MAMORU
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カタログやパンフレット、
ダイレクトメール、
店頭什器など、多種多様な商業印刷物の
企画・製造が、サンメッセのコア事業です。

SDGs

これらを創り出すための生産設備、
高品質を
担保する技術、そして人財が当社の資産で
あり、
基盤となるものです。
さらに印刷会社の
強みとして、幅広い業種のお客さまが挙げ
られます。
メーカー、
流通、
金融、
大学、
官公庁、
広告代理店など多岐にわたり、その数は
20,253社にも及びます。
これらの関係資本に
よって、様々な社会的課題をキャッチし、
そしてパートナーシップを実現していくことが

地方創生

技術・設備

パートナーシップ

現場力

新事業

高品質

人財

ソリューション

川上戦略

セキュリティ
高付加価値

できると考えています。
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コア事業 商業印刷事業

?

・社内一貫・一社責任体制による、多種多様な印刷物への対応
・80年余に培った印刷技術・ノウハウの蓄積
・企画デザインからデリバリーまで社内一貫生産の提供
・(コロナ禍でも)お客さまとの緊密なコミュニケーション

何を守る

事業概要

名古屋市役所からの仕事を増やすことができました。市場
全体としては、自動車産業、機械メーカーなど製造業が

当社のコア事業となる商業印刷事業は、ペーパーレス
化やネット印刷の台頭などの大きな変革期にあります。
印刷業界全体の需要は減少しているものの、当社は

多いことから、
カタログやプロモーションツールにくわえ、
社内報や記念誌など、コーポレートコミュニケーション
ツールの仕事が堅調に推移しています。

「社内一貫生産による一社責任体制」
によって、
さまざまな
印刷、
加工を社内で完結できることが強みであり、
直取引の

[東京エリア]

お客さまはもちろん、広告代理店や同業者からも重宝さ

今回のコロナ禍では、同じ東京エリアでも、
２つの拠点で

れています。これからも営 業エリアおよび 事 業 領 域 の

大きく明暗が分かれました。開設以降、快進撃を続けてきた

拡大によって、
コア事業である商業印刷の売上と付加価値

新宿営業部は急ブレーキがかかり、売上の面で苦戦を強い

を向上させてまいります。

られました。一方、東京営業部は、お客さまの多様性と層の
厚さがリスクヘッジとなり、
売上を維持することができました。

エリアごとの事業環境

これからも両拠点の連携を深め、

[愛知エリア]

什器やPOP類）やセットアッセンブ

商業印刷を核に店頭販促資材（立体

今回のコロナ禍では、民間企業への

リを含めたワンストップ受注など、

訪問を自粛せざるを得ませんでした

守備範囲の広さを武器にお客さま

が、その間、自治体への営業活動を推

の満足を高めてまいります。

進し、特にこれまで取引が少なかった
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取締役専務執行役員
営業副本部長兼愛知統括部長
兼IPS・パッケージ統括部長

取締役執行役員
営業副本部長
兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長

伊東 覚

由良 直之

新型コロナウイルスによる事業への影響
コロナ禍においては、特に民間企業における需要の減
退と訪問自粛ムードが、今上期の業績に少なからず影響

発力を持って積極的に受注しました。
このように当 社は幅 広 い 業 種と取 引しているため、

しています。
しかし、民間企業への営業活動が停滞する

ゆっくりと影響が出てきた感もありますが、
これからはオ

中、国や自治体の経済支援策においては、高いセキュリ

ンラインでのアプローチも含め、積極的な営業活動を再

ティ管理体制が求められる新規需要が発生しており、瞬

開させてまいります。

戦略と成果
DX(デジタルトランスフォーメーション)やペーパーレス

当社は「社内一貫生産による一社責任体制」を大きな

化、少子化などによって、大ロットの印刷物は今後減少して

武 器にして います が 、一 方 では 多 様 な 外 部 ブレーン、

いくと思われます。
しかし、ニューノーマルといわれる時代

パートナー企業との連携ネットワークも、お客さまへの

の中で、新しい暮らし方や考え方が生まれることで新たな

提供価値を生んでいます。
これからも「顧客第一主義」を

需要が発生します。
これからも、当社が有する多種多様な

実践し、事業を通じてお客さまの発展、満足に貢献し、当

人財と設備をフルに活かし、お客さまの課題解決に貢献で

社のコア事業である商業印刷事業の堅持・伸長に取り組

きるソリューション型の印刷営業を展開してまいります。

んでまいります。

チームミーティングでいろいろとアイディアを

High light

コロナ禍におけるオリジナル商品の開発

この度のコロナ禍において、当社も社会のお役に立てるオリジナル商品を創
りたいと考え、抗菌効果のある表面加工を施した使い捨てマスクケースとマスク
ハンガーを開発しました。

マスクハンガー

飲食店や商業施設で食事をする時や一時的に外したい時に、マスクを安全に
収納できるツールです。マスクケースは各社にご購入いただいただけでなく、お取
引先のオリジナル商品として販売されています。
マスクハンガーも今年の大河ドラマ
の主人公・明智光秀をモチーフにした商品が関ケ原町で販売されています。
コロナ
禍ならではの衛生関連グッズとして、多くの人にご愛用いただいています。

マスクケース
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価値を生む現場力

?

何を守る

・社内一貫・一社責任体制によるシームレスな生産フロー
・80年余に培った印刷・製本・加工技術
・多能工化による柔軟な生産体制とムダの排除
・高品質にこだわる職人魂

“稼ぐ製造部”へのあくなき挑戦
「利益の源泉は製造部にある」
という考えの下、製造部の

そして、利益の捻出という点では、常に今の仕事のやり

全社員が同じ方向を向いて“より稼ぐ製造部”へと進化

方に疑問を投げかけ、一円(お金)、一秒(時間)、一ミリ(移

すべく、
まずは各現場のマネージャーが「高品質」
と
「コスト

動距離)に、
とことんこだわろうと考えています。印刷・製

削減」に強くこだわり、それぞれの現場で意識改革、業務

本工程はもちろん、BPO事業におけるセットアッセンブリ

フローの見直しなどに取り組んでいます。

業務においても、ムダの排除を突き詰めた動線設計に

特に「高品質なモノづくり」については、
「 良い製品をつ
くることが結果的にムダを省き、
コ

よって、不良品が出ない仕組みづくり(ワークフロー)と生
産効率の向上を追求していきます。

スト削減につながる」
と考え、
より
厳しい品質基準を設けています。
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執行役員製造本部長

本社工場長

渡辺 数巳

小寺 良樹

大胆な部署転換で、
より広い視点を持った人財を育てる
今上期は新型コロナウイルス感染症の拡大によって
印 刷 需 要 が 徐々に減 退していく中で、多 能 工 化による

観点でも貴重なノウハウを得ることとなりました。
なによりも新しい仕事を経験することは視野を広げたり、

柔軟性の高い勤務シフトを実践しました。
その時々で忙しい

モチベーションの向上につながります。慣れない仕事に

部署に、仕事の少ない部署の人員を配置することで短納

挑戦することは不安もあるでしょうが、特に若い世代は

期に対応すると同時に、製造部全体での残業縮減にも

失 敗を恐 れずに、どんどん 新しい 知 識と技 術 の 習 得に

つながりました。その意味では、例年にない閑散期を迎えた

貪欲になってほしいと思います。
「チャレンジする人を応援

ことがきっかけとなり、
これまで実行できなかった大胆な

する」が当社の社風です。

部署異動にも挑戦することができ、ワークシェアリングの

VOICE

高品質を実現する現場力／多能工化への取り組み
何事にも挑戦し、目指すはスキル数ナンバーワン!!
西工場出荷係に配属されて以来、
「 いつか印刷機を動かしてみ
たい」
と思い続け、自ら志願して印刷課に配属していただきました。
その後、印刷技能検定2級を取得する際には印刷の基礎を学び直し
たことで知識が高まり、さまざまなトラブルにも柔軟に対応できる
ようになりました。

西工場 BF・シール課チーフ

鈴木 千春

今、製造部では多能工化が奨励されていますが、色々な工程の
スキルを身に付けることは、その時々に忙しい部署で働ける強み
だけでなく、モノづくり全体が理解できるという利点もあります。
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品質へのこだわり

?

何を守る

・サンメッセクオリティへのこだわり
・品質を保証するしくみや設備
・徹底した情報セキュリティ

品質保証室の設置
製品の品質を保証する部門として、
「 品質保証室」を

また、
当社では、
お客さまが求める品質管理にとどまらず、
さらに一歩先を見据えた品質保証にも取り組んでいます。
製品ごとに設定した品質基準をクリアした場合に
「合格証」

設置したのは2012年のことです。それまでは、品質管理の

を発行することで、品質管理の付加価値化とともにサン

一環として印刷事故の防止対策を展開したり、公的認証の

メッセクオリティのブランディングも目指しています。製品

取得や更新などを中心に行っていました。当社の事業が

の品質を保証する。
高いレベルの生産体制をアピールする。

商業印刷からIPSやパッケージ、上場企業のコーポレート

そして、
自信を持って製品を出荷する。
正しい指示があれば、

コミュニケーションへと拡大するにともない、お客さまから

正しい、良い製品ができるという
「川上理論」
を進めながら、

求められる品質管理も多様化することとなりました。
そして、

当社の強みである社内一貫生産、一社責任体制に、サン

単なる品 質 管 理 体 制にとどまらず 、盤 石な生 産 体 制や

メッセクオリティを加え、お客様にご満足いただける製品

経営が問われる時代を迎え、営業本部、製造本部、管理

づくりをしていきたいと考えて

本 部からも独 立し、全 社でサンメッセクオリティを追求

います。

していくことが必要となりました。

お客さま視点の品質
お客さまから求められる品 質 水 準 が 高 度 化 、多様化
していく中で、
「品質を求めるなら、サンメッセに依頼せよ」
というありがたい言葉をいただくことも少なくありません。
そんなお客さまからの期待をモチベーションにして、当社
では
「良い製品 安定した品質で顧客の満足を得る」
を品質
方針に掲げ、常にお客さま視点で品質について考えてい
ます。IPSやパッケージへの事業拡大にともない新しい
標準規格等の認証を取得するのはもちろん、お客さまから
の要請にも柔軟に対応しています。
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取締役執行役員
品質保証室長

衣斐 輝臣

品質向上のための取り組み
これまで製造部においても、製品ごとの検査が終了した

IPSにおける機密情報の漏洩やパッケージにおける異

ものについては、検査証（押印）を発行することで、品質

物混入などは、お客さまにとっても、当社にとっても甚大

管 理 の 有 効 性を担 保してきました。この 製 造 部 の 検 査

な損害を生じさせます。そのため、最先端の機器を導入し

体制は維持しながらも、品質保証室が並行して製品検査を

た製造体制と検査体制を構築しており、
こうした高度な品

実施することで、サンメッセクオリティとしての品質基準

質が要求される製品をサンメッセクオリティのプロトタイ

づくりや運用について試みを始めています。

プにして、
これを全社に広げていきたいと考えています。

標準規格等の認証取得への対応
当社では、商業印刷からIPSやパッケージへと事業を拡大
するとともに、時代やお客さまからの要請に応えるため、

保管ができる製造業許可証を取得しています。
また、医療
機器の製造業許可も取得しています。

新たな公的認証の取得にも取り組んできました。環境対応
のISO14001や個人情報保護対応のプライバシーマーク
のほか、機密性の高い情報を取り扱うIPS事業の受注拡大
にともない、ISO27001（ISMS）
を認証取得しています。
また、
パッケージやその延長線上にあるセットアッセンブリ、
BPOにおいては、防虫や異物混入防止対策をはじめとする
衛生管理を徹底し、エ アシャワ ー で 入 室 するクリー ン
ルームを設置しました。化粧品や医薬部外品の包装、表示、

ISMS認証

エアシャワーで衛生管理した第5工場2階

高度なセキュリティシステム
当社には、個人情報や機密情報を印刷加工する高度な
セキュリティのIPS専用工場があります。
こうしたノウハウ
を一般工場にも応用することで、製造部としてセキュリ
ティのレベルや意識を向上しています。一般工場でも個
人情報や機密情報が取り扱えれば、IPS事業の作業効率
を高めることにもなり、当社の成長戦略を品質保証の側
IPSルームの顔認証システム

VOICE

面からもサポートしています。

企業情報開示ツールの制作にあたり

私が所属するソリューション企画部では、統合報告書や株主通信、社内報など、企業のコミュニ
ケーションツールを制作しています。有益な情報発信に向けたコンサルティングに始まり、より
魅力的な企画、誌面づくりを提案し、お客さまの企業価値向上に貢献していく中で、
より高い品質を
追求しています。各種システムを活用し、ミスのない効率的なワークフローを提供する一方で、
専門の校正部署と専用ソフトによる複数のチェック工程を通じて、間違いのない制作フローを実践
しています。

ソリューション企画部
本社ユニット 主任

箕浦 弘樹

Sun Messe REPORT 2020

36

る

多様な人財

?

何を守る

・真面目な企業風土
・人財のダイバーシティ
・働きやすさのための制度支援

お客さま第一主義を実践できる多様な人財
当社の社員は、岐阜県大垣市という地方都市に本社を

などは比較的少なく、まさに「大家族主義」の経営が浸透

置く企業ならではの特徴かもしれませんが、
全体的にとても

しており、個の力だけでなく組織力や連携によって「顧客

真面目で、地元志向が強く、家庭を大切にするタイプの人

の満足」を実現していくという、チームワークも含めた“人

が多いと感じます。

財力”
に恵まれていると思います。

一方、仕事の面では、サンメッセフィロソフィーの一番

今後、ペーパーレス化等が進む中で、一人ひとりが「先

目にもあるように「お客様第一

取の精神」に磨きをかけて、新しい社会に適応した発想や

主義」
を実践できていると感じ

スキルを身に付けていかなければなりません。そのため

ます。例えば、少しばかり困

にも、研修プログラムや教育システムをさらに充実させて

難な仕事が発生しても、皆

まいります。

で 協 力したり、知 恵 を 出し
あって、なんとかやり遂げて
しまう底力を持っています。そ
の点では、縦割り組織の弊害

取締役執行役員
総務部長

竹林 啓路
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新型コロナウイルスへの対応
コロナ禍においては、なによりも社員の健康・安全を守

議などを積極的に推奨・活用しています。
また、警戒レベル

ることが第一であり、感染予防策としては、人との接触を

が特に高かった時は、社内で感染者が発生した場合の機

最小限にするために在宅勤務の推奨や時差出勤、Web会

能停止を避けるために職場の二重化(分離)も行いました。
中 でもソリューション企 画 部・東 京 企 画 ユ ニットでは、
80％以上の社員が在宅勤務を実践するなど、
コロナ禍を
きっかけに当社のワークスタイルも大きく変わりました。
同時にクライアント企業でも訪問自粛や在宅勤務が進
み、今ではWeb会議が当たり前の世の中となりました。出
張や移動の負荷が軽減された反面、
コミュニケーション不
足が悪影響とならないよう、社内イントラを見やすく改訂
するなど、社員同士のコミュニケーションは“密”にとって
まいります。

コロナ禍での職場二重化

一人ひとりが活躍できる環境づくり
「働き方改革」
とは残業を削減することも一つですが、一

のための教育・研修の企画、人事考課制度の改訂、長時間

人ひとりの生産性を向上させることが最も大切と考えて

労働の削減など、社員一人ひとりが働きがいを持てるよ

います。人は、何も意識していないで仕事をしている時と、

う、夢ある企業への創造にチャレンジしてまいります。

目的や目標・やりがいを持って仕事をしている時では、生
産性や品質に大きな差が出ます。そのため、社員の皆さん
が日頃から、会社に、仕事内容に対して、何を思い、何を求
めているのかを吸い上げ、可視化し、足りない部分を補っ
ていきたいと考え
「従業員意識調査」
を実施しました。その
結果、多くの課題が導き出されました。今後はこれらの課
題の改善に努め、社員の皆さんの満足度を向上させてい
きたいと思います。
具体的な取り組みとしては、お互い褒め合う文化を醸成
する
「Good Job制度」+「ピアボーナス」、女性活躍推進

VOICE

「女性活躍ワークショップ」
を開催

従業員満足度調査を実施

昨年度、当社初の「従業員意識調査アンケート」を実施しました。ストレスチェックに続き、当社の
オリジナル設問で、取締役、執行役員を除く全社員を対象とし、回答率は95.2％となりました。
総合満足度は33.8％。年代別では50歳以上の満足度が最も高く、部署別ではソリューション企
画部や大阪・東京の営業部が高い満足度となりました。今後は、いくつかの具体的な施策に取り組
み、さらなる満足度の向上を図ります。

総務部総務課 主任

新藤 磨美

Sun Messe REPORT 2020

38

