
特集 1
Special issue

不易流行の
　　ビジネスモデル

　サンメッセは、創業当時から印刷業を営む傍ら、副業として映画館や劇場の興行を経営するなど、時
代の変化に柔軟に対応し、成長し続けてきました。 急速な技術革新により、あらゆる分野・業種におい
て、これまでのセオリーが通じなくなってきている昨今、あらためて「不易流行」の思考が重要であると
考えます。創業以来、80有余年にわたって当社が築き上げてきた価値、そして常に成長を続けていく
ための数多の挑戦。そんなサンメッセにとっての「不易流行」を今回の特集としてご紹介いたします。

“変わらぬ価値”と“変えていく勇気”が、
今の当社に最も重要な視点です。

フレキシビリティを持ったイノベーターでありたい。

田中 信康

　当社は、平成26-28年度において中期経営計画「VISION 

2016」を初めて対外的に発表しました。最終年度の経営指標の

目標は決してチャレンジングな内容でなかったものの、コアビジ

ネスである商業印刷事業の低迷が顕著となり、この経営計画を

未達で終えています。

　本来であれば、計画未達に終わったことを真摯に受け止めた

上で、上場企業としてマーケットに対して次年度以降の新経営

計画を発表すべきと考えましたが、経営層と多くの議論を繰り

返し、まずは上層部全員で真剣かつ必死にこれからの“あるべき

姿”を今一度、見つめ直すことが大切であると考えました。

前計画未達の主因は、1) 想定以上のマーケットシュリンク（ペー

パーレス化）、2) 価格競争激化 が挙げられますものの、実のと

ころ一番の理由は、マーケット環境を楽観視していたことと、売

上ならびに利益成長率の目標を短期的思考からなるロール

オーバーで掲げていたことに他なりません。

　議論を重ねた結果、当社の強みをさまざまな観点から改めて

列挙していくと、新たなる成長戦略である４つの事業へと、徐々

にその軸足をシフトしていく方向性に間違いはないという結論

に到達しました。

　そして、この４つの新事業に共通している概念は、モノの考え

方もお客さまに対するアプローチ策も既存事業とは大きく異な

り、これからの成長(市場の拡大)が大いに期待できること、そし

て何よりも「当社の強み」を活かした価値創造によってお客さま

からの高いご評価につながっていることなどが挙げられます。

　ただし、こうした事業モデルへの発想の転換は、今に始まった

ことではありません。

　例えば、かつての「朱竹画」※の一大ブームを強力な生産体制で

支えたり、全国的メジャー商品となった新しいタイプのお灸を

メーカーさまと共同開発したり、当社の生産力、技術力、開発力が

お客さまのビジネスの成功に大きく貢献してきた歴史があります。

　また、「タウン情報誌」や「家づくりの本」などの出版事業を通じて、

地域の活性化に貢献するイベント事業などにも積極的に取り組み、

地域に密着した企業としてもその事業領域を拡げてきました。

　まさに時代の転換期における環境変化や市場ニーズへのバ

イタリティ溢れる対応力にこそ、脈々と流れる当社のDNAを感

じ取ることができます。

　さらには、当社は設備投資に対しても真摯に取り組むことで、

内製化を推進してきました。印刷の業務は一般的に分業が多く、

それが納期面やコストパフォーマンスにも大きく影響すること

により、当社はそれを『社内一貫による一社責任体制』で担える

ことを大きな強みとして参りました。これにより、多くのお客さま

からの高いご評価をいただけるようになり、同業他社との競争

優位性を誇るストロングポイントと

なったことは明白です。反面、そのポ

テンシャルをまだまだ満足いく形で

最大限活かしきれていないのが現状

の課題といえましょう。

執行役員 営業副本部長
ソリューション統括部長 
兼ソリューション戦略推進部長

　今期、社長交代がなされ、前社長の思いを引き継いだ新社長

がその就任メッセージとして発した言葉が『不易流行』です。この

言葉が今の当社にいかに重要なキーワードであるかを十分に認

識した上で、社員が一丸となり、実践に移さねばなりません。

　SDGs（Sustainable Development Goals）が世界共通言

語となり、新しいビジネスチャンスやビジネスパートナーとして

多くのアクターを巻き込み、協働していくことで、当社は単なる

印刷業界という枠にとらわれぬ、マーケットの多様なニーズにフ

レキシブルに応えていくイノベーターであるべきと考えます。

　社会全般におけるペーパーレス化の傾向は続くものの、「不

易流行」の言葉にある通り、変わらぬ強さを活かし堅持しつつ

も、パラダイムシフトともいえる現代の大きな環境変化に対し

て、柔軟な発想に富んだ思考と、強いパッションを放っていくこ

とこそが、真の意味で当社の強みを最大限に発揮することに繋

がると確信しています。

　

　印刷業を取り巻く経営環境はますます厳しくなる一方ですが、

当社は、社長交代を経て次年度以降、そして7年後には創業90周

年、さらには、その先の100周年の光明が薄らと見えはじめていま

す。これまで真剣に議論を重ねてきたことを、中長期の視点でしっ

かりとした時間軸をもってして有言実行に移していくことが、あら

ゆるステークホルダーの皆さまに対する責務と考えています。

当社の経営理念にもある「人・物・情報」を駆使し、いかにお客さ

まの課題を解決するビジネスのご提案が行って

いけるかに全てがかかっており、今後当社

が“なくてはならない企業”であるため

にも、持続的成長に向けた取り組み

をさらに推進していく所存です。

1960年から「幸運を招く朱竹画」として一大
ブームとなった絵画。当時、当社が朱竹画の印刷を
一手に担っており、東海地区で初めてオフ輪を
導入するきっかけともなった

当社の出版事業部が出版した情報誌。タ
ウン情報誌「TJぎふ」は、当時の岐阜の若
者 の 間 で 人 気 と なり、発 行 部 数 は
32,000部にも及んだ（現在は休刊中）

▲

かかわりの深いSDGs

※イメージ

▶
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不易流行のビジネスモデル

お客さまの抱える真の
「足を運び対面で会話す

サンメッセ品質をつくりあげるものは、
一人ひとつの工程を丁寧にやりぬく、というこだ わりです。

問題を解決するために、
る」事を惜しみません。

“変わらぬ 価値”

宮川 薫

営業開発第二部長 
静岡営業所長

石井 幹也
生産管理部長

　入社当時、あらゆる業種のお客さまとお付き合いのある印刷

業界には不況は無いと教えられてきましたが、今や紙媒体その

ものの減少という、かつては考えられなかった大きな環境変化

に直面しています。

　お客さまの元へ訪問すれば仕事を頂けた時代もありました

が、やがて価格競争や付加価値が求められるようになり、今では

お客さまのビジネスを拡大させるためには何をすべきか？とい

う視点が必要です。

　それでも当社の営業スタイルとして「お客さまの懐に入り込

み、何を求めているかを感じとる」ことを大切にしているのは変

わりありません。これを実行するには、地道な努力と嗅覚を磨く

ことが唯一の道であり、我々が多くの先輩から受け継いできた

ものです。例えば、印刷物としては軽易なものであっても、お客

さまにとっては非常に大切で、ミスの許されないツールかもし

れない。このようにスペックには現れない、その印刷物にかける

「熱」というものを感じとるには、やはり直接お会いしてお話をお

聞きするしかありません。ここに我々の存在価値があると信じ

ています。

 

　市場では出力媒体の変化やネット印刷との棲み分けも進み、

紙にインクをのせるという従来の印刷だけでは、もはや我々の

存在意義は無いと言っても過言ではありません。

　予てより当社では、強みである「一社責任体制」を活かしたお

客さまの課題解決に取り組んできましたが、最近では、パッケー

ジ類のアッセンブリを含んだアウトソーシングや、経営に関わる

コンサルティングなど、今まで以上にお客さまと密接な関係を

構築しないと成し得ないビジネスへと拡充しています。ここにも

当社の強みが活きているのは間違いありません。

　どんな厳しい市場環境となっても、我々はサンメッセの営業

の基本である「足を運び、対面で会話をする」事で、お客さまの

抱える真の問題を解決するパートナーであり続けたいと思い

ます。

▲当社の強みである「一社責任体制」。総合力を活かしたワンストップ営業
で、お客さまのビジネス負荷を軽減します

▶多彩な印刷設備を駆使し、
お客さまの多様かつ複雑
なニーズにも対応します

　サンメッセでは、チラシから美術品のカタログまで、まさに多

種多様な印刷物を取り扱っていますが、お客さまにとっては、ど

れも大切な印刷物です。その期待に最大限お応えし、お客さまに

喜んでいただけるものをお届けすることを常に大切にしていま

す。では、お客さまに喜んでいただけるにはどうすればよいか。

色や画像が美しく再現されるなど、印刷物としての品質を追求

することはもちろんですが、私は徹底的に「見栄え・出来栄え」

にこだわることを大切にしてきました。

　見栄え・出来栄えをよくするには「枠を真っ直ぐで均等にする

こと」。これは、私が若い頃によく上司から指導をいただいた言

葉です。これは単に自工程を正確にということではありません。

断裁精度を高めるには、最終仕上げ工程を理解していなくては

いけません。頁物の印刷物であれば「表紙と中身、中身と中身の

繋がりはどうか、見通しはきれいであるか。」という創造力が必

要です。折工程も同様、折ズレや歪みはないか、折丁と折丁の関

係は問題ないか。枠を真っ直ぐで均等にしようとすると、自然と

他の部分も気になってきます。ノンブルやインデックスの位置、

ズラシ折のズラシ幅など、工程で品質を確保していけば『枠は真っ

直ぐ』になっていくのです。製品そのものだけではありません。

例えば包装についても同様です。お客さまが製品を手にした時、

包装やラベルの貼り方が整然としていれば、見た目も美しく、お

客さまの期待は高まるでしょう。そして包みを開け、最初に目に

入る製品の出来栄えが良ければ、さらに高いご満足をしていた

だけるはずです。

　このように、サンメッセ品質をつくりあげているのは、すべて

製造工程における、一つひとつの小さなこだわりの積み重ねだ

といえます。これは全工程を自社で一貫生産できる当社ならで

はの強みです。加工開始の資材から最終の製本まで、知識、技

術はもちろん、何より自分の目（モノの見方）を養う事で、これか

らもお客さまに感動をお届けしていきたいです。
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不易流行のビジネスモデル

ソリューションの幅を広げ、
より多様なニーズに対応することで
新たな価値を創造し、100年企業をめざします。

エコ荷札▶

3DCG制作や電子書籍、新発想
のICT商品の開発など、さまざま
なデジタルメディアを手がけて
います

　そのための具体的な取り組みとして、まず印刷のさらなるワ

ンストップソリューションの構築をめざします。これまでの印刷

業を柱にした印刷品目、技術、工程をベースに、その前後のサー

ビス領域を拡充させるという試みです。

　現在進めている新たなる成長戦略の４事業についても、１つひ

とつ単独で事業化をするということではなく、あくまでコアとして

の印刷があり、その枠を広げるための切り口であると考えていま

す。それは、明確なロジックに基づいたデザインが施されたパッ

ケージ、カラー印刷による視認性に優れたパーソナル情報印刷

物、印刷データとの相互利用により高付加価値かつ安価に提供で

きる電子ブックなど、これまでにない発想で、当社にしかできない

ツールを創出していくのが、大きな課題であり、チャレンジです。

　前工程では、情報処理機能を備えたマーケティングソリュー

ションに取り組みます。理論に基づいた科学的な提案は、これま

での印刷会社のアプローチとは大きく異なるものであり、他社

との大きな差別化に繋がります。また後工程では、出荷・アッセ

ンブリーを備えたロジスティック業務の充実です。完成した製品

をクライアントではなく、直接エンドユーザーへ出荷するとい

う、いわば垂直型生産体制によりお客さまにフルフィルメント

サービスをご提供できるものと考えています。

　

　そしてこの先のメディアミックス事業は、デジタルコンテンツ

の制作対価を目的とするのではなく、そのコンテンツを当社の

経営資産として活用するという、まさに印刷会社のビジネスモ

デルを根幹から変えるものをめざします。従来の印刷物のコン

テンツを活用して、二次成果物として電子書籍などを作ること

は変わりませんが、そのコンテンツを資産としたメディア展開を

推進します。例えば書籍データにICタグを貼ることで、社内運用

の利便化を加速させ、お客さまへの提案を充実させます。

　さらには印刷業で培ったコミュニケーションのノウハウを、より

さまざまなシーンで活用していかねばならないと思っています。

ICTソリューションをコンシューマー向けに展開することによっ

て、これまでより幅広い認知を獲得し社会的信頼を得ることで、

サンメッセブランドをより向上させていきたいと考えてます。

　これからも、当社はお客さまの下支えをする、という事業ポリ

シーは継承しつつ、これまでになかった新しい価値を創出し、今

後100年企業をめざすため、新社長のもと邁進してまいります。

　印刷業界を取り巻く環境は急激に変化しています。家庭用プ

リンターの普及による印刷物の減少から始まり、デジタル化の

進化により、いわゆる「紙離れ」のトレンドが顕著となりました。さ

らには通販型印刷業の登場により競争が益々激化しています。

このような厳しい背景から、当社のみならず印刷業界全体が大

きな分岐点に立たされている状況です。コモディティ化が進む

なかで、当社がつくり出す製品にメリットを感じてもらえない限

り、当社へのニーズは無いということであり、迅速かつ中長期的

に取り組むべき、大きな課題と捉えています。

　一方で日本経済全体に目を向けても、東京オリンピックへ向

けた再開発の竣工ラッシュなど大型投資案件がピークを迎える

なかで、景気の持続性には懐疑的な見方をせざるを得ません。

印刷業界は、紙から電子への加速度的なシフトは一段落してい

るものの、ICT系企業とのM&Aの増加、物価高騰の兆し、AI・仮

想通貨・スマートスピーカーの実用化など、技術の進化の影響

や、地方創生／地域活性化に関するビジネスチャンスなど、プラ

スとマイナスの材料が交錯しています。このような状況をブレ

イクスルーするには、当社の総合力を活かした新しい発想によ

るソリューションが必要だと考えます。

　もう20年以上前の事例ですが、ハンガー輸送をするお客さま

から、商品に取り付ける荷札の制作を定期的に発注いただいて

いました。その荷札には針金がついていたのですが、ある日「針

金が無い荷札は作れないか？」というご相談を受けたのです。

ちょうど全国的に「分別回収」が徹底され始めた時期の事で、荷

札から針金を外す手間がかかるのでなんとかしたい、というこ

とでした。早速、営業担当者をはじめ、企画や工務、製造部の担

当者によるプロジェクトチームを作成し、試行錯誤の結果、「エ

コ荷札」の開発に成功しました。このエコ荷札は、鉤状の切り込

みによって外れなくしたもので、その後、特許も取得しています。

これは各部門が知恵を出し合い、トライ＆エラーを繰り返した末

の成果でありますが、やはり当社の強みは総合力にある、という

ことです。

印刷であって印刷でない。そんなサービスをめざします。

平野 高光
執行役員  営業開発第一部長

“変えていく勇気”
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