
 

 

C1 - Internal use 

 

美への渇望は人類の誕生以来存在します。   

それは、時間、国、文化を横断する普遍的な願いです。 

美は、私たちを突き動かす強い力です。 

美しさとは、見た目以上に大きな意味をもつものです。 

美しさとは、自分は何者なのか、どうありたいのか、という問いに答え、 

そして他者との関係において、自信を与えてくれます。 

 

一世紀以上にわたり、私たちは「美の創造」をただ一つの使命として専念してきました。 

創業者の先駆的な精神を受け継ぎ、 

常に当社の発展に寄り添ってきた創業家の揺るぎないサポートのもと 

私たちの目標は、世界中の一人ひとりに、品質、有効性、安全性、誠実さ、責任において     

最高の美しさを提供し、限りなく多様な、あらゆる美のニーズと欲求を満たすことです。 

 

美しさを求める旅に終わりはありません。 

だからこそ、私たちはイノベーションの力を駆使して、                    

製品とサービスのパフォーマンスを向上させ続けます。 

私たちは多様性を大切にします。 

だからこそ、それぞれのブランドを通して美の多彩な表現を尊重します。 

私たちは長期的なビジョンに基づく模範的な存在であることをめざします。 

だからこそ、強い価値観と厳しい倫理原則に基づいて行動します。 

そして、私たちはビューティーの世界的リーダーです。 

だからこそ、私たちの行動はすべて、意味のある影響を与えることができるはずと自覚していま

す。 

 

私たちは、自然からインスピレーションを得つつ最高の科学技術を活用し、           

美の未来を形作るよう行動します 

私たちは、従業員に最高の勤務条件、トレーニング、社会的保護を提供することにより、     

社会イノベーションを推進するよう行動します 

私たちは、インクルーシブ性を根幹においたビジネスを構築するよう、行動します。       

私たちの消費者は多様であり、それと同様に私たちの従業員も多様であるべきだからです。 

私たちは、相互の信頼と協力に基づいて、クライアントとサプライヤーとの           

永続的なパートナーシップを育むよう行動します 

私たちは、強固なビジネスモデルを維持することにより、                   

すべての株主に価値を創造するよう行動します 

私たちは女性の尊厳を護り、私たちが関わるコミュニティを強化するために行動します 

私たちは、気候変動と戦い、生物多様性を尊重し、天然資源を保護することにより、       

地球の美しさを保護するために行動します。 

 

世界を動かす原動力・美を創造する 

この共通の目的を、ロレアルに集うわたしたちは分かち合います。 

  



 

 

C1 - Internal use 

The desire for beauty has existed since the beginning of humanity, 

It’s a universal aspiration which crosses time, countries, and cultures. 

Beauty is a powerful force that moves us. 

We know that beauty is more than just looking good, 

Beauty gives us confidence in who we are, in who we want to be, and in our relationships 

with others. 

For over a century we have been dedicated to one sole vocation: creating beauty. 

Remaining true to the pioneering spirit of our founder, with the unwavering support of his 

family, who always accompanied our development. 

Our goal is to offer each and every person around the world the best of beauty in terms of 

quality, efficacy, safety, sincerity and responsibility 

to satisfy all beauty needs and desires in their infinite diversity. 

Because beauty is a permanent quest, we harness the power of our innovation to 

continually enhance the performance of our products & services. 

Because we value diversity, we leverage each of our brands to celebrate all expressions of 

beauty. 

Because we strive to be exemplary with a long-term vision, we anchor our actions in our 

strong values and demanding ethical principles. 

And because we are the global leader in beauty, 

We are aware that everything we do can have a meaningful impact, therefore: 

We act to shape the future of beauty by leveraging the best of science and technology, 

increasingly inspired by nature 

We act to drive social innovation by offering the best working conditions, training, and 

social protection for our employees 

We act to build a business with inclusivity at its heart by ensuring we are as diverse as the 

people we serve 

We act to nurture lasting partnerships with our clients and suppliers based on mutual trust 

and collaboration 

We act to create value for all our shareholders, by sustaining a robust business model 

We act to champion the cause of women and to strengthen the communities with which 

we engage 

We act to protect the beauty of the planet, by fighting climate change, respecting 

biodiversity and preserving natural resources. 

At L'Oréal, we share a common purpose to 

Create the beauty that moves the world 

 

 


