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経営ビジョン

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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TOP MESSAGE

ご挨拶
昨年来、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する

と共に、一日も早いこの新型コロナの終焉を祈念いたします。

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。また、2050年カーボンニュートラルに向けて地球温室化ガスの削減、CO2排出量の削減及びマングローブ植林

の拡大により、カーボンオフセットも推進してまいります。グループを上げてSDGsへの取り組みを加速し、平和で持続可能

な安心して生活できる環境づくりにも取り組んでまいります。

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。

２０２1年9月吉日

カネパッケージ株式会社
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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 １,３００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

取締役 兼平 良太

取締役 兼平 裕二

【国内】

【海外】

９拠点（グループ会社含）

大阪営業所

神奈川営業所

東京営業所

本社(入間)

柏事業所

東北営業所

白河営業所

TK. works

三幸製作所

KPTH(タイ)

KPVN(ベトナム/ホーチミン)

KPVN(ベトナム/ハノイ) KPSZ(中国/蘇州)

KPHN(香港)

KPIN(インドネシア)

KPG(フィリピン/アラバン)

SFLII(フィリピン/サンタロサ)

KPPI(フィリピン/スービック)

KPPI(フィリピン/キャビテ)

KPPI/FPIP

KPPI(フィリピン/リマ)

KPPI(フィリピン/セブ)

KPG(フィリピン/セブ)

１５拠点

会 社 概 要



売上高

経常利益

４

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。

日本では企業に対して障がい者雇用が義務付けられています。本年度より法定雇用率が0.1％引

き上げられ2.3％になりました。カネパッケージ株式会社では障がい者に働く機会を提供し、とも

に生活できる社会の実現を目指しております。柏事業所では、障がい者に職場体験の機会を設け、

実際の仕事を見て知ってもらう事で障がい者の方が不安を少しでも取り除くことが出来るように支

援しております。

現場で簡単な組立て作業を行っている様子

障害者雇用について

CSR基本方針
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841 ﾄﾝ

青い地球へおくりもの
+Ｏ2マングローブ植林事業

(2021年8月31日時点)

マングローブ植林本数 ：１２,３５７,１０９本
(３３６.７ｈａ）

《東京ドーム およそ７２個分の広さと同じ》

●マングローブ植林活動報告

２００９年に活動をスタートしたマングローブの植林も本年度で11年目に入りました。毎年行っ

ていましたフィリピンでの植林活動もコロナウイルスによる世界的なパンデミックにより植林ツ

アーの中止を余儀なくされました。そんな中、地元の従業員と地域住民により小規模ながら植林活

動は継続させ植林総本数１２００万本を達成することが出来ました。

●マングローブによるＣＯ２吸収量

２０２０年度

● 植樹遷移と海洋生態系の再生

2009年 2013年

2017年 2020年
【年度別累計本数】

【年度別植林本数】

2020年環境活動成果報告
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◉ 2021年8月現在 eco検定合格者

【環境対策】

【企業義務責任】

マングローブ植林活動は、昨年同様日本からの植林ツアーは開催出来ませんでしたが、現地従業員や

地元住民らによって植林活動は継続して行われました。また本年度は約４０万本を既に植えた区画内

の生育不良のものと植替えを行いました。

森林の整備・保全や身近な緑の保全・創出し豊かな自然環境を次

世代に引き継ぐ目的で、埼玉県が創設された「彩の国みどりの基

金」に本年度も寄付させて頂きました。

【再生資源対策】

（株）伊藤園の「茶殻リサイクルシステム」

により開発された”茶殻紙”を使用し、プラス

チック製のクリアファイルをお茶殻入り紙製

ファイルに変更しました。これにより脱プラ

推進、CO2排出の抑制と資源節約が出来ます。

社内の環境活動や環境負荷低減への意識を高める目的

で東京商工会議所が主催している「環境社会検定試験

（eco検定）」を社員に奨励しています。

率先して環境問題に取り組むための”人づくり”を行う

ことで環境を意識した商品開発に努めてまいります。

国内

対象者 合格者 合格率

３５ ２５ 71％

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への取組み
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カネパッケージ株式会社は事業の拡大に伴い国内/２営業所、海外/1拠点を開設しました。国内は

梱包事業のさらなる地域拡大を目指し神奈川県相模原市に、また新規人材派遣事業の要所として東京

都青梅市に営業所を開設。海外にはお客様請負業務の拡充を図り中国蘇州市に拠点を設立しました。

今後、カネパッケージ株式会社は経営基盤を強化し企業の更なる発展を目指していきます。

１） 事業の拡大

（１）国内

[開設：2021年２月]

[開設：2021年７月]

（２）海外

◉神奈川営業所

◉東京営業所

派遣事業許可ＮＯ：派-11-301430

◉ＫＰＳＺ（開念包装商貿（蘇州）有限公司 )

特集
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２） 白河営業所 ＩＳＯ９００１認証取得

カネパッケージ株式会社は国際標準化機構（ISO）が定めた国際的な品質マネジメントシステム規

格「ISO9001」認証を、2021年5月に東北営業所(白河)が取得しました。

認証取得により、当社の「顧客の要求を満たした製品を一貫して提供する能力」が実証され、「顧客

満足の向上を目指す企業」であることが認められました。

当社は規格の認証を継続して維持しながら、お客様に厚い信頼をいただける企業を目指して、これか

らも努力を重ねて参ります。

３） お茶殻リサイクル製品について
カネパッケージ株式会社は、株式会社伊藤園様が開発したお茶殻を配合した製品の開発・販売を

行っています。茶殻製品には、消臭・抗菌効果などの付加価値があります。また従来のリサイクル製

品(再循環)とは異なり、素材の原料化やその再利用ではなく、元の製品よりも次元・価値の高いモノ

を生み出すアップサイクル製品です。

栽培

茶葉

製造

茶殻

株式会社伊藤園ＨＰデータ参照



9

４） 海外拠点ＣＳＲ活動報告

2020年11月に発生した大型台風22号（フィリピン名：ユリシーズ）により甚大な被害を受けた

フィリピン北部のルソン島のカガヤン・バレーとカタドゥアネスに財政援助として、それぞれ

200,000フィリピンペソを寄付致しました。カネパッケージ株式会社は、地域住民や従業員が一日

でも早く通常生活に戻れるよう、被災地支援活動を行っていきます。

（１）フィリピンの台風被害地域へ寄付

（２）New Normalでのマングローブ植樹

2021年6月19日、ポブラシオン、バディアン、セブに

て（セブの南西地域）人民の組織であるDungguan-

Atob Fisherfolk Association(DAFA)とLady Riders 

Philippines-Cebu Chapter(LRCP-CC)にも参加頂き、

ポブラシオンのバディアンにて苗床で育てたマングロー

ブの植樹を行いました。合計1080個体のヤエヤマヒルギ

が植えられ、植樹活動は従業員のアブナー バルヌエボ

博士の指示のもと行いました。
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【アクセシブルデザイン包装賞】

（１）２０２１年 日本パッケージングコンテスト包装賞受賞！

５） 設計技術紹介
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2021年1月より、設計の開発技術をホームページ上にアップしました。これは、カネパッケー

ジの技術力をお客様にもっと良く分かり易く理解して頂き、自社製品との共有性を図っても

らう事を目的に配信をスタートしました。

◆中型複合機などの内部

モジュールの緩衝材

軽量の場合、段ボールを巻き込んだ緩衝材

重量の場合、発泡材を使用した緩衝材

◆長さの違う製品を同一形状

出来る限り、梱包材の点数を減らし管理

工数を減らすご提案を致します。

（２）設計開発情報をホームページで発信！

◆簡素化かつ緩衝性能を維持

したダンボールパット

◆異形状での緩衝固定も問題

ない長物梱包

◆内装材にパルプモウルドを
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◆梱包時間短縮を追求した緩衝材

簡単に組み立てられるよう、作業効率

を考慮した緩衝材。

◆接触箇所が限られている機器の緩衝材

点でしか支えられない機器用、強度も

しっかり保った緩衝材。

◆違う大きさの箱を１箱に

まとめた集合箱

◆帯電防止機能付き緩衝材

衝撃と静電気から守ります
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ＣＳＲ活動報告

展示会
an exhibition

CSR Report 2020.9 - 2021.8

2020年

12月

ロボット・航空宇宙フェスタふくしま2020に出展致しました

本年度はコロナウイルス感染防止対策の為、多くの展

示会が中止・延期又はオンライン開催となりましたが、

感染予防をしっかり行い出展致しました。

さいしんビジネスフェア２０２１/リアル会

場(埼玉縣信用金庫主催)に出展致しました

2021年

6月
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CSR Report 2020.9 - 2021.8

SDGs
Sustainable Development Goals

への

取り組み

2021年

6月

さがみはらＳＤＧｓパートナー企業に認定されました

脱炭素社会や循環型社会の実現など環境分野の課題が

日々取り上げられる中、企業経営の持続可能性の向上を

図るため、SDGsを意識した経営に取組んで行きます。

CSR Report 2020.9 - 2021.8

技術紹介
technical Expertise

2020年

10月

2020年日本パッケージコンテストで

「POP・店頭販売包装部門賞」を受賞しました

カネパッケージは過去5年間で日本パッケージコンテス

ト部門賞を４度受賞。こえからも日々新しい技術の設計

開発を進め、皆さまのご要求にお応え出来る様取り組ん

で参ります。

カードゲームのイベント用ケース

埼玉県環境ＳＤＧｓ

取組宣言企業(モデル

事例企業)として認定

されました

2021年

6月

埼玉県環境ＳＤＧｓ取組宣言企業成

果発表会参加

2021年

2月
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CSR Report 2020.9 - 2021.8

BCP
Business Continuity Plan

への

取り組み

カネパッケージ株式会社は、従業員の安全確保、雇用

の維持、取引先との取引維持、顧客その他の信用・信頼

の確保、合わせて経営安定確保を目指します。

事業継続マネジメントシステム

ISO２３３０１継続審査合格

2020年

9月

簡易抗体検査を実施

2020年

9月

災害対策用備蓄品「しのげール」を従業員に配布 抗原検査を実施

2020年

11月

2021年

1月

CSR Report 2020.9 - 2021.8

就業支援
Empioyment Support

2020年

12月

法政大学キャリア体験学習成果報告会参加報告
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地域貢献
contrilbute to community

CSR Report 2020.9 - 2021.8

カネパッケージ株式会社は、従業員の安全確保、雇用

の維持、取引先との取引維持、顧客その他の信用・信頼

の確保、合わせて経営安定確保を目指します。

お茶殻入り飛沫防止パーティションを入間市内小中学校に設置

2020年

9月

狭山ゴルフクラブ様に飛沫防止用パーティション設置
2021年

1月

地域高校野球球児へ本を寄贈

2021年

2月

金坂社長 東京2020オリンピック

聖火ランナーとして走りました

2021年

7月
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●過去の受賞歴 our past award winning

2015(平成27年)

2016(平成28年)

2017(平成29年)

2018(平成30年)

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

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

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

3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

「埼玉発世界行き」冠奨学金で感謝状

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

上田埼玉県知事より「彩の国みどり基金」の感謝状を授与

3月

6月

6月

6月

9月

12月

「はばたく中小企業・小規模事業者３００社」に選定
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●受賞歴 the history our prizes

2月

2019(令和元年)

2020(令和2年)

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

「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

7月

7月

11月

1月

12月

10月

ＫＰＴＨが「ＡｓｉａＳｔａｒ２０１８Ａｗａｒｄｓ」にて賞を受賞

「埼玉発世界行き」冠奨学金で感謝状

2020(令和2年)

2021(令和3年)

1月

ｅｃｏ検定アワード２０１９ 優秀賞受賞

「彩の国みどり基金」への寄付に対する感謝状を授与

「JICA-SDGsパートナー」に認定 9月

6月

彩の国みどり基金より感謝状 7月

さがみはらＳＤＧｓパートナー企業に認定

埼玉県「多様な働き方実践企業」に認定 8月

埼玉県青少年育成県民会議より感謝状を授与

日本パッケージコンテスト「POP・店頭販売包装部門賞」を受賞

令和2年度彩の国埼玉環境大賞 優秀賞受賞
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