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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。
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・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）

兼平　作太郎

金坂　良一

高村　賢二
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　受賞歴　　　　　　　　　　　　　　　   18

　私たちカネパッケージは、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、空気を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。

　今年は、新社屋からの情報発信を積極的に行いました。映像関係の事業もこの社屋を

舞台に社員が主役となるような映像配信も行いました。また、ご来客いただいたお客様の数も

５倍以上増え、当社発信のネットワークの輪も一層広がって参りました。

 “CSR活動”として開始したマングローブの植林は９年目を迎え、遂に１,０００万本を超えま

した。(植林：11,192,858本 面積：314.5ha)　５月にはフィリピン大使館で多くのお客様をお迎

えし、日本とフィリピンを結ぶ記念式典を行いました。さらに、このマングローブの研究を進め

るために研究開発センターをフィリピンに開設することにしました。これも偏に皆様のご理解

とご協力の賜物と深く感謝申し上げます。

　今年も引き続き、埼玉県の「冠奨学金基金」へも「カネパッケージマングローブ基金」として

参加させて頂き、埼玉県のグローバル人財育成のプログラミングにも参加させて頂きました。

　また、老人ホームや病院へのハンドベルチームの慰問公演と交流、チャリティーマラソン（国

内外）、献血（国内外の社員）、ボランティア清掃活動、孤児院への慰問と寄付、それから継

続的な東日本大震災復興支援、メキシコ地震復興支援、海外子会社でのインターシップ生受

け入れ、学校への文房具の寄付、癌小児病棟慰問クリスマスパーティー開催、従業員から

孤児へのクリスマスプレゼント、講演活動等 、々当社国内および海外の一人一人従業員が、自ら

考え積極的に“CSR活動”を展開いたしました。

　次の新しい時代に向かって、一歩一歩確かな歩みで当社のおもてなし精神と真心を持って

活動していきます。

　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。

ご挨拶

2018年7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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CSR基本方針
（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。

（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。

ステークホルダー

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

・コーポレート・ガバナンス ・コンプライアンス

・環境への配慮

地域社会 お客様

地球環境 お取引先

従業員 株主

ビジョン・<基本理念>

「驚き」と「感動」と「安心」を提供

カネパッケージ株式会社のＣＳＲカネパッケージ株式会社のＣＳＲ 1年間の活動ダイジェスト1年間の活動ダイジェスト
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特集

1

フィリピン共和国
ドゥアルド M.R. メニエズ次席大使

金坂代表取締役社長より感謝状贈呈 御出席された来賓の方々

　２０１８年５月１１日（金）在日本フィリピン共和国大使館（東京・六本木）のシアゾ
ンホールに於いて「マングローブ植林1000万本達成記念式典」を開催致しました。
　式典にはドゥアルド M.R. メニエズ次席大使はじめ、各関係省庁の方々、自動販売
機の一部売上寄付でご協力頂いている企業様、他大勢の方々のご臨席を賜り弊社関
係者あわせて約90名の方々にご出席頂き盛大に執り行いました。

マングローブ1,000万本達成記念式典を
フィリピン・日本で開催！！
マングローブ1,000万本達成記念式典を
フィリピン・日本で開催！！

フィリピンフィリピン

日 本日 本

　２０１８年２月１０日（土）フィリピンセブ島（シャングリラホテル内）にて、「マングローブ

植林１０００万本達成記念式典」を開催いたしました。

　式典には弊社代表金坂はじめ、フィリピン経済特区庁 チャリト プラザ長官様、在フィリピ

ン日本国大使館 影山 昇一等書記官様、ボホール州ゲタフェ市 キャセイ シャオン カマチョ市

長様、また植林をお手伝いしてくださっている地元住民の方々にご臨席賜り、弊社関係者あ

わせて総勢１２６名の方々にご出席頂き、盛大に開催することが出来ました。

　２０１８年２月１０日（土）フィリピンセブ島（シャングリラホテル内）にて、「マングローブ

植林１０００万本達成記念式典」を開催いたしました。

　式典には弊社代表金坂はじめ、フィリピン経済特区庁 チャリト プラザ長官様、在フィリピ

ン日本国大使館 影山 昇一等書記官様、ボホール州ゲタフェ市 キャセイ シャオン カマチョ市

長様、また植林をお手伝いしてくださっている地元住民の方々にご臨席賜り、弊社関係者あ

わせて総勢１２６名の方々にご出席頂き、盛大に開催することが出来ました。

ご挨拶する金坂代表取締役社長 埼玉県庁　和田国際課長様
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特集

2 マングローブ植林活動報告マングローブ植林活動報告

２０１７年１１月２３日(木)～２５日(土)に第１７回マングローブ植林ツアーを開催致しました。 ２０１７年１１月９日、埼玉県主催の“埼玉・セブものづくり人材育成事（JICA草の技術協力
事業）”の一貫として行っております環境共生実習に参加しました。

● 第17回 マングローブ植林ツアーを実施● 第17回 マングローブ植林ツアーを実施 ●「埼玉セブものづくり人材育成」事業参加●「埼玉セブものづくり人材育成」事業参加

+Ｏ2マングローブ植林事業+Ｏ2マングローブ植林事業

マングローブ植林本数マングローブ植林本数

青い地球へおくりもの青い地球へおくりもの

東京ドームおよそ67個分の広さと同じ東京ドームおよそ67個分の広さと同じ

（2018年4月30日時点）

（314.5ha）
11,192,858本11,192,858本
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事業）”の一貫として行っております環境共生実習に参加しました。

● 第17回 マングローブ植林ツアーを実施● 第17回 マングローブ植林ツアーを実施 ●「埼玉セブものづくり人材育成」事業参加●「埼玉セブものづくり人材育成」事業参加

+Ｏ2マングローブ植林事業+Ｏ2マングローブ植林事業

マングローブ植林本数マングローブ植林本数

青い地球へおくりもの青い地球へおくりもの

東京ドームおよそ67個分の広さと同じ東京ドームおよそ67個分の広さと同じ

（2018年4月30日時点）

（314.5ha）
11,192,858本11,192,858本
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特集

3 ～イノベーション～新しい物流拠点の設立～イノベーション～新しい物流拠点の設立
特集

4 海外拠点のCSR活動報告海外拠点のCSR活動報告

２０１７年９月１６日、ハノイ市ズットゥ村にあります社会保
障センター(Social Protection Ceter)で弊社現地従業員よ
り、寄付金及び食料品(お米・ミルク・お菓子)、生活用品
（布団・枕・衣服・靴）などを寄付致しました。

２０１７年１２月１８日(月)・１９日(火)
に、クリスマスプレゼントをフィリピ
ンのセブ マニピス村、バナコン島、
オランゴ島にある3つの学校の子供
たちにプレゼントして参りました。

２０１７年１１月１６日（木）、駐日メキシ
コ大使館に於きまして埼玉県国際交流
協会の小島敏男理事長よりカルロス・ア
ルマーダ大使閣下へメキシコ地震義援
金目録を贈呈致しました。

２０１７年９月３０日(メキシコ時間)、メキシコ合衆国モラロス
州フォフトラ市にて弊社代表 金坂含め従業員１６名(現地従
業員6名、フィリピン従業員6名、日本人従業員4名)が救援物
資を寄付致しました。
　

本社入間物流センター

青梅事業所

柏事業所（ KP柏倉庫）

白河営業所

東北営業所

◎国内物流拠点の改変図

移転前 移転後

本社入間物流センター

柏事業所（ KP柏倉庫）

柏事業所（ KP柏晃倉庫）

柏事業所（ GLP柏エリア）

白河営業所

東北営業所

賃貸

新設

新設

東北営業所

柏事業所・
ＫＰ柏晃倉庫

柏事業所・ＧＬＰ柏エリア
本社

入間物流センター

白河営業所

ＫＰＶＮ(ベトナム)のＣＳＲ活動

フィリピンの子供たちへ
クリスマスプレゼント

２０１７年１２月９日（土）に、クリスマスプレゼントを
フィリピンのルソン島ラグナ州にあるカラワンの子供
たちにプレゼントして参りました。

フィリピンの子供たちへ
クリスマスプレゼント－２

メキシコ地震義援金贈呈式に
出席致しました

メキシコ地震被災地へ
支援活動を行いました
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2017年
11月

新価値創造展２０１７に出展致しました新価値創造展２０１７に出展致しました ロボット・航空宇宙フェスタふくしま２０１７に
出展致しました
ロボット・航空宇宙フェスタふくしま２０１７に
出展致しました

２０１７年１１月１５～１７日（３日間）、東京ビックサイト
で開催されました「新価値創造展２０１７」に出展させて
頂きました。

2017年11月28日(火)～30日(木)の３日間、インテックス大阪(大阪)で開催されました、全国中
小企業団体中央会主催の”中小企業 新ものづくり・新サービス展”に出展させて頂きました。

２０１７年１１月２２日
(水)・２３日(木)、ビッ
グパレットふくしま
（郡山市）で開催さ
れました「ロボット・
航空宇宙フェスタふく
しま２０１７」に出展
させて頂きました。

2017年
11月

2017年
11月

「中小企業 新ものづくり・新サービス展」に出展致しました「中小企業 新ものづくり・新サービス展」に出展致しました2017年
10月

カネパッケージ株式会社のＣＳＲカネパッケージ株式会社のＣＳＲ

第６回入間環境フェアに出展いたしました第６回入間環境フェアに出展いたしました

第２８回府中市工業技術展
ふちゅうテクノフェアに出展致しました
第２８回府中市工業技術展
ふちゅうテクノフェアに出展致しました

暮らしの包装商品展2017に出展しました暮らしの包装商品展2017に出展しました

２０１７年１０月１日（日）入間市産業文化センターにて開催の第６回入間環
境フェアに出展いたしました。

２０１７年１０月２５日
（水）、２６日（木）ビッ
クパレットふくしま(福島
県郡山市)で開催されま
した「メディカルクリ
エーションふくしま２０１
７」に出展させて頂きま
した。

2017年10月19日(木)～20日(木)に、東京駅内ＫＩＴＴＥで
行われました「暮らしの包装商品展2017」に、弊社の
「衛星通信型テレビ会議用機器の簡単収納ケース」の
包装作品が展示されました。

２０１７年１０月１３日（金）、１４日（土）府中市ルミ
エール府中で開催されました「ふちゅうテクノフェ
ア」に出展させて頂きました。 2017年

10月

2017年
10月

CSR Report 2017.8-2018.7
an exhibition
展示会

2017年
10月

第13回 メディカルクリエーション
ふくしま２０１７に出展致しました
第13回 メディカルクリエーション
ふくしま２０１７に出展致しました
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２０１７日本パッケージングコンテストで
電気・機器包装部門賞を受賞
２０１７日本パッケージングコンテストで
電気・機器包装部門賞を受賞

第７回ＫＰグループ設計コンテストを
開催致しました
第７回ＫＰグループ設計コンテストを
開催致しました

２０１７年８月３０日（水）「東京ガーデンパレス」に
て行われました（公社）日本包装技術協会主催の「２
０１７年日本パッケージングコンテスト」に於いて、弊
社が開発し出品した『「衛星通信型テレビ会議用機
器」の簡単収納キャリーケース』が【電気・機器包装
部門賞】を受賞いたしました。

2017日本パッケージングコンテスト
「電気・機器包装部門賞」賞状

優 勝　KPTH　自動車部品国内外出荷用共通梱包箱

準優勝　KPVN　自動車部品用通箱

３ 位　KPMX　自動車部品用梱包材

優 勝　KPTH　自動車部品国内外出荷用共通梱包箱

準優勝　KPVN　自動車部品用通箱

３ 位　KPMX　自動車部品用梱包材

2018年
3月

CSR Report 2017.8-2018.7
technical innovation
技術開発

CSR Report 2017.8-2018 .7
technical Expertise
技術紹介

デジタルサイネージのスタンド同梱通箱

小型精密機器と付属品のオール
段ボール包装を掲載しました

測定機用ブラケットのスペーサロック式段ボール固定材

「緩衝用シート付包装箱」が
特許認定いたしました

「技術紹介」ページに新しい緩衝技術を
追加しました

壊れやすいディスプレイとスタンド構造

壊れやすい機器と付属品、ケーブル類

包装材は全て
組み立て式で
フィット感のある
収納部

ディスプレイとスタンドの独立固定とスペーサ構造

サイネージの裏側
スチール製スタンド

ブラケットの形状（裏面突起） １枚の板から簡単にできる緩衝材

収納全体 収納横側

電子応用機器のフレーム構造に適した緩衝設計技術

デイスプレイの共通緩衝包装　リユース・コンテナ

受賞製品
「衛星通信型テレビ会議用機器」

2017年
8月

２０１８年３月１日（木）、本社（日本）に於きまして
「第７回設計コンテスト」を開催致しました。

KPTHパッケージングコンテストで
受賞致しました
KPTHパッケージングコンテストで
受賞致しました

2018年
6月

２０１８年６月１３日 ( 水 )、BITEC( タイ・バンコク）のバンコク
国際貿易展示場で開催されました「PROPAK ASIA」に於きまして、
輸送包装部門の “THAISTAR PACKAGING AWARDS 2018” を受
賞致しました。
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狭山警察署長から
感謝状を頂きました
狭山警察署長から
感謝状を頂きました

イクボス宣言を致しましたイクボス宣言を致しました

新輸出大国コンソーシアム事業
「成果普及セミナー」で講演致しました
新輸出大国コンソーシアム事業
「成果普及セミナー」で講演致しました

東洋大学「井上円了哲学塾」で
弊社代表 金坂が講義
東洋大学「井上円了哲学塾」で
弊社代表 金坂が講義

秩父地域産学連携セミナーにて
講演させて頂きました
秩父地域産学連携セミナーにて
講演させて頂きました

今年も明治大学政経学部で
「おもてなし経営企業」の
講義を致しました

今年も明治大学政経学部で
「おもてなし経営企業」の
講義を致しました

新社屋での
避難訓練を
実施致しました

新社屋での
避難訓練を
実施致しました

第３９回入間万燈祭りに
参加致しました
第３９回入間万燈祭りに
参加致しました

埼玉県海外インターンシップ
帰国報告会に出席致しました
埼玉県海外インターンシップ
帰国報告会に出席致しました

タイからのインターンシップ研修生の終了報告会タイからのインターンシップ研修生の終了報告会

平成２９年８月１８日（金）、
新社屋での避難訓練を実施
致しました。

２０１７年１１月２1日(火)、埼玉県知事公館に於
きまして海外インターンシップ帰国報告会が開
催され、弊社代表 金坂が報告会に出席致しま
した。

平成２９年１０月２５日(火)、約１ヶ月インターンシップを経験したタイからの研修生、
マックスさんとヌックさんの研修終了報告会を実施しました。

２０１７年１０月１５日（日）入間市産業文化セ
ンターにて開催されました「いるまイクボス共
同宣言式」に出席し、当社も「イクボス宣言」
を行いました。

２０１７年１０月２８（土）２９（日）に入間市にて開催されました「第３９
回入間万燈祭り」に参加いたしました。

２０１７年１１月１８日（土）東洋
大学白山キャンパスで開催され
ました「井上円了哲学塾」に於き
まして、弊社代表 金坂が”グロー
バル化の波と日本の中小企業経
営、その歩み”と言うテーマで人
生とビジネスチャンスのつかみ方
について講義を行いました。

平成３０年６月１５日(金)、埼
玉県秩父地域振興センター
で開催されました中小事業
者と大学との連携のきっか
けづくりを目的とした“秩父
地域産学連携セミナー“に於
きまして、弊社代表 金坂が
「中小事業者の大学連携の
ススメ」というテーマで講演
させて頂きました。

2017年11月29日（水）さいた
ま市浦和コミュニティーセン
ターで開催されました埼玉県
主催の「埼玉県大学連携研
究会」に弊社代表 金坂が出
席し、テーマの”大学と企業等
による実践的な人材の育成”
について事例を織り込んで発
表させて頂きました。
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10月

2017年
10月

2017年
10月
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就業支援
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弊社代表が
埼玉県大学連携研究会で
事例発表

弊社代表が
埼玉県大学連携研究会で
事例発表

瑞穂町立瑞穂第五小学校で
環境とモノづくり授業
瑞穂町立瑞穂第五小学校で
環境とモノづくり授業

交通安全講習会を
開催致しました
交通安全講習会を
開催致しました
２０１７年１０月１１日(水)毎年恒
例の交通安全講習会を開催いた
しました。

東北営業所にて避難訓練を
実施致しました
東北営業所にて避難訓練を
実施致しました
平成２９年９月１日
（金）、東北営業所
で防災訓練を実施
しました。

はまぎんこども宇宙科学館様に
教材を提供
はまぎんこども宇宙科学館様に
教材を提供
２０１７年１１月１
１日（土）はまぎ
んこども宇宙科
学館にて開催さ
れたイベントにて
当社開発の梱包
材を教材としてご
使用頂き、子供た
ちに「卵落とし」
を体験していた
だきました。

２０１７年１０月２１日（土）狭山市市民会館ホールに
て開催されました「第２３回狭山地方地域・全暴力排
除推進大会」に
て、弊社常務取締
役 高村が狭山警
察署長から、感謝
状を頂きました。

入間市霞川清掃に
参加致しました
入間市霞川清掃に
参加致しました
２０１８年６月３日（日）地元入間市の
霞川清掃に参加いたしました。

2017年
11月

2017年
10月

2017年
11月

2017年
8月

2017年
10月

2017年
9月

2017年
11月

2017年
11月

2018年
6月

2018年
6月

平成30年6月
14日(木)、弊社
代表 金坂が母
校の明治大学
政経学部に於
いて、「おもて
な し 経 営 企
業」講義を致
しました。

２０１８年２月２０日（火）
に、瑞穂町立瑞穂第五小学
校に於きまして弊社代表取
締役金坂が”環境”と"モノづ
くり"についての授業を、２
月２日に”マングローブ”に
ついてのお話をさせて頂い
た５年１組の児童の皆さん
に致しました。

２０１７年１１月１日
(水)、大宮ソニックシ
ティビル(さいたま市)
に於きまして開催さ
れました日本貿易振
興機構(JETRO)主催
の”新輸出大国コン
ソーシアム事業「成
果普及セミナー」”で
弊社代表 金坂が講
演致しました。

2018年
2月

2018年
6月

2017年
11月
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催され、弊社代表 金坂が報告会に出席致しま
した。

平成２９年１０月２５日(火)、約１ヶ月インターンシップを経験したタイからの研修生、
マックスさんとヌックさんの研修終了報告会を実施しました。

２０１７年１０月１５日（日）入間市産業文化セ
ンターにて開催されました「いるまイクボス共
同宣言式」に出席し、当社も「イクボス宣言」
を行いました。

２０１７年１０月２８（土）２９（日）に入間市にて開催されました「第３９
回入間万燈祭り」に参加いたしました。

２０１７年１１月１８日（土）東洋
大学白山キャンパスで開催され
ました「井上円了哲学塾」に於き
まして、弊社代表 金坂が”グロー
バル化の波と日本の中小企業経
営、その歩み”と言うテーマで人
生とビジネスチャンスのつかみ方
について講義を行いました。

平成３０年６月１５日(金)、埼
玉県秩父地域振興センター
で開催されました中小事業
者と大学との連携のきっか
けづくりを目的とした“秩父
地域産学連携セミナー“に於
きまして、弊社代表 金坂が
「中小事業者の大学連携の
ススメ」というテーマで講演
させて頂きました。

2017年11月29日（水）さいた
ま市浦和コミュニティーセン
ターで開催されました埼玉県
主催の「埼玉県大学連携研
究会」に弊社代表 金坂が出
席し、テーマの”大学と企業等
による実践的な人材の育成”
について事例を織り込んで発
表させて頂きました。
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環境とモノづくり授業
瑞穂町立瑞穂第五小学校で
環境とモノづくり授業

交通安全講習会を
開催致しました
交通安全講習会を
開催致しました
２０１７年１０月１１日(水)毎年恒
例の交通安全講習会を開催いた
しました。

東北営業所にて避難訓練を
実施致しました
東北営業所にて避難訓練を
実施致しました
平成２９年９月１日
（金）、東北営業所
で防災訓練を実施
しました。

はまぎんこども宇宙科学館様に
教材を提供
はまぎんこども宇宙科学館様に
教材を提供
２０１７年１１月１
１日（土）はまぎ
んこども宇宙科
学館にて開催さ
れたイベントにて
当社開発の梱包
材を教材としてご
使用頂き、子供た
ちに「卵落とし」
を体験していた
だきました。

２０１７年１０月２１日（土）狭山市市民会館ホールに
て開催されました「第２３回狭山地方地域・全暴力排
除推進大会」に
て、弊社常務取締
役 高村が狭山警
察署長から、感謝
状を頂きました。

入間市霞川清掃に
参加致しました
入間市霞川清掃に
参加致しました
２０１８年６月３日（日）地元入間市の
霞川清掃に参加いたしました。
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14日(木)、弊社
代表 金坂が母
校の明治大学
政経学部に於
いて、「おもて
な し 経 営 企
業」講義を致
しました。

２０１８年２月２０日（火）
に、瑞穂町立瑞穂第五小学
校に於きまして弊社代表取
締役金坂が”環境”と"モノづ
くり"についての授業を、２
月２日に”マングローブ”に
ついてのお話をさせて頂い
た５年１組の児童の皆さん
に致しました。

２０１７年１１月１日
(水)、大宮ソニックシ
ティビル(さいたま市)
に於きまして開催さ
れました日本貿易振
興機構(JETRO)主催
の”新輸出大国コン
ソーシアム事業「成
果普及セミナー」”で
弊社代表 金坂が講
演致しました。
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2017（平成29年）

2018（平成30年）

能美防災株式会社様より
感謝状を授与

1月

ＴＡＭＡーＧＮＴ企業に認定 1月
「はばたく中小企業・

小規模事業者３００社」に
選定

3月

「埼玉発世界行き」冠奨学金で
感謝状 3月

オリンパス株式会社様より
感謝状を授与 5月

上田埼玉県知事より「彩の国みどり基金」の
感謝状を授与

6月

タイ「PROPAK ASIA」で受賞 6月
SANYO DENKI PHILIPPINES, INC様より

サプライヤ賞を受賞 6月

「埼玉発世界行き」
冠奨学金で感謝状

埼玉県シニア活躍推進宣言企業に
認定

5月

10月
弊社が

「地域未来牽引企業」に認定 12月

20132013（平成25年）（平成25年）

11月

環境省主催「地球温暖化防止活動環境大臣表彰式」にて
「国際貢献部門」受賞

12月

12月

TAMA産業活性化協会主催
「第6回TAMA産学官金サミット」にて
「TAMAブランド企業」に認定
同時に「マングローブ環境保全大賞」受賞

10月 東京商工会議所主催
第11回勇気ある経営大賞「優秀賞」受賞

2014（平成26年）

2月

2月

3月
4月
4月

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

5月 埼玉県商工会連合会より会長感謝状

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
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大賞」受賞
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大賞」受賞

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
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
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
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大賞」受賞
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大賞」受賞
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大賞」受賞

2015（平成27年）

8
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2015年日本パッケージングコンテスト入賞

第17回グリーン購入大賞にて審査員奨励賞受賞第17回グリーン購入大賞にて審査員奨励賞受賞第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2015年日本パッケージングコンテスト入賞2015年日本パッケージングコンテスト入賞

2016（平成28年）

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

月

1 第33回優秀経営者顕彰贈賞式に出席第33回優秀経営者顕彰贈賞式に出席月

6 入間市事業所防犯協議会より感謝状入間市事業所防犯協議会より感謝状月

7 第46回社会貢献者表彰を受賞第46回社会貢献者表彰を受賞月

9 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
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

月

過去の受賞歴過去の受賞歴 our past award winningour past award winning 受賞暦受賞暦 the history of our prizesthe history of our prizes
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2017（平成29年）

2018（平成30年）

能美防災株式会社様より
感謝状を授与

1月

ＴＡＭＡーＧＮＴ企業に認定 1月
「はばたく中小企業・

小規模事業者３００社」に
選定

3月

「埼玉発世界行き」冠奨学金で
感謝状 3月

オリンパス株式会社様より
感謝状を授与 5月

上田埼玉県知事より「彩の国みどり基金」の
感謝状を授与

6月

タイ「PROPAK ASIA」で受賞 6月
SANYO DENKI PHILIPPINES, INC様より

サプライヤ賞を受賞 6月

「埼玉発世界行き」
冠奨学金で感謝状

埼玉県シニア活躍推進宣言企業に
認定

5月

10月
弊社が

「地域未来牽引企業」に認定 12月

20132013（平成25年）（平成25年）

11月

環境省主催「地球温暖化防止活動環境大臣表彰式」にて
「国際貢献部門」受賞

12月

12月

TAMA産業活性化協会主催
「第6回TAMA産学官金サミット」にて
「TAMAブランド企業」に認定
同時に「マングローブ環境保全大賞」受賞

10月 東京商工会議所主催
第11回勇気ある経営大賞「優秀賞」受賞

2014（平成26年）

2月

2月

3月
4月
4月

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

5月 埼玉県商工会連合会より会長感謝状

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
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大賞」受賞
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大賞」受賞

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
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
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
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大賞」受賞
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大賞」受賞
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大賞」受賞

2015（平成27年）

8
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2015年日本パッケージングコンテスト入賞

第17回グリーン購入大賞にて審査員奨励賞受賞第17回グリーン購入大賞にて審査員奨励賞受賞第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2015年日本パッケージングコンテスト入賞2015年日本パッケージングコンテスト入賞

2016（平成28年）

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

月

1 第33回優秀経営者顕彰贈賞式に出席第33回優秀経営者顕彰贈賞式に出席月

6 入間市事業所防犯協議会より感謝状入間市事業所防犯協議会より感謝状月

7 第46回社会貢献者表彰を受賞第46回社会貢献者表彰を受賞月

9 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
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

月

過去の受賞歴過去の受賞歴 our past award winningour past award winning 受賞暦受賞暦 the history of our prizesthe history of our prizes

18



2017.8-2018.7
a report on corporate social responsibility

CSR報告書
カネパッケージ株式会社

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
FAX  04-2936-3036TEL  04-2936-3031

KANEPACKAGEKANEPACKAGE




