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私たちは、包装設計と梱包材、そしてサービスを通じ、

『驚き』と『感動』と『安心』を、

世界の一つでも多くの国の、一人でも多くのお客様に、

スピーディー且つタイムリーにお届けして行きます。

また、ステークホルダーからの信頼を高め、

企業の存在価値を高め、

エキセレントカンパニーを目指して行きます。

カネパッケージ経営ビジョン
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今年は、国難とも言えるコロナ禍の影響で、健康を害された皆様には心よりお見舞いを

申し上げます。また、医療機関に従事される皆様には、心より敬意を表すると共に、日夜

弛まぬ医療活動への献身的なご尽力に深く感謝いたします。

私たちカネパッケージグループは、医療機器を製造し医療従事者及び患者様の皆さんに

お届けする仕事と、医療機器をはじめ皆様の生活に必要な物資を大切に包んで運ぶ役割を

担っております。環境に配慮し、省資源化を目指し、「包む」「預かる」「届ける」事業

を通じ、環境にも人にも優しい企業活動に、従業員一同邁進しております。

これからも、すべてのステークホルダーの皆様に「驚き」と「感動」と「安心」をご提

供することをモットーに、「包む」技術を進化させ「もの」を包むだけではなくお客様の

大切な「まごころ」も大切に包み、空気も心もきれいにする夢のパッケージを、一人でも

多くのお客様にお届けして参ります。

今後とも末長くご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い致します。

２０２０年８月吉日

カネパッケージ株式会社

代表取締役社長 金坂良一
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商 号 カネパッケージ株式会社

設 立 昭和５１年９月２９日

資 本 金 ５,０００万円

従 業 員 数 １,1００名（関連会社含む）

事 業 内 容 ・各種緩衝材・設計・試験・製造・ 販売、

各種段ボール、ＯＡ機器等のソフトバック

など販売 （海外キット製品管理・梱包・

トータル物流）

役 員 会 長 兼平 作太郎

代表取締役社長 金坂 良一

常務取締役 高村 賢二

取締役 勝野 旭

【国内】
本社 埼玉県入間市南峯 １０９５－１５

柏事業所 千葉県柏市新十余二３－１

東北営業所 青森県青森市大字戸門字見通３４－１

白河営業所 福島県白河市老久保山１－１

大阪営業所 大阪府大阪市中央区今橋１－６－１

【海外】
フィリピン、ベトナム、タイ、インドネシア、

香港

国内拠点 ５拠点 / 海外拠点 ７拠点

柏事業所

白河営業所

東北営業所

本社

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ (KPG)

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ (KPPI)

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ (SFLI)

ﾍﾞﾄﾅﾑ (KPVN)

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ (KPIN)

ﾀｲ (KPTH)

香港 (香港社)

大阪営業所
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ミッション

ＣＳＲの基板

「包む技術」を通して

価値と感動をお届けする

コストを削減しカーボンオフセットで

社会貢献できる企業になる

・品質の確保 ・社会貢献

・環境への配慮

・コーポレート ・ガバナンス

・コンプライアンス

ビジョン・<基本理念>

「驚き」と「感動」と「安心」を提供

ステークホルダー

地域社会

地球環境

株主

お取引先

従業員

お客様

（１） 当社は企業理念・行動憲章に則り、

企業活動の全ての領域にわたり、

社会的責任を果たすべく、当社を支

えていただいているステークホルダー

(お客様・地域社会・パートナー・従

業員・株主等)との良好な関係を維持

・発展させ、社会との共存と継続的

成長を実現することに努力します。

ＣＳＲ基本方針

（２） 全てのＣＳＲ活動の基盤はコーポレ

ート・ガバナンス (＝企業理念の確立

・維持・経営の効率性・健全性・透明

性の確保)、コンプライアンス (＝法令

・行動憲章・行動基準の順守・リスク

マネジメント・情報開示）、品質の確

保、あらゆる面での環境への配慮など

の社会貢献活動にあります。

本年度のマングローブ植林活動はフィリピンルソン島のタール火山噴火や新型感染症に伴う渡

航禁止などにより１１月と２月に予定していた日本からの参加は出来ませんでしたが、地元従業

員や地域の方々によって植林活動や周辺の環境整備などは継続し行いました。

青い地球へおくりもの
+Ｏ2マングローブ植林事業

(2020年6月30日時点)

マングローブ植林本数 ：１１,９４４,５７９本
(３３５.６ｈａ）

《東京ドーム およそ７１個分の広さと同じ》

●マングローブ植林活動報告

４．環境活動成果報告
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弊社は、国際社会の動向２０３０年に向けた「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」や事業領域の拡

大などの環境変化をふまえ、持続可能な社会の実現に向け更なる企業の成長を目指します。

◉ CO2 の削減

梱包材のダウンサイジング化、省資源化、積載効率のUP、トータル梱包材、物流コストの

効率化、電力量の取り組みなどを行っております。

●電力削減によるＣＯ２削減量(本社社屋)

1150
[kg-CO2/kWh]

２０１９年度 対２０１８年

+394
[kg-CO2/kWh]

【環境対策】

４４期において新規顧客の開拓ツールは、主に既存のお客様からの紹介が約７割占めており、これは

弊社の技術力を認めて頂いた結果と評価しております。今後もお客様の抱える課題に対して、その解決

方法を一緒に考え、提案するを基本スタンスとして努めて参ります。

※４３期：

お客様紹介割合 ５７％

前期からの伸び：

+７ポイント上昇

お客様紹介

65%仕入先

7%

展示会

7%

ＨＰ

7%

電話

14%

【４４期 新規開拓ツール内訳】
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本社 ＳＤＧｓ勉強会 三幸製作 ＳＤＧｓ勉強会

●マングローブ植林によるＣＯ２吸収量

[t-CO２]872

2009年-2019年 累 計２０１９年度

30 [t-CO２]

◉ CO2 の削減、海洋生物の保護

卵の殻を使ったバイオマスプラスチック製品「プラシェル」については更なる商品改善を行い

再生資源の拡充に努めてまいります。

《 箸 》 《オープナー》

【再生資源対策】

【企業義務責任】

◉ 勉強会の開催

弊社は、企業においてＳＤＧｓの推進を図る上で組織内部での認知が重要と捉え、 外部

より専門講師を招いて勉強会を開催しました。

◉ CO2 の吸収

主な活動地域はフィリピンセブ島周辺の島々で２００９年にスタートし現在も継続中です。
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カネパッケージ株式会社は2019年7月に医療機器メーカーの株式会社三幸製作所をグループ化し

ました。今後、医療分野への事業領域や販路の拡大を行い経営基盤を強化し企業の更なる発展を目

指して行きます。

１） 医療機器メーカー 株式会社三幸製作所とＭ＆Ａ

（１）三幸製作所会社概要

商号 株式会社三幸製作所

設立 昭和37年3月5日

代表者 代表取締役 金坂 良一

所在地 ■本社・工場

〒331-0077 埼玉県さいたま市西区中釘652

TEL.048-624-8121(代表) FAX.048-622-3470

資本金 1,000万円

従業員数 80名（パート含む）

事業内容 医療機器の製造及び輸入

許認可 第一種医療機器製造販売業許可 11B1X00012 医療機器製造業許可：11BZ000133

医療機器修理業許可：11BS080017 第一種動物用医療機器製造販売業許可 24製販療I第5号

動物用医療機器外国製造業者認定許可 20外製療第141号

動物用医療機器製造業許可 24製造療第96号 動物用医療機器修理業許可 24修理第249号
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（２）製品紹介

＜”ありがとう”のモノづくり＞

（３）ＳＤＧｓの取り組み

2019年

11月

社内でＳＤＧｓについての勉強会を開催
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フィリピンのＬＩＭＡ新工場が完成し２０２0年７月末より操業開始しました。

◎敷地 22,000㎡ ◎延床面積 9600㎡

◎量産能力 化粧箱 100万箱/月（拡張、設備増設エリアあり）

２） 海外拠点ＣＳＲ活動報告

（１）フィリピン ＫＰＰＩ ＬＩＭＡ新工場稼働

既存レンタル工場２拠点を自社工場に

集約し、社内生産比率を高める事による

在庫削減、付加価値改善、顧客への対応

力強化を目的としています。

（２）品質向上への取り組み

“第一回カネパッケージグ

ループＱＡミーティングを開

催しました。
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（３）CSR活動

2020年3月31日 フィリピンLIMA近隣病院などにゴーグル計300個を寄付しました。

◉ 医療機関へ衛生物資の支援

◉ フィリピン セブオランゴ島に校舎を寄付

2019年12月11日、セブ島ラプラプ市の地域社会福祉開発機構(CSWD)の協力のもと

セブオランゴ島のサン・ビセンテ地区に新しく建設したデイケアセンターの校舎を寄付

致しました。
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３） 新型コロナウイルスへの取り組み

（１）本社の感染防止対策

新型コロナウイルス感染予防策として１階フロアを打合せフロアに変更。従業員と来客者の

接触機会を極力減らし、打合せも換気の良い環境下で行えるようにしました。

・ダンボールタワーを撤去し打合せコーナーに。

・来社時には手指の消毒と体温チェック。 ・ミストを噴霧

（２）感染対策用パーティションの開発

星野総合商事様と共同で、新型コロナウイルス感染を防ぐための段ボールパーティションを

開発しました。
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（３）地域への支援活動

新型コロナウイルス感染対策（飛沫感染防止・３密回避）や災害時避難用として自治体に

ダンボールパーティションを寄贈致しました。

2020/7

岡山県総社市へ

５０セット

2020/7

岡山県倉敷市へ

埼玉県へ５０セット

◉ お茶殻入りダンボールパーティション

埼玉県、岡山県の総社市と倉敷市に寄贈

◉ ダンボールパーティション＆簡易ベット

埼玉県入間市と

ダンボール製品で災害時優先供給協定を締結
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４） 楽天市場店にカネパＳＨＯＰがオープン

２０１９年１１月にネットショップを開設し「楽天市場店カネパＳＨＯＰ」をオープン致しました。

当社はB to Bをメインで事業展開しておりましたが、今後はB to Cにも注力し、市場の動向をしっか

り見据え時代のニーズに合致した事業運営を行って参ります。

（１）販売人気商品

第一位 背負い型背景隠しダンボール

第三位 お絵かきコドモハウス 第四位 お茶殻入りパーティション

第二位 収納付きトレーディングカードゲーム用段ボールテーブル
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（２）出店商品のご紹介

これらの商品以外にも種々出品しておりますので、楽天市場店カネパＳＨＯＰをご覧下さ

い。

教育教材用品

オリジナル 段ボール商品

環境にやさしい商品

コロナウイルス

感染防止用品
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中小企業新ものづくり・新サービス展に出展致しました。

第８回入間環境フェアに出展致しました。

2019年

10月

2019年

11月

第２０回ビジネスフェア

に出展致しました。
2019年

11月

CSR Report 2019.8 - 2020.7

展示会
an exhibition
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2019年

11月

2019年

11月

メディカルクリエーションふくしま２

０１９に当社のグループ会社（三幸製

作所）と共同出展致しました。

新価値創造展2019に出展致しました。

2019年

11月

CSR Report 2019.8 - 2020.7

SDGs
Sustainable Development Goals

への

取り組み

社内でＳＤＧｓについての勉強会を開催しました。
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◎ダンボール緩衝材

③ ハンディプリンタ用

緩衝材付き箱

① 医療用装置キット

② 送信機用仕切り箱

①

② ③

◎発泡緩衝材

③ 部品治具用緩衝材

① カード決済機梱包材

② 工業用パソコン緩衝材

①

② ③

技術紹介
technical Expertise

CSR Report 2019.8 - 2020.7

カネパッケージ(株)は、日々お客様のニーズにお応えしなが

ら設計開発をしてまいりました。これからも新しい設計技術

を取り込み、「驚き」と「感動」を提供して参ります。
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◎リターナブル包装材

③ 精密測定機用輸送箱

① 重量物用通い箱

② 電子基板用通い箱

② ③
◎発泡緩衝材

① 航空部品搬送用梱包台車

② コンテナ付プラダン梱包

① ②

③

①

②

◎アミューズメント商品

① 段ボール間仕切り

② 緊急・災害時用

段ボールキット

①

②



19

CSR Report 2019.8 - 2020.7

講演活動
a lecture

高度外国人材活用セミナー

での講演報告

企業間連携交流会講演報告

埼玉経済同友会発表報告

2019年

9月

2019年

9月

2020年

7月

岡山県倉敷市・総社市へパーティションを寄付致しました。

(左写真)

倉敷市伊藤市長

(右写真)

総社市片岡市長

入間市と災害時段ボール製品優先

供給協定を締結しました。

お茶殻入りパーティションを

埼玉県に寄贈しました。

CSR Report 2019.8 - 2020.7

BCP
Business Continuity Plan

への

取り組み

2020年

6月

2020年

7月

2020年

6月
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CSR Report 2019.8 - 2020.7

地域貢献
contrilbute to community

大野元裕埼玉県知事がご訪問されました。

2019年

11月

2020年

2月

経済産業副大臣牧原秀樹氏がご来社されました。

自民党県議団の方々が

視察訪問されました。

2019年

11月

入間ハート病院様に飛沫防止

パーティーションを寄贈致し

ました。

2020年

6月

ハンドベル部が福祉施設で

慰問演奏会を致しました。

2019年

10月
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●過去の受賞歴 our past award winning

2014(平成26年)

2月
埼玉県埼玉グローバル賞（未来への投資部門）受賞同時に「埼玉親善大使」任命

2015(平成27年)

2016(平成28年)

2017(平成29年)

2018(平成30年)

公益社団法人日本フィランソロピー協会第11回「企業フィランソロピー対象」受賞

経済産業省主催「平成25年度おもてなし経営企業選」受賞

フジサンケイグループ主催第23回「地球環境大賞環境大臣賞」受賞

埼玉県商工会連合会より会長感謝状

第33回優秀経営者顕彰贈賞式に出席

入間市事業所防犯協議会より感謝状

第46回社会貢献者表彰を受賞

能美防災株式会社様より感謝状を授与

「埼玉発世界行き」冠奨学金で感謝状

「地域未来牽引企業」に認定

ＴＡＭＡーＧＮＴ企業に認定

「はばたく中小企業・小規模事業者３００社」に選定

埼玉県シニア活躍推進宣言企業に認定

第4回ベンチャー・中小企業グローバル大賞にて最優秀賞を受賞

埼玉産業人クラブ主催第10回「埼玉ちゃれんじ企業経営者表彰特別賞」受賞

第17回グリーン購入大賞にて審査員奨励賞受賞

２０１５年日本パッケージングコンテスト入賞

２月

２月

3月

4月

4月

5月

12月

8月

1月

6月

7月

9月

1月

5月

12月

10月

1月

3月
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●受賞歴 the history our prizes

2018(平成30年)

2月
「埼玉発世界行き」冠奨学金で感謝状

2019(令和元年)

2020(令和2年)

オリンパス株式会社様より感謝状を授与

タイ「ＰＲＯＰＡＫＡＳＩＡ」で受賞

ＳＡＮＹＯＤＥＮＫＩＰＨＩＬＩＰＰＩＮＥＳ,ＩＮＣ様よりサプライヤ賞を受賞

２０１８年日本パッケージングコンテストで「ロジスティック賞」を受賞

当社社屋が「アーキタイザーＡ＋アワード２０１８」を受賞

「埼玉発世界行き」冠奨学金で感謝状

ＫＰＴＨが「ＡｓｉａＳｔａｒ２０１８Ａｗａｒｄｓ」にて賞を受賞

中小企業振興公社様から表彰

「埼玉発世界行き」冠奨学金で感謝状

ｅｃｏ検定アワード２０１９ 優秀賞受賞

上田埼玉県知事より「彩の国みどり基金」の感謝状を授与

「彩の国みどり基金」への寄付に対する感謝状を授与

「ダイヤモンド経営者倶楽部表彰」２０１８年度優秀企業賞を受賞

「彩の国みどり基金」への寄付に対する感謝状を授与

3月

5月

6月

6月

6月

9月

12月

1月

5月

6月

6月

11月

3月

7月

7月
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https://www.kanepa.co.jp

カネパッケージ株式会社

🏣358-0046 埼玉県入間市南峯 1095-15

ＴＥＬ 04-2936-3031 FAX 04-2936-3036

包む技術でお客様へ驚きと感動と安心を


