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株式会社マスパック
代表取締役社長

2022年 6月

ご挨拶
イスラエルの歴史学者　ユヴァル・ノア・ハラリは著書「ホモ・デウス」で、人類が有史以来苦しんでき
た3重苦、飢餓、疫病、戦争を21世紀にはほぼ克服することができたと述べています。しかし、それに
反し、この1年間流行と回復の一進一退を繰り返したコロナという疫病に続いて、ウクライナでの戦争とい
う思ってもみなかったことが現実となっています。米中2大国の覇権争い、環境問題などでの主導権争い
など世界は新たな対立の時代に突入したと思われます。

当社ではエネルギー消費で多くを占める大阪の電力を、ゼロカーボン社会に対応するために再生可能エネ
ルギーに切り替える予定でしたが、2021 年末からの電力価格高騰により果たすことができず、逆に「電
力難民」になりかけるという状況になりました。

春からは燃料光熱費だけでなく、コートボールや段ボール原紙をはじめとする原材料や消耗品の値上げが
続いており、コスト削減と販売価格への転嫁が急務になっています。コロナが下火になり経済が動き出す
今こそ想像力を高め、創造力を鍛えることにより、さらなる変化に対応していくことが必要だと感じています。

第 50期を締めくくるにあたり、マスパックの環境対策をはじめとするこの1年の取組を紹介するために、
環境アニュアルレポート2022を発行します。
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経営理念は、マスパックの存在意義・どのような目的で経営しているのかを示すものです。

特に従業員全員が物心両面で豊かで幸福であることを目指します。
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経営理念・経営方針
■はじめに

わたしたち株式会社マスパックは、
創造性にとんだ安心して使える製品をスピーディーに

お客様にお届けすることにより、社会の発展に貢献します。

1. 従業員が物心両面で豊かで幸福であること
2. 得意先、仕入先が満足してわが社と取引してくれること
3. 会社が発展し、社会のために役立つこと

〈経営方針〉

マスパックと取引してよかった
マスパックに入ってよかったと思える

会社づくりをしよう。

〈経営理念〉

そのためには、自分さえよければいいという考えは通じません。

「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために」という考えを実現します。
環境対策もその延長上にあると考えています。



私たち株式会社マスパックは、紙製ディスプレイ、パッケージの製造を通じて、
将来の世代が安心して暮らせる環境維持を目指して二酸化炭素の削減による
温暖化防止と、従業員の心の成長を目指して社内外の環境美化に取り組みます。
経営理念を実現するために、次のことに取り組み継続的改善に努めます。

基本姿勢

行動指針
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環境経営方針

2014年 10月1日
株式会社マスパック
代表取締役社長

1. 環境関連の法規制や当社が約束したことを守ります。

2. 電力および自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減に努めます。

3. もったいないという気持ちを大切にして、当用買いを徹底するとともに歩留まりを
　 向上させ、ロスを削減します。

4. 節水に取り組みます。

5. 環境に配慮した物品の購入を推進します。

6. リサイクルしにくい材料の使用を減らし、再資源化に配慮した製品づくりを行います。

7. 3S 活動により社内の整理、整頓、清掃を徹底します。

8. 近隣の美化に取り組み、地域を愛し地域から愛される会社を目指します。
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会社名　　　　　株式会社マスパック
会社設立　　　　1973 年　4月
資本金　　　　　1,000 万円
代表取締役　　　増田　昭雄
所在地　　　　　大阪本社工場　大阪府摂津市南別府町 1-3
　　　　　　　　倉庫　　　　　大阪府摂津市西一津屋 2-15
　　　　　　　　東京本社　　　東京都中央区八丁堀 3-19-9
連絡先　　　　　(大阪 ) TEL : 06-6340-5321
　　　　　　　　(東京 ) TEL : 03-5540-5656
　　　　　　　　E-Mail : seles@masspack.co.jp　URL : https://masspack.co.jp
環境管理責任者　増田　昭雄
環境事務局　　　惣埜　智一
事業内容　　　　紙製ディスプレイ・パッケージの企画・製造・販売
主要製品　　　　紙製ディスプレイ、パッケージ

登録事業者名 : 株式会社 マスパック
対象事業所 　: 本社、倉庫、東京本社
活動 　　　　: 紙製ディスプレイ・パッケージの企画・製造・販売

1968 年　　1月　　大阪市淀川区にて増田紙業 (個人 )を創業
1973 年　　4月　　大阪市東淀川区瑞光通に工場移転
　　　　　　　　　  資本金 3,000,000円にて法人設立
1982 年　　9月　　大阪府摂津市 (現在地 )に本社工場を移転
　　　　　　　　　  資本金 10,000,000円に増資
1991 年　　3月　　新社屋落成、同時に株式会社マスパックに社名変更
1991 年　 11月　　ホームページ開設
1997 年　　8月　　サンプルカット用キャド導入
2000 年　 11月　　代表取締役に増田昭雄就任
2002 年　　4月　　東京営業所開設
2007 年　 10月　　プレミアムインセンティブショーに初出展
2010 年　 10月　　大阪ものづくり優良企業賞 受賞
2013 年　 11月　　インクジェットプリンター (フラットヘッド)導入
2015 年　　1月　　エコアクション21認証取得
2019 年　 10月　　東京支店を本社に格上げ
2020 年　 11月　　事業継続力強化計画 認定
2021 年　　2月　   経営革新計画 承認
2021 年　 10月　　 FSC®森林認証取得
2022 年　　3月　　健康経営優良法人 2022　ブライト500認定
2022 年　　3月　　大阪府健康づくりアワードで優秀賞

期間
売上高
人数

延べ床面積
(㎡ )

年月
万円
大阪本社
倉庫
東京本社
大阪本社
倉庫
東京本社

48期
‘19.7～20.6
86,200
33
0
5
1019
179
96

49 期
‘20.7～21.6
87,500
35
0
7
1019
179
207

50 期
‘21.7～22.6

36
0
8
1019
179
207

51 期 ( 予想 )
‘22.7～23.6
100,000
37
0
9
1019
179
207

事業年度　　6月21日～翌 6月20日

会社概要
■マスパックについて

概要

認証・登録の対象組織・活動

沿革

事業の規模

85,600
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設備

大阪本社工場敷地 ……………… 970㎡ 
鉄骨 3階建事務所棟 ……………  1,019㎡ 
倉庫 ……………………………… 179㎡ 
 

土地建物

段操機シングルフェイサーB段 (1300mm)
段操機シングルフェイサー E段 (1350mm) 
オートカッター 
自動貼合機 (1200×1250mm) 
自動トムソン(抜ずれ防止装置付き)(910×1280mm) 
ワンタッチグルアー (最大幅 1400mm) 
両面テープ貼機 
段ボール用インクジェットプリンター (1200mm)
ニスコーター (1200mm) 
フィルムラミネーター (1600mm) 
設計用CAD
サンプルカット機 (1300×1200mm) 
デザイン用Mac 
大型インクジェットプリンター (最大幅 1625mm) 
防虫対策用捕虫器 

主な機会装置
1 基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
1基
5台
3基
5台
2基
8台

…………………………
…………………………

…………………………………………………………
………………………………………

……………
………………………………

…………………………………………………………
……………………

………………………………………………
……………………………………

……………………………………………………………
…………………………………

………………………………………………………
…………………

……………………………………………………
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実施体制図及び役割・責任・権限
■環境レポート

代表者 (社長 )
増田

環境管理責任者
増田

環境管事務局
惣埜

100年経営委員会
保田

部門長

全従業員

代表者
増田

環境管理責任者
増田

環境事務局
惣埜

製造部
惣埜 大阪営業部 企画室 東京本社

100年経営委員会

・環境経営に関する統括責任 
・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備 
・環境管理責任者を任命 
・環境方針の策定•見直し及び全従業員へ周知 
・環境目標•環境活動計画書を承認 
・代表者による全体の評価と見直しを実施 
・環境活動レポートの承認 

・環境経営システムの構築、実施、管理 
・環境関連法規等の取りまとめ表を承認 
・環境目標•環境活動計画書を確認 
・環境活動の取組結果を代表者へ報告 
・環境活動レポートの確認 

・環境管理責任者の補佐 
・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施 
・環境目標、環境活動計画書原案の作成 
・環境活動の実績集計 
・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理 
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施 
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口 
・環境活動レポートの作成、公開 (事務所に備付けと地域事務局への送付 ) 

・自部門における環境方針の周知 
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施 
・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告 
・自部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施 
・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成 
　試行訓練を実施、記録の作成 
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施 

・環境活動計画の審議 
・環境活動実施の確認•評価 

・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚 
・決められたことを守り、自主的•積極的に環境活動へ参加 
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主な環境負荷の実績

環境経営目標及びその実績

■環境レポート

項目

二酸化炭素排出量
廃棄物排出量
　一般廃棄物排出量
　産業廃棄物排出量
水使用量
※電力の排出量換算値： 0.514kg-CO2/kWh（2012 年関西電力基礎排出係数）
※産業廃棄物は、古紙（再生利用）、PP, 金銀を含む古紙、木型、汚泥の廃棄量

単位

ｋｇ-CO2

ｋｇ

ｋｇ

m3

2018年

83,045

2872
172,630

790

2019年

82,107

1680
180,820

889

2020年

88,222

1700
260,690

920

2021年

86,342

1700
267,900

893

年度
項目

電力による
二酸化炭素削減

自動車燃料による
二酸化炭素削減

資源リサイクル推進

節水

再資源化配慮製品づくり

上記二酸化炭素排出量合計

47期
2018年
( 実績 )
43,021
100％
21,305
104％
64,325

790
124％

48期
2019年
( 実績 )
42,240
98％

19,382
91％

61,622

889
113％

49期
2020年
( 実績 )
45,060
107％
19,076
98％

64,136
2,163

920
103％

51期
2022年
(目標 )
44,159
98％

17,931
94％

62,090
2,206
102％
865
94％

52期
2023年
(目標 )
43,708
97％

17,359
91％

61,067
2,228
103％
837
91％

(目標 )
44,609
99％

18,504
97％

63,113
2,185
101％
892
97％

( 実績 )
45,738
102％
18,026
94％

63,764
1833
85％
893
97％

( 評価 )

未達

達成

未達

達成

50期
2021年

ｋｇ-CO2
前年比
ｋｇ-CO2
前年比

ｋｇ
前年比
m3
前年比

再生資源を
優先利用

ｋｇ-CO2

CO2排出量

42期
43期
44期
45期
46期
47期
48期
49期
50期
2030年
2050年

電気
41,163
41,621
39,543
40,006
42,995
43,021
42,240
45,060
45,738
22,500

0
10,000

0
11,000

0 0 0

24,387
23,530
24,697
21,726
20,578
21,305
19,382
19,076
18,026

9,123
9,514
9,876
12,513
17,324
18,261
19,857
23,608
22,040

404
897
853
717
897
458
628
478
538

75,077
75,562
74,969
74,962
81,794
83,045
82,107
88,222
86,342
43,500

ガス 他 全体ガソリン軽油

47期 48期 49期 50期

再生資源を
優先利用

再生資源を
優先利用

再生資源を
優先利用

再生資源を
優先利用

再生資源を
優先利用

再生資源を
優先利用

再生資源を
優先利用

kg ㎥kg CO2
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×

○

○

◎

○

○

△

○

×

◎

○

○

◎

×

○

◎

△

○

×

環境経営計画及び取組結果と
その評価、次年度の取組計画

■環境レポート

大阪高圧電力は昨対95.7%となったが、2021年8月後半の冷夏に
助けられた要因が大きい。また、22年2月の使用量が大きく増えた
ことが気になる。逆に東京の電力は21年2月に倍の広さの事務所
に移転した影響が大きく昨対142%となり、全体値を引き上げ目
標を超える結果となってしまった。。デマンド値は21年7月21日（水
）と22年1月31日（月）に最高値58を記録したが目標値に収まった
。これまで暖房による使用量やピーク値には無警戒であったが、
今後冬場の使用状況も注意せねばならない。

全体では昨対 95％で目標を達成出来たが、内訳はガソリン
101％、軽油 86％とガソリンの使用量が去年を超える結果になっ
た。大阪の営業車 3台はアイドリングストップ車なので、呼び掛
けなどはせず各営業任せだった。来期、数値目標である項目の
見直しを行い、月毎での数字を見ながらエコドライブを意識して
もらう事が必要と考える。製造現場ではフォークリフト
などの無駄な空ぶかしなどが多かった印象が強くあり、来期はそ
うのような部分の呼び掛けも行いたい。
軽油に関しては、今期同様に結果を出せるように維持していく。

紙ごみの分別及びストレッチフィルム /剥離紙の分別など社内に
おいて定着した。一般ごみに関しても少量のごみはいくつかまと
めてひとつにするなど常に意識してされている者もいる。そのよ
うな者がひとりでも多くなるように来期、期待したい。

使用量が増え続けていたことに疑問を抱いたエコアクションの担
当者が本来使用量がゼロのはずの休日にもメータ-が動いてい
ることを発見。1階トイレの床下に漏水が見つかり、原因がわかっ
た。21 年 11月に修繕後は使用量が減少し , 結果 97％とほぼ目
標達成する事が出来た。 

出荷での発送や試作などの発送は出来る限りコンパクトになるよ
う荷造りするようになった。特にパートさんの提案でケースの高
さを低くする道具の購入により、誰もが楽に行えるようになった。
来期もこのような工夫ある改善を期待します。

・エアコン 10 分前停止

都市ガス
ガスについては、電力に次ぐ負担となっているが使用量が近年大きく増えていた。主に使用するのは
段繰工程であるが、表面温度計を購入し、段ロールの温度をはかることにより、アイドリングにかかる
時間を季節ごとに決め、余計なボイラー燃焼を防ぐようにし、効果を上げ始めている。また、5月に
ボイラーを新品に交換したので、燃焼効率が数%上がるはずである。
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緊急事態対応訓練
地震の発生

大阪36名

東京8名

保田 直史

増田 雄一

地震(震度6強)を想定しハンドブックに沿って実施。避難先での点呼の手順を各部署ごとに策定。 
発災時の初動について、緊急伝言ダイヤルの使用方法、緊急時の連絡方法について共有。 

地震(震度6強)を想定しハンドブックに沿って実施。
避難はしご・消火器・災害伝言ダイヤル171の使用方法を全員で確認。 

2021/10/26　9:00～

地震の発生

2021/10/21　9:00～

避難訓練と安全講習

通報訓練 消火訓練 避難訓練

避難訓練

通報訓練 消火訓練 避難訓練

安全講習
・ 事故発生時の初動、応急処置、搬送先などについてレクチャー 
・ 火災発生時の初動、初期消火の手順、消防署への連絡方法などをレクチャー 
・ 機械の危険箇所の確認。機械の緊急停止ボタンの場所を確認。
・ 備蓄品の在庫数と使用期限の確認  

避難訓練
・ 今期は人数増員や引っ越しの関係で3回行った。 
・ 人数増員により備蓄品の追加・見直し。  
・ 引っ越し後倒れて来そうな棚などの転倒防止対策を実施 

実施状況の様子

実施状況の様子
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環境関連法規等の順守状況
■環境レポート

環境関連法規等の順守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

代表者による全体の評価と見直し
代表者による全体の評価と見直し・指示

環境に関する苦情・要望等

環境に関する苦情等はありませんでした。

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

廃棄物処理法

騒音・振動規制法

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法

フロン排出抑制法

一般廃棄物、産業廃棄物（木型･金属類）､汚泥

空圧機、送風機、紙工機械、集塵装置

トラック、バン

(簡易点検）業務用空調機、エアドライヤー

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。
なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。

環境対策の重要性は、今年度の会社の経営計画における主要テーマに入っており、世界共通の課題と
意識されるようになってきているので、従業員全員理解していると思われる。
活動を牽引する100年経営委員会のメンバーが中心となり、状況の報告と省エネなどの呼びかけが頻
繁に行われた。大阪と東京のコルクボードには、電力使用量とピークデマンド値、ガソリン・軽油、水道、
ガスの月別使用量が毎月張り出され、朝礼でも呼びかけが行われた。全従業員を巻き込んでの活動と
なりつつあり、大いに評価できる。結果、冷夏であったという追い風があったものの大阪の電力使用量
は大きく減らすことができ、増床で使用量が大きく増えてしまった東京の増加分を減殺することができた。
また、昨年度作成した環境アニュアルレポートを使って、エコアクション21　オブザイヤーにエントリー
し、最終選考まで残ったが、残念ながら受賞には至らなかった。今年度はリベンジしたい。
ロシアのウクライナ侵略とそれに対するＧ7諸国などの対抗措置のために、世界の資源や食料の価格は
大きく上がっている。電力、ガス、石油などのエネルギーをはじめあらゆるものの価格が高騰している。
特に電力料金は自由化の反動で、大きく上がっている。引き続き、モノへの感謝を徹底し、もったいな
い精神を発揮して、エネルギー、原材料、資材などのコスト高要因になるものの節約を徹底することに
より、持続可能な社会の実現に向けて行動していきましょう。
今年度は、新たに発足する環境経営委員会に呼びかけと取りまとめを担当してもらいます。
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経営理念・経営方針に基づき、マスパックでは5つの取り組みをおこなっています。
従業員全員で取り組むことで会社の理念・ベクトルを共有できます。
また、社内の結束を強化するだけでなく、
従業員の個々の成長にも繋がっています。

5つの経営姿勢
■経営姿勢

フィロソフィ経営

経営理念
・

経営方針品質経営

環境経営
健康経営

ガラス張り経営



環境問題に積極的に取り組み、環境負荷を低下させることで
企業の社会的責務を果たします。

13

環境経営

エコアクション21
エコアクション21を2014 年から認定取得し
継続しています。今年度はエコアクション21
オブザイヤー 2021ソーシャル部門の一時選考
まで通過することができました。

エネルギー使用量の計測と月次報告書
毎月の目標に対する使用量を計算し、このような掲示物を
貼り出して状況報告をしています。
CO2の排出量も2010 年から毎月計算しており、2050
年には実質ゼロの目標を掲げています。
今年は水道の使用量の毎月チェックにより漏水を発見でき
ました。

FSC  森林認証を取得
このたび、森林認証制度であるFSC  の認証を受け
ました。板紙や段ボール製の製品については、お客
様のご要望に応じて、右のロゴマークを印刷などに
よって、つけることができます。
マークをつける製品は、材料の種類によっては、対
応できないものもあります。

R

R

Environment

〈サンプル〉
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デマンドコントローラー
電力使用量を計測できるデマンドコントローラーを設置
し、電力使用量削減に取り組んでいます。エアコンの冷
房を多く使う時期を節電強化月間とし、デマンド値が
オーバーしないよう働きかけをしています。
昨年は冷夏の影響もあり、63kWhから58kWhに下
げることができました。

エコドライブ講習
運転免許を持っている従業員全員に、エコドライブ講習をおこないました。

大阪府の省エネ診断
診断では、連携機関のエネルギーの専門家が当社
を訪問して、設備の設置状況や使用状況を確認し、
使い方の工夫で実践できる運用での改善の提案や、
エネルギー削減効果、必要な費用などを教えてくれ
ました。

タイヤの状態が悪いとエコド
ライブに影響するとは思って
いなかったので、とても勉強
になりました。

講習をきっかけに、始めにス
ピードを一気に上げたり、急
に止まったりしないよう心が
けるようになりました。

従
業
員
の
声

電力を制限して使うのは思っ
たより大変ですが、環境に
貢献できているなら取り組む
価値はありますね。

社内の機械が一斉に動くと
夏場でもエアコンを一時停止
しないといけなくなり、かな
り過酷ではあります、、、

従
業
員
の
声



環境貢献の一環として毎年 6月に隣
接企業にも協力いただき、近隣の普
段手の行き届かない排水溝の清掃や
道路に溜まった土の撤去等を従業員
全員で行っています。

毎週月曜日には担当グループのメン
バーが会社近くの道路等を清掃する
事で地域貢献に取り組んでいます。

15

リサイクル活動・地域近隣の清掃

近隣清掃

摂津市地域一斉清掃

営業部・製造部にそれぞれ分別用ご
み箱を置き、古紙、両面テープの剥
離紙、ストレッチフィルム (ラップ)など
再資源のため分別を行っています。

大量に出る紙ゴミを大きな四角
の塊にし、古紙回収業者に渡し
ます。

ゴミの分別・古紙リサイクル

会社の周囲を綺麗にすること
は、私たちだけでなく地域の
ためにもなるので、とても良
い取り組みだと思います！

従業員の声

排水溝の掃除まで普段はし
ないので、皆で一緒に綺麗
にするぞ！という機会がある
のは良いですよね。

従業員の声
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BCP活動
最近、急増している地震、豪雨などの災害時に、身を守るとともに、
できるだけ早く業務を再開することができるように、事業継続力強化計画（BCP）を策定しました。

① BCPハンドブックを作成し、非常時の行動をレクチャーしました。

通常の防災に加え『発災後どのよう行動を
とるか』『帰宅困難時の備蓄品の確保』
『1日でも早く操業再開のために』など、各
従業員にハンドブックを配布し、
有事に備えています。事業継続力強化計画
も認定いただきました。

② 災害などで会社にとどまらなければならなくなった時に備え、備蓄品を購入しました。

③ 避難・防災訓練 (10ページをご覧ください。)

《備蓄品内容》
・保存食
・保存水
・簡易トイレ
・サバイバルシート
・ラジオ
・懐中電灯
・ハブラシ
・単三乾電池
・単四乾電池
・マジック
・カッターナイフ
・マスキングテープ
※大阪・東京共に同様の備蓄品を
備えています。

100年経営活動の一環として、事業継続力強化計画（BCP=Business 
Continuity Plan）を策定しました。
地震や風水害で事業の継続が困難になる場合に備えて、あらかじめ
マニュアルを作成し、それをベースにして行動しようというものです。BCPハ
ンドブックを作成・講習し、万一の場合に適切な行動を確認したり、緊急連
絡のために全従業員が携帯電話のチャットアプリで連絡が取れるようにしまし
た。2020 年に経済産業省から認定を受けました。

④ 事業継続力強化計画、認定

会社で災害に合う可能性も
十分にあるので、このような
備えをしてもらえるのは有難
いです。私だけでなく家族も
安心できます。

従業員の声
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稲盛和夫さんが教えてくれるフィロソフィに基づいた経営を行っています。
 経営理念にある「従業員が物心両面で豊かで幸福であること」を目指して、
 「心」を鍛えるための取り組みを続けています。 
 

フィロソフィ経営 Philosophy

経営理念、経営方針、クレドの理解と実践を通じて、従業員の物心両面の豊か
さを追求することを目的としています。マスパックでは2008 年に経営理念、経
営方針、クレドを1つにしたこのような冊子を作成しました。
従業員全員がこれを暗記しており、週始めの日の朝礼にて唱和をおこないます。
また経営理念は採用面接でも話をし、「ひとりはみんなのために みんなはひとり
のために」を実践すること、「感謝」の大切さを話し、賛同してくれる人だけを
採用しています。

経営理念



18

月1回、大阪の社員では京セラフィロソフィを輪読し、考え方や行動の仕方を学びます。
今年度はNo. 32 ～ No. 47を読み合わせています。
理屈ではなく自分の体験をもとにした意見交換をしながら、自分の仕事を見つめ直すいい時間
が持てていると思います。

毎朝 課題図書を全員で読み、感想
を話し合うことにより心を高めます。
今年度は丹羽宇一郎「人間の器」と
稲盛和夫「心を高める経営を伸ばす」
を選びました。課題図書は1度だけ
ではなく、最低でも3度は読み直し
ます。初めに読んだときには気づけな
かったこと、理解できなかったことも
2～3回目になるとすんなり理解でき
るようになります。

朝礼での本読み

京セラフィロソフィ輪読会

なかなか自ら進んでこういっ
た本を読まないですし、会社
でこのような機会を設けても
らえるのは良いですね。

感想を言い合うときに、あの
人こんなふうに考えているん
だな～というのを知れたりす
るので面白いです。

従
業
員
の
声
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ガラス張り経営
マスパックでは従業員が経営に参画できるようにガラス張り経営を目指しています。 
個人の給料とプライバシー以外の情報は、できるだけ社内に公表しています。

Disclose

社長通信

月次決算説明会

毎週月曜日に全員に紙ベースで配布し、次の内容を
伝えています。9年目に入り400号を越えました。
　
　・朝礼や輪読会で勉強した内容の復習
　・社内外のスケジュール
　・会議の決定事項
　・コロナを含む健康情報
　・店頭レポート
　・売上実績
　・賞与の配分方法
　・社長のひとりごと
　
家族にも見てもらうように呼びかけています。

毎月、全社員対象に月次決算説明会を開催し、
前月の売上高、営業利益額、部門別損益、次
月の見込み、対策を発表しています。

会社のことだけでなく、政治
や社会情勢についても書い
てくださるので、テレビや携
帯アプリのニュースしか見な
い自分には有難いです。

東京大阪間、社内の部署間
でも情報薄になる時がある
ので、会社全体の情報を知
る事ができる大事な情報源
だと思っています。

従
業
員
の
声
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各プロジェクトの活動内容を社内の
コルクボードに掲載し、全員に進捗
が見えるようにしています。毎月用紙
の色を変えることにより、一目で最新
版がわかります。

活動状況を掲示板で見える化

毎年、決算直後に全従業員対象の
経営計画発表会にて、前期の振り返
りと、翌期の方針を説明しています。

経営計画発表会

プロジェクトや会社の取り組
みがわかるので見るのが楽し
みです。もう少し大きな紙で、
階段でなくゆっくり見れる場
所に貼り出して欲しいかも。

学生の頃の掲示板を思い出
します。仕事の業務以外で
みんなで取り組む何かがある
というのは、凄いことですね。

従業員の声

会社の1年間の動きや成果、
次年度の目標をしっかり聞
き、自分もしっかりやらねば、
と改めて感じることのできる
大事なイベントです。

従業員全員が正装で、会社
ではない大きな会場に集まる
ので、より気を引き締めなが
ら話を聞くことができます。
少し緊張する日です。

従業員の声



外部の訪問看護・訪問介護を営む会社フリーステーション社の社長や
理学療法士によるツキイチ保健室の設置や、社内での健康推進運動により
従業員の心身の健康増進を図ります。
 

健康経営 Health management
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ツキイチ保健室
マスパックでは2019 年 10月から株式会社
フリーステーションの小宮社長にお越しいた
だき「つきいち保健室」を開いています。
最低3か月に1度、全従業員との面談を行い、
健康診断の結果についてのアドバイスや体の
不調、心の悩みや家族の健康のことについて
も相談に応じてもらっています。

理学療法士のセミナー

不定期で理学療法士の方によるセミナーを実施して
います。『体に負担をかけない運動方法』や、『肩こ
り・腰痛についてのウソ・ホント』、
『トランポリンを使った運動方法』などのお話をして
もらっています。

ツキイチニュース

フリーステーションさん発行のツキイチニュース
で健康や新型コロナウイルス対策に関する情報
を全従業員に配信しています。

病院に行くほどでもないけれ
ど、自分の体のことで気に
なった些細なことでも相談で
きる機会があって、有難い。

身体の相談だけではなく、
プライベートの話でもなんで
も話せるので、とってもいい
取り組みだと思う。 

会社の人にはできない相談
なども話を聞いてくれて、真
剣に考えてくださるので、と
ても助かります。 

従
業
員
の
声

ぎっくり腰の時の対処法が聞
けてよかった。そうなった時
は実践しようと思いました！！ 

間違えて覚えてしまっていた対処法に
気づくことができた。重い荷物を持つ
ことや姿勢が悪いので、ぎっくり腰の
対処法が聞けたのが良かった。  

従
業
員
の
声
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その他の取り組み
☆ 月に1度の上司とのワンオンワンミーティングにて、
　心身の不調があれば発見する

☆ 外部の会社が実施した新型コロナ職域接種に便乗
　させてもらい、家族を含めた希望する従業員に斡旋

☆ 健康アンケートを実施し、結果を発表

長時間残業の回避
毎月、社員個人の残業時間を周知し、
長時間労働を避けます。

マスパックはこのたび、第 6回大阪府健康づくり
アワード職場部門で優秀賞を受賞しました。
まん延防止重点措置が続いていたので、表彰式に
替えて、府の担当の方と協会けんぽの方がお見え
になり、賞状や副賞をいただきました。

①2022 年健康経営優良法人
　ブライト５００に認定

②大阪府健康づくりアワード優秀賞を受賞

週イチ運動
従業員全員に、毎週木曜日の昼休憩の時に
ウォーキングまたは大縄跳びをしてもらうよ
うに声をかけています。大縄跳びはみんなで
一緒にするので盛り上がります。
また、火曜日と木曜日の昼休憩ではラジオ
体操もおこなっています。

東京では毎週月曜日の朝、
全員で行っています。呼吸の
仕方など意識するようになっ
てから終わった後体がポカポ
カになります。

従
業
員
の
声

ラジオ体操は普段使わないと
ころを使うので、ちょうどい
いと感じる。

ウォーキングはコースを変え
たり、工夫されていて面白い
部分があった。  

健康経営の取り組みによる成果



品質の良い製品をお客様にお届けするために、社内で起こった様々な問題を
把握・管理し、トラブルの再発防止や、トラブルを未然に防ぐことができる
ような社内の体制を目指します。

Quality management
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不具合・クレームメモ
社内外で起こった不具合・クレームを従業員全
員が書き込めるようなエクセルデータですべて記
録し、管理しています。不具合やクレームが起こっ
た時には詳細を調べ、原因が何なのかを追求し、
次に同様のトラブルが起きないように社内に周
知し、改善防止策を考えます。
メモは年間 150件ほど集まります。

トラブルの周知アナウンス
トラブルの内容を社内に周知する際には、チャッ
トアプリを使用しています。トラブル周知専用の
チャットグループ『品質向上アナウンス』を設置
し、問題が起こった場合に誰でもすぐ内容を会
社全体に知らせて注意喚起することができます。
チャットアプリが使えない人も、毎月トラブル内
容を書いた掲示物により、どんな事が起こった
のかを知る事ができます。

社内の掲示物には、その月に起こったトラブルの
内容を細かく記載するだけでなく、トラブルを『確
認不足』や『ルール違反』などの原因別に分け、
どんな傾向のものが多かったのか、どこの部署で
多くのトラブルが発生したのかを伝えています。

《掲示物》

品質経営

社内でそんなトラブルがあったのか！
という事も知れますし、同じトラブル
を起こさないように皆んなで気をつけ
る事ができる、とても良い取り組みだ
と思います。

従
業
員
の
声
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内部監査
年 2回の内部監査で、社内規定が正しく運用されているかなどを
チェックします。同時に、各工程の問題点や要望を把握し業務の改
善、効率化につなげます。個人ではなかなか解決できないことや、
言い出せなくて不満に思っていること等をここで打ち明ける事ができ
ます。

検査
マスパックでは各工程での検査を必ずおこなっています。受入検査、
工程内検査、品管検査、出荷検査結果をチェックシートに記録し
ています。

防虫対策
大阪本社社屋では医薬品のパッケージを扱うために、防虫対策を施
しています。外部業者によるモニタリングや殺虫消毒。日ごろから窓
や扉は開放せずに、虫が製品に混入しない対策を取っています。

改善メモ
従業員が自発的に、社内の『もっとこうした方
が良い』と思う物事に対して改善した結果を記
録しています。
毎月、高い効果を発揮した改善事項にはそれを
実行した人を『改善賞』として表彰し、景品を
渡しています。
今年度は159件集まり、27件を表彰しました。

玄関のポールやドアの入り口に虫除けグッズを
取り付けています。

改善内容を見て、そのやり
方があったのか！とか、なん
で自分は気づけなかったのか
…と思ったりしています。

従
業
員
の
声
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工程・技術紹介①

■工程・技術紹介

中芯原紙をギザギザのついた2本の
段ロールの間に通して波状に成形。
これを平らな原紙 (裏ライナー )と
貼り合わせて規定寸法に断裁。
片面ダンボールの完成です。

片面段ボールとコートボールなどの板
紙を貼り合わせてシートを作る加工を
貼合 (てんごう)、2枚以上の板紙同
志を貼り合わせる加工を合紙(ごうし)
といいます。

貼合・合紙機

トムソン (抜き打ち)

木型と面板の間にシート(紙、ダンボー
ル )を挟み加圧 (プレス )する事でパッ
ケージの展開図の形に刃を入れ、折れ
る位置に罫を入れる打ち抜き加工です。

てんごう ごうしき

段繰機
だんぐりき
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サックマシン

両面テープ貼機

打ち抜き後の材料から箱等の完成品
へ加工する機械です。シートがベルト
上を移動し、 糊引きから折り畳み圧着
作業を一括で行い完成になります。
一般的な箱や箱型什器から 複雑な折
り加工の必要なワンタッチ底の箱まで
をこなします。 

ディスプレイでは組み立ての際に、 
両面テープを多用します。 
通常は手作業で両面テープの仕込み
作業を行いますが、この機械で手作
業 の数倍の速さで作業を進める事が
でき ます。3種のテープをセットし、
材料 に貼り位置、長さを変えて貼る事
が 可能です。 

大型インクジェットプリンター

サンプル作成用に1625ｍｍ幅まで印
刷できるインクジェットプリンターを大
阪、東京に設置しています。巻き取る
ことができない厚紙や段ボールといっ
たフラットメディアに印刷が可能です。
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工程・技術紹介②

■工程・技術紹介

段ボール用大型インクジェットプリンター (ポルタ)

幅 1200 ㎜までの大型シートへイラス
トレーターやPDFデータから 直接高
速で印刷を行える機械です。 
シートの種類もボール紙から A段ダン
ボール迄可能で、 小ロット対応に威力
を発揮します。 

ニスコート機 (コータ)

ポルタで印刷後にニスコートを 行いま
す。ニスコートを行う事で、 光沢出しと
表面保護が行えます。

ラミネータ(ラミー )

PPラミネートを施す機械になります。 
印刷済のシート表面に極薄な透明ＰＰ 
フィルムをローラーで圧着し印刷面に 
貼り合わせます。 
光沢があるフィルムや艶消のフィルム 
を貼ることが可能です。 
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工程・技術紹介③
設計

マスパックで作る製品のほぼ100％を社内で設
計しています。これまでに膨大な数と種類のデー
タを有し、精度・スピード・強度・組み立てや
すさを兼ね備えたスタッフの設計知識や経験は
マスパックが誇れるものです。

デザイン

チラシやポスターなど平面のグラフィックデザ
インと、販促のデザインは少し傾向が異なりま
す。店頭で買い物に来た方がひとつの商品に
視線を送る時間はたった0.2 秒。その瞬間に
訴えが届くことをめざし、デザイナーが日々デ
ザインに取り組んでいます。
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51 期メンバー紹介
東京本社　営業部・企画部

大阪本社　営業部・企画部

大阪本社　製造部

撮影する
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来期 51期の方針 (営業活動を除く)

1. 仕事のマニュアル化を推進する

会社の仕事は、この人でなければできないということや、人によってやり方が違うということ
があってはなりません。また、1ヶ月に1度や数か月に1度行う仕事では、そのたびに試行
錯誤を繰り返し、時間の無駄を生んでいることも多いのではないでしょうか。
今期は、多くの仕事をマニュアルに書き出し（画像や動画でもよい）、それを見ればだれでも
できるように、標準化します。また、それぞれのマニュアルは毎年見直し、アップデートして
使える状態にしておきます。

２．「提案パック」の作成、活用

熾烈な競争を勝ち残るために、得意先への企画提案を重視します。これまでマスパックの強
みは設計にありました。営業は自ら展開図や見取図を書くことができ、商談時には設計のイメー
ジができています。それを引き継いだ設計担当は、年間 800件近い件数を作っています。そ
れに対して、デザイン面での企画提案はノウハウも乏しく弱みであったといえます。
　今期は、佐藤部長が持つノウハウを汎用化（パック化）し、デザイン担当や営業に伝え、
デザイン担当全員が短時間で提案書をつくる力を養います。また、営業も得意先との効果的
な商談により、要望を聞き出し、デザイン担当に正しく伝える能力を磨きます。

３．「重要だが急がない仕事」をこなす

仕事には、①重要で急ぎ、②重要でないが急ぎ、③重要だが急がない、④重要で
なく急がないという4つのタイプがありますが、どうしても③がおろそかになり
ます。今期は各部門で特別に③を行う時間を設けて、この課題を克服します。

売上 10億、営業利益 1億、粗利率 35%、全社時間当たり利益¥4000

〈
重
要
度
〉

〈緊急性〉

①

②

③

④




