
「＃ MGM Cares」
（「MGM は気にかけていま
す」）を、社内およびソーシャルメディア上で展開して

最高経営責任者
ジェームス J. ムーレン

取締役会
CSR 委員会議長
ローズ・マッキニー・
ジェームス

います。この標語が多くの方々から強く共感を呼んで
いるのは、当社のすべてのステークホルダーに及ぼす
影響を簡潔に表現しているからでしょう。本誌では、
2016年における当社の CSR 活動への熱意がどのよう
に事業につながり、人々の生活を変え、広範囲における
社会の発展に大きく寄与したかを報告しています。
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MGMリゾーツ・インターナショナル

A

GLOBAL

Leader in ENTERTAINMENT

エンターテインメント界の世界的リーダー

デスティネーション・リゾート
ラスベガス

アリア

MGMグランド・デトロイト

ザ・シグネチャー

ルクソール

MGMナショナル・ハーバー

マンダレイ・ベイ
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べラージオ

●

アリア

●

ベラージオ

●

サーカス・サーカス・ラスベガス

●

デラノ・ラスベガス

●

エクスカリバー

●

ルクソール

●

マンダレイ・ベイ

●

MGM グランド

●

ザ・ミラージュ

●

モンテカルロ

●

ニューヨーク・ニューヨーク

●

ザ・シグネチャー アット MGM グランド

●

ヴィダーラ

ニューヨーク・ニューヨーク

ボー・リバージュ・ビロクシ

OUR MISSION
ミッション
MGM リゾーツは、デスティネーション・リゾートを

メント、他では味わえないショッピング体験、世界水準

通じて、思い出に残る体験をお客様に提供する世界有

のスパ、最新のゲーミング施設、最先端の会議施設を

数のエンターテインメント企業です。当社が成し遂げ

総合的に提供しています。当社の運営に関する専門知

てきたことは、
「人間の楽しみや喜びに対する追求は、

識と最高のお客様体験は、競合他社とも一線を画して

単なる娯楽を超えた基本的な欲求である」という考えに

おり、各地域において最高品質のサービスを提供して

基づいており、現状に甘んじることなく、お客様に最上

いると自負しています。多様性豊かな7万5,000人も

級のサービスと体験を提供することに注力しています。

の社員が協力し合い、お客様が心から楽しめる感動体

当社は、比類のないおもてなし、素晴らしい宿泊施

験を提供しています。

設、革新的な飲食施設、刺激に満ちたエンターテイン

OUR VISION
ビジョン
私たちは、エンターテインメント分野における世界的
リーダーとして広く認知されることを目指しています。
また、より質の高いサービスを目指し、革新性と多様
性を提唱しながら、社員の功労を報い、地域社会への

投資とステークホルダーへの還元を行います。
そして、人々とのつながりを大切に、素晴らしいおも
てなしで、常に世界中のお客様の期待を超えるサービ
スを提供します。

OUR VALUES
バリュー
私たちは事業の遂行を通して、継続的に地域社会への
投資および環境保全活動を行いながら、誠実さ、多様
性、インクルージョン（人種・文化などの多様な価値観
を受け入れること）を尊重し、高い人間性の充実を図っ
ています。

メリーランド州
●

MGM ナショナル・ハーバー・
メリーランド

マサチューセッツ州
●

MGM スプリングフィールド・
マサチューセッツ

ミシガン州
●

MGM グランド・デトロイト

ミシシッピ州

誠実さ
INTEGRITY

チームワーク
TEAMWORK

インクルージョン
卓越性
INCLUSION EXCELLENCE

ニュージャージー州
●

ボルガータ・アトランティック・
シティ

MGM チャイナ・ホールデ
ィングス社
MGM リゾーツは、関連会社を通じ
て、MGM マカオリゾート＆カジノ
を所有する MGM チャイナ・ホール
ディングス社の56％の株式を保有。
MGM マカオリゾートは、現在マカ

●

ボー・リバージュ・ビロクシ

オのコタイに建設中で、完成を間近

●

ゴールド・ストライク・チュニカ

に控えています。

P.2〜3のデータは、2016年12月31日現
在のものです。この一覧には、MGM リゾ
ーツの関連会社が運営する施設のみが含
まれ、MGM リゾーツが経 営 権を所 有し
ていても運営はしていないリゾートおよ
びエンターテインメント施設、あるいは
MGM リゾーツの関連会社が運営するゲ
ーミング施設のないリゾートは含まれて
いません。当社のホスピタリティ業務を
管理する子会社は、ゲーミング施設のな
い物件開発と経営機会を世界規模で定期
的に検討しています。
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CSR における業界最先端のコミットメント
Corporate
Responsibility
誠実な事業運営とCSR活動を通じて、私たちは長期的かつ持続可能な株主価値を追求し、
社員、投資家、その他ステークホルダー、地域社会やそれを取り巻く社会全般、ひいては
この地球の恩恵となるような創造を行っています。
MGM リゾーツの CSR 活動は、会社の個性、価値、企業

単に地球環境への影響を軽減するだけではなく、さら

文化、運営といったすべてに組み込まれています。「事

に上のレベルを目指した活動であるべきだと考えてい

業と社会は相関関係にある」という基本原則が信念の

ます。

根本にあり、当社の中核事業の運営と広範な社会的責
任（CSR）が一体化されたとき、より良い業績につなが
ると確信しています。
当社はビジネスリーダーとして、継続的かつ倫理的、
透明性を持って、好調な業務から経済的利益を生み出
し、経済的成長への新たな道筋を示しています。

当社が実践する CSR 活動の3本柱
1．インクルージョン
（人種・文化など多様性の受け入れ）
2．地域社会への投資と関わり
3．環境におけるサステナビリティ

同時に、当社の CSR に対する理念にのっとり、業務
上の決定事項や活動が、地域社会や社会全体、そして

数字で見る MGM リゾーツ（2016 年度）

9,500 億円

446 万 3,900 円

年間売上高

米国内におけるチップを含む正社員の平均年収
（ボルガータ、M G M ナショナル・ハーバー、M G M ス

1,300 万日以上
米国内における宿泊客の滞在延べ日数
（ボルガータ、MGM ナショナル・ハーバーを除く）

プリングフィールドを除く）

3,744 種
米国内での職種数

7 万 5,000人
社員数（うち正社員は74％、2016年末日現在）
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（経理、業務管理、シェフ、ソムリエ、ホテル業務、カジ
ノディーラー、電気技師、エンジニア、グラフィック
デザイナー、IT プロフェッショナルなど）

地域社会の構築
Building
経済的投資を通して
Communities
私たちは、地域社会に対して雇用とキャリアの創出、納税、社会的投資を通じて、社員の生
活を向上させるとともに、地元企業の経済的な機会の拡大、公共施設の充実を図っています。
MGM リゾーツは、ネバダ州ラスベガス、メリーランド

施設などで消費するという派生的効果です。住宅ロー

州、ミシガン州、ミシシッピ州、ニュージャージー州と

ンを払う、車を購入する、家族を外食に連れて行く、ク

いった非常に競争の激しい市場において、デスティネ

リスマスプレゼントを買うといった消費は、お客様が

ーション・リゾートの開発と運営の強固な実績を築い

当社のリゾートを訪れてくれたからこそ実現が可能な

ています。そして、それらの地域で収益を創出する主

のです。

要企業として、地元の人材を雇用し、競争力のある給

さらに、当社の運営を支える商品やサービスは、ベ

与を支払い、福利厚生やキャリア形成などさまざまな

ンダーとの巨大なサプライチェーンにより構築されて

機会を提供しています。また、納税をはじめ、地元の製

います。革新的な調達手法と強靭な調達先の多様化プ

品やサービスの購入、資本投資、インフラや公共機関

ログラムを通じて、当社がリゾートを開発・運営する

の開発支援、社会的・文化的基盤の向上、社会的な慈

地元の設計者、建設業者、その他サプライヤーなどの

善事業においても、地元地域と連携しています。

ビジネスをサポートする点においても、業界のリーダ

当社が事業を展開する地域において、MGMリゾーツ

ーといえるでしょう。また、マイノリティー、女性、社

は主要な就職先となっており、労働力の大半は地元か

会的弱者、退役軍人、障がい者、LGBT がオーナーの企

ら採用しています。また忘れてならないのは、社員が

業もサポートしています。

その収入を近隣のスーパー、小売店、レストラン、娯楽

1,400 億円以上 *

2,300 億円 ***

米国内で地方、州、連邦の各役所に収めた税金の総額

設備投資額

（うち70% 以上が賭博税以外）
（ボルガータを除く。M G M スプリングフィールドと

*** メリーランド州、マサチューセッツ州、マカオ、中国、ラスベ
ガスにおける新規開発プロジェクトのほか、当社グループの
既存施設の改装を含む

MGM ナショナル・ハーバーは含む）
* 賭博税、給与税、固定資産税、ホテル税、売上・使用税、娯楽
税、所得税、その他事業運営に関わるすべての税金を含む

1,680 億円以上 **
米国内の取引先、サプライヤー、ベンダーに支払った
金額
（ボルガータを除く。M G M スプリングフィールドと
MGM ナショナル・ハーバーは含む）
** うち約8.5％にあたる142億3,000万円が、マイノリティー、
女性、社会的弱者、退役軍人、障がい者、LGBT がオーナーの
企業との取引
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CSRハイライト2016
Our
2016 CSR Highlights
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10 万 2,902 時間

5,640 時間

社員のボランティア活動時間

社員による地域社会へのボランティア時間

1,394 団体
社員の寄付による MGM リゾーツ基金の
支援を受けた NPOの数

11億 9,000万円
以上
MGM リゾーツによる企業寄付金と
社員による慈善寄付金の総額

3 万 7,460 人
MGM リゾーツ基金の助成金による
「放課後プログラム」および「コミュニティ・
メンタリング」で支援を受けた子どもの数

15
事業部門における CSR 協議会の数

68.7％
自主的に MGM リゾーツ基金の
年次キャンペーンで寄付をした社員の割合

5

16
社員のためのネットワーク・
グループ数

100%
ヒューマン・ライツ・キャンペーン財団による
LGBT 平等における就職先調査のスコア

ダイバーシティ社による
「地方で展開する企業トップ10」
（第5位）に選出

4 万 9,474 トン
96 万 178
2016年末までに LED に交換した
電球・照明設備の数

埋め立て以外の方法で
廃棄した材料の量

418 万㎡以上
グリーン・グローブ認証の
「グリーン・グローブ4」
を取得した8つの施設の総面積
2016 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT :: 7

MGM National Harbor
MGM ナシ
ナショナル・ハーバー
ョナル・ハーバー

企業市民活動のケーススタディ

「

ボルティモア・サン紙によれば、メリーランド州知事のラリー・ホーガン氏
は、1,400億円規模の MGM ナショナル・ハーバーを『メリーランド州史上、
最も重 要な経 済 開 発プロジェクトの一つだ』と言 及しています。プリンス
ジョージズ郡の歴史に名を残す重要なこのデスティネーション・リゾートは、
当社だけではなく、メリーランド州とプリンスジョージズ郡にとっても誇り
といえるでしょう。

」

ダイバーシティ＆ CSR 担当チーフオフィサー

フィリス A. ジェームス

MGM ナショナル・ハーバーは、世界水準のデスティ

で積極的に対話を重ねてきました。例えば、建設や運

ネーション・リゾートとして、2016年12月にメリー

営のために地元から人材を採用し、計画、建設、施工に

ランド州プリンスジョージズ郡にオープンしました。

おいても、地元の多様な事業会社に協力を仰ぎました。

この施設は、当社の優れた事業、人々、地域社会、ひい

さらに、さまざまな地域団体や組織への寄付・奉仕活

ては地球への CSR に対するコミットメントを5年とい

動を行い、一貫した高い環境保全基準にのっとった建

う歳月を掛けて結実させた賜物です。当社の開発理念

設を行い、運営しています。

は、単に新しいビルを建築するだけにとどまりません。
事業投資のリターンを追求するとともに、地域社会の

このリゾートでは、プリンスジョージズ郡およびコ

発展に積極的に関わる責任あるパートナー――つまり

ロンビア・メリーランド・バージニア地区におけるほ

企業市民として、地域社会に価値向上をもたらすこと

ぼすべての事業分野において、パートナーとのネット

を目標としています。

ワークを構 築しました。この壮 大な規 模のプロジェ
クトは、多 岐にわたるパートナーシップがなければ

当社は、MGM ナショナル・ハーバーの開発から完
成までに、地域のリーダーやパートナー、市民との間
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実現できなかったでしょう。

雇用
ダイバーシティとインクルージョンへの注力
が当社の企業文化であり、事業を行う上での
手法となっています。
メリーランド州で6番目にカジノ営業権の許可を取得
した MGM ナショナル・ハーバーは、プリンスジョージ
ズ郡と交渉し、地域社会への貢献における協定を結び
ました。この協定には、当社の目標である地元および
マイノリティーの人材を活用した建設、購買、雇用と
慈善寄付の実現が含まれています。
私たちは、レストラン、ホテル業務、客室ボーイ、会
議場サービス、シアター業務、小売り、警備、ゲーミン
グ、財 務、マーケティング、その他さまざまな分 野で
採 用 活 動を展 開。地 域 社 会の強 化につながる多 様 性
を実現するため、地元地域の卓越した技術を有す才能
に溢れた人材を採用しました。そして、当社の雇用と
ビジネスチャンスに関する情報が広く行き渡るよう、
プリンスジョージズ郡の政府以外をはじめ、コロンビ
ア・メリーランド・バージニア地区や選挙区内にある
112の団体にも協力を仰ぎました。さらに、ラジオや
ソーシャルメディア、ウェブサイトなどの大規模な募
集広告、求人掲示板、就職関連イベント、就職フェア、
「SkillSmart（スキルスマート）
」という最新のソフトウ
エアなどを通じて募集した結果、10万件以上の応募が
ありました。

主要なベンチマーク（2016年12月31日現在）

26％

建 設 労 働 者7,401人 の う ち
1,919人がプリンスジョージズ
郡の住民

27％

同 郡の住 民による総 労 働 時 間

48％

4,000もの新規雇用のうち、同

の割合

郡の住民が採用された割合（目
標とした40% を上回る。
）
う ち81 ％ が 自 ら を「ダ イ バ ー
ス」であると申告
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Community Investment
地域社会への投資

当社は、地域社会への貢献に関する協定のほか、MGM
ナショナル・ハーバーへの予想需要を満たすため、公
共インフラの整備、道路の補修工事、新たなバス運行
においてプリンスジョージズ郡に協力しました。本件
に 要 し た90億 円 を 超 え る 費 用 は、MGM リ ゾ ー ツ と
MGM ナショナル・ハーバーの両基金から拠出されま
した。

MGM ナショナル・ハーバー基金は、プリンスジョージズ
郡コミュニティ基金を通じて、飢餓防止、学校教育、健
康、環境維持活動を支援しています。

MGM ナショナル・ハーバー開業前までに
NPO に対して1億円寄付するという協定
をプリンスジョージズ郡と交わし、期限ま
でにそれを上回る寄付を行いました。
4月のクリスマス
2013年1月〜 2016年12月末までの間、コロンビア・

プリンスジョージズ郡のボランティア活動「4月のクリ

メリーランド・バージニア地域にある140以上もの教

スマス」に参加し、地元の高齢者住宅の改修作業をサ

育機関、NPO、地域団体、地域活動、チャリティーイベ

ポートしました。

ントに、1億7,000万円を超える寄付をしました。その
大半は、プリンスジョージズ郡コミュニティ財団、プリ
ンスジョージズ郡コミュニティカレッジ、ボウイー州
立大学、および同郡内の受給者に充てられました。

キャピタル・エリア・フードバンク活動
ワシントン D.C. の首都圏最大のフードバンク「キャピ
タル・エリア・フードバンク」でボランティア活動を行
いました。
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MGM ナショナル・ハーバーにおける
A
t MGM National Harbor
環境の持続可能性
MGM ナショナル・ハーバーは、環境の持続可能性を第一に考えて設計され、米国グリーンビルディング協会による
LEED ゴールド認証を自発的努力で取得しました。また施設全体で、自然光、LED 照明、節水設備を有効に活用し
ています。

停車駅を新たに設け、お客様や社員の交通にお

白い高反射性の屋根で、建物の熱吸収および都

ける利便性を向上

市部のヒートアイランド現象の低減に貢献

ワシントン D.C. 最大級の熱電併給システムを
採用し、冷暖房は天然ガス発電機の廃熱を利用
することで二酸化炭素の排出量を大幅に削減

96%

建築廃材の96％は埋め立
て以外の方法で廃棄

建物や倉庫の設計基準に LED 照明を採用
電 気 自 動 車の充 電スタンドを24機 設 置し、低
排出ガス自動車の利用を推進
高効率注水システムを使い、自生植物や局所適
応性植物種の水やりに再生水を使用
効率性の高いシンク台、シャワー、トイレを設
置し、水の使用量を建築基準の45％以下に削減
新たに使われる木 材の80％以 上が、フォレス
ト・スチュワートシップ・カウンシル認証済み
で、ワシントン D.C. 最大の需要である「ゴール
噴水などで使用する水は循環水を利用するとと

ド・スタンダート」認証を受けた林業を支援

もに密閉保管することで、蒸発による水分損失
を最低限に

雨 水の収 集、貯 水、処 理、再 利 用のために265

24%

建築材料の24％は再生品
を使用

万リットルの貯水槽を設置し、注水、冷却、ト
イレの排水における都市用水への依存度を低減

建物の内装に使用されているすべての木質複合
材とアグリファイバー製品には、尿素ホルムア
ルデヒドの含有量がまったくなく、お客様や社
員の健康と安心に配慮
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MGM リゾーツの人財理念
Our
People Philosophy
「人」こそが当社の基礎。MGM リゾーツの人財理念の根底には、一人ひとり
に対する敬意があります。尊重を軸に互いを認め合いながら、一丸となって
働いています。これが多様性とインクルージョンの真髄であり、MGM リゾ
ーツの企業責任にとって最も重要な柱です。
この理念を、従業員をはじめ、お客様、投資家、サプライヤー、ベンダー、取引先、地元地
域の人々、そして社会で生活するすべての人々に広めたいと思っています。

当社の社員
MGM リゾーツにとって、社員こそが最も大切な存在であり、当社の中核です。また“ブランド大使”であると同時に、
地域ボランティアの担い手、持続可能性を実践する優れた人材、支援者、消費者、有権者、そして一市民でもありま
す。社員一人ひとりが、当社のミッションとバリューに共感すればするほど、MGM リゾーツ、ステークホルダーの
皆さま、地域社会に、さらなる恩恵をもたらすことができるでしょう。
MGM リゾーツの人財に対するこの理念は、社員との関わり、社員への投資、社員にひらめきを与えるという当
社のコミットメントを推進します。

社員との関わり
透明性のある対話を通して、社員一人ひとりを尊重するオープンな環境を作り出し、社員と関わりを持つことがで
きると考えています。当社では、社員一人ひとりを、MGM リゾーツのミッションと事業を担う重要な一員と考え、
アイデアや意見を出しやすい環境を作り、それぞれの才能を事業の課題解決に活用し、その貢献を評価しています。

社員への投資
MGM リゾーツでは、さまざまな形で社員に投資を行っています。例えば、安全な職場環境、教育、健康的な暮らし
を送るためのツール、公私における学習および指導、自己啓発の機会、地元地域における生活の質の向上などです。

社員にひらめきを与える
社員にひらめきを与えるためには、まず何よりも社員を一人の人間として尊敬することが大切です。さらに経営陣
は、企業文化とバリューを実践する姿を見せ、多様性を尊重。個々の考え方を受け止め、奉仕者としての立場で高い
能力を示しながら、社員の貢献を評価することも重要です。
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数字で見る当社の業務

3,744 種

446万3,900円

74%

全社の職種数

チップを含む正社員の平均年収

正社員率

（ボルガータ、MGM ナショナル・ハーバー、
MGM スプリングフィールドを除く）

（ボルガータを除く）

MGM リゾーツの給与および福利厚生は、他社と比

へのサポートを約束しています。その一環として、

べても競争力があり、当社の経済力に見合った内容

健康づくりを推奨し、優れた健康保険プログラムを

を提供しています。また、輝かしい業績を収めた社

設けています。私たちの健康と安心のプログラム

員に対しては、さまざまな方法で還元しています。

は、ナショナル・ビジネス・グループ・オン・ヘル

また、福利厚生には基本、社員個人・（同性・異
性を問わず）その配偶者・家族の健康保険以外に
も、健康のための休日手当、障がい者手当、有給休

スにより「ベスト・エンプロイヤー・フォー・ヘル
シー・ライフスタイル」を受賞しました。
また、確定拠出年金、529大学教育費預金計画、

暇、休日手当、業務に関する有料のプログラムを受

納税貯蓄プログラムを通じて、社員が経済的な健

講した場合の授業料の還付、生命保険料が含まれ

全性を保てるよう支援。さらに、授業料の還付、教

ています。

育扶助、奨学金といった資金援助を通して、社会人

MGM リゾーツは、社員の健康と生活の質の向上

教育や自己啓発をサポートしています。

2016 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT :: 13

MGM リゾーツ
Resorts An—Employer of Choice
選ばれる職場
MGMリゾーツが選ばれる10の理由
1．エンターテインメントとホスピタリティの分野にお

6．チームの一員やチームリーダーといった立場にと

いて世界有数のリーディングカンパニーであり、最

らわれず、リーダーの養成に注力しているから。さ

先端のシステム、テクノロジー、知識、高度な産業

らにリーダーには、建設的な企業文化と職場環境

イノベーションを取り入れた素晴らしいリゾート

を推進する行動をメンバーに示すことを期待して

を米国と中国（マカオ）にて運営しているから。

いるから。

2．充実した業務内容、他社に引けを取らない賃金および

7．当社のミッション、ビジョン、バリューの中核にある

福利厚生、キャリアアップの機会を与えているから。

誠実さ、インクルージョン、チームワーク、卓越性
にのっとり、社員と深い関係性を構築しているから。

3．多様性とインクルージョン（人種・文化などの多様
な価値観を受け入れること）において高い認知度が
あり、世界中からさまざまな才能ある人材を雇用

8．CSR を企業の個性、価値観、事業のあり方の根幹と
定め、実践・推奨しているから。

し、多様性溢れる社員を競争力として、包括的な職
場環境を提供しているから。

9．企業としての寄付のみならず、各社員が自主的に寄
付を行い、地元地域の生活の質の向上と発展をサポ

4．会社からの安心、尊重、励ましを感じ、自らの存在

ートしているから。

意義や価値が認められていることを認識できる企
業文化が浸透しているから。さらに、社員のおもて
なしや仕事の成果への評価を最重要事項としてい

10．
環境の持続可能性の取り組みにおいて高い認知度
があり、多角的かつ充実した活動を行っているから。

るから。
5．キャリアアップに必要な学習と自己啓発のためにさま
ざまな機会を提供し、評価や指導を行っているから。

大 学2年の時、マサチューセッツ大 学で開 催されていた就 職 説 明 会で、MGM リゾーツ
に つ い て 知 り ま し た。 ホ ス ピ タ リ テ ィ・ イ ン タ ー ン シ ッ プ・ プ ロ グ ラ ム 修 了 後、私 は
マネジメント・アソシエイト・プログラム（MAP）を志願し、財務 MAP アソシエイトとし
て特別プロジェクトに携わるチャンスを得ました。社会での貴重な経験を積みながら、プロ
フェッショナルとして成長し、さまざまな人とのネットワークを作ることができました。
マネジメント・アソシエイト・プログラム修了者

ジュリー・ココティス

クリナリー・アソシエイト・プログラム（CAP）のようなプログラムは、会社の成功に大き
く貢献すると思います。CAP には、MGM リゾーツで成長したいと思う人材に対して、必要
なスキルの取得を支援するというコンセプトがあり、僕にとって CAP はまたとないチャン
スでした。メンタリングと職業指導のおかげで、僕は MGM リゾーツでのキャリアを想像す
らしていなかったレベルにまで築くことができました。
クリナリー・アソシエイト・プログラム修了者
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ザカリー・ランフィア

Inclusion in Our
人材開発におけるインクルージョン

Talent Development
MGM リゾーツには、社員の生活や地元地域にプラス

フェッショナル養成、役員と接したり、現場体験な

効果をもたらす雇用および社員のキャリアアップに貢

ど、さまざまな機会を参加者に提供。このプログラ

献してきた実績があります。また、社員たちが最高の

ムの最大のメリットは、当社のマネジメント・アソ

パフォーマンスを発揮できるよう、社内外のさまざま

シエイト・プログラムへの参加など、卒業後のチャ

なプログラムを通じてサポートし、課題が山積する今

ンスをさらに広げられることです。

日のグローバル経済において、社員の育成、継続雇用
を目指しています。当社の人材開発の中核である継続

●

的なトレーニングは、社員の知識・スキル・公私に及
ぶ満足度の向上や、役員と接する機会の提供以外にも、

このプログラムは、四年制大学や修士課程を修了し

社員のキャリアアップを促進しています。

たばかりの人を対象に、統合型リゾート産業での実

外部のプログラム、大学での資格取得の機会を継続

体験と、リーダーとしてのスキルアップの機会を提

的に提供してきましたが、常に進化を続ける当社の業

供する12カ月間のプログラムです。マネジメント・

績管理と社員のブランド・プラットフォームに対応す

アソシエイツは、MGM リゾーツの主要施設と運営

るため、一部の社内指導プログラムを一時休止しまし

部 署 内で、自 身が関 心を持つ業 務を体 験すること

た。現在、私たちのバリューである誠実さ、インクルー

ができます。このプログラムを修了したマネジメン

ジョン、チームワーク、卓越性、およびリーダーシップ

ト・アソシエイツは、基本的に各自の専門分野に新

に期待される行動と能力に適合した内容になるようカ

入社員として配属されます。

リキュラムを刷新中です。特に、感謝、認識、評価、指
導、キャリアップなど個々の職場環境と経験に、より焦
点を当てていきます。
以下では、2016年に実 施した人材開発プログラム
の一部を紹介します。

マネジメント・アソシエイト・
プログラム

●

クリナリー・アソシエイト・
プログラム
このプログラムは、当社の調理部門における未来の
リーダーを輩 出するため構 成された、12カ月 間の

●

ホスピタリティ・インターン
シップ・プログラム
このプログラムは、当社のおもてなしの心を受講者
に体験してもらうことを目的にした10週間の有給

実践参加型リーダーシップの開発プログラムです。
参加者は、高級料理、宴会用キッチン、セントラル
キッチン、精肉、大型アウトレット店を含め、さまざ
まな調理スタイルを体験します。このプログラムの
修了後は、料飲部のリーダーとして配属されます。

研 修です。人 気が高いこのプログラムでは、プロ

料飲管理綱要
ホスピタリティ産業とトレーニングの専門家が、MGM

サービス業、リーダーシップ、社員のモチベーション、

リゾーツの上層幹部と協力し、
「料飲管理綱要」プログ

サービスと利益の相関、おもてなしの心、損益の報告、

ラムを開発しました。このプログラムでは、MGM リゾ

収益とコストの関係、調理関係団体交渉協定、業務の

ーツの現リーダーと将来のリーダー候補生が、より優

継続的な改善などを学びます。

れたリーダーシップと専門性を発揮することを目指し、
飲食管理の重要分野に関するクラスを提供しています。

経営陣をさまざまな施設から講師として招く特別講
義も開催しています。
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Transforming Leadership
Development

リーダーシップ啓発の変革

会長 兼 最高経営責任者
ジェームス J. ムーレン

「

各リーダーに求めるのは、社員を
お客様と同じように扱ってほしい
ということ。そして、お客様が『す
ごい！』と驚くように、社 員から
も『すごい！』と言ってもらえるよ
うに努めてほしいということ。

当社のリーダーシップ啓発は、全リゾート施設と事業部
門で、以下のような職場環境を作るリーダーの資質に注
力するというものです。

」

2016年 度、当 社 は、企 業 文 化 と 職 場 環
境、さらには企業バリュー（誠実さ、インク
ルージョン、チームワーク、卓越性）を強化
するため、リーダーがどう行動し、どう社
員との関係作りをすべきかについての指針
を見直しました。
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社員一人ひとりが自分の才能を最大限に発揮し、
貢献を評価され、安心でき、尊重され、存在を認め
られていると感じられる職場環境であること
職場での質の高い経験が、社員とのより深い交流
を生み出すこと
リーダーとチームメンバー間の関係は、継続的な学
習と “共育” が特 徴で、人間関係、評価、指導、メン
タリングに重点を置いていること
メンバー全員が、継続的な学習と自己啓発に基づく
持続的な改善と革新に注力すること

Inclusion in Our
Supply Chain

サプライチェーンにおける人種・文化など
多様性の受け入れ

MGMリゾーツでは、事業を展開する
全 地 域の地 元 企 業に対して、知名度
の高いサプライヤー・ダイバーシティ・
プログラムを通じて、さまざまな取引
の機会を提供しています。

ティーと女性経営者の入札の参加を義務づける方針を
導入。MGM リゾーツがこの取り組みを始めて以来、多
様性豊かなベンダー、建設下請業者、サービス業者と
総額4,200億円を超える取引をしました。そして今や
これらの取引先は、私たちのサプライチェーンの重要
な部分を占めています。
こうした多様性豊かな企業には、マイノリティー、女

調 達 と 建 設 分 野 に お い て は、特 に 多 様 な サ プ ラ イ

性、退役軍人、LGBT、障がい者が経営している会社も

チェーンを拡大するための投資を行っています。この

含まれています。

投資は、MGM リゾーツやサプライヤーのみならず、地
域社会や国全体の経済にとってもメリットがあります。
さまざまなバックグランドを持つオーナーの企 業や
下請業者にとって MGM リゾーツのサプライチェーン

2016年のサプライヤーへの支出額

は、社員の技能基盤、専門知識、キャリア、処理能力、
資本強化を支援し、結果として地元地域への投資につ
ながります。当社は、サプライヤーと特別な関係を構
築することによって、高品質かつ価格面で競争力のあ
るサービス、商品、他にないユニークな製品を仕入れる

142億3,000万円
入札可能な購買のうち、
「多様性」に分類される業
者からの購買に支払った金額

ことができます。こうした WIN-WIN な関係が、長きに
わたって両者に良い結果をもたらしています。
MGM リゾーツは、2000年にすべての建設の入札に
おいて、多様性豊かな業者の参加を義務づける方針を
打ち出しました。さらに2003年には、入 札 可 能な商
品 調 達 契 約と10万 円 以 上の購 買すべてに、マイノリ

8.45%
当社目標の8％を超え、多様性豊かな企業と取引
した金額の割合
※入札を実施した調達範囲内での値
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Building Stronger Communities with Diversity Partners

多種多様なパートナーとの
強力なコミュニティの構築

MGM リゾーツは外部のステークホルダーと広範なネットワークや信頼関係
を構築することによって会社を強化し、当社が地域社会の生活により深く関
わることを目指しています。

MGM リゾーツ・リージョナル・オペレーションズのシニア・バ

MGM リゾーツ・インターナショナルの社長であるビル ･ ホーン

イス・プレジデント兼最高財務責任者であるジョージ・ペレス

バックルは、ラスベガス・ラテン系商工会議所の昼食会で登壇

は、ワシントン D.C. で開催されたヒスパニック企業責任協会の
シンポジウムで経営役員のラウンド・テーブルに参加

当社の事業にとって、地元地域や社会のさまざまなス
テークホルダーと横断的に関わることは必要不可欠で
す。特に私たちは、当社の多様性やインクルージョン
（人種・文化などの多様な価値観を受け入れること）
、
企業責任の価値観に共感し、事業の目的と方針に賛同
する多様性ある組織とのパートナーシップを進めてい
ます。そしてその対話を通して、ステークホルダーの
ビジネス上の問題、社会的課題、ビジネスチャンス、消
費者の動向、リスクや最新動向に関する意見や見識を
把握しています。また、こうした継続的な交流が、私た

当社はコラボレーションを通じて
下記の取り組みを行っています。
平等とインクルージョンを提唱
地 元 地 域の 公 共 機 関を改 善する
慈善活動を支援
社員と地元地域との関わりを強化

ちにとって、現在および世界の動向を理解する手助け
となり、自分とは異なった価値観を認めながら、パート
ナーには当社の事業の目的と考え方を共有していただ
く基盤となっています。

最 適な人材やパートナーシップを
地元地域から採用
新たなビジネス機会の検討
MGMリゾーツのブランド認知向上
親善活動の実施

全米ダイバーシティ・リレーションズ
バイス・プレジデント、トニー・グラッドニー氏
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Women’s Success

女性の活躍
ウ ー マ ン・ エ ン タ ー プ ラ

MGM リゾーツは、同評議会から「2016年のトップ企

イ ズ USA 誌 は、多 様 な

業」と評価されたネバダ州に本社を置く唯一の企業であ

サプライヤー分 野で活 躍

り、唯一のカジノ運営会社です。同評議会が開催する

している何 百 万 人もの業

イベントでこの栄誉を受賞。MGM リゾーツのサプライ

績を評 価。女 性 経 営 者の

ヤー・ダイバーシティ担当執行役員は、このイベントで

相 談 役や多 様なサプライ

の商談会、ラウンド・テーブル、ネットワーキングなど

ヤーの指 導 役として活 躍

を通じて、数多くの女性経営者企業と交流しました。

し、同 分 野 の 専 門 家 と し
て既存の枠にとらわれない「サプライチェーンの受容
態勢を保証するべく革新的な取り組みを行ったトップ
リーダー 100人」を選 出。MGM リゾーツのサプライ
ヤー・ダイバーシティ担当執行取締役のケニャッタ・
ルイスは、その1人に選ばれています。

女性の職場参加を支援
女性にとって休職後の社会復帰や経済的独立は、単に
履歴書を更新するだけでは困難です。また、社会人と
して身だしなみは非常に重要ですが、ビジネス向けの
服装を一式揃えるのは経済的に難しいことがあります。
そこで当社は、2016年にドレス・フォー・サクセス・
ネバダ南部支部と提携しました。
ドレス・フォー・サクセス・ネバダ南部支部は、社
会人用の服、キャリアサポート、カウンセリング、女性
労働者のネットワークを提供。そして80以上の提携代
理店からの紹介で、求職中の女性たちに働きかけ、彼
女たちが就職口を見つけ、仕事を継続できるよう支援
するプログラムを提供しています。2009年の設立以

ステーシー・テイラー（左）とケニャッタ・ルイスは、女性経

来、同プログラムでは4,500人を超える女性のサポー

営者企業のオーナーと鼎談

トをしています。

MGM リゾーツは、業務全体を通して女性経営者を数
多く起用したこととその目覚ましい成果で、全米女性経
営者企業評議会より3年連続で評価されました。

当社は、この NPO が経営を拡大しながらより多くの
女性に支援できるよう、100万円を寄付しました。

ゲーミング産業における女性支援
MGM リゾーツは、グローバル・ゲーミング・ウーマ
ンの創立スポンサーです。グローバル・ゲーミング・
ウーマンとは、カジノや宝くじ産業における女性の進
出を奨励し支援するため、影響力のあるプログラムや
イベントを世 界 規 模で開 催する独 立した NPO です。
具体的には、社会人として必要な専門的洞察力の養成
や個々人の成長を目的としたミーティングや教育機会
などを提供しています。すべての授業は雇用主や社員
に対して無料で、参加学生には奨学金を提供。同 NPO
は、MGM リゾーツ基金の女性リーダーシップ会議に

当社は、2016年度における女性経営者企業が選ぶ全米トップ

参加できるよう、毎年複数の女性に奨学金を授与して

企業の1社に選ばれ、シニア・バイス・プレジデント兼チーフ・

います。

プロキュアメント・オフィサーのステーシー・テイラー（中）が
会社を代表して表彰
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Responsible Gaming

節度あるゲーミング
業務としての責任

MGM リゾーツは、最高レベルの倫理的なゲーミング
運営の提供に注力しており、この領域のパイオニアと
して広く知られています。米国内の施設での売上の大
半は、ホテル、レストラン、エンターテインメントなど
ゲーミング以外の領域から成り立っていますが、節度
あるゲーミングを提唱していくことは、事業を行う上
での重要な要素となっています。

GET TO KNOW
RESPONSIBLE
GAMING

当社は、米国ゲーミング協会が定めた節度あるゲー
ミングの行 動 規 範を2004年に事 業の運 営に導 入す
るかなり前から、同 協 会が規 定した対 策をすでに数
多く取り入れていました。さらに2017年には、ブリ
ティッシュコロンビア州ロータリー・コーポレーショ
ン（BCLC）と節度あるゲーミング・プログラムである
ゲーム・センスのライセンス提携を締結しました。
ゲーム・センスとは、ギャンブル依 存 症のリスク
を軽 減する行 動をプレイヤーに促すために開 発され
た、プレイヤー重視の革新的なプログラムです。この
提携の一環として、MGM リゾーツはこの先5年間で、
BCLC、当社、ネバダ州立大学ラスベガス校国際ゲー
ミング研究所で作る研究パートナーシップに1億円の
資金提供を行います。北米のゲーミング運営会社がこ
の種のプログラムの使用許諾を取得したのは、当社が
初めてです。
また、当社のアラン・フェルドマンは、節度あるゲー
ミングのためのナショナルセンター設立時から活動に
参加しており、2012年からは会長を務めています。同
センターは、ギャンブル依存症や若者によるギャンブ
ル問題の研究に資金援助をしながら、ギャンブル依存

（左）BCLC 社長兼 CEO、ジム・ライトボディ

症の効果的な治療法を研究しており、同領域において

（右）MGM リゾーツ・インターナショナル

全米レベルで活動している唯一の団体です。

グローバル・インダストリー・アフェアーズ エグゼクティ
ブ・バイスプレジデント、アラン・フェルドマン
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Touching Communities

地域社会
人々の暮らしとの触れ合い
の

MGM は、私たちが暮らし、働き、ビジネ
スを展開する地域社会から選ばれた企業
市民です。
慈善活動を事業戦略として取り入れているのは、創立
以来の私たちの個性であり DNA でもあります。それ
は単なる地域社会への “お返し” ではなく、根源的な
責務と考えています。当社にとって、ビジネス価値の
最大化と地域コミュニティにおける長期的な持続可能
性は表裏一体です。地元地域は、事業展開のためのイ
ンフラを提供してくれるだけでなく、主要な労働力の
源でもあります。公共機関は従業員の日々の生活に影
響し、政府や社会の方針はビジネス運営に深く影響を
与えます。地元地域における文化的側面は、当社がお
客様に提供するものを補完し、私たちの人間的精神面
を育むものです。
当社は、投資と地域社会への奉仕活動、公開討論、
政策への適切な提言を通じて、当社の戦略的な目的に
沿ったより良い地元地域を築くための施策やプログラ
ムを支援しています。また、社会の最も困難な課題に
立ち向かうべく、金銭面、時間面、人材面においても
サポートしています。

当社における慈善事業の大部分は、ネバダ州の広域コ
ミュニティに集中しています。ネバダ州は米国内におけ
る当社のリゾート運営の中心地であり、従業員のほとん
ど（約 5 万人）は同州の住民です。MGM リゾーツは
ネバダ州最大の納税者であり、
最大の就職先です。リゾー
トを運営する他の地域においても、最大級規模で納税と
雇用を行っています。当社は、どこで事業を展開しよう
とも地元地域の発展を支援しており、ネバダ州や他の地
域での慈善活動において高い実績があります。
当社の慈善活動は、地域と社会インフラ全体に広く
貢献しています。また、金銭的な投資やボランティア
活動という形で地域の住民に還元しています。そして
それらを通して、何万人もの個人やその家族を元気づ
け、生活の質を向上させ、地球環境保全の支援をして
います。
こうした活動は、経営陣と社員によるチームワーク
によってはじめて実現が可能であり、結果として地元
地域と MGM リゾーツの関係を強固にするだけなく、
社員との関係作り、当社で働くことの誇りにつながる
のです。

コミュニティへの慈善活動は、MGM リゾーツ企業
慈善寄付プログラム、社員たちの寄付による MGM リ
ゾーツ基金、社員ボランティア・プログラムといった
3 つのチャネルを通じて行っています。今日コミュニ
ティが直面している課題の多くは非常に複雑なため、
より大きな貢献ができるよう、複数の寄付を組み合わ
せることもあります。

11億9,000万円以上
MGM リゾーツによる企業寄付金と
社員による慈善寄付金の総額
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Our Employee
Volunteer Program

社員のボランティア活動
思いやりの心を行動に移す時

MGMリゾーツでは、社員に対して、金銭的な寄付以外にもボランティア活動を
推奨しています。当社のボランティア活動の年間目標は延べ10万時間以上で、
2016年度のボランティア活動の自己申告時間はおよそ10万3,000時間でした。
ボランティアは、地域のためになるだけでなく、社員同士の関係性を高め、チー
ムワークとリーダーシップを強化します。

当社では、社員のボランティア活動への関心を高めるため、
さまざまなオプションを用意しています。
ギビング＆ボランティアリングというポータルサイトを通して、自分の所在地など個々の条件や考えに合った
NPO に関わることができるほか、そのボランティア活動の時間を入力できます。
当社は年間を通じて、団体ボランティア活動を支援する数々のイベントを後援しました。
（1月第3月曜日のキ
ング牧師記念日、10月第4土曜日のナショナル・メイク・ア・ディファレンス・デイ・オブ・サービスなど）
1,000万円の予算を持つボランティア報酬プログラムを使うことによって、社員は自ら選んだ NPO への企業寄
付をすることができます。寄付金は、その社員が行ったボランティア活動の時間に応じて額が決められています。
当社の CSR 協議会では、各施設の社員の関心を高めるため、ボランティアイベントを主催し、その存在を広く
伝えています。
社員の各ネットワーク・グループでは、毎年、最低1つの地域のボランティア活動をすることを年間の目標とし
ています。
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団体ボランティア活動
昨年、団体ボランティア活動のシステムを導入しまし

公衆教育のサポート
米国の雇用と社会のよりどころ

た。ボランティア報酬プログラムのもと、5人以上の社

米国における貧困と発展のギャップの橋渡しをするの

員がチームとなって自ら NPO を選択。チームでボラン

が教育です。公衆教育は、米国唯一の公共機関として、

ティア活動を行い、30万円までの企業寄付金を取得で

一人ひとりの学生が総合的なカリキュラムと規定に基

きるというシステムです。この活動により、地域が抱

づき、自分の可能性を引き出すために、人種や宗教、学

える問題や対象団体について理解を深めながら、メン

習面での達成度、社会的な階層、家族の収入、特殊な

バー同士が仲間意識を築き、互いが持つスキルを学び

ニーズや個人的な特性にかかわらず、全学生に無料で

合うことができます。2016年には、献身的な社員から

学校教育を提供しています。

なる52のチームが、環境清掃、飢餓救済、高齢者ケア、
メンタリングなどさまざまなプロジェクトに3,846時

当社が事業を展開する地域において、K-12の公衆教
育を支援しています。

間従事しました。その結果、自分たちが選んだNPOへ、

また、当社の事業と互換性のある公立大学、総合大

会社から得た400万円を超える金額が寄付されました。

学、その他の教育機関やトレーニングプログラムをサ
ポート。また、MGM リゾーツでのキャリア形成の機

数え切れないほど多くの NPO や人々の生
活が、従業員のボランティア精神に支えら
れています。2016年の取り組みの一部を
ご紹介します。
●

会を得られるよう、地域住民や社内の人材を支援して
います。教育的サポートの一例を下記に紹介します。

●

ホームレス・コネクト・
プロジェクト

ネバダ州立大学ラスベガス校
ホテル大学
MGM リゾーツは、ネバダ州立大学ラスベガス校の
ホテル大学の開発に、創立者と同規模の2億5,000

マネジメント・アソシエイト・プログラムとカリナ

万円の寄付を公約し、2016年に新施設の建設が着

リー・アソシエイト・プログラムのメンバー主導で、

工。当社の寄付金は8,686㎡のホスピタリティ・ホー

ネバダ州ホームレス・アライアンスと協働し、ホー

ルの建設を補助するもので、ホスピタリティとゲー

ムレス・コネクト・プロジェクトを企 画・組 成・

ミング業界のすべてを学習するための施設に使われ

実行しました。2016年秋に行われたイベントでは

ます。このホテル大学には、学生が運営するカフェ

169社の代表者が集結し、ホームレスの人々やその

をはじめ、調理実習用の最先端のキッチン、インタ

家族が一貫したサービスを速やかに受け、自立でき

ラクティブなデジタル・クラスルーム、キャンパス

るように支援しました。サービス内容は、住居、雇

の中心部をなす屋外広場などがあります。

用、食料、医療・歯・視力のケア、メンタルヘルス・
カウンセリング、日常の生活必需品、法的なサポー
アが一体となって、地元の3,600人のホームレスや

苦境にある若者への
サマー・インターンシップ

潜在的ホームレスの人々をサポートしました。従業

2016年の夏、ワークフォース・コネクションや、

員は1,050時間をかけ、当社は1,000万円相当の余

NPO のヘルプ・オブ・サザーン・ネバダとネバダ・

剰物品をこのプロジェクトに寄付しました。

パートナーズを通じて、ラスベガスにある MGM リ

ト、社会福祉などです。地域の600人のボランティ

●

ゾーツのゲーミング以外の職種におけるインターン
として、クラーク郡の厳しい状況にある34人の若者
を採用しました。そのうち4人はその後、当社に就
職することになりました。また、2012 〜 2016年で
当社のリゾートに配属された206人のうち49人が、
サマー・インターン体験終了後、当社の正社員とし
て採用されました。
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Our MGM Resorts
Foundation

MGMリゾーツ基金

当社は MGM リゾーツ基金を通じて、社員に募金活動を推奨しています。当社の基金は、個人の指定や共同出資し
た助成金からなるもので、社員は経営陣の関与なく自由に寄付先を選択できます。
会社がこの基金すべての運営費用を賄うことで、社員の寄付金の全額を NPO に寄付しています。ネバダ州や当
社施設がある他の地域では、社員主導のコミュニティ助成金評議会（以下「評議会」
）を設けており、審査に通った地
元の NPO に助成金を分配しています。この活動を通して、当社は評議会のメンバーが、チームワークをはじめ、コ
ラボレーション、リーダーシップ、そして合理的な意思決定に必要な洞察力を養うことを推進。さらにこの基金で
は、従業員緊急助成金や子ども医療サポート基金を通じて、それを必要とする社員を援助しています。毎年この基
金の寄付によって、何千もの個人や家族の生活の質の向上が実現しています。

MGMリゾーツ基金による支援（2016年度）
約

4億4,000万円

89

社員が基金に寄付した金額

NPOへの助成件数

68.7%

4万2,416人

年次の募金活動に貢献した

助成金による教育支援、放課後プログラム、

社員の割合

地域の相談相手などの活動を通じて関わった子どもの数

1,210人

20万3,477

募金活動を目的とした3つのスポーツイベントに、

助成金による食糧、住宅、自給自足プログラムを通じて、

選手もしくは観客として参加した社員数

支援した個人および家族の数

4,100人

3万348

募金活動ファミリー・ファン・デーに

助成金によって、医療やメンタルヘルス・

参加した社員数

カウンセリングなどの支援をした個人および家族の数

1,394団体
社員個人が行った財団への寄付によって
支援されたNPOの数
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70億円

約

2002〜2016年に社員が本基金に寄付した総額

当社リゾートの各コミュニティ助成金評議会によって授与された助成
金を分析すると、地元地域の生活に幅広い影響を与えていることが分か
ります。

エイド・フォー・エイズ・
オブ・ネバダ

スター・デトロイトの
青少年支援プログラム

ネバダ州の評議会は、NPOのエイド・フォー・エイズ・

MGM グランド・デトロイトの評議会による100万円

オブ・ネバダがネバダ州南部に650万円の助成金を寄

の助成金は、
（非行や虐待などの）危険にさらされている

付し、HIV ／ AIDS に感染した大人や子どもたちのサ

若者101人の支援をする団体に寄付されました。この

ポートおよび擁護活動を支援しました。この寄付金は、

寄付金は、勉強の個別指導、メンタリング、レクリエー

自己イメージや対人関係、精神疾患、対処メカニズム、

ション活動への参加支援に活用されました。同団体は、

薬物乱用、トラウマを抱えた患者を支援するべく、メ

参加者の自信と自尊心の醸成、学業成績の向上、そし

ンタルヘルス・プログラムを拡大する取り組みに活用

て犯罪行為の未然防止を目標に、若者たちに正しい選

されました。患者の危機的状況を最小限に抑えつつ容

択ができるよう導き、違法行為、薬物乱用および精神

態を安定させるために、セラピストを新たに雇用しま

的な問題を克服できるような活動を企画しています。

した。

音のない世界にいるこどもたち
ボー・リバージュ・ビロクシの評議会は、ミシシッピ
湾 岸に住む聴 覚 障 害 者や難 聴 者のための自 立と精 神
的な健康を支援する NPO に100万円を寄付しました。
この寄付金は、家族のために手 話 通 訳 者を雇ったり、
聴覚障害者やその家族に手話を教えたり、手話による
サマーキャンプやコミュニケーションスキルを養うた
めの特別教育などに活用されました。

トウロ・モバイル・ヘルスケア・
クリニック
ネバダ州の評議会による600万円の助成金は、ラスベ
ガスにいるホームレスの人たちへの健康診断や定期診
療、処方薬治療を行う団体に寄付されました。この寄
付金は、他の NPO と協力して行う巡回診察用車両の
購入に充当されました。
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地域社会へ恩恵をも
地域社会へ恩恵をもたらすパブリックアート

芸術は、娯楽や教育にもなりえる人間にとっての根源的な表現方法で
す。芸術と文化は、活気ある地元地域に精神的な活力を与えてくれる
と、当社は考えています。

MGM リゾーツは、世界最大級かつ最も野心的な企業

また、当社施設にある芸術作品をお客様や地元住民

芸術コレクションを擁しています。これらの作品は、

の方々に気軽に楽しんでもらえるよう、包括的かつ継続

当社施設の公共スペースに展示されており、ラスベガ

的な展示を目的に、2016年に MGM リゾーツ・アート

ス初の大規模な常設アート・コレクションとなってい

＆カルチャーを設立しました。MGM リゾーツにある既

ます。

存の芸術作品の管理以外では、ウゴ・ロンディノーネ

例えば、ベラージオ・ギャラリー・オブ・ファイン

氏による色彩豊かな作品「セブン・マジック・マウンテ

アート、アート・イン・ザ・パーク、MGM ナショナ

ン」への支援や、アート・バーゼル・イン・アメリカで

ル・ハーバー・ヘリテージ・コレクション、MGM リ

のインスタレーションの公式パートナーとなっていま

ゾーツ・コレクション、アリア・ファインアート・コ

す。ここでは、当社施設で一般公開されている作品お

レクションなどで作品を鑑賞することができます。

よび当社がサポートしている芸術作品を紹介します。
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セブン・マジック・マウンテン は、スイスの有

イアミビーチの展 示 会でアート・バーゼル初の企 業

名な芸術家ウゴ・ロンディノーネ氏による色彩豊かな

パートナーとなりました。

大作です。ネバダ州ヘンダーソンにあるラスベガス通
りとセント・ローズ・パークウェイの交差点から南に

ナンシー・ルビン作 ビッグ・エッジ は、カヌー、カ

16km 行ったところに2年間限定で展示。最長10.5m

ヤック、ボート、ヨット、サーフボードなど200以 上

のこの作品では、日光を受けて光を放つ特徴的な7つの

のカラフルなアルミニウム製の水 上スポーツ用 具を

トーテムに、地元産の丸石に採色したものを使ってい

スチール線で精密に組み立てた巨大な花のような作品

ます。ロンディノーネ氏によると、展示エリアは物理

です。重力をものともしないこの作品は、ヴィダーラ

的にも象徴的にも自然界と人工世界の中間点にあり、

前の環状交差点の中心に設置されています。

〈自然界〉は山脈、砂漠、ジーン・ドライ湖からなる背
景によって表現され、
〈人工の世界〉は幹線道路やロサ
ンゼルスからラスベガス間の絶え間ない交通によって
表現されています。この作品は、ニューヨークのアー
ト・プロダクション・ファンドと、リノにあるネバダ
美術館によって制作されたものです。当社が所有する
パブリックアートの多くは、アリアや、ネバダ州立大学
ラスベガス校のキャンパス内にあるマージョリー・バ
リック美術館などの提携先でも展示されています。

アート・バーゼル は、スイスのバーゼル、フロリダ
州のマイアミビーチ、香 港にて、アートギャラリーや
芸術家の作品を展示するために、世界有数のモダン・
コンテンポラリーの展 示 会を毎 年 開 催しています。
2016年、MGM リゾーツ・アート＆カルチャーは、マ

ブリス・ダンスは、高さ12m の踊る女性の彫
刻です。2016年にモンテカルロとニューヨーク・
ニューヨークの間にあるザ・パーク常設の作品と
して展示。この彫刻は女性の強さや自尊心を表現
すると同時に、女性の体型を物体視する見方への
抵抗を表現しています。本作を手掛けたマルコ・
コクラン氏は、この彫像が見る者の感情に訴えか
け、女性への暴力をなくし、女性の声に耳を傾け
る社会を目指す積極的役割を担うとともに、社会
変革のための触媒となることを願っています。

サウンドスーツはニック・ケイブ氏による神秘的な作品。ボタンで覆われた彫刻
サウ
は頭の
は頭のついたコートを彷彿とさせます。この有名な
〈サウンドスーツ〉シリーズは、
テキス
テキスタイルアートとの融合であり、
人のアイデンティティーを覆い隠す防護シー
ルドを
ルドを連想せずにはいられません。かつてはデンバー美術館の代表作だった本作は、
現在ベ
現在ベラージオで展示されています。
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MGMリゾーツにおける環境の持続可能性

Sustainability
at MGM Resorts
MGM リゾーツは、ラスベガスのシティセンターに158

施設だけなく、既存の施設にも及びます。LEED 以外

万 ㎡の統 合 型リゾートの建 設を始めた2006年 以 来、

にも多くの第三者団体から認証されており、環境に配

環境面においてもリーダーシップを発揮しています。

慮したホテル運営で、長年にわたってグリーン・キー・

シティセンターは2009年の開業後、LEED ゴールド認

エコ評 価やトリップアドバイザー・グリーン・リー

証を6回取得。環境に優しい世界最大級の開発プロジェ

ダーの認定も得ています。

クトとなっています。

2016年、ラスベガスにある当社最大級の8つの統合

2016年、当社は新たに T- モバイル・アリーナ、ザ・

型リゾートは、既存建築物が対象のグリーン・グロー

パーク、MGM ナショナル・ハーバーの3つの施 設で

ブ認証を取得。厳しい第三者監査を経て、それら8つ

LEED ゴールド認証を獲得し、環境に優しい施設建設

の施設は最高評価を取得しました。

の公約を更新できました。現在、当社の LEED ゴール

このように、MGMリゾーツは新規施設から既存施設、

ド認証を取得した新築施設の総面積は186万㎡以上に

業務運営に至るまで、環境に責任ある事業を実践してお

達しています。

り、限られた地球の資源の保護に注力しています。

当社の持続可能性に対するコミットメントは、新規
評価
施設名

グリーン・ グリーン・
キー
グローブ

2016年、グリーン・グローブ認証を
受けた既存施設の総面積

418万m 以上

アリアおよびヴィダーラ

5

ベラージオ

5

サーカス・サーカス・ラスベガス

4

エクスカリバー

4

4

ルクソール

4

4

マンダレイ・ベイ

5

4

MGMグランド

4

4

ザ・ミラージュ

4

4

2009年以来、LEEDゴールド認証を
取得した新築施設の総面積

モンテカルロ

4

ニューヨーク・ニューヨーク

4

4

186万m 以上

ザ・シグネチャー アット MGMグランド

4

4

ボー・リバージュ・ビロクシ

4

ゴールド・ストライク・チュニカ

4

MGMグランド・デトロイト

4

2

4

※グリーン・キーの最高評価は5で、グリーン・グローブの最高評価は４です。
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2

2016年、11万3,312㎡に及ぶマンダレイ・ベイ・コンベ
ンションセンターの屋上に2万6,000枚ものソーラーパ
ネル（8.3MW）を設置する米国最大の拡張工事が完了
しました。当社が環境面においてリーダーシップを発揮
した事例といえるでしょう。
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エネルギーの管理
Energy
Management
MGMリゾーツは全社規模で、データを活用した効率化と投資の最適化に焦
点を当てたエネルギー管理プログラムを展開しています。

2016年には

96万178
のLED照明を設置
照明130万をLEDに
目標の70％を達成
高精度計測器を

100

以上設置

エネルギーの
使用状況をリアルタイムで
モニタリングし管理

800以上の冷蔵庫
にエネルギー効率
の高いモーターや
LED照明を採用

地元の電力システムは使用せず、市場に直接アクセス
再生可能エネルギーのさらなる利用を推進
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Water Management

水の管理

全米規模で統合型リゾートを運営するMGMリゾーツは、水の効率的な使用と
節水への重要性を理解しており、水の管理システムを大幅に刷新しました。当社
の節水の取り組みは、水を再利用する、造園での注水を減らす、または行わない
など、効率化のためのイノベーションに焦点を当てています。

MGMグランドにおける水保全の取り組み
MGM グランドは、造園での節水活動の一環として、
芝生を減らし、水効率の良い造園に移行する取り組み
を数年間かけて行っています。2016年には3,902㎡
の芝生を撤去し、これまでに撤去した総敷地面積は
9,290㎡となりました。

節水は屋外だけにとどまりません。冷凍食品の解凍
時に使う水を再利用する特殊技術も開発

90%
マンダレイ・ベイの水 族 館シャーク・リーフでは、
年間795万リットルの水を回収し、うち90% を再
利用
MGM リゾーツは、節水技術の先駆者であるウォーター・スター
ト社と先進の水処理技術における提携を結び、その技術の一部
を当社の施設に導入
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環境に優しい製品
Eco-Preferable
Products
私たちは、当社が購入する製品が環境に大きな影響を与えることを認識しており、
これまでさまざまな環境に優しい製品を購入しています。

96万178のLED照明

森林管理協議会認証
30%リサイクル紙

オーガニック認定コーヒー

OEKO-TEX認定タオル

グリーン・シール認証
便座シートペーパー

グリーン・シール認証洗剤

サステナブル・シーフード

地元産の農産物

レインフォレスト・
アライアンス認証紅茶
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資材管理
Materials
Management

MGMリゾーツは、資材管理と埋め立て以外の廃棄方法において、包括的なアプローチを開発・実施しています。
ラスベガスの施設から排出されるすべての廃棄物は、当社内で廃棄と再利用を行うため、お客様は「これはゴミ？
それともリサイクル？」と分別する必要がありません。各リゾートのバックヤードに、資材回収施設を設置すること
によって、多くの資材を埋め立て処理しなくて済みます。2016年には、41%を超える4万9,000トンの廃棄物を
埋め立て以外の方法で処理しました。

2,240トン

585トン

リサイクルされた
プラスチックの量

シュレッダーにかけて
リサイクルされた紙の量

556トン

7,046トン

リサイクルされた金属

段ボールのリサイクル量

2,969トン

53トン

リサイクルされた建築廃棄物

慈善団体に寄付された
飢餓救済のための食糧

1万3,319トン
養豚場などで活用された
食品廃棄物

食糧の寄付
● ボー・リバージュ・ビロクシは、食 糧 寄 付プ
ログラムを実 施し、宴 会用の調 理 済み料理を
回収し、地元の慈善団体ローブズ＆フィッシー
ズに寄付しました。
● アリアは食糧寄付団体スリー・スクエアと提
携し、余 剰 食 品をはじめ、展 示 会などで手が
つけられずに残った料 理、客室 内ミニバーの
賞味期限が過ぎた食品などを同団体に提 供。
こうした食 品は、ラスベガス中 心 地にある複
数の食糧無料配給所で配られています。この
提 携を通して、同リ
ゾートで は 本 年 度
53トンに及ぶ 食 品
の寄付をしました。

創造的な再利用
MGMリゾーツでは、さまざまな創造的方法を用いて、資材削減と再利用を行っています。
サ ー カ ス・サ ー カ ス で
は、古くなったタオルや
リネンを、清掃用の布巾
として再利用

M G M ナショナル・ハー
バーでは、2016年より
チェサピー ク湾 の 資 源
補 充と、エコシステムを
改善・支 援するため、カ
キの殻をリサイクル

6,130トン
リサイクルされた
ガラスの量
（新たなガラス製品に
生まれ変わった
ものを含む）

マンダレイ・ベイ・コン
ベ ン ション セン ターで
は、展 示 会 終 了 後、使
用 済み の椅 子 やテーブ
ルなどの備品、展示ブー
ス、販 促 用 品 を、オ ポ
チュニティー・ビレッジ
やティーチャーズ・エク
スチェンジなどに寄付
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2016年環境基準データ
カテゴリー No.

項目

MGMリゾーツの
データ（米国内）

建設

1

LEEDおよびグリーン・グローブ認証を取得した新築施設の数

建設

2

LEEDおよびグリーン・グローブ認証を取得した新築施設の総面積

建設

3

LEEDおよびグリーン・グローブ基準の施設面積の比率

建設

4

埋め立て式ゴミ処理場へ廃棄した新築建築廃材量

建設

5

埋め立て以外の方法で廃棄した新築建築廃材量

3万1,173トン

建設

6

新築建築廃材総量

3万2,715トン

建設

7

新築建築廃材再利用率

エネルギー

8

エネルギー使用量

エネルギー

9

電力使用量（再生可能エネルギーを含む）

11億8,656万kWh

エネルギー

10

LED照明設置数（2016年末までの累計）

96万1,029

エネルギー

11

再生可能エネルギーの自家発電量

エネルギー

12

再生可能エネルギーの自家発電クレジット販売量

998万1,602kWh

エネルギー

13

再生可能エネルギーの自家発電クレジット保有量

147万6,992kWh

エネルギー

14

送配電網を通して提供した再生可能電力

2億2,216万2,418kWh

エネルギー

15

再生可能エネルギーの自家発電総量

2億2,363万9,410kWh

エネルギー

16

再生可能エネルギー発電比率

エネルギー

17

炭素排出量

69万2,615mtCO2e

エネルギー

18

企業直接排出のカーボンフットプリント

22万1,735mtCO2e

エネルギー

19

エネルギー利用による間接排出のカーボンフットプリント

水

20

総水使用量

1万6,972メガリットル

水

21

水道使用量

1万5,186メガリットル

水

22

井戸水の使用権利

素材

23

埋め立て式ゴミ処理場へ廃棄した材料量（新築を除く）

7万1,482トン

素材

24

埋め立て以外の方法で廃棄した材料量

4万9,474トン

素材

25

廃棄物の総重量

12万957トン

素材

26

埋め立て以外の方法で廃棄した割合

素材

27

回収された総食糧

1万3,372トン

素材

28

農場、飼育場、養殖場に渡った残飯および余剰食糧（養豚場、カキ養殖場など）

1万3,319トン

素材

29

寄付された余剰食糧の量

事業

30

グリーン・グローブとグリーン・キーから環境に優しいと認定された施設の総面積数

事業

31

グリーン・グローブとグリーン・キーから環境に優しいと認定された施設の割合

奉仕活動

32

マイ・グリーン・アドバンテージの登録数（2016年度末までの累積）

奉仕活動

33

マイ・グリーン・アドバンテージの活動数

奉仕活動

34

環境パートナー数

34 :: MGM RESORTS INTERNATIONAL

9
185万9,316m2
23%
1,542トン

95%
6兆7,196万BTU

1,145万8,594kWh

18.8%

47万880mtCO2e

1,786メガリットル

41%

53トン
711万7,702m2
88%
1万9,164
132万5,900
15

2016年の受賞＆表彰実績
Awards
& Recognitions 2016
寄付、慈善活動

企業の社会的責任
2016年全米における最高の大型雇用主
●

フォーブズ・メディア

ザ・シビック50 ‒ 全米で最も地元地域を考慮した会社
●

ポインツ・オブ・ライト財団

世界で最も称賛される企業
●

フォーチュン誌

ホスピタリティ・パートナー・オブ・ザ・イヤー
●

多様性とインクルージョン
地方で展開する企業トップ10（第5位）
●

ダイバーシティ社

サザンネバダ州グッドウィル

環境サステナビリティ
LEEDゴールド認証（MGMナショナル・ハーバー、ザ・
パーク、T- モバイル・アリーナ）
●

米国グリーンビルディング協会

多様性を推進するベスト企業40
●

ブラック・エンタープライズ誌

5グリーン・キー（アリア）
●

グリーン・キー・グローバル

LGBTQ 平等における最も働きやすい職場
●

ヒューマン・ライツ・キャンペーン財団

全社規模での最大節電量
●

駐車場の照明エネルギー効率賞

女性経営者企業が選ぶ全米トップ企業
●

全米女性経営者企業評議会

グリーン・グローブ（ベラージオ、エクスカリバー、
ルクソール、マンダレイ・ベイ、MGM グランド、ザ・

ATHENA 組織的リーダーシップ賞（MGM リゾーツ基

ミラージュ、ニューヨーク・ニューヨーク、ザ・シグネ

金主催の女性リーダーシップ会議）

チャー アット MGM グランド）

●

ネバダ州女性商工会議所

●

グリーン・グローブ・フォー・グローブ

2016 〜 2017年多様性推進力におけるコミュニティ・

ウォーター・ヒーロー賞

パートナー賞

●

●

サザンネバダ大学

成績優秀なアジア系ミレニアル世代が選ぶ会社賞
●

全米アジア系 MBA 協会および全米高等奨学生協会

LGBT 経済奨励のためのトップ企業
●

アフィニティ誌

LGBTに友好的なホテルブランド・全米トップ12社（第7位）
●

トラベル＆レジャー誌

2016年サプライヤーの多様化を実施した企業100社
●

ウーマン・エンタープライズ USA 誌

水保護連合

MGMリゾーツ・インターナショナル
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