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人がつどい
社会に発信する会社
それが私たちマルワです

変わらなき ゃ

49 期スローガン

時代と気持ちの先読みで
目指せリーディングカンパニー

期 スロ ー ガ ン

49

我々が大切にしてきた紙に印刷をする仕事が大きく減少したと
強く感じた49期。電子化だけでなく印刷通販の普及は印刷金
額がお客さまに決定権が移ってしまったと実感した一年でした。
そこで価格ではない「印刷の魅力」を知っていただこうと力を
入れたのが「会社見学」です。
この一年間で200名を超えるお客さまに会社を訪ねていただき
ました。高校生から社会人まで幅広く来社いただき、重厚な印
刷機やデジタル機器を見ていただくことで印刷会社を知ってい
ただく努力をしました。特に社員の熱のこもった説明は印刷へ
の魅力や印刷の持つ科学を理解いただけだのではないかと思い
ます。

また学生対象のインターンシップにも力を入れました。学生たち
で社内を取材、撮影をして自分たちが感じたことを記事にし、
新聞やパンフレットの制作を通して印刷という仕事の面白さを
実感してもらえたと思います。こうした活動が印刷産業に興味
を持ってもらうこととなり、次世代を担う若手の育成に少し
ばかりですが、お役に立てたのではないかなと思っています。
自ら発信をすることが不可欠と感じた49期。多くの方から
褒めていただき、助言をいただくことができました。これからも

「一歩先」を歩んでよりお客さまに近い会社でありたいと思って
います。

鳥原 久資

会社概要
会

社

名

本社所在地

名古屋市天白区平針四丁目 211 番地

Ｔ

Ｅ

Ｌ （052）802-4141

Ｆ

Ａ

Ｘ （052）802-9355

代

表

者

鳥原

資

本

金

1,200 万円

従

業

創

事 業 内 容 総合印刷関連
記念誌・自分史・会報誌・チラシ・カタログ・名刺・
封筒・ＤＭなど
販促企画関連
クリアファイル・マウスパッド・ピンバッジ・うちわ・
携帯ストラップ・カレンダー・マグネットなど
マルチメディア関連
ホームページ・デジタル文書化サービス
その他
企画・取材・リライト・出版・販売促進のコンサルティング
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Ｆ

Ａ

Ｘ

（03）5953-8907

経営理念
人がつどい社会に発信する会社

社

それが私たちマルワです

是

誠心誠意

三

省

（その日の行いを反省するために自らへ発する三つの問いかけ )

誠意 誠意にもとるなかりしか
努力 努力に恨みなかりしか
責任 責任に欠けるなかりしか

三つの ISO 行動指針

（当社の日々の経営活動の柱）

ISO9001 品質行動指針
お客さまあっての品質向上

～お客さまのための品質マネジメントシステムの活用～

ISO14001 環境行動指針
地球に優しさ発信
ISO27001 情報セキュリティ行動指針
お客さまに安心と信頼を提供する情報セキュリティの実現
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原点回帰

ISO14001：環境

5S で効率的な職場づくり
平成14年にスタートした ISO 環境活動は、活動範囲も広がり、
社内に留まらず、地域のお客さまに対しても行っています。そ
んな中、社内の環境整備が不十分だという声があり、49期は『綺
麗な環境でこそ良い製品が出来上がる』という思いで、「整理・
整頓・清掃・清潔・躾」という5S に力を入れ活動を行いました。

ＩＳＯ活動

毎日の清掃活動
４チーム（３F・２F・１F・会社周りと公園）に分かれて毎朝
15分間清掃を行っています。月末には各リーダーが集まり次の
チームへ申し送りをしています。その結果、行き届いていない

当社の原点『環境方針』

場所まで清掃活動が行えるようになりました。

各フロアに分かれて清掃

美化コンクール

リーダー会議の様子

ゴミの分別

『使いやすい環境をつくる』というテーマのもと、各部署ご

可燃ゴミ・不燃ゴミ・資源ゴミが混在している報

とに１週間かけて環境整備を行いました。審査員がその結果

告を受け、掲示物のリニューアルや朝礼での呼び

と、さらに数ヵ月後に維持されているかの評価をしました。

掛けを行いました。その結果、分別に対しての意
識が高くなりゴミの混在が減りました。

2 階制作部棚

エコキャップ
前期：3,112個

今期：3,338個

集め始めてからの累計は34,086個になりました。
ボトルキャプ回収運動の取り組み

棚がこんなに綺麗になりました。
1 階搬入口付近

個人様・法人様
学校様・NPO法人様

国内成形メーカー様

プラスチック
リサイクル材料

ボトルキャプ

リサイクル

寄付

【JCV】認定NPO法人
世界の子どもにワクチンを日本委員会

扉をはずし、搬入口をスッキリさせました。
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地域の環境活動への参加
当社が加入している団体に『名商 ECO クラブ』があります。
その活動に『東山の森の里山の管理』と『東山動植物園の
花いっぱいプロジェクト』があり、一部の社員とその家族
が参加して、花植えや間伐作業などを行い、とても充実し
た時間を過ごしました。
また、8月に行われる『にっぽんど真ん中祭り』のパレード
会場になっている平針駅前商店街で地域の皆さんと一緒に
朝の清掃活動を行いました。

森の育成環境を良くしました。

地域のために一生懸命、ごみや草をとりました。

平針駅前商店街での清掃

CO2 排出量の監視
毎月、全社会議で CO2排出量の報告をしています。
今期は過去５年間から見ても、特に大きく削減することが出来ました。
主な内訳（電気量、ガソリン量、廃インキ量、廃液量、廃プラスチック量）
CO2 排出量の推移
単位

CO2 排出量の売上げ高に対する比率の推移
（CO2 排出量÷売上げ高）
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安心をお客さまへ

ISO27001：情報

安全かつ持続可能な情報管理とその発信
当 社 は 国 際 標 準 規 格 ISO27001情 報 セ キ ュ リ

Plan

ティを認証取得し、規格にのっとった管理体制
を整えています。

基本方針・年間目標・具体的な情
報セキュリティ対策計画の策定

情報漏えい防止対策、ウィルス感染防止対策は
もちろんのこと、通常業務で使用する PC や通信
機器のメンテナンスやトラブル対応、事業継続

ＩＳＯ活動

のために大切なデータやシステムのバックアッ

Act

Do

や運用を改善

施、運用

監査や経営陣の評価を受け、計画

プ管理なども手順を定めて実施しています。

計画・目標に沿った対策の実

Check

また、定期的に社員へ情報セキュリティ啓発を
行い、会社全体でお客さまの大切な情報をお守

計画や運用の監視（毎月の報告・
毎年の監査等）

りできるよう努めています。

ISO27001 にのっとった管理運用（PDCA サイクル）

お客さまからお預かりした USB メモリ
などのメディアは専用 PC で検査を実
施してからデータを取り出しています。
メールや PC の不具合についても部署
別で毎月集計し、傾向を把握して対策
をとっています。

情報セキュリティに関
ウィルス検知数
係する社内不具合発生
（件数 / メディア受入件数）
件数
6 / 776

48期

49期

検知したウィルスはトロイ
の木馬、ワーム。
すべて USB メモリに潜伏→
すべて駆除対応

0 / 614

社内合計14件

主な不具合：
メール送受信の不具合
windows update 後の PC
不具合

社内合計７件

ウィルス検知（感染してい
たメディア）はゼロ

主な不具合：
私物 USB メモリの無断使用
ネットワーク接続不良

定期的に全社員向けに情報セキュリ
ティ啓発（教育）を実施したり、掲示
物による注意喚起を行ってます。

社内データのバックアップは毎日業後に実施します。
併せて遠隔地でのデータ保管も行っています。
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マルワ品質向上

ISO9001：品質

Plan → Do から Check →アクションへ
ISO9001を取得して15年たちました。今期はそれぞれの部署で四半期ごとに意識する部分を明確
にしてポスター掲示を行いました。また、全社会議で先月に起こってしまったミス・クレームを再
度共有し、同じことを繰り返さないようにしています。結果、ミス・クレーム数は前年比－９％に
することができました。50期は ISO9001が2015年版へ移行されます。今までの取組みはもちろ
んですが、定期的な勉強会を開催し、ISO の理解度を全社員で高めていきます。その結果がお客さ
まへの貢献に繋がると感じています。

□,62品質
品質マネジメントレビュー記録



資料検討期間
見直し項目

2016年

7月

09日

発行 2015年 7月 1日 から 発行 2016年 6月 30日まで
記録の詳細（MC議事何月
問題点など
内容(結果）
など）
品質マネジメントシ 2015版への移行とともに、旧版の 情報、環境とも共通で運用できる部分は、統一した表記にするなどわかりやすさを意識し
ステム及びそのプロセス
現状との差異、部員の理解度に課 て、2015年度版へ改訂を行った。説明会の開催（5月）外部講師による勉強会を開催予定
題があった。
（8月）

a)前回までのマネジメントレビューの結果 QM4.4
とった処置の状況

b)QMSに関する外部及び内部の課題の
変化

（世の中の動向・社内体制変化など）


1)単純に印刷物を求められることから、企画も含めてトータル的なプロデュースが必要になってきた。（企画部門の別会社を今までは、管理外としてきた
が、50期からはISOの仕組みに組み入れるため、該当者に新たに知識を得てもらう必要性がある）
２）営業担当の入れ替わりがあったため、営業活動自体の知識が乏しい状態。当然その知識はISO規格要求事項と連動してくることがほとんどなので、新
入社員への永続的な教育が必要。
３）ISO2015年版移行に際して、今まで以上に簡素でわかりやすい運用を目指していくために、「経営計画書」「MC議事録」の書式を皆おっ洲必要性があ
る。

c)次に示す傾向を含めた、品質セキュリ

1)クレーム報告書（2015年9 49期（6月まで）
営業１ 編集15 生産管理３ 印刷
ティパフォーマンスに関するフィードバック 月～2016年6月）まで
２ 合計21件
昨年）営業７ 編集８ 生産
関係者からのフィードバック
管理２ 印刷４ 協力会社２ 編集の知識不足、ルール不徹底
合計23件
によるクレーム。
今後編集と同じことが営業で起こ
及びサービスの適合
る可能性あり。
4)不適合及び是正処置
5)監視及び測定の結果
6)監査結果（内部監査・外部審査その 2)49期経営計画書
各部門で品質目標を設定。
他）
内部監査時にその進捗を確認。
7)外部委託業者のパフォーマンス評価

1)顧客満足及び密接に関連する利害
2)品質目標の達成度
3)プロセスパフォーマンス並びに製品



営業はクレーム数は減ったが、MCでのMTS記載ミスの報告、他部署の指摘により、ク
レームになる前に発見されることが多くなった。実際の記入ミスはまだまだ多い。編集の
クレームが突出した。今期目立っているのは、編集時の知識不足、ルールの不徹底がほ
とんどで、誤植は2件だった。経験の浅い社員が多く、大きな課題と感じる。生産管理は、
断裁時のクレームだった。機械のメンテナンス、断裁のルールを明確にすることで防げる
内容と感じる。印刷は色調、印刷のダブり、汚れである。全てをなくすことは難しいかもし
れないが、メンテナンスの精度を上げていくことによってリスクを減らしていきたい。営業新
人へのフォローアップが重要課題。

毎年の課題だが、品質目標の進捗を確認しきれていない部分がある。MC議事の記載方
法の検討は必要。
また、各部門目標においても、数値管理できないのに数値管理をしようとしているもの、
MC会議時に、品質に対するマネジ 数値管理が全く無く到達点が見えないものなどが散見されているので、50期の目標設定
メントレビューとしてMC議事録に進 においては、そういった部分も改善された内容で反映させていく必要がある。（内部監査
捗を記載。
にて指摘）





3)QMS8.1及び8.7

MTSからの生産伝票発行と不適合 合否判定基準、合否判定責任者、合否判定の記載場所も明確で共有はできている。不
品の管理
適合品の管理も問題はない。製品に関する要求事項の明確化において、MTSの記載は
現状も不安定で、作業中に発見されることが多い。

4)QMS8.7及び10.2

クレーム報告書からの是正処置。 不適合品の識別は上記どおりできている。クレームに対して報告書を発行、必要時は文
顧客へのフィードバック
書でお客様へのフィードバックもできている。是正に関しては、発生原因、流出原因で是
正を行うが、その是正が定着しているかどうかのフォローアップに課題が残っている。
是正後のフォローアップに課題





㻡㻕㻽㻹㻿㻥㻚㻝
ISO関連の2015年版への移行、そ 2015年版改訂に向かって、マニュアル・帳票などの改訂、「経営計画書」「MC議事録」の
マニュアル、帳票、記録、ク れに伴う書類関係の改訂。顧客ア 書式変更を準備中。社員全員で共有でき理解できるものにしていかなくてはいけない。顧
レーム報告書、マネジメント ンケート
客アンケートが今期は行われていない。
レビュー、MC会議（議事
録）、顧客アンケート







d) リスク及び機会への取組みの有効性

㻢㻕㻽㻹㻿㻥㻚㻞
現状とマニュアルなどの整合性。
内部監査報告書（2016.6） 品質目標の設定、進捗、維持管
外部審査報告書（2015.10） 理。

（外.軽）品質マニュアルと実情の整合性の差異→修正をして、朝礼時に告知。（2015年版
移行に際して、全社員に説明）責任相関図及び文書相関図など文書関係の整備。（観察
事項）法規制一覧台帳の整合性、年一度の確認（観察事項）（内部監査）軽微4件（先方
原稿管理表の運用、目標設定の分析、消火器の管理、是正のフォローアップ）リマーク8
件

㻣㻕㻽㻹㻿㻤㻚㻠
外部委託業者一覧台帳
クレーム報告書

協力会社のクレームは報告書の
形態にちゃんとなっているか。

今期外部協力会社のクレームでお客様に迷惑をおかけすることは無かった。（7月に2件
日政堂で出ている）協力会社が原因のクレーム発生時、クレーム報告書が発行されてい
るか？

SWOT分析

SWOT分析の今後への活かし方。 2016.5SWOT分析を行う。自社の強み弱み、部署の強み、弱みを抽出して、社長へ報告。
50期への経営方針の参考資料とする。また、部署単位でも、目標設定の参考資料とす
る。
一度に全部が難しければ、ポイン それぞれの情報集約はできていると感じます。今後はその情報をどのように継続的に改
トを絞って、確実に課題を解決して 善していくかである。今期においては、１）ミスクレームの集約から、統計的に分析を行
いけるかどうか。
い、是正につなげていくことできていなかった。２）是正策が本当に有効だったかどうかの
検証が不十分だった。３）お客様アンケートなど顧客の声を聞く機会が無かった。４）目標
設定に対しての、進捗確認が曖昧だった。５）社員へのISO規格の理解・周知が不十分
だった。６）内部監査を行える人材の育成ができなかった。 等が課題として挙げられる。
上記内容がうまく運用できるようになれば、企業として成長できると感じています。

（マニュアル6.1参照）
e) 改善の機会




外部審査
内部監査
MC議事
クレーム報告書



■管理者の評価（見直しの必要性等）

見直日 2016年

見直し項目

①QＭＳ方針見直しの必要性

各部署の目標設定（進捗管理ができる内容）、MC時の確認の徹底。

③リスク評価のやり直し

なし



④品質管理を実現する手順及び管理策

の修正

（ア）事業上の要求事項

（イ）法令又は規制の要求事項

7月

09日

見直し内容
なし

②QＭＳ目的・目標の見直し

（ア）～（ウ）までの内容
特に無し
特に無し

（ウ）契約上の義務

特に無し

⑤必要となる経営資源

特に無し

マネジメントレビュー報告


新たに掲示したポスター
四半期ごとの目標を設定して、社内に掲示していま
す。常に見ることで意識の向上に繋がりました。

期末に１年間の社内の傾向を分析して、そ
の結果を社長へ報告。この情報を基に来期
の指針を決定していきます。今期はミス・
クレームが減り、一定の結果を出すことが
できました。

2015 年版移行に伴う内部監査員の養成
各部門リーダーを中心に、外部講師を招き内部監査員のセ
運営委員会ミーティング
毎月一回のミーティングの様子。全社会議、朝礼など

ミナーを開催。深く理解できることで、全社員に伝わる指
導を目指しています。

で社内に起こったミス・クレームを共有していますが、
ここではより深く原因を探り、根本原因の撲滅に務め
ていきます。
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ＩＳＯ活動

■,62 総括（マネジメントレビュー）
■インプット（品質管理者）

お客さまとともに

顧客満足委員会

顧客満足度 100％を目指して…

お客さまに満足していただくとは、どういうこと
でしょうか。例えば商品のクオリティ、安価で
あること、あるいは納期対応の良さなどが思い
浮かびます。しかし、この視点では表面的な活
動に終わってしまうと委員会活動をスタートす
るにあたって感じていました。当社が考えるお
客さまの満足とは、お客さまに本当の笑顔になっ
ていただくことです。
当社が実施している「会社見学」では、ファー
ストコンタクトからお帰りになるまで、来社さ
れたお客さまに驚きと発見を持っていただける
49 期顧客満足委員会メンバー

様に心がけています。せっかく当社まで足を運
んでくださったお客さまに、もっと喜んでいた
だくためにできることは何かを常に考え、活動

委員会活動

しています。

新しい試み
◦ファーストコンタクトの場である、玄関・受
付カウンターの整理と、導線を考えた整備
◦「 オフィスツアー」時に説明が分かりやす
いよう、各所にパンフレットと連動した番
号パネルを設置
◦印刷会社ならではのサプライズの企画
◦来社くださる方に「アンケート」を実施し、
当社の活動に反映
◦全 社員が「オフィスツアー」を行えるよう
にするマニュアル作り

です。

100％再生紙

そ マルワへ
ようこ

コースターを作成してプレゼント

MARUWA CSR REPORT 2016
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8

20160

お客さまが来社されるカウンターを整理し、見やすくしました。

ト
パンフレッ

P

校

会社見学用

ート !
工場見学スタ

んがく
こうじょうけ

ま

02-4141

市

高等学

マルワ

TEL：052-8

へ

名古屋

丸和

株式会社

ワ

！

立

P

ようこそマル

e to
Welcom
Maruwa

さ

を集めた

内で残った紙

この紙は、社

オフィスツアーの際に会社案内
に連動した番号パネルを作成
し、掲示しました。

会社見学
当社では、
「会社見学の日」をホームページやチラシなどでお知ら
せしています。
49期は、企業・団体は36社約130名、学校は４校約100名いらっ
しゃいました。
より楽しんでいただける会社見学を目指して、見学を終えた方々
を対象にアンケートを実施しました。

オフィスツアーでの説明風景

■アンケート結果

会社見学のお客さまを大きく分けると「社会人」
「学生」に分けられます。社会人と学生とでは着眼点が違います。また、
当社もお尋ねしたいことが異なると考え、アンケート内容を２種類に分けて作成・実施しました。

一 般 用

生徒・学生用

お客様アンケート

会社見学アンケート
年

会社名
氏

1
2

月

日

年

所属

名

月

日

学校名

e-mail

弊社の会社見学を何でお知りになりましたか？
□チラシ
□ホームページ
□紹介（
□その他（
）

氏

）

1

名

印刷物ができるまでの工程は理解できましたか？
□よく理解できた

□概ね理解できた

□理解できなかった

詳しく聞きたかった内容があれば記入してください。

印刷物ができるまでの内容はご理解できましたか？
□よく理解できた
□概ね理解できた
□できなかった
詳しく聞きたかった内容があればご記入ください

3

4
5

2

本日の見学で興味を持った「事」や「物」はありましたか？

3

働いてみたいと思った部署はありましたか？

例 事…委員会活動、社員教育

物…商品、掲示物 等

本日の見学で取り入れたい「事」や「物」はありましたか？
物…商品、掲示物 等
例 事…社員教育、CSR 等

□営業部

□総務・生産管理部

□制作部

□印刷部

□ HIME 企画
マルワでこんな事・物をやってもらえたらいいなと思うことはありましたか？
（例：セミナーの開催など）

4

会社見学をした感想を記入してください。

マルワの会社見学をより楽しくするための工夫、もしくは社内で改善してはど
うかとお気づきの点がありましたらご記入ください。

6

今回のアンケート内容は公開可能でしょうか？
□公開可能
□匿名なら公開可能
□公開不可能

7

今回の会社見学をツイッターやフェイスブック等に掲載していただけますか？
□ YES
□ NO

ご協力ありがとうございました

ご協力ありがとうございました

お答えいただいた一般用アンケートの集計結果

学生という立場では、会社見学に行くこと自体が

を見ると、印刷会社の現場を実際に見ていただく

まれなことであり、「デザイン制作の現場に興味が

機会がほとんどないこともあり、
「印刷機械の大

わいた」「真っ白な紙に一瞬で色が印刷されて、と

きさに驚いた」「こんな風に印刷物って出来てい

ても驚いた」とか、パソコンのキーボードを自在に

るんだ」という感想を多く寄せていただき、説明

操る社員を見て、「髪もじゃの人のようになりたい」

のしがいを感じました。

といった感想を記入してくださいました。

この他にも会社見学での改善提案も多く記入し

また「働いてみたい部署はありますか」の問いに、

ていただきました。「機械の音が大きく聞きづら

制作部や印刷部といった「モノづくり」関係に特に

かった」というコメントから、説明者の立ち位置

興味を持っていただけたことを受けて、モノづくり

を変更し、機械も見えて説明も聞こえる位置を検

の魅力を一層分かりやすく伝えられるよう工夫して

討し、次の見学会時に活かしました。

いきたいと思いました。

MARUWA CSR REPORT 2016
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全ては社員満足から

社員満足委員会

社員も会社もENJOY!で WIN&WIN&WIN
お客さまに幸せと満足をお届けするためには、
社員の満足度を高めることが重要、という思い
から、従来の社員交流委員会から社員満足委員
会に名称を改めました。
社員交流に留まらず、どうしたら社員の満足度
をより高めることができるか、何度も議論を重ね、
いくつか新たな取り組みにもトライしました。
その甲斐あって、当社社員満足度（笑顔）は前
年比110% アップしました！
ミーティングは和気あいあいとしつつもいつも真剣

社内行事や予定の重複を避けるために社
内カレンダーを作り情報を共有できるよう
にしました。

委員会活動

社員が自発的に会社を良くしていけるようにと、改善提案箱を設置
しました。箱も委員会手作りです。

第２回大会から参加しているチャリティーラン。
食事や飲み物を委員会で準備してランナーを盛り上げています。

10
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9月

委員会発足、会議

10月

社内カレンダー作成

11月

チャリティーラン参加

12月

改善提案箱作成

1月

新年会開催

4月

新入社員歓迎会開催

6月

社員旅行

新入社員歓迎会も欠かせない行事。
サプライズ演出で新しい仲間を歓迎しました。

毎年恒例の新年会では、ゲームの景品準備や当日の司会進行
などを委員会が担当しています。

社員旅行の企画、ホテルや食事の手配も委員会の仕事。
今年は先代からご縁をいただくお塚のある伏見稲荷に全社員
で詣でるべく、京都へ行ってきました。

事
の仕
員会
委
も
作り
ット
レ
フ
パン
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発信し続ける想い

発信委員会

発信することでお客さまとの距離を縮める
発信委員会では、マルワの取り組み
を発信することで、よりマルワを身
近に感じていただけるような活動を
しています。具体的には年４回の「ぷ
りんトーク」の発行、ホームページ
更新、不定期でのメルマガ発信、そ
してこの CSR 報告書の企画も中心に
なって行いました。また、マルワの「笑
ルーム（ショールーム）
」にあるスタッ
フ紹介のミニパネルも今年リニュー
アルし、会社見学にいらっしゃった
お客さまに楽しんでいただいています。
今後もお客さまにとって有意義な情
報を楽しく発信し、ただの「印刷業

委員会活動

者」というイメージをなくしていき
たいと考えています。

話し合いは、常に前進と後退の繰り返し。

年４回発行の広報紙「ぷりんトーク」
。74 号では表紙のデザ
インを一新。内容も印刷に関する情報を充実させました。

不定期発信のメルマガ

12
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10月

ぷりんトーク71号発行
ホームページリニューアル

1月

ぷりんトーク72号発行

4月

ぷりんトーク73号発行

5月

社員紹介パネルをリニューアル

6月

ぷりんトークデザインコンペ開催

7月

ぷりんトーク74号（リニューアル版）発行

掲示物は見やすく分かりやすく、見栄え良く。

社員紹介のミニパネル。
星座や血液型はもちろん動物占いも入れました。
社員同士でも知らなかった事実が明らかに…。

期初にホームページをリニューアルしました。デザ
インはもちろん内容もリニューアルし、マルワの取
り組みや MUD の詳しい解説も掲載しています。

MARUWA CSR REPORT 2016
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地域社会への貢献

ボランティア活動

ボランティア活動を通して地域へ貢献
マルワでは、年間を通してさまざまな社外活動
を行っています。当初はお客さまの活動に賛同
し参加していましたが、お手伝い程度のもので
した。しかし、各活動に参加してみると笑顔が
溢れるイベントばかりで「楽しさを社員の皆に
伝えよう」と参加を促してみると「やってみたい」
という声があり、多くの社員が参加してくれる
様になりました。いつも会話をあまりしない者
同士でも活動中に声を掛け合うことで、部署の
垣根を越えたチームワークに繋がっています。
皆で楽しく活動することが参加の意義だと思い
毎月１回、会社前の公園清掃をしています。

ます。

9月

「環境デーなごや2015」に参加

10月

東山公園

里山保全のための間伐に参加

11月

第22回チャリティーランに参加

3月

名古屋ウィメンズマラソンのボランティアに参加

5月

名古屋商工会議所の花苗植えイベントに参加

8月

どまつり平針駅前会場にボランティアとして参加
どまつり会場掃除

〈毎月〉 全社員による公園掃除
〈随時〉 インターンシップ・職場体験の受け入れ
会社見学会

その他の活動

東山公園で竹林の間引きに参加。社員
だけでなく、家族も参加しています。

平針商店街は「にっぽんど真ん中祭り」のパレード会場の一つ。
開催前に地域の方々と清掃。

名古屋ウィメンズマラソンのボランティアにも毎年参加。
沿道の警備や準備などの手伝いをしています。

14
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次の世代へ

インターンシップ

次世代を担う若者に対するマルワの想い
少子化社会で学校教育のあり方が変化していく中、
未来を担う「子どもたち・若者たち」の勤労観・
職業観の育成に貢献したいと考え、この1年間12
校17名の職場体験・インターンシップの受け入れ
を実施して参りました。
中学生から大学生まで様々な立場に合わせた業務
や課題を準備し、取り組みの機会を通して「働く
ことの責任の大きさが分かった」といった勤労意
識の気づきや「職業適性についても見つめること
ができた」と将来設計の一助となりました。持続
可能な社会を作っていく上での企業の社会的責任
を果たせたと考えます。

11月
1月

職場体験（若宮商業高校）
職場体験
（平針中学校・今池中学校・原中学校）

7月

職場新聞作成のための取材活動！

職場体験
（名古屋市工芸高校・名古屋市商業高校）

8月

インターンシップ
（椙山女学園大学・中部大学・
名古屋学芸大学・名古屋芸術大学・
愛知淑徳大学・金城学院大学）

社内での業務だけでなく営業に
同行して、お客さまとの打ち合
わせに参加してもらい、コミュ
ニケーションの大切さを学んで
いただいています。

その他の活動

職場で体験したことを新聞にしました。
取り組みを通して情報を「発信」することの大切さを学んで
いただいています。

現場を体験。本物の印刷機を使ってインキ練りからお手伝
い！未来の印刷オペレーターがここから巣立つかも！？

MARUWA CSR REPORT 2016
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伝え方を考える

MUD という考え方

メディア・ユニバーサルデザインの考え方
メディアユニバーサルデザイン（以下：MUD）
はメディアにデザインや文字の色、書体などを
考慮することで、高齢者・色覚障がい者・外国
人・子どもなど、様々な人に使いやすく、見や
すいメディアを提供するという取り組みのこと
です。
より多くの人に正しい情報を伝えるためには、

「正しい情報を伝えるための工夫」が必要になり
ます。マルワでは MUD アドバイザーの資格取
得を推進、会社を挙げて「正しい情報を伝える
ための工夫」を重ね、より多くの人たちに伝わ
る印刷物の制作をしています。
またこの MUD の考え方を広く世の中に知って

人種、性別、年齢、障がいなどにより人それぞれ情報の
受け取り方が違ってきます。

いただくための企画商品も制作しています。

第

一色覚特性

ニ色覚特性
第

第

例えば赤いリンゴが色覚障がいを持つ方には左図の

三色覚特性

ような色に見えていたりします。リンゴだけでなく、
信号やマーカーなどの重要な情報も、意図されたよ
うに見えなかったり、目立たなかったりすることで、
必要な情報が伝わらないということが起こります。
伝わらないことで起きる事故などを防止するために

その他の活動

も MUD の知識が必要です。

2017 年

6月

黄色 の背景に 水色 の文字

お母さん
このカレンダーどう？
見やすいでしょ？

火

水

木

土

金

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

濃い 寒色系 の文字と
濃い 寒色系 の背景

Stairs

救護所
First aid

回
第8
・
メディアデザイン
サル ョン
バー
ユニ ペティシ
賞
コン
大臣

経済

産業

部
学総合政策学
坂田隆文ゼミ
社マルワ

企画：中京大

制作：株式会

黄色 の背景と 黒 の文字

2017 年

月

6月

火

水

木

土

金

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

だけます。

ーとしてもお使いいた

※2017年のカレンダ

階段

非常口

Emergency exit

なんだか、色の組み合わせが見にくいわ。

2017 年

マルワくん

月

くず入れ

d!!

Goo

Trash box

16
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19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

24

25

濃い 青色 の文字と
薄い 青色 の背景

色の組み合わせを考えると、もっと見やすくなるね！
「暖色系」と「寒色系」からそれぞれ色を選ぶと見やすい！
濃い色と薄い色の組み合わせも見やすい組み合わせなんだね！

解決

MUD を分かりやすく説明したパンフ
レットや１年を通して MUD の知識を
深 めてもらえるカレンダーを制 作し、
MUD の大切さを広めています。MUD
おりがみも好評発売中です。

日本を訪 れる外 国 人に情 報を 伝える手 段とし
て、ピクトグラム（イラスト）や多言語案内なども
MUD の考え方の一つです。

認められる

各種認証

第三者機関による証明
マルワでは第三者認証機関による各種証明を受けています。国際規格である品質（ISO9001）、
環境（ISO14001）
、情報（ISO27001）の３つの ISO や FSC 森林認証※を始め、印刷産業や環境
活動に特化した、グリーンプリンティング認定工場、全印工連 CSR 認定ツースター取得、カーボ
ンオフセットの実施。そして名古屋地区に特化した名古屋市優良エコ事業所、名古屋市親学推進
協力企業など多岐にわたります。
また、個人の第三者機関による認証資格の取得者も多く、印刷
オペレーターの認証資格である印刷技能士（1級・2級）４名、
DTP エキスパート２名、自費出版アドバイザー４名、プロモー
ショナルマーケター２名や弊社の強みである MUD（メディア・
ユニバーサルデザイン）の資格取得者20名が在籍しています。
※ライセンス番号は FSC®C100107

CSR 認定

P-00032

全日本印刷工業組合連合会が定めた CSR 認定基準に達した印刷会社が取得できる認定です。
認定基準には、コンプライアンス、環境、情報セキュリティ、品質、雇用・労働安全、財務・業績、
社会貢献・地域志向、情報開示・コミュニケーションなどがあります。

その他の活動

GP マーク
P-B10023

グリーンプリンティング認定工場は環境に配慮した工場であることの認証資格です。認定された
工場で印刷をされた印刷物には GP マークという認証マークをつけることができます。

認証・認定履歴
2001年（平成13年）	  5月

ISO 9001（品質マネジメントシステム）認証取得

2002年（平成14年）	  6月

ISO14001（環境マネジメントシステム）認証取得

11月

名古屋市エコ事業所認定

2004年（平成16年）11月

ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証取得

2006年（平成18年）12月

グリーンプリンティング工場認定

2010年（平成22年）	  8月

FSC® 森林認証取得（ライセンス番号は FSC®C100107）

2011年（平成23年）	  2月

カーボンオフセット実施

2013年（平成25年）	  4月

名古屋市親学推進協力企業

2013年（平成25年）	  6月

全印工連 CSR 認定

2014年（平成26年）	  7月

名古屋市優良エコ事業所認定

2015年（平成27年）	  9月

全印工連 CSR 認定

有資格者多数在籍中

ワンスター
ツースター
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百聞は一見にしかず

会社見学

会社見学の積極的開催
当社は決して大きな会社ではありません。めず
らしい設備もありません。ふつうの印刷会社で
すが、会社見学を積極的に受け入れています。
おかげさまで、お客さまや学生さん、地域の方
など、毎年多くの方に来社いただき、49期は
延べ230名にご来社いただきました。
なぜ会社を見ていただきたいのか。それは「百
聞は一見にしかず」だからです。直接見ていた
だければ、マルワの雰囲気、社員の熱気、仕事
に対する姿勢などが伝わるはずと信じています。
会社見学中はマルワの現場スタッフたちが丁寧
にご説明いたします。多くの方に見ていただく
ことで、私たちも成長できます。

印刷工程の説明の様子。
実際に作業するオペレーターが説明します。

ぜひ、私たちマルワを見に来てください。

その他の活動

設備の説明だけでなく、どのように仕事を進めていくのか
など詳しく説明しています。

当社の取り組み、MUD などについて、動画や
スライドを使って説明しています。

会社見学の申し込み・お問合せは、
http://www.maruwanet.co.jp/info/index.php#sec2
またはお電話（052-802-4141）
でお待ちしております。
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マルワの想い

マルワの CSR 方針

企業としての社会的責任を果たすために
地球温暖化をはじめ、社会を取り巻く課題がますます顕在化するいま、マルワでは自社や顧客の利
益を追求するだけでなく、社員や地域を含め、その組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、持
続可能な社会発展に貢献するため、環境などの社会問題について様々な取り組みを行っています。

社会貢献
人材育成

社員満足

健全な経営

顧客満足

地域貢献

持続可能な社会
マルワの CSR 基本理念

1

法令順守やリスク管理を心がける。
（信用、市場、事務などの、リスクと収益）

2

内部統制（役員、社員の法令順守・財務管理報告・対応など）の取り組み。

3

お預かりしている個人情報を適切に利用し、保護することが当社の社会的責任であると考え、
「個人情報保護方針」に基づき適切な安全対策のもと取り扱う。

5

協力会社に対して信頼を受ける誠実な取引を行う。

6

街の一員としての地域や社会との関わりを大切にする。（社会貢献活動）

7

本業を通じて環境保全活動に参加する。
（リサイクル・エコロジー・省エネなど）

C
S
R

方針

従業員にとって居心地の良い職場環境を心掛ける。

マルワの

4
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株式会社 マルワ

〒468-0011 名古屋市天白区平針四丁目211番地
TEL 〈052〉802-4141 E-mail info＠maruwanet.co.jp
URL http：//www.maruwanet.co.jp

CSR Report 2016
（対象期間：2015年9月～2016年8月）
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