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この報告書について

「株式会社 羽車　活動報告書」は、私たちが皆さ
まから親しまれ、お客様とともに創造性を高める
企業であり続けるために、企業理念や活動をお
伝えすることを目的に作成しています。同時に、
環境・品質・労働安全衛生への取り組みを透明
性をもって社内外に開示する報告書でもありま
す。

私たちの事業活動や取り組み、地域社会やお客
様、そして社員とのつながりについて、ご一読い
ただけましたら幸いです。

株式会社 羽車
企画広報部　永田・柳 

対象期間　2019年10月～2020年9月　
発行　　　2020年11月
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※誌面の写真について：社員は撮影時のみ
マスクを外しています。社内では感染症への
対策としてソーシャルディスタンスを守り、
消毒・マスクの着用を徹底しています。



日頃より大変お世話になっております。
85期の活動報告書が完成しましたのでお届け
いたします。この活動報告書は日頃お世話にな
っている皆さまへ、より羽車を知っていただくた
めに毎年一回発行しております。

85期の営業活動は、4月の非常事態宣言から
状況が一変しました。経済の停滞とともにご注
文が減り、働き方も大きく変わりました。東京シ
ョールームも2ヶ月間休業。お客様への営業活
動もほぼできない状況が続きました。

一方でテレワーク化を進め、ミーティングは遠
隔で行い、情報をリアルタイムに把握できるシス
テムに切り替えました。その結果、情報共有がよ
り進み仕事のスピードが上がったのではと感じ
ています。

社員向け研修として恒例の海外研修は残念な
がら中止にしました。社外での研修は経営の軸
となる取り組みです。再開できるまで違うかたち
で社員研修を続けます。

85期よりSDGsについて社員が理解を深める
時間をとりました。17の目標のうち7つについ
てプロジェクトが立ち上がりこの10月より始動
しています。

羽車は今年で創業102年目に入ります。これか
らも企業の社会的責任を果たし世の中に必要
とされる100年企業を目指す所存です。今後と
も引き続きご指導のほどよろしくお願いします。

この報告書は「事業・環境・地域・社員」そして
「社会」との繋がりや取り組みを紹介したもので
す。ご一読いただき、私たちの仕事への理解と忌
憚のないご意見をいただけましたら幸いです。

社名　　　株式会社 羽車
創業　　　1918.10.1　　　設立　　1936.1.1
代表者　　杉浦正樹　　　　社員数　140名
事業内容　封筒・紙製品の企画・製造・販売、インターネットによる通信販売
事業所　 　本社 大阪府堺市・東京・札幌（7月に閉所）
関連会社　株式会社ウイングド・ウィール
　　　　　株式会社カルタビアンカ

はじめに

この活動報告書の中に２１匹のネコちゃん
が遊んでいるよ！探してみてね♪

代表取締役社長
杉浦　正樹
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代表より



羽車では、1,000種類以上の封筒、カード、箱、
冊子、パッケージなどの紙製品、お客様のご要
望に応じた別注品（オリジナルオーダー）の製造
販売を行っています。

事業活動

保有設備　
断裁機　4台
抜き加工機　8台
輪転製袋機　7台
平判製袋機　6台
洋形製袋機　4台
印刷機　44台
セロ窓加工機・口糊加工機・
製本機・製函機など　42台

営業拠点
大阪・東京・札幌（2020年7月閉所）の各営業
拠点では外勤営業とカスタマーセンターを
設け、迅速に対応できる体制をとっています。
全国への出張営業、インターネットでの通信
販売も行っております。東京（表参道）のショー
ルーム・大阪本社カスタマーセンターは、商品を
直接手に取り相談や注文ができるスペースとし
てご活用いただいています。

合計　      115台
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経営理念

「良いデザインを共につくる」
お客様にとって良いものを、一緒に考え、かたちにする。
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私たちが目指す人物像

私たちが目指す企業像

誰からも声をかけられやすく、
いつも心が笑顔の人

目標を達成するために最大限の
努力をしている人

常に謙虚であり、言葉づかいや
振る舞いに品がある人

人を喜ばせたり感動させたりする
ことが好きな人

新しいことに挑戦し、自分や
チームを変えていける人

日々の仕事に楽しさや、
やりがいを見いだせる人

周りの人の仕事を助け、
チームワークの大切さを示せる人

アートとユーモアを愛する人

自身の健康と環境問題に
日頃から取り組んでいる人

自分の考えを持ち、率先して
発言できる人

お客様にとって
デザイン性の高い印刷物を
相談できるNo.1企業

社員に対し
やりがい・成長・安心感を
あたえられる会社

社会に対し
常に新しいカルチャーを
発信できる企業



組み立て簡単に、シンプルな箱
キャラメル箱
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85期にはパッケージ商品として多数の新商品
が加わりました。　

企業が必要な紙製品を、トータルに提案できる
サービス展開を進めています。

店頭が華やかになるパッケージバリエーションが楽しいパッケージ
角底箱ロック式

新商品・新サービス
新しい価値の提案

印象に残る組箱
組箱　六角形

組箱　三角形 デザインのアクセントに質感のよいシール
シール

レジ用袋や気軽なパッケージ袋
平袋

ギフトラッピングを華やかに
薄葉紙

イベント記念品や商品の装いに
紙帯・のし

小物ギフトに最適な枕型の箱
ピローケース

薄型の商品をパッケージで見映えよく
封筒型フォルダー

折りたたむように包む気軽なパッケージ
タトウ式箱

紙の断面に箔を施す華やかな装飾
天金加工



品質・環境・労働安全衛生の取り組み

「良いデザインを共につくる」

行動指針

この経営理念のもと、デザイン性の高い印刷物
を相談できるNo.1企業として全社員が努力し、
経営全般の継続的改善を実施します。紙製品の
主原料は木材パルプであり、森林保護・環境問
題と切り離せない産業です。国際社会の目標

「SDGs（持続可能な開発目標）」とも深く関わ
ります。当社は企業活動を通じて、社会の発展
と地球環境保全に貢献する活動に取り組み、人
と環境に優しい持続可能なものづくりに自主
的、積極的に取り組みます。

品質・環境方針達成のため、品質・
環境目標を各部門に展開し、継続
的な改善を図る品質・環境マネジ
メントシステムを確立、維持し、定
期的に見直しをします。

現在及び将来において適用される
法規制、及び当社が同意するその
他の要求事項を遵守します。

顧客要求事項、及び法的・
規制要求事項を満たす製品
を提供します。

環境負荷を低減するため、下記について積極的な活動を推進します。

① 省エネルギー、CO2排出量及び廃棄物の削減・リサイ

クル・グリーン調達の推進。

② 整理・整頓・清掃・清潔・躾（５Ｓ）による業務効率の

向上。

③ 過剰廃棄の見直しによる資源の有効利用。

④ 梱包方法、梱包材の見直しによる梱包資材の節約。

環境配慮型製品の普及推進、
環境負荷の少ない諸資材
（森林認証紙・再生紙・非木
材紙・再生窓用フィルム・植物
油インキ等）を使用した製品
開発を積極的に行います。

品質・環境方針は全従業員に
周知し、一般に公開します。
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⑤ 化学物質の適正な管理、人と環境に負荷のない溶

剤の使用。

⑥ 環境問題を全社の取り組みテーマとし、社員研修

により意識を高める。

⑦ 循環型ものづくりの推進。

1 2 4

３

5 6
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品質保証システムISO9001を取得し、品質向上
を常に目指した改善活動を行っています。環境に
対してはエコアクション21の環境経営システム
に従って環境への負荷低減に寄与しています。ま
た、紙製品の販売においてFSC認証の流通過程
であるFSC®CoC認証を取得しました。各部門の

エコアクション21
エコアクション21は、環境省のガイドラインに基づいた事業者のための認証・
登録制度です。環境負荷の項目として、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量及び
水使用量について、削減目標を設定し数値管理をしています。さらに、省エネルギー、
廃棄物の削減・リサイクル、節水、当社製品の環境性能の向上及びサービスの
改善に取り組んでいます。 

FSC®CoC認証　(FSC-C143210) 
FSC®(Forest Stewardship Council®：森林管理協議会)認証とは、適切に管
理されていると認められた森林から生産された木材や、その他のリスクの低い木
材を使用した製品にFSCラベルを付け、認証製品として販売できる制度です。当社
オリジナル原紙の使用量の内、約78％が森林認証紙を使用。非木材紙やグリーン
購入法適合品なども含めると使用量中約99％が環境配慮原紙となります。
※CoC認証 とは Chain of Custody=『管理』をつなぐ、つまりFSC認証製品の
木材が確実に使用されていることを実証することが目的です。 

ISO9001
羽車では、ISO9001に基づく品質保証システムを構築してきましたが、改めて
『お客様視点に立ったものづくりの仕組み』を強化し、品質保証活動をより積極的
に取り組むため徹底した品質管理を行っています。 

上にISO・エコアクションの事務局をおき、品質・
環境への取り組みを行うと同時に、定期的なマ
ネジメントレビューを行っています。事務局では
それぞれの品質・環境目標が適当であるかを定
期的に判断し、内部監査等のスケジュール管理
を行っています。

マネジメントシステム



環境方針実績・目標
環境目標実績に対する85期の総括

環境目標と実績
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85期は、10項目中8項目について目標値を達成

しました。

購入電力
生産設備を複数台導入し、また設備増設のため
コンプレッサーとポンプも増設しました。ポンプ
室は換気扇により室温を管理し節電を行ってい
ます。前期比96.8%に削減しました。

液化天然ガス（都市ガス）
前期に全館の70％に相当する空調設備（ガスヒ
ーポン）の入替を実施。その効果として前期比
85.23％に削減しています。

歩留まり率
コンピューターによる仕込み率に対し-0.5%を
目標にしていますが、前期比-2.21%の削減とな
りました。
オーダー品の小口化が年々進んでいますが、材
料である原紙を大切に使用し、今後もロス削減
に取り組みます。

新型コロナウイルス感染症の影響（4～9月は

稼働率90%）が数値に反映されていると考え

られます。

＊購入電力のCO2の排出係数は0.522とする。  
   
（注）CO2排出量の数値について
灯油・ガソリン・液化天然ガスのCO2排出計算方法が
異なっていたため、現在の計算方法（係数44/12）に
合わせ、過去のデータ（83・84期）も再計算していま
す。

86期

目標

87期

目標

88期

目標
1,107,695

0

30,318

1,620

778,969

57.6

2,410

6,757

99.50%

1,096,618

0

30,015

1,604

771,179

57.0

2,386

6,689

99.50%

1,085,652

0

29,714

1,588

763,467

56.5

2,362

6,622

99.50%

項目 単位
83期

実績 実績 目標 実績 達成

84期 85期

kwh購入電力
ℓ灯油
m3液化天然ガス（都市ガス）
ℓガソリン
kg

CO2排出量
修正分（注）

t廃棄物
m3排水量
kgコピー用紙

%

○
×
○
○
○
○
○
×
○
○歩留まり率の向上

CO2の削減

1,186,723 1,163,289 1,151,656 1,118,884

142 279 276 277

46,904 35,927 35,568 30,624

5,462 3,678 3,641 1,636

758,784 713,196 706,064
786,837

1,130,290 995,755 985,797

64.4 62.3 61.7 58.19

3,173 2,459 2,434 2,837

7,978 7,930 7,850 6,825

98.94% 98.52% 99.50% 97.79%



品質向上への取り組みと事故件数
品質向上への取り組みとして、ISO9001のマネ
ジメントシステムに加え、少人数集団の「グルー
プワーク」、作業環境確認のため定期的に他部

環境と人に配慮した商品を開発し、取り組みとして長く継続しています。

持続可能な取り組み

品質事故件数

85期は運用の更なる徹底、品質クレームの
定義見直しを行いましたが、印刷クレームの件
数が84期より2件増加する結果となりました。
品質クレームの内訳は、出荷・納入に関する管
理不足に起因する内容も多いことが分かりまし
た。
86期は印刷の品質向上、出荷・納入に関する
管理強化を図るとともに、品質クレームの
着実な是正措置および水平展開による予防
措置を行い、より一層顧客満足の向上に努めて
いきます。

製造部グループワーク

製造部では、製造の基本である5S活動を軸
とした「品質向上」「生産効率改善」への取り組
みに絞り、13グループに分けてQC（品質管理）
活動を行っています。目標に対しての「達成」「や
り残し」「翌月への課題」「達成度」「今月のPRポ
イント」の5項目を毎月社内掲示板に貼り出して
います。代表の杉浦より、総評、感想、アドバイス
をフィードバックし、方針発表会では上位3グル
ープの表彰と13グループのキャプテンに記念品
が贈られました。
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署メンバーが巡回する「5S巡回」、優良な同業
者に訪問して学ぶ「社外工場研修会」など様々
な取り組みを実施しています。リサイクルケース 

封筒を入れるケースは、当社で回収した余り紙を一部利用しています。

人にやさしい「リップルカット」の封筒
紙の端をゆるやかな波形にオリジナル加工し、封緘作業時の手指の
安全性を高めた封筒です。

環境に配慮したオリジナル紙素材
ビジネス封筒に最適な「HAGURUMA Basic」プレインホワイト・
ライナーグレイは、森林認証、グリーン購入法適合、無塩素漂白パルプを
使用。リーズナブルで風合いもよい紙素材です。

平袋、A4紙ファイル（脱プラスチック）
レジ袋として使用できる紙製の平袋、プラスチック製ファイルに代わる
紙製ファイルをご用意しています。ショールーム東京表参道の店舗用袋に
も紙製平袋を採用しています。

0円ペーパー
製造時にどうしても発生する余り紙をメモに仕立て、0円で販売。
2011年からの取り組みで累計11トンの紙を利用いただいています。

0円ペーパー　カード　窓付き封筒
テスト品、廃番商品の紙素材を仕立て直した、ミニカード・窓付き封筒を
0円で販売しました。



労働安全衛生は最も重要なテーマと考えます。
事故を防ぐことは、人を守ることはもちろん、安
定したものづくりに欠かせないことです。特にリ
スクアセスメントに基づいた設備の安全対策、
作業環境の整備や安全基本行動の徹底を図っ

労働安全衛生への取り組み
ています。私たちは、全ての社員が安全と健康を
通じて豊かな人生を享受できることが企業の社
会的責任であるとともに、労働災害や事故が最
も大きな環境破壊であることを認識し、労働安
全衛生活動を推進しています。

当社では、使用する印刷インキや糊などの化学
物質について、労働者への危険性及び健康有害
性の低減に向けて化学物質のリスクアセスメン
ト※1に取り組んでいます。

これにより法令で定められた673種類の化学物
質にとどまらず、工場で取り扱うすべての化学
物質を対象にリスク評価を見える化し、より安
全性の高い化学物質への代替化をたえず進め
ています。
印刷材料については100%リサイクルできる
印刷版と、薬剤を使用しない現像レス製版（封
筒専用印刷機）を導入、低VOCインキ※2を使用
しています。

化学物質等の
リスクアセスメント

また、86期は枚葉印刷機においても、現像レス
製版の導入を予定しています。
今後も、より快適な職場環境を形成するため、工
場建屋内の換気状態を把握し、換気回数や印刷
機周辺の空気の流れを見える化し、作業環境の
改善を進めていきます。

※1リスクアセスメント：労働災害につながる原因を洗い出

し、除去、低減するための手法

※2 低VOCインキ：VOC（揮発性有機化合物）とは、揮発性が

あるため大気中で気体状になる有機化合物の総称で人

体に有害と言われている。この有害物質の含有量が低い

ものを「低VOC」と呼ぶ。
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新型コロナウイルス
感染症への対応

感染症拡大防止のため、下記の対応を
行いました。

ショールーム（東京・本社）の一時休業
（4月～8月）

ショールームのビデオ接客の導入

必要に応じた特別有給休暇を付与　
10人（3月～6月）

時差出勤・テレワークの導入　
のべ65人（4月～9月）

その他、基本的な対応
発熱（37.5度以上）や風邪症状がある場合は出
社しないこと、出社・帰社時の消毒もしくは手洗
いの徹底、社内設備（食堂など）の時差利用、訪
問営業からTELやメール対応への変更、会合へ
の参加自粛など。

労働災害（社内事故） 2件
・休憩中に廊下でつまづき転倒（軽傷）
・梱包中に指を段ボールにぶつけて負傷（軽傷）

通勤労災 2件
・バイクでの転倒
・帰宅途中に自転車で転倒

生産中の事故 0件
小さな「ヒヤリ・ハット」を共有し引き続き
労働災害ゼロを目標に取り組みます。

苦情 0件
引き続き、工場内環境や周辺環境に対して
法令順守を徹底いたします。

感染した社員への対応
発症した社員が安心して療養し仕事に復帰で
きるようサポートします。産業医、保健所の指
示に従い迅速に対応します。

取材対応
OGS（大阪グラフィックサービス協同組合）様
がご来社。新型コロナ対策のマニュアルや社員
への告知など羽車の取り組みについて取材を
受けました。

安全衛生職場巡視
製造部幹部による工場内巡視を年間26回行い
ました。改善前／改善後は写真を含めた記録に
て共有しています。

85期：指摘箇所54件　うち改善済み36件

社内事故報告



地域での取り組み
みつばちプログラム
廃番商品を地域の保育園や幼稚園などの教育
機関へ無償提供し、リユースいただいています。

手紙を書こう！
Love Snail Mailプロジェクト
コロナ禍での厳しい状況の2020年春に、
HAGURUMA STOREにてオリジナルの便せ
んや一筆箋などを、商品購入の方へ0円にて販
売しました。現在も継続中です。

羽車郵便ポスト
本社にある「羽車ポスト」は、3通まで切手を貼
らずに手紙を投函することができます。社員が
手紙の良さを身近に感じる活動として続けて
います。

チャリティーピンキーリング
国際協力NGOジョイセフ（財団法人 家族計画
協力財団）の取り組み「チャリティーピンキーリ
ング」用のカードを作製・協賛しています。
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制作例（デザインギャラリー）
実際のご注文作品を紹介する「制作例（デザイ
ンギャラリー）」は月20件以上更新。加工を検
討中のお客様に大変好評です。（掲載にはお客
様の許可をいただいています）

堺市大パレード「1000人の御祝隊」
堺市の「百舌鳥・古市古墳群」世界文化遺産登
録を記念したパレードに、地元企業として参加
しました。
（2019年11月7日）

工場見学
85期もお客様をお招きし、年に一度の工場見
学会を開催しました。当日は活版印刷の作成
現場に立ち会っていただき、仕上がりを確認し
ながら名刺を作成しました。
（2019年11月9日）

中学生の職業体験
約20年前より中学生対象の教育プログラムと
して、職業体験を受け入れています。主に封筒
の袋入れ作業や型抜きの補助作業を担当しま
した。
85期：松原第六中学校（2名）

紙と加工の研究
新しい加工技術を、お客様にモニターとして
作成いただき、試作品を「紙と加工の研究」ペ
ージにご案内しています。
（2020年9月現在 第21回） 

お客様・地域とのつながり　
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羽車からの情報発信

ビジネスと紙の参考書
HUG LETTER
haguruma.co/hugletter

ハグレターでは、情熱的に仕事にたずさわる方々
や企業をたずね、その道のりや、ビジネスに使う紙
とどう向き合っているかご紹介しています。不定期
で更新しています。
（2020年9月現在：17記事）

コラム　紙と生活

生活にまつわる身近な紙について、歴史やこれか
らを様々な視点で考察するコラムです。
（2020年9月現在：68記事）

HAGURUMAチャンネル
2020年9月、直販営業部のメンバーが主体の動
画配信プロジェクトが始動しました。今後、羽車

の取り組みや新商品などについてご紹介していき
ます。

切手に隠された女王の横顔の秘密 世界編 浪漫が詰まった書道用紙の魅力

技術の発展とともにある本の歴史 世界編さりげない読書のお供「しおり」の楽しさ



日頃当社をご利用いただいているお客様を対象
に、サービス・品質向上を目的としたアンケート
を定期的に実施しております。
今期は68件のご回答をいただきました。
結果は以下の通りです。

今回も昨年同様、弊社の対応について5段階の
評価をお願いしました。

全体として【満足＋やや満足】の値は昨年同様
の結果となりました。ただ「満足」の割合が一部
減少してしまいました。今後はよりご要望に沿っ
た対応を心掛けることで「満足」の割合改善に
努めます。

アンケート

主にグラフィックデザインを軸とした仕事をして
います。アパレルやフードブランドなどの店舗ツ
ール（ポストカードや案内状、封筒など）をハグ
ルマストアに注文しています。ハグルマストアは、
紙素材に心地よいものが多いので、素材を活か
すデザインができる点が心強いと感じています。
例えば、厚みのあるカードを手にした時に感じ
る「スペシャルな感じ」やペラっとしていない安
心感。

仕事ですから予算と納期に合うかどうかは重要
です。特にコロナ禍では販促費削減がより求め
られるようになっています。サイトでも見られる
のですが、私はオンラインカスタマーやショール
ーム東京表参道の方によく相談にのっていただ

お客様インタビュー

いています。販促ツールについては、実際に使う
店舗スタッフが手に取った時に「かわいい！」と
いう反応をくれたりと、業務の中で「ちょっと揚
がる気持ち」はとても大事だと思ってます。増刷
が決まると、一番大事な現場にフィットしたと安
心できますね。

リクエストとしては、クライアントと「仕上がりイ
メージ」を共有するのが難しいので、簡易的にシ
ミュレーションできればいいなと思います。それ
から、その場で簡単な加工ができるワークショッ
プ的なものがあると、紙文化が身近になって日
常が豊かになると思います。オンライン生活の
反動で、大人も子供も触覚に飢えていると思い
ます！

スタッフの対応
（明るさ、挨拶、言葉遣いなど）

不満 やや不満 普通 やや満足

38.2% 47.1%14.7%0%0%

スタッフからの提案

39.7% 23.5%30.9%5.9%0%

商品や加工の品質
48.5% 38.2%10.3%3.0%0%

納品・荷姿
35.3% 32.4%26.5%5.9%0%

新商品など情報発信

36.8% 27.9%30.9%4.4%0%

満足

フリーランス　デザイナー
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ハグルマストアには、当社のビジネス封筒をお願
いしています。発注担当部署として、コストは重
視していますが、同時に印刷の品質も大事だと
考えています。羽車さんの上質な紙を他社で再
現出来ず、前任者から引継ぎ長く利用させてい
ただいています。

かっています。
仕上がりには大変満足しています。
商品のリクエストとして、封筒・カードに厚み
のバリエーション（特に厚い紙の）が欲しいです。
コロナ禍でVIPのお客様への対応が必要な
ため、ラグジュアリー感を演出できる紙素材が
欲しいと感じます。

以前、ビジネス封筒の在庫が減っていたことに
気付かず、急ぎで作成をお願いした際に、封筒
の種類を変える提案をいただきました。質を落
とさずコストも削減し、さらに内容物が見えにく
い加工の封筒を使用し、ユーザーからも好評で
した。

弊社は催事が多いため、ハグルマストアへお客
様へのDM封筒を主にオーダーしています。紙の
種類が豊富、小ロットでも価格が安い、発注が簡
単なので助かっています。

オーダーの際の最優先ポイントは納期と価格で
す。案内状は校正に時間を要するため、納品まで
の時間が短くなってしまうのです。羽車は電話が
繋がりにくいこともなく、迅速に対応いただき助

ジュエリー関連会社　イベント・催事企画担当　

羽車が提供する商品・サービスについて、よりグロー
バルな価値を生み出すために、私たちは海外とのつ
ながりを大切にしています。

海外とのつながり

外国人デザイナーとの
コラボレーション

定期的に海外のデザイナーにご協力いただき、商
品開発やサンプル作成を行っています。85期に
は、ロシア、シンガポール、ウクライナ、フランス、イ
ギリス、ポルトガルなどのデザイナーとのコラボレ
ーションが実現しました。また、Webメディア
「HUG LETTER（ハグレター）」の取材では、南ア
フリカの布製品企業にご協力いただきました。
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医療サービス会社  総務部門担当
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私は東京在住、イギリス出身のイラストレーター
です。

過去10年間に渡りイラストレーターとして、世
界中のクライアントの社説、広告、コマーシャル、
壁画などにイラストを提供しています。
 
私の画風は、シンプルな形と大胆な色を使って
複数の要素を描き、それらを重ねてコラージュし
て人目を引く多目的な構図が特徴です。
 
東京在住のイラストレーター仲間から羽車のこ
とを知りました。彼らは紙や名刺などの話の時
はいつも羽車を話題にしていたので、羽車のシ
ョールームイベントに一度参加してみました。

それがきっかけで、お店を定期的に訪れて羽車
の紙のセレクションの豊富さを楽しんでいます。
今年の春、東京での非常事態宣言の開始時に
羽車から連絡があり、この困難な時期に人々に
前向きで役立つ何かを作りたいと依頼がありま
した。お客様へプレゼントするステッカー用に高

揚感あるイラストをデザインして欲しいとのこ
と。
その要望を聞いて、早速イラストを考え仕上が
ったのがこのステッカーです。
手にした人が笑顔になるように前向きなメッセ
ージと共に明るく大胆なイラストに仕上げまし
た。
 
羽車は、東京中の多くのクリエイターを強力にサ
ポートしています。私たちは様々なプロジェクト
に協力してきましたが、その度に羽車からの新し
いアイデアを受け入れ、いつでも喜んで協力して
きました。
羽車のような理解ある企業と共に新しい作品を
作れることに心から感謝しています。

イギリス出身
イラストレーター

写真左：お客様へプレゼントしたアンドリューさんデザインのステッカー
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外部研修

製造部研修として製造部27名が、グリーンプリ
ンティング工場に認定されている印刷会社など
を訪問。
清掃を徹底した製造現場、品質事故を起こさな
い仕組み、生産性を考えたレイアウトなどの取
り組みについて学びました。

日々共に働く140名のHAGURUMAファミリー。
働きやすい環境、研修制度、スタッフインタビュー
など、羽車を内側からご紹介します。

HAGURUMA Family

資格取得補助

社員が持ち合わせるスキルの向上を目的とした
外部研修及び資格取得を推奨しています。その
ための資格支援制度をテスト導入しました。

検定実績：
色彩検定 2級＝8名 3級＝11名
断裁機安全講習検定1級＝1名
品質管理検定 2級＝1名 3級＝10名 4級＝9名

研修例：製造に関する特殊技術の研修（4年連
続）、経理システムセミナー、労働安全セミナー
など。



クラブ活動

ガーデニング部では、花の植え替えや土の入れ
替えを定期的に行い園芸スペースを華やかに保
っています。
85期はチューリップやヒマワリ、シバザクラなど
を植えました。86期は屋外スペースのメンテナ
ンス後、ガーデニングを楽しむ予定です。

羽車ゴルフコンペは京都府木津川市にて開催

し、ゴルフ部の14名が参加しました。

社員の働き方とワークライフバランス
社員が仕事を通じて成長できるように、資格取
得の支援や社員研修を実施しています。子育て
しながらの仕事、定年後の再雇用など働き方の

多様化に柔軟に対応しています。安心して長く
働ける環境は、社員だけでなく会社にとっても大
切なことだと考えています。

有給休暇と残業

2019年4月1日～2020年3月31日までの有
給休暇取得率は、昨年度を少し上回り84.8%
でした。86期も夏季・年末年始に有給休暇の計
画的付与を実施し、有給休暇取得率90％を達
成できるよう、休暇の取りやすい環境を目指し
ます。
85期の残業に関しては、1ヵ月平均12.7時間／
人となり、84期より減少しました。
新型コロナ感染症の影響により、受注量、生産
量ともに減少したためです。
引き続き、特定部署に負担が集中しないよう、心
地よいチームワーク体制を整え、残業時間の縮
小を目指します。

働き方の多様化への対応

能力・スキルを持った社員が、家事や出産育児、
介護などの様々な制約がある中で、長く働くこと
ができるような支援、制度の構築にチャレンジし
ています。
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定年再雇用制度

製造会社として、熟練したスキルを持つ社員は
大切な存在です。定年後、継続して雇用を希望
する場合は定年再雇用制度を利用することがで
きます。現在15名（75歳以上＝2名、70歳以上
＝2名、65歳以上＝2名、60歳以上＝8名）の社
員がこの制度を利用して働いています。
今後も長く就業を希望される方は増加傾向にあ
ります。

75歳以上の方の働き方について、体力面や体調
管理を考慮し、週3日勤務を基準として面談によ
り就業時間を決めています。85期からは、連続
勤務は3日までと上限を設けたり、健康診断を
実施しています。

働き方の選択制度

短時間勤務が選択できる他、通常勤務復帰後も
短時間勤務の再取得が可能です。
社員のライフスタイルに合わせて約20パターン
の勤務体制を実施しています（2020年9月現
在）。現在の育児休業取得者は2名、子育て中の
短時間勤務者は2名となりました。
更新は毎年3月で、子どもの成長と託児施設な
どの条件により決定しています。



社員インタビュー
2020年6月に、SDGs（持続可能な開発目標）
の事務局を立ち上げました。羽車では以下の7
つの取り組みについて活動をしていきます。現
在19名の社員が参加し、5グループに分かれて

SDGs
それぞれの目標についての具体的な取り組み内
容や行動計画について定期的に話し合いの場
を設けています。
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趣味と自分の性格について一言！

アート部に所属して、大塚国際美術館ツアー
に参加しました。部員は、毎回有名作品を説明
する課題があるんですが、私の担当はピカソの
大作「ゲルニカ」。初めてピカソの生涯や作品
に深く学び、良い機会になりました。

性格を一言で表すと、ジェットコースター（いろ
んな意味で、波が激しい！）笑

今年で勤続16年目になりました。入社当初から
一貫して封筒を作成しています。現在は封筒の
製袋機（ウインクラー）、カマス生産機、窓貼のセ
クションを任されています。

業務の難しさは、紙の特徴を見極めて機械の微
調整をしなくてはならない点。紙質の違いで反
り具合などが違うので、機械の速度や強弱の微
調整が不可欠です。細かい手作業ですが仕上が
りに影響するので、経験を活かして慎重に調整
しています。好きな機械は、様々なサイズの封筒
をスピード生産するウインクラー。長く付き合っ
ている相棒です。年季が入った機械でも丁寧に
扱うといい味だしてくれるんで、愛車みたいな感
じでしょうか。

羽車の魅力は社員の雰囲気がいいところです。
働き方に関係なく、皆さん話しやすい。特に大先
輩の方々は素敵な方が多くて、その背中を見て
新人がどんどん育っていくので、働きやすい環境
だなと感じています。食堂は他部署の人とも交
流できたりして、社員同士が繋がれる憩いの場
所です。

これからは、若い世代に会社や仕事をさらに好
きになってもらえるように導いていきたいです
ね。



高校卒業後、羽車で社会人のスタートを切りま
した。入社後は活版印刷機を担当してきました。

活版印刷は、若手の先輩の他、師匠的な存在の
ベテラン社員の上田さんに機械の操作を一から
学びました。活版印刷機は、50年ほど前の機械
なので取り扱いが難しいと感じます。私は名刺
の1色印刷のみの担当ですが、先輩方はサイズ
も色数も多いのにサクサクとこなしていて、私も
そうなりたいと思っています。

仕事で大変な業務は、紙サイズが変わる度に行
う機械の型替え。加工し始めるまでの準備手順
が複雑で難しく、ひたすら数をこなして勉強中で
す。
最近になって、箔押し加工の自動機を担当する

ようになりました。箔押し加工は、熱と圧力で金
銀やカラフルな箔を加工します。活版印刷とだ
いぶ雰囲気が違いますが、キラキラした箔の仕
上がりが綺麗で愛着が湧いてきました。

休憩時間には、工場の外にあるベンチでお花や
植物を眺めながらリラックスしています。封筒の
形をしたベンチがあるんです。そのベンチが社員
の手作りと聞いてさらにお気に入りになりまし
た。

工場内で一番好きな機械は、やっぱり活版印刷
機。とにかく見た目がレトロでかっこいい！そし
て、自分で動かしていると実感ができるマシーン
なんです。これからも、工場内のいろんな機械を
マスターできるようになりたいなと思っています。

2013年に入社して8年目になります。ウイング
ド・ウィール表参道の販売スタッフとして7年間
働き、現在はショールームを担当しています。ま
た今年からは、企画部で撮影のアシスタントも
始めています。

ショールームのお客様は業種・年齢の幅が広く、
お客様に合わせて臨機応変に対応する必要が
あります。まずは、聞き手に徹してから提案する
よう心掛けていますが、販売スタッフの時にお客
様心理に関して勉強したことが今に活きている
と感じます。この仕事の楽しいところは、馴染み
のお客様とのコミュニケーション。再来店の際に
私の顔を見て、安心した笑顔で話しかけてくださ
る時は嬉しいですね。

羽車は、忙しい中でも慌ただしくない独特な時
間の流れが心地よいですね。必要以上の上下関
係がないところも好きです。製造部や企画部な
どの他部署を見ていると、全員がそれぞれのス
キルで活躍していて尊敬できるなぁと感じてい
ます。
ショールームには、デザイナーさんや会社の企
画部のようなクリエイティブなお仕事の方が多
いですね。皆さんに気軽に相談してもらえるよう
な存在になりたいです。
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趣味と自分の性格について一言！

土曜の夜はヒップホップ系ダンスを練習してま
す。またドライブも好きです。珍しいですが、車
はミッションの免許をとりました。友人からは
いつも楽しそうと言われますが、確かに自分が
大好きです（笑）

環境にやさしい取り組みしていますか？

実家がある東京都日野市は東京都の自治体
では初めて「SDGs未来都市」に選ばれ、ごみ
改革が有名です。その流れでごみの分別には
かなり細かいです。また、極力食べ残しはしな
いよう、フードロスについても気にかけていま
す。

趣味と自分の性格について一言！

ガーデニング、美術館巡りが好きです。「オタク
気質」で集中するとやめられない。



2019年4月に入社しました。以前は、不動産関
係の広告デザインをしていました。
現在DTP課に所属し、封筒、冊子、シール、新商
品のパッケージ商品のデータ作成を担当してい
ます。羽車の商品には、印刷や箔押しなどの様々
な加工に合わせた複雑なデータを作成すること
もあります。数をこなしながら、分からない部分
は周りに聞いて解決しています。困ったときに頼
れる先輩方が多くて恵まれています。

社内の好きな場所は、食堂です。食事も美味し
いし大きなアートもあって雰囲気がよく落ち着

きます。また、製造部ではないのですが、工場の
ドイツ製の活版印刷機がお気に入りです。以前、
テレビ番組で活版印刷機が紹介されていて、う
ちにもある機械だ！と一人で盛り上がりました。
それ以来、愛着がありますね。

これからの目標は、DTPでのさらなるスキルアッ
プです。そして、工場内のそれぞれの機械に詳し
くなり、また、お客様の声を拾う機会も増やし、
DTP業務に上手に繋げられるように毎日積み重
ねていきたいと思います。

環境にやさしい取り組みしていますか？

魚釣りをするので海洋問題（マイクロプラスチ
ック）を意識するようになりました。
脱プラを心掛けていて、買い物の際はエコバッ
グを必ず持参しています。プラ製ファイルに代
わる新商品「A4紙製ファイル」はとても魅力あ
る商品だと思います！

趣味と自分の性格について一言！

釣り、子育て（公園で一緒に遊ぶ・二児の父）。
いつも忙しくしている性分です。

スタッフからの声
将来の羽車へ望むこと

健康に気遣った社食メニューが
充実したらいいな

仕事中にちょっと息抜きできる
屋内スペースがあるといいな

美味しいコーヒー
が飲みたいな

落ち着ける空間のトイレに
なればいいな
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シエスタ(お昼寝制度)を導入して、
午後もリフレッシュ！！

デザインや文化的な書籍が
並ぶ社内図書館が欲しいな



ネコちゃんは全部見つけられたかな？



株式会社  羽車　企画広報部
TEL  03-6432-9880　FAX  03-6432-9878
E-mail   pr@haguruma.co.jp　




