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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
※誌面の写真について：撮影のため一時的
にマスクを外している社員もおりますが、社
内ではマスクの着用を徹底しております。

永田・柳

対象期間

2020年10月〜2021年9月

発行

2021年12月
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はじめに
代表より
86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
る皆様へ、
より羽車を知っていただくために毎年一回発行しています。
コロナ禍の中でスタートした86期でしたが、想定していたほどの落ち込みはなく比較的安定した営業
数字で推移しました。
ただ、度重なる緊急事態宣言への対応や、社員やそのご家族が罹患されたとき
のサポートなど、
日々の業務運営に慎重に向き合った一年となりました。
宿泊をともなう社員研修やお客様を招いてのイベントの実施は見送りましたが、社員の資格取得や新
しい学びに対するサポート制度を研修のひとつとしてスタートしました。
またイベントについても動画
配信やSNSを活用するなど、時代に応じたお客様との関係を構築しています。
86期はSDGsの推進と自社の社風（企業文化）
に目を向け、
「倫理的に働くとは？」
と
「環境問題を考
えよう」
をテーマに社員座談会を行いました。
このような時代だからこそ意識を傾けるテーマだと考え
ています。話し合った内容をまとめ、冊子にして全社員に配布する予定です。
今年で羽車は創業103年目を迎えます。
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。今後ともお引き立て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。

代表取締役社長
杉浦

社名

株式会社 羽車

創業

1918.10.1

設立

代表者

杉浦正樹

社員数 150名

正樹

1936.1.1

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

関連会社

株式会社ウイングド・ウィール
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事業活動
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。

保有設備
断裁機

営業拠点

大阪・東京の各営業拠点では外勤営業とカスタ

5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

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

45台

セロ窓加工機・口糊加工機・
製本機・製函機など 46台

合計

121台

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。
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私たちが目指す人物像

経営理念

誰からも声をかけられやすく、

日々の仕事に楽しさや、

いつも心が笑顔の人

やりがいを見いだせる人

目標を達成するために最大限の

周りの人の仕事を助け、

努力をしている人

チームワークの大切さを示せる人

常に謙虚であり、言葉づかいや

アートとユーモアを愛する人

振る舞いに品がある人
自身の健康と環境問題に
人を喜ばせたり感動させたりする

「良いデザインを共につくる」

日頃から取り組んでいる人

ことが好きな人

お客様にとって良いものを、一緒に考え、
かたちにする。

自分の考えを持ち、率先して
新しいことに挑戦し、
自分や

発言できる人

チームを変えていける人

私たちが目指す企業像
お客様にとって

社員に対し

社会に対し

デザイン性の高い印刷物を

やりがい・成長・安心感を

常に新しいカルチャーを

相談できるNo.1企業

あたえられる会社

発信できる企業
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新しい価値の提案
新商品・新サービス

86期はパッケージ商品や環境に優しい紙素材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。

A4紙製ファイル

窓つき平袋

マスクケース

森林認証紙を使ったファイル

中身が窓から見えて印象的に

飲食店やホテルでの使用に

羽車オリジナルカレンダー

いろいろな形のタグ

デザイン入り薄葉紙

シーズンに合わせた提案

リサイクルしやすい紙製カレンダー

50種類の既製型をご用意

新しい形状のパッケージを開発

誰にでも簡単に、費用を抑えてオーダーできる既製サイズの抜き型を提案

新色ウッドブラウン/ソフトクリーム
環境に配慮したHAGURUMA Basicの紙

封筒型フォルダー
厚い封筒のような特別感

パッケージ

サイズ・形状のご提案サービス

Colors マットブラック
環境にやさしいオリジナル紙

持ち手付き角底箱

手に取りやすい気軽さを
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品質・環境・労働安全衛生の取り組み

３

「良いデザインを共につくる」
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。

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。
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。

行動指針

1

2

4

5

6

品質・環境方針達成のため、品質・

現在及び将来において適用される

顧 客 要 求 事 項 、及 び 法 的・

環境配慮型製品の普及推進、

品 質・環 境 方 針 は 全 従 業 員に

環境目標を各部門に展開し、継続

法規制、及び当社が同意するその

規制要求事項を満たす製品

環 境負 荷の少ない諸 資 材

周知し、一般に公開します。

的な改善を図る品質・環境マネジ

他の要求事項を遵守します。

を提供します。

（森林認証紙・再生紙・非木

メントシステムを確立、維持し、定

材紙・再生窓用フィルム・植物

期的に見直しをします。

油インキなど）を使用した製
品開発を積極的に行います。

13

マネジメントシステム
品質向上、環境経営、個人情報保護体制については下記マネジメントシステムを導入し、常に改善活動

を行っています。
また、
紙製品の販売においてはFSC認証の流通過程であるFSC®CoC認証を取得して
おります。
各部門の上に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、
内部監査などのスケジュール管理を行っています。

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。

プライバシーマーク
（Pマーク）

個人情報保護体制については、一般財団法人日本情報経済社会推進協会によるプ

ライバシーマーク
（Pマーク）
を取得しています。定期的な審査により社内の個人情報

取扱いの意識を高め、
お客様により安心してサービスをご利用いただけるよう努め

ています。
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環境方針実績・目標
環境目標実績に対する86期の総括
86期は、8項目中4項目について目標値を達成しました。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
85期に対し、86期の生産売上は昨年対比108.36%でした。
新しい生産設備投資を行ったため、
エネルギー使用量が増加しています。

環境目標と実績
項目
購入電力
CO2の削減

84期

85期

実績

実績

目標

実績

1,118,884

1,106,690

35,927

30,624

ℓ

3,678

kg

713,196

単位

kwh 1,163,289

液化天然ガス（都市ガス）

m

3

ガソリン
CO2排出量

修正分（注）

995,755

86期

87期

88期

89期

達成

目標

目標

目標

1,136,033

×

1,124,673

1,113,426

1,102,292

30,318

29,571

○

29,275

28,983

28,693

1,636

987

992

×

982

972

962

786,837

772,236

776,806

×

769,038

761,347

753,734

51.28

50.77

50.26

廃棄物

t

62.30

58.19

57.37

51.80

○

排水量

3

m

2,459

2,837

2,410

1,940

○

1,921

1,901

1,882

コピー用紙

kg

7,930

6,825

6,752

7,824

×

7,746

7,668

7,592

歩留まり率の向上

%

98.52%

97.79%

99.50%

96.93%

○

99.50%

99.50%

99.50%

購入電力

液化天然ガス
（都市ガス）

歩留まり率

生産設備を複数台導入し、
その設備稼働のため

85期6月に行った全館の70%に相当する空調

コンピューターによる仕込み率に対し-0.5%を

コンプレッサーやポンプを増設しました。

設 備（ ガ スヒー ポ ン ）の 入 替 実 施 により 、

目標にしていますが、前期比-2.57%の削減とな

大 型 機 械 を 導 入したことにより、前 年 比 で

96.56%に削減しています。

りました。オーダー品の小口化が年々進んでい

101.53%に増加しました。

＊購入電力の CO2 の排出係数は本社が 0.418、
東京が 0.441で計算しました。
（注）CO2 排出数値について
算出方法が異なっている場合は、現在の算出方
法に合わせて過去データを変更しています。
＊札幌営業所閉所により 86 期の目標値を一部変
更、また灯油の項目をなくしています。

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。
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品質向上への取り組みと事故件数

持続可能な取り組み
環境と人に配慮し開発した商品と、羽車が継続する取り組みをご紹介します。

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、小集団活動の
「グループワー
ク」、作業環境確認のため定期的に他部署メンバーが巡回する
「5S巡回」
など様々な取り組みを実施し

本社電力を
「100％再生可能エネルギー」
に転換

ています。

2021年7月より、本社電力を水力・風力・太陽光に由来する再生可能エネルギ
ーに切り替えました。

製造部グループワーク
環境に配慮した紙素材

HAGURUMA Basic

製造部では、製造の基本である5S活動を軸とし

シンプルで風合いがあるリーズナブルな紙素材を開発。森林認証紙、
グリーン購

た
「品質向上」
「生産効率改善」への取り組みに

入法適合、無塩素漂白パルプを使用した紙素材で、封筒やパッケージをご提案

絞り、13グループに分けてQC（品質管理）活動

しています。

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

紙製パッケージ
（脱プラスチック商品）
の開発

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

レジ袋に代わる紙製の平袋や、紙製ファイルをご用意。
ショールームの店舗用袋

ィードバックしています。上位3グループを表彰

にも紙製平袋を採用しています。

し13グループのキャプテンに記念品が贈られま
した。

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。

品質事故件数
86期の品質クレーム件数は、前年比102％という結果になりました。

10年目を迎えた0円ペーパー
製造時に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12トンの紙を利用いただいています。

品質クレームについては２つの課題があります。
１つ目は、印刷色の若干の濃淡や、活版印刷の凹み具
合について、
お客様より品質不良ではとご指摘いただくことです。羽車では、風合いのある紙素材に印
刷加工をするため、均一な仕上がりが難しい側面があります。
お客様の不安を解消するために、87期はお客様目線に沿ったご案内方法を構築いたします。
2つ目は、
ヒューマンエラーを0に近づけることです。87期は
「認知エラー」
に分類されるエラーの上位

ボックスペーパー

2項目に重点を置き、取り組みを行います。1項目の
「転記業務エラー」
については、
システム開発までの
期間、
チェック欄を設けてエラーを防止します。

余り紙を小さくカットし、
メモやDIYの材料などにボックスペーパーとしてご案内

2項目の
「誤認識エラー」
は、
コミュニケーション不足から発生するため、社内コミュニケーション
（ハニ

しています。小物入れとして再利用できるオリジナル箱入り。

カムシーズンゴール、
とりLabo、
ありLabo、勉強会）
で強化いたします。
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労働安全衛生への取り組み
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。
また、
コロナ感染症対策への取り組みも重視いたし
ました。作業台パーテーション設定、作業前後のアルコール消毒、検温実施、各フロアーの人流管理な
ど、衛生管理を実施しております。

化学物質などのリスクアセスメント
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、労働者への危険性および健康有害性の
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、工場で取り扱う全ての化学物質を対
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。
86期の活動は、枚葉印刷機においても現像レス製版の導入を行ったことで、印刷材料は100%リサイ
クルでき、薬剤を使用しないため、環境負荷となる廃液が排出されません。
また、印刷インキは基本４原
色、墨、
シアン、
マゼンタ、
イエローをノンＶＯＣインキ※2に置き換え、作業者の安全、環境への配慮を行
っております。今後の課題として、
インキ洗浄に使用する洗い剤のノンＶＯＣ化や、使用する全てのイン
キなど更なる改善に取り組んでまいります。
※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 ノンVOCインキ：インキを乾燥させる際に発生するVOC（揮発性有機化合物：Volatile Organic Compounds）
をできる限り
削減するため、石油溶剤をほぼゼロにしたものがノンVOCインキです
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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）完全予約制（8月〜9月）
・店内人数制限導入
ショールーム
（東京）
ビデオ接客を継続
必要に応じた特別有給休暇を付与
休業

6名

社内事故報告
労働災害（社内事故）1件
・作業場にてハンマーで誤って手指を負傷（軽傷）

通勤労災 0件
通勤労災は０件でしたが、車通勤時の物損事故が数件報告されています。
幸いケガ人もなく軽微な事故でした。
会社付近の交通事故発生マップを作成し、注意喚起をしています。

11名

時差出勤

生産中の事故 0件

2名

テレワークの導入

17名

ワクチン接種時の勤務免除利用 24名

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。

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。

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。

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。

86期：指摘箇所21件 うち改善済み14件

お客様・地域とのつながり

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。
（2021年9月現在：24記事）

余り紙の再利用

堺北八下郵便局に封筒製造時の余り紙を置か
せていただきました。
お客様に再利用いただい
ています。

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12
件の教育機関へ無償提供し、
リユースいただい
ています。
また堺市主催
「学びの応援プログラ
ム」
にみつばちプログラムを登録。
幼稚園より
応募いただきました。

制作例（デザインギャラリー）

ご注文作品を紹介する
「制作例（デザインギャ
ラリー）」
には1500件以上の制作例をご案内。
加工を検討中のお客様に大変好評です。
（制作
例数は2021年9月現在。掲載にはお客様の許
可をいただいています）

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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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。

お客様インタビュー

（2021年9月現在：75記事）

ファッションブランド

デザイナー／代表

オリジナルブランドのワンピースを企画し販売しています。羽車さんには商品を包む薄葉紙、お客様
にお送りするお礼状カードと封筒、シールを依頼しています。
羽車さんのことは、知人デザイナーから紹介いただきました。Webサイトを拝見したところ、センス
懐かしくてかわいい、
キャンディーの包み紙
（前後編）

日本文化を表すラッピング のし紙に込められた思い
（前後編）

情報ページ 環境に優しい取り組みと企業事例
環境や社会に対し企業が取り組んでいる学び多い挑戦や、羽車の環境への向き合い方をご紹介してい
ます。
（2021年9月現在：6記事）

が良さそうだったことと、ショールームで相談できるので安心だと思い伺いました。商品を包む薄葉
紙やお客様へ送るお礼状のカードなども、商品同様に丁寧に考えていますので、製品になったときに
美しく仕上がるか、という点は気を遣いますね。いつも短納期のお願いになるので、必要な時に間
に合うかどうかも気になります。
羽車のショールームでは、印刷物が美しく仕上がるよう文字サイズや色の詳細についてアドバイスが
あり、サンプルも送付いただきました。綺麗に仕上がって満足しています。
羽車さんへの希望としては、ぜひ手提げ袋（ショッパー）を取り扱って欲しいですね。また、封筒や
カードなどの紙をオリジナルの色で作れたら嬉しいです。
私の場合、表参道のショールームには遠方より伺いますので、必要な制作物を数点分まとめてご相
談しています。今、以前注文したものをアレンジして再注文を考えているのですが、今回はビデオ通
話でいつも担当くださっているスタッフさんとお話ししてオーダーしようと思っています。

自然からの贈り物としての
「ジビエレザー」
ENISICA 松木真麻 様／パンダ企画 フジタマサシ 様

ライ麦からつくる
「麦わらストロー」
株式会社坂ノ途中 武岡 様

HAGURUMAチャンネル

日本茶の製造・販売会社

商品管理ご担当者さま

オンラインストアとショールームのメンバーが主体となり、
インスタライブやYouTube動画の配信を行っ
ています。
新商品や加工についてフレンドリーにお伝えしています。

羽車さんはインターネットで調べて知り、東京のショールームに伺ったのがきっかけでオーダーをして
います。注文しているのは弊社のビジネス封筒と、製品パッケージ用の封筒です。
製品パッケージですから、
やはり品質と価格を重視しています。封筒を活用したパッケージなのですが、
濃色の紙に加えた箔押し加工はイメージ通りの仕上がりで何回かリピートでオーダーしています。箔
色もとても豊富できれいなので、特に改善してほしいことはありません。
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ペット用品販売会社

海外とのつながり

代表

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

オンラインでペット用品を販売しています。通販で使用する印刷物のオーダー先を探していたとき、

つながりを大切にしています。

羽車さんを見つけました。Webサイトのデザインや、実際に作成されたアイテムが素敵なものばかり
だったので、お願いしたいと思いました。
お客様に商品を発送する際に添えるショップカードやステッカー、ペーパータグを注文しています。
羽車さんはオンライン販売ですが担当者さんのレスポンスが早く、細かくケアしてくれるので安心感が
ありますね。
最初はイメージ通りに加工が仕上がるか不安でした。ショップカードが 2つ折りなのですが、折る際
にシワや亀裂が入るかもしれないなど、制作前に注意点を色々と共有してくださったので安心できま
した。カードは想像以上にしっかりとして完成度が高く、商品の梱包もとてもきれいだと感じています。

お客様の声

注文した箱に商品を入れた時「これで新商
品が完成した！」と感激しました。
（小売店）

活版印刷、箔押しがとても綺麗な仕上がり
です。この名刺でお客様と話に華が咲くの
が楽しみです。（デザイン関連）

とても急ぎで必要だったが、納期が間に合
わず頼めなかった。（飲食店）

定期的に海外のデザイナーにご協力いただき、商

ショールームでの相談から納品まで、不慣
れな私をサポートいただき感謝。

靴が入る大き目の箱も作れるようにして欲し
い。（アパレル関連）

（ギャラリー経営）

外国人デザイナーとの
コラボレーション
品開発やサンプル作成を行っています。86期には、
イギリス、
ドイツ、
フランス、
ポーランド、
ブラジルな
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、
シンガポール、
マレーシア、
アメリ

環境配慮の紙についての情報が知りたい。
改善しました

「環境に優しい紙の評価リスト」と「サステナブルな封筒・袋・パッケージ」

カ、
また日本で活動されているデンマーク出身の方
など、様々な地域の方々にご協力いただきました。

ページを作成しました。オンラインストア内でご案内中。
29

スペイン出身
イラストレーター
私はスペイン北西部の美しい海岸沿いの都市、
ア・コルーニャで生まれ、現在もこの街に住んでいます。
フリーランスのイラストレーターとして10年以上、Perrier、Bioterm、Nestle、Unicef、Aldi、Monocle、Stanford Businessなどのクライアントと仕事をしてきました。
羽車との出会いは、2018年でした。
スタッフのMateus Rezendeさんが、私の街を訪れた際にアート
ショップで私の作品を見つけてくれたのがきっかけです。後日、彼は私にメールでコラボレーションを提
案してくれました。今考えると、嬉しい偶然です。
羽車との仕事では、定期的に与えられた様々なテーマで小さな2色のイラストを作成しています。
その
デザインは、主に羽車のカードや封筒などの印刷サンプルに使用されています。私のイラストは、線を多
用し、幾何学的に構成されているのが特徴です。
私が特に好きなテーマは、
自然や動物にまつわるデザインです。例えば、最近では寅年にちなんで、年
賀状用にトラのデザインをしました。
羽車は、
クリエイターに対して、常にプロフェッショナルで敬意を払ってくれるので、
とても満足していま
す。
ときどき、私のデザインを印刷したサンプルを送ってくれるのですが、毎回その作品は素晴らしいも
のです。彼らの仕事の質の高さと丁寧さが伝わってき
て、私にとって羽車はとても刺激的な
ビジネスパートナーです。
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HAGURUMA Family
日々共に働く150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。

外部研修
86期は、新型コロナウイルス感染症の影響により実績がありません。

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。

育児と働き方
この5年間での出産後の復帰率は、約9割となっています。育児休業後は、子どもが3歳になるまで、短
時間勤務を選択できます。
ほとんどの方が短時間勤務制度を利用して、通常勤務へと戻っています。現
在の産休・育児休業取得者は3名、子育て中の短時間勤務者は3名となっています
（2021年9月時
点）。保育園などの環境が整ったら相談の上、
スムーズに復帰できるように対応しています。

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。
テレワーク社員とのコミュニケーションには、Googleチャットを活用し遠隔でも業務を円滑に進めら
れるようにしています。
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SDGs
有給休暇と残業
2020年4月1日〜2021年3月31日までの有給休暇取得率は、昨年度を下回り72.3％でした。
87期は、社休日を新たに設け休日を増やします。
そのため、夏季・年末年始の有給休暇計画的付与日
数は少なくなりますが、社員が自由に休暇を取れる環境を推進し、有給休暇取得率90％を目指しま
す。86期の残業に関しては、1ヵ月平均17.2時間／人となり、85期より増加しました。85期の残業時

羽車では、2020年6月にSDGs（持続可能な開発目標）
の取り組みを始めました。社内では以下の8つ
の取り組みについて活動をしています。社員がそれぞれのグループに分かれ、SDGsそれぞれの目標に
ついて、具体的な取り組み内容や行動計画を定期的に話し合う場を設けています。今後も、適宜見直し
を行いながら、
より良い取り組みの継続を目指します。

間は、新型コロナ感染症の影響により少なくなっていました。87期は、勤務間のインターバル11時間
を推進し、効率化およびチーム体制を強化し、
引き続き残業時間の縮小を目指します。

定年再雇用制度
製造会社にとって、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14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、連続勤務は上限3日までとなっ

・健康宣言 従業員の予防・健
康づくりの取り組み

・ミャンマーの子供たちに絵本翻訳シ
ールを貼る社内ボランティア活動
（20名が参加）

ており、健康診断を実施しています。

・工場の緑化 季節を楽しむ9種
の木々を植樹

クラブ活動

・女性雇用の充実 育児休暇取得
の促進 ライフスタイルに合わせ
た勤務体制

・外国人デザイナーとのコラボレーシ
ョン 6か国

・本社工場電力を100%再生エネ
ルギーに
（2021年7月より）

・堺市主催「企業による学びの応援プ
ログラム」に登録

・社内図書にて自然科学雑誌「ナショナ
ルジオグラフィック」
を貸出
（6月〜9月 22名が利用）

ガーデニング部は、今年もチューリップ、
ヒマワリ、
シバザクラを植え替えし、園芸スペースを華やかに
保っています。
アート部はコロナの影響もあり今期の活動を見送りました。
羽車ゴルフコンペは、緊急事態宣言の合間の7月に三重県伊賀市で開催し、
ゴルフ部の12名（新規入
会者1名を含む）
が参加、交流を深めました。

・環境配慮の羽車オリジナル原紙を新たに3種類を開発。全22種と
なり、主力商品の多くがエコを考えた商材となりました。また工場
では、3R の実施や廃番品・余り紙の販売によって、86期の廃棄率
は月平均31.3％となりました。2030年までの目標廃棄率17％を
目指し取り組みを継続します。
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社員インタビュー
環境にやさしい取り組みをしていますか？

環境にやさしい取り組みをしていますか？

エコバッグはいつも大小2枚持ち歩いています。

フードロスには特に関心があります。小さなこと

あとは雨水を貯めて水やりに使ったり、
お風呂の

ですが、
スーパーでは夕方から少し安くなる食

水を洗濯に使ったり。
できる範囲のことですが

材を購入することも多いです。
お店としては間も

心がけています。

なく破棄されるもの、消費者は安く買うことがで
きる。
シンプルですが、
お互いにメリットがありま

趣味

すよね。

週末は阿倍野あたりでウィンドウショッピング
を楽しんでいます。最近社交ダンスは距離をお

自分の性格について一言！

いていますが、
ホットヨガスタジオが近くにある

少しおっちょこちょいですが勢いのあるパワフル

ので行ってみようかな、
と。
アドヘア機はとても

さが持ち味でしょうか。
良くも悪くも、熱いものを

暑いので、仕事と趣味、気持ちもホットでいきま

持ってます。

す。笑

来年で勤続25年目を迎えます。随分ベテランになりました。笑

今年で勤続25年目になります。
そのうち23年間は製袋機
（ウインクラー）
の前取りを担当していまし

これまで、営業部、管理部を経て、現在は約6年間、直販営業部にてオンラインストアでの業務にあたっ

た。
2年前に上司から、
アドヘア機
（糊加工機）
のオペレーターに挑戦してみないかと声をかけてもらい

ています。主な担当は、
オリジナルで一から作る別注品の対応や、
お客様からの仕上がりに関する品質

ました。
機械には縁もなく、
正直驚きました！でもなんとか挑戦し現在に至ります。

やご意見について対応しています。
アドヘア機は羽車に1台しかありません。
糊加工のあとヒーターの付いた長いコンベアに封筒を流し乾
業務に関して難しいと感じる点は、別注品に関して、
お客様からのご要望がとても複雑なときですね。

かします。
完成した段階で糊の不具合が見つかった場合は、
その間コンベアに流れていた全ての封筒が

お客様が
「こんなものを作りたい！」
という声に、技術的に当社で対応できないことも多々あります。
そん

無駄になることもあるので、
早く発見することが重要です。
封筒の反りや紙の厚さによっても微調整が必

なときには、
できる限りお客様のご希望に近い別の案を提案するように心がけています。
お客様の熱意

要で気が抜けません。

が伝わってくるときには、
どうにかしてカタチにしてあげたい！という気持ちが強くなるんです。完成した
商品について、
お客様から
「羽車さんに頼んで良かったです。」
というご意見をいただいたときにはガッ

機械の調整作業には本当に悩みました…。
アドヘアは最終の工程なので、各工程のしわ寄せがくるんで

ツポーズです！

す。納期までにやるべき仕事がたまって歩く場所もなくなり、少しでも効率よくできるよう作業順を考え

日々の業務はいい話だけではありません。
いわゆる、
クレーム対応の際には厳しいご意見もいただくの

に考えました。上司のフォローもありますが、
ギリギリまで自分でなんとかしたい、
という思いもありまし

で、一件一件、丁寧な対応を心がけています。
ときにはこのような対応で良かったのかと自問自答するこ

た。今では機械のおもしろさも知り、何が来ても怖くないし任せておいて！という気持ちです。苦労が今

ともあります。特に、
お客様とのコミュニケーションは難しい。今でも勉強の毎日です。

につながっていると思います。

直販営業部は担当するスタッフが増えて大所帯になってきました。今後の目標は、売上はさらなる飛躍

今後の目標は、
マニュアル作りのバージョンアップ。
グループワークの一環で作った型替えマニュアル

を意識しながら、担当者が効率よく作業に取り組める体制作りが急務だと思っています。
この部署か

に、紙によって調節する糊の量など細かい内容も加えていきたいです。
そして、現在外注である長3カマ

ら、元気を伝播していきたいですね！

ス封筒（横形）
も、
この機械で加工できる方法を考えたいです。
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環境にやさしい取り組みをしていますか？
ゴミの分別は細かく行っています。食品は食べ

環境にやさしい取り組みをしていますか？

る分だけ買うタイプです。食材を冷蔵庫で賞味

無駄にゴミを出さないように、少し意識をして

期限切れになるまで眠らせることはしません。

います。買い物をした時に商品が入っていた箱

エコバッグはあまり使いませんが、常にリュック

をアレンジして再利用したりしています。

を持っているので買ったものはその中に入れる

趣味

ようにしています。

休日は、最近よくドライブしています。
スピード

自分の性格について一言！

を出すことが楽しくて
（もちろん法定速度内で
すよ）、
山の方とかに行くこともありますね。

誰とでも仲良くなりたいタイプです。初対面の人
に自分から話しかけることも多いです。

私は2021年の春に羽車へ入社しましたので、
ようやく半年が過ぎたところです。主な業務は、
ウインク

2021年の4月に入社して半年ほど経ちました。活版印刷機で、主にネームカードの加工を担当してい

ラーという高速で封筒を作成する機械での、封筒の検品と箱詰め作業です。

ます。

この機械から、封筒が50枚ずつまとまって出てくるのですが、
それを素早く検品しながら箱詰めをする
作業は、思っていたよりもコツが必要で意外と難しいです。

活版印刷機を担当し始めたときは、
とにかく覚えることが多くて大変でした！手順、動かし方などとても
複雑でしたが、角張さんが丁寧に教えてくれました。半年経ち、慣れてきたと思えるようになりました

特に私が担当する封筒は、別注品が多いので毎回様々な種類の紙で作られた封筒を扱います。紙が柔

が、
わからないことがあるとそばにいる先輩に確認します。見て覚えるというより、実際に機械を動かし

らかいものや固いもの、紙厚も異なることが多く、特に厚い紙は、50枚単位で手で掴みにくくて検品は

説明してもらうことで、早く理解できるようになりました。

特に気を遣います。検品の仕方は、先輩の皆さんが丁寧に教えてくださるので少しずつ慣れてきました。

毎朝、今日印刷するカードの納期と色などを確認し、効率よく作業順を決めるところからスタートしま

また、
そんな先輩方に囲まれているので部署内の雰囲気もとても心地良いです。

す。活版印刷の工程で大変なのは型替えですね。印刷用の版を付け替える作業ですが、
ズレたり傾いた

社会人になって間もないので、学生の感覚が正直抜け切れていないところがあります。
笑

りしないようにかなり慎重にセットします。最初は1時間もかかっていましたが今は20分ほどでできる

基本的なことですが、
できるだけキチンとした社会人生活を送らなきゃと思っています。

ようになり、
だいぶスピードが上がりました。

これからの目標については、
やはり今担当している業務を責任もって行うということです。以前は、機械

やりがいを感じるのは、
やはり完成品を見た時。検品して箱に詰めた時、苦労したけどいちから作った

のオペレーションをする先輩と一緒に作業を行っていましたが、今は一人で担当することになり、機械

んだ！と達成感を感じます。
スピードが早い機械ではないので、例えばNEカマス3〜4,000枚を印刷す

から自動排出される封筒の流れを止めることなく、検品と作業をこなしています。
この作業をもっと効率

ると2時間くらいはかかります。無事に終わったときはやっぱりホッとします。

よくこなしていければと思います。
また、今後様々な部署へ配属されて新しい業務に携わることがあれ
ば、新しい仕事も今のように楽しみたいです。

今はネームカードにブラックの印刷をすることが多いのですが、活版印刷以外にもダイカットや箔押し
加工にも、
いずれ挑戦してみたいと思っています。

39

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

