する
CHOSENSURU
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印刷会社という固定概念を崩し、
新たな価値
創造モデルの実現に挑戦しています。ペー
パーレスの時代になっても、
「伝える」
という

SDGs

概念は無くなりません。
私たちは印刷のプロ
からコミュニケーションのプロへと変革を
遂げることで、お客さまの課題解決に寄り
添い、解決へと導くソリューションプロバイ
ダーとして、地域社会に貢献できる存在に
なることを目指します。
「守る」
「攻める」
の取り
組みを通じて得られた知見・資本を積極的に
活用することで、
サンメッセにしかできない、
サンメッセだからこそできる課 題 解 決の

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

あり方を見出してまいります。
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新ビジネスへの
飛躍
執行役員
営業副本部長兼岐阜統括部長

平野 高光

BPO事業の成長

強みのワンストップ・
ソリューションで、
お客さまのビジネス発展に
貢献する

BPO：Business Process Outsourcing

企業活動における業務プロセスを専門業者に外部委託すること

SC事業
ショッピングセンターの価値創造に貢献します
当社では、長年、スーパーやドラッグストアなどのチラシ、DM、WEBサイト
などを受注してきました。
こうしたコンテンツ制作力やメディア展開力を活かし、
ショッピングセンター（SC）の価値創造を目指し、デベロッパーと協業する
事業を強化しています。個別のテナントの販売促進支援ではなく、施設への
集客施策に特化し、年間を通じてトータルにマネジメントすることで、安定した
売上と収益力の向上を実現したいと考えています。時期や地域性に合わせた
イベント企画・運営からチラシやマス広告の企画制作、DMやSNSなどクロス
メディアでのターゲットマーケティングをご提案しています。
ショッピングモールにおける販売促進の一例
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何に挑戦する

・顧客課題に対して、
より積極的に向き合うことで
新たなビジネス領域を拡大

豊富な実績に裏付けられた当社BPOサービスへの発展
当社は日本のほぼ中心にある岐阜県大垣市に生産拠点

実現していく事業です。
当社には多彩な印刷機や製本・加工

があり、全国に製品を発送する上で非常に有利な立地条件

機があり、
豊富なバリエーションで対応することが可能です。

となります。今やお客さまからのご要望は、印刷物の製造だ

また出荷部門における梱包・封入作業も多種多様な中、

けでなく、製品をセットアッセンブリし、
デリバリーまで包括

各種作業マニュアルの作成から作業者の教育まで豊富な

する
「BPOサービス」へのニーズがより強くなりました。

実績を有しています。何よりも、セキュリティレベルの高い

当社のBPO事業は、ADD ON（アド・オン）型ですので、
納期の短縮や機能の強化など、
お客さまへのサービス向上を

環境下での作業に関して、お客さまに高いご評価をいただ
いております。

Withコロナの時代に益々高まるセットアッセンブリの価値
Withコロナの時代にあって、宅配や通信販売の利用は

独自に開発しています。
これからは移動コストの削減だけ

今後より増加するでしょう。当社は自社で製造する書籍や

でなく、例えば、可変印刷機と連動させ、発送先の属性情報

カタログ、パッケージをラック倉庫にて保管・管理し、お客

に応じてお勧めの試供品や販促物を同梱するなど、さらに

さまの要望に応じてピッキングし発送する発注システムを

付加価値の高いBPOサービスを展開してまいります。

アイディアで大いに発展する可能性の高い事業
多くのお客さまの課題は、今や一貫し、
かつ安心して業務
委託できる社との連携を図ることで、働き方改革に標榜さ

思います。お客さまの課題は多様であることにより、私たち
のアイディア次第で大いに発展する可能性の高い事業です。

れる人不足を解消出来るメリットの享受も重要な視点です。

お客さまとの連携強化と最適な設備とヒトを投資すること

何よりも当社は業務の川上から川下までワンストップ・ソ

で、
より価値の高い新しいビジネスとして発展させていき

リューションで展開できる会社であることが最大の強みです。

たく考えています。

このBPO事業はまだまだ大きな可能性を秘めていると

PMS事業

PMS：Print Management Service

印刷のプロとして、印刷周辺業務の最適化を実現します
企業や大学などにおける印刷物の最適化やクオリティ
管理などを、プロの視点でマネジメントします。例えば、
企画・デザイン会社からの提案に対するアドバイザリーや
全体的なブランド管理、
一方では発注量や仕様の最適化を
提案し、
コストダウンにつなげるなど、担当部署の負担を
削減すると同時にパフォーマンスを向上します。

Sun Messe REPORT 2020

50

する

SDGs構想

専務執行役員
経営企画室長兼営業副本部長
兼ソリューション統括部長
サンメッセ総合研究所（Sinc）代表

田中 信康

SDGsで機会創出し、
経営に実装
自律的アクションで地域をRe：デザインする
危機意識からの発想転換
危機意識からの発想転換。
よく当社がSDGsに積極的に
取り組む背景や意義について問われる場面で、常々発して

新しいことに積極的に挑戦する気構えをもちあわせていた
ことにもよります。

SDGsを経営に実装

いる言葉です。
コロナがペーパーレス化を加速したといっ
ても過言でないほど、ニューノーマル思考において紙であ

当然のことながら、
これらは容易ではありません。特に事

ることの必然性をより問われ、私たちのコア事業である印

業を通じた視点を強く意識し、
SDGsを経営に実装する上で、

刷ビジネスは、徐々にシュリンクする傾向下にあります。

基本構想でもあるTransforming our worldは、文字通り

新しいビジネスモデ ルを模 索し発 想 転 換する上で、
SDGsは新市場の源泉でもあり、
マーケットの変化を先取り

スとしながらも、それを変えていく判断とスピードが要求さ

したイノベーションであると考えます。発想力をより膨らま

れます。

すことでSDGsのもつ可能性の大きさに気づきます。

その中において、特に２つのゴールに意欲的な推進を

当社は、
岐阜県下の上場企業で真っ先にSDGs宣言を発し、

図っています。
ゴール13における気候変動対策や環境に関

現在主に６つのゴールに向けた経営推進を行っております。

する取り組みには、CDPへの自主回答、TCFDの賛同を

2019年の役員会にてSDGs宣言することを企画し決裁を

はじめ、
これまで以上にカーボンマネジメントの積極推進を

仰いだ際、会長、社長をはじめ全役員の賛同を得たことは

図っていること。

記憶に新しいのですが、
この本質には当社が創業以来大切

そしてもう一つは、
ゴール17のパートナーシップ強化に

にしてきた
“事業を通じて地域社会の発展に貢献する”
という

より意欲的な実践をしています。当社のお客さまは、民間

普遍的なポリシーがあります。

企業はもちろんのこと、
学校教育、
医療、
金融、
官公庁などの

地域への愛、お客さまに対する奉仕の精神で、地域から
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“我々の世界を変革する
“と示され、当社の事業構造をベー

自治体、公共団体、NPO／NGO、個人等々、非常に裾野が

頼られ、
そして期待される存在でありたい。
これが当社の根幹

広く多種多様なお客さまのネットワークが大きな財産です。

となるDNAですし、SDGs推進はむしろ必然であったように

このように特にゴール13と17にはかなり意識を高くもつ

も感じます。同時に当社は創業来より
「先取の精神」
として、

独自思考でSDGs推進を図っています。
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・多様なパートナーシップを実践していくことで、
社会的課題の解決に貢献する

2019【令和元年】5月17日 サンメッセSDGs宣言を表明

パートナーシップの
拡がりによる
ビジネス領域の拡大

社会的課題の解決を通した
ビジネス機会の創出

2035

サステナブルを
基軸とした取り組み

多様なステークホルダーとの
パートナーシップを
基軸としたアプローチ

100th

顧客の満足、社員の幸福（CSR/ESGの推進）
業績の向上（ビジネス成長）

当社ソリューションと、外部との連携強化で社会課題を解決
印刷業に求められるニーズは大きく変化し、ぺーパー

サステナビリティがより問われる今、
お客さまの持続可能

メディアに偏らぬあらゆるメディアとしてお客さまにご提案

な経営に関する関心は高まる一方です。
その中で、
外部との

することは既に当たり前のことになりました。そこで、お客

連携強化にもより一層注力し、2019年8月株式会社博展

さまとのネットワークの価値を最大化し、その延長上に

（東証JQG）
との業務提携を締結しました。株式会社博展が

“お客さまの課題解決を様々なソリューションを通じて解決

私が
主催するサステナブル・ブランド国際会議※1において、

する”という必然性に着目し、2019年5月にサンメッセ

ESGプロデューサーとして参画することで、日本全体の

総合研究所（Sinc）
を新設しました。

ローカルイシューだけでなく、
まさにグローバル全体での
課題解決の場面に立ち遭えることで、今後の大きな共創の
場としてお客さまから大きなご期待をいただいております。
※1

世界13ヶ国14都市にて連携するグローバルコミュニティ。
日本は、株式会社博展が主催。

▼

サステナブル・ブランド国際会議：
セッションファシリテーター

もはや多くのお客さまに介在する課題は、SDGsが示す
通り日本だけに留まらぬ大きな社会的課題になりつつあ
ります。今後当社グループがイノベーションを起こす上で、
多種多様なお客さまの価値やネットワーク網を活かす
ことと、
『SDGsを共通言語』
にこれまで以上の多様なお客
さまとの連携を通じ、
価値創造に繋げることは当社ビジネス
の成長に確実に繋がるものと確信しています。

▼

全国SDGs未来都市ブランド会議：
SDGsの達成に向けた地方自治体とビジネスセクターとの連携に関する意識調査報告
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SDGs構想

また、岐阜県は製造業が非常に多い産業構造の地域で

私たちは、SDGsを通して
何がしたいのか

?
T
A
WH

そして、
マルチステークホルダーとの
協働へ
マルチステークホル ダ ーとの 協 働は、今 後 の 当 社に

す。ここには上場企業だけでなく、中小企業にも大変魅力
的なキラ星と称される企業が非常に多いことが挙げられ
ます。建設業であるSUNSHOW GROUP、三承工業株式
会社（代表取締役：西岡徹人様）
との連携強化もその一つ
です 。まだ 多くの 活 動 事 例には 至って いませ ん が 、同
グループとの連携をはじめ岐阜県内企業とのネットワーク
強化、岐阜県ブランドの向上と発信力の強化にもつなげ、
同グループと連携強化を互いの共創価値向上に繋げて
いきたいと考えています。

おいてよりサンメッセらしさや、
サンメッセのDNAを活かす
視点として非常に重要な切り口と考えており、
これは私た
ちがSDGsを通して何がしたいのか？という示唆に繋がって
います。
特に、当社が本社を構える岐阜県を中心とした市町村
における各地域の社会的課題を解決するという視点を、
非常に重要な位置づけとして捉え、
「SDGsを共通言語」
と
することでこれまで出逢えなかったステークホルダーとの
連携を意識し、既に多くの活動に繋げています。
この中でも、民間企業と官公庁・自治体との協働として、
既に各市町村に様々なご提案や活動連携にチャレンジして

SUNSHOW GROUP
外務省主催第2回ジャパンSDGsアワード 特別賞受賞（2018年12月21日 表彰式にて）

いることは、今後の経営にも大きなインパクトを示すもの
と考えます。SDGsの象徴的conceptであるLeave no
one behind（誰一人取り残さない）
には強い共感を覚え
ますし、実際の活動において自社だけでなく、お客さまを
含めた共創に大きな意義を感じています。
2020年9月に公表した岐阜県の朝日大学とのSDGs
連携と協力に関する包括協定の締結は、大学×サンメッセ
の共創を、地域の活性化、環境保全、次世代育成、
レジリ
エントなまちづくりに様々な協働を通じた価値創出に繋
げるべくSDGsの達成に向けた機会を拡げてまいります。

当社と朝日大学とのSDGs連携と協力に関する
包括協定締結（2020年9月9日）
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SDGsを
「共通言語」
として、
どえらい 出逢いを創りたい

岐阜県主催 SDGs推進フォーラム

株式会社三井住友銀行主催 SDGs推進セミナーin Gifu

大垣ユネスコ協会主催
ESDパスポート体験発表会 in 大垣

ローカルならではの強みで共創し、世界に発信する
“岐阜ならではのSDGsの創出”
を追求し、
私たちが産まれ
そして育った水と緑にあふれるこの素晴らしい地域から、

県内自治体・官公庁や教育現場との協業

行政・教育機関
地域活性化
地域課題の解決

ローカルならではの素晴らしさ、美しさを訴求し、岐阜から

サンメッセ

創出価値

日本へ、そして世界へと発信していくことで、このまちで
共生する多様なステークホルダーとのパートナーシップを

地元ブランドの発信

強固なモノとして推進してまいりたく考えています。
この構想こそが、当社が考える自律的アクションです。
これまでの発想にない視点とアイディンティを大切に、

中でも岐阜県内の自治体・官公庁や教育機関、各団体
との協働を通じた産官学における地域活性化、地域課題

この素晴らしいまちを未来に向けたサステナブルシティ

の解決には強い関心があります。
「 行政・教育機関×サン

へとRe：デザインすることをプロデュースし、当社のもつ

メッセ」
というチェーンを構築するため、2019年より特に

ポテンシャルを大いに発揮していきたく考えています。

岐 阜 県 全 域を中 心に各 市 町 村との 連 携 強 化 のための

こうした考えやアクションこそが地域に共生し、そして

啓 蒙 啓 発に努め、岐 阜 県 の 各 団 体 、各 企 業との 連 携を

何よりも当社がこのまちにおいてなくてはならない存在

積極的に行っています。
まだ満足のいく成果に繋がっては

として感じていただけるよう企業価値向上に努め、多様な

いませんが、その連携を展開する上で、当社が岐阜県の

ステークホルダーからの共感を共創に変えることで、意欲

市町村においてどんな存在でありたいのか、何をしたい

的な変革に努めてまいります。

のか。
という訴求に多くのステークホルダーからの共感を
いただいております。

サンメッセが考えるSDGs構想イメージ

多種多様なパートナー

企業

大学

岐阜に
おける
地域課題

岐阜が
誇る
リソース

創出
価値

金融

行政

岐阜から、
日本へ、
世界へ発信

岐阜ならではの
SDGsを創出

産官学金の強固な連携と
パートナーシップによって推進
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社会の課題解決に貢献する
ソリューション・コンサルティング
統合思考に基づくサステナビリティ経営のコンサルティングをはじめ、
ESG経営・SDGs対応の動向を踏まえた経営戦略サポートや情報開示
支援、そして新しいコーポレートコミュニケーション施策のご提案などを
行うシンクタンクとして、2019年5月に創設しました。

サンメッセ総合研究所（Sinc）

Sustainability Solution Provider

Sinc設立の狙い：

サステナブルな社会経済を創らねばなりません。今のまま
行けば、地球の環境と社会は持続「不」可能となることは必定
でしょう。

川村 雅彦

サンメッセ総合研究所（Sinc）
所長/首席研究員

Competitive Sustainability

Sincのビジョン：

2050年には世界人口は100億人に近づき、経済規模は
4倍とも推計されています。その結果、食糧・水・資源・エネル
ギーの消費が増大し、CO2排出も止まらず、気候変動は常態化
します。翻って、
日本は人口減少など様々な課題を抱えながら、
21世紀型産業とともに地方創生を模索しています。

環境と社会が持続可能でなければ、企業も持続可能ではい

このような構造変化を背景に、企業は長期視点に立った

られません。バランスの取れた経済・環境・社会の構築が必須

企業価値の創造と棄損防止の戦略が不可欠です。この考え

です。同時に、それを実践する企業には競争力のあるサステナ

方を私どもは『統合思考経営』
と呼び、お客さまにサステナビ

ビリティも求められ、私どもは多側面から支援いたします。

リティの解決策を提供したいと考えています。

Sincは地域の社会的課題解決に向けた活動を着実に推進し
ています。
2020年2月に開催された
「第4回サステナブル・ブランド国
際会議2020 横浜」では、主催の博展と共に
「全国SDGs未来
都市ブランド会議」
を運営し、代表の田中が「SDGsの達成に向
けた地方自治体のビジネスセクターとの連携に関する報告」
を
発表しました。地元中部・岐阜エリアでモデル事業を創出をし
ながら、SDGsを基軸とした自治体・企業・大学の協業による地
方創生の可能性を広めていきます。

TOPICS

サステナビリティ経営に関するアドバイザリーサービス

『SB Japan Lab』開始

当社は2019年8月、サステナブル・ブランド コミュニティ活動を推進する株式会社博展と
業務提携を締結し、サステナビリティ経営や地方自治体におけるSDGs推進に関するアドバイ
ザリーサービス『SB Japan Lab』の運用を開始しました。新型コロナ禍においては、オンライン
を活用した「SB_ESGシンポジウム」を開催し、ESGにおける最新動向を発信しました。
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ダイバーシティの活用による
新たな視点をご提案
当社の企画部門・デザイン部門の女性メンバーによるクリエイティブチーム「LinK」。2014年に結成した営業部・企画部・
製造部の女性による社内活動チーム「Passo（パッソ）」を前身に、2017年、
クリエイティブチーム「LinK企画推進室」
として
立ち上げました。以来、社内での活動だけでなく、多くのクライアントから「女性の意見が聞きたい」
「 女性目線の企画や
デザインにしてほしい」など、さまざまなリクエストにお応えしています。

サンメッセ女子クリエイティブチーム

LinK Eye（リンク・アイ）
イントラネットLinKメンバーによるブログから、生活や趣味など、
さまざまな情報を発信

SDGsを軸とした他業種とのパートナーシップ
持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指し
て、
「 Goal 17 パートナーシップで目標を達成しよう」
と
いうSDGsの観点を軸に他社女性チームとの交流＆協業
をスタートさせました。2020年10月に開催したGALLEY

女性活躍リーダー研修

＋オンライン講座「“SDGs時代の働き方”
とは」は、その

外部講師を招いた全社女性リーダー対象の研修に、

第一歩。
「女性活躍の時代」ではなく、誰一人取り残すこと

LinKメンバーからも数名が参加

なく、それぞれのスタイルで働ける
「Goal 4 ジェンダー
平等を実現しよう」
「 Goal 8 働きがいも経済成長も」の
SDGs達成と、地域創生、共生、そして新たなビジネスチャ
ンス創出へ向けて挑戦を始めます。

主な活動
LinK PRESENTS
「“SDGs時代の働き方”
とは」Webinar配信

● 高齢者向け商品
・商品のネーミング、パッケージデザインの提案
● プロスポーツチームのノベルティー
・お酒ラベルの似顔絵デザイン
● 産婦人科Webサイト
・コンテンツ提案、サイト構築
● 女性向けリクルートパンフレット
・デザイン提案
● カーディーラー
・折込チラシ
● そのほか
・女性専用商品の店頭販促ツールデザイン提案
・ブランドネーミング提案
・展示会ブースデザイン提案
・イベント企画

2020年10月、三承工業様 サテライトスペースSUNSHOW.BASEにて
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