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新オフィスのコンセプトは、「DEAI（出会い）」です。
増床リニューアルにあたり、プラスで働く仲間が⾶躍し、輝
ける場を創りたい、そして未来の働き⽅を⾒据え、プラスら
しいユニークなオフィスを実現するという視点でコンセプト
を策定。経営層へのヒアリング、社員アンケート、社員と社
外メンバーを交えたワークショップなどを通じ、これからの
オフィスは組織を統制・管理する箱ではなく、⼈の感性を広

げる場になっていくと考えました。
そこには⼈だけではなく、モノやコトなど、さまざまな出会
いがあり、ビジネスがどんなに変わっても、テクノロジーが
どんなに進化しても、⼈は出会いながら、はたらく。
そして「DEAI」から「IDEA」が⽣まれ、このオフィスから
プラスらしい製品・サービスが⽣まれていきます。

⼈は出会いながら、はたらく

「DEAI」は⼈と⼈、だけではありません。
１．五感と出会う、２．仲間と出会う、３．志と出会う、
４．健康と出会う、５．新しい⾃分と出会う、
コンセプトをカタチにするため、この５つの「DEAI」をデ
ザインの軸にしています。

増床した新フロアでは、カフェのようなコンパクトなサイズ
感、多彩なレイアウトで従業員数よりも多い座席数を⽤意し、
全員が⾃席を持ちながら、さまざまなフリー席を利⽤するこ
とで、１か所に縛られず、仕事の内容や気分に合わせて好き
な場所へ移動しての仕事を可能にし、働く仲間のさまざまな
出会いを誘発しています。

オフィスの中に "DEAI の場 " をつくる

本社・⻁ノ⾨オフィスを 12 階の 1 フロアから 11 階・12 階の 2 フロアに増床し、中階段でつないだ
オフィス空間へ。2018 年 4 ⽉ 23 ⽇にリニューアルオープンしました。

プラス本社・虎ノ門オフィスを
                               増床リニューアルオープン

～サードプレイス発想の多彩な空間設計で、さまざまな DEAI を創出～



PLUS Group CSR Report 2018 08

11 階の中⼼となっている場所です。空港ラウンジのような落ち着
いた空間で、打合せや昼⾷・休憩スペースとしてよく利⽤されて
います。⼤型モニターを設置。⼤規模なプレゼンテーションのほか、
社内交流会やパブリックビューイングなどのイベントにも活⽤で
きます。

CAFE LOUNGE TALK

カフェテーブルや会議スペース、ファミレスブース、５TSUBO CAFE など、
雰囲気の異なるエリアを配置したオープンな執務スペースは、仕事中も休
憩時も、社員同⼠の活発な交流が⽣まれる場となっています。

CHAT SPACE

２つのフロアをつなぐ中階段で、さまざまな
部署の⼈たちが出会い、つながる場所です。
吹抜け上部の照明がトップライトから差し込
む光を表現。上のフロアとのつながりや上昇
感を感じられるようにしました。

STEP

⽇中は執務スペース、就業後はアルコールの出るバー
ラウンジとして、社内交流会などのイベントにも使⽤
されています。

BAR LOUNGE TOWER

⼩箱のように仕切られた完全個室
ブースです。⼀⼈でじっくり考え
たい時や、仕事に集中したい時に

利⽤されています。

BOX

リニューアルを機に、社員で構成するオフィス運営委員会を
設置しました。オフィスは、そこで働く社員⾃⾝がよりよく
していくべきだと考えています。
オフィス運営委員会では、⽇々、オフィスを使うことで⽣ま

れる気づきから、フリースペースの活⽤やコミュニケーショ
ンの活性化を促すなど、ソフト⾯での仕掛けを検討・実施し
ています。さらに「DEAI」を増やしていくため、これから
も働く仲間とともに取り組んでいきます。

オフィスは、育てていくもの

社員の家族向けオフィス見学会「ファミリーデイ」を開催
本社・⻁ノ⾨オフィスおよびジョインテックスカンパニー⾚坂オフィスでは、
社員の家族にオフィスを⾒学しながら、仕事や会社に対して理解を深めてもら
うことを⽬的とした、社員家族向けオフィス⾒学会「ファミリーデイ」を開催
しました。2018 年 10 ⽉ 28 ⽇、初めての開催となる⻁ノ⾨オフィスの⾒学会
には、総勢 159 名の社員・家族が参加し、スタンプラリー形式でリニューアル
したオフィスを⾒学、社⻑室での記念撮影や粘⼟を使ったワークショップ、
当社製品の針なしホッチキス「ペーパークリンチ」を⽤いたハロウィンのお⾯
づくりなどを⾏い、楽しいひと時を過ごしました。また、ジョインテックス
カンパニー⾚坂オフィスは、2018 年８⽉ 25 ⽇に開催、総勢 87 名の社員・
家族が参加し、スタンプラリー形式のオフィス⾒学のほか、輪投げやバルーン
アートなど、家族で楽しめる各種イベントも⾏いました。



2016 年 5⽉、プラスグループ初の取り組みとして、都内 3
拠点および全国 8⽀社、総勢 160 名の社員による「プラス全
国⼀⻫清掃活動」を実施しました。
併せて、1993 年より続けている「神沢川クリーン計画」も
本清掃活動の⼀環として同⽇開催し、プラスファニチャーカ
ンパニー役員、前橋⼯場や PL 物流センター、⾳⽻倶楽部など
の 産業複合施設「PLUS LAND」で働く社員をはじめ、前橋

市役所、地元⾃治会の皆様など約 250 名にご参加いただき
ました。
その後、本活動の規模を拡⼤して「プラスクリーンフェス」
と改名、2018 年は国内グループ各社 25 か所、海外グルー
プ各社 6 か所（ベトナム、中国 2 拠点、台湾、ドイツ、アメ
リカ）計 31 か所、総勢 900 名以上の社員が参加し、清掃活
動を⾏いました。

プラスクリーンフェス 2018

2015 年 3 ⽉より、CSR 地域貢献活動の⼀環として、当社オフィス周辺の清掃活動を⾏ってい
ます。清掃活動を通じて、近隣企業・地域住⺠の皆様とのコミュニケーションの活性化を図り
ながら、「社会・環境への貢献」「周辺地域の美化」「社員の CSR への参加意識向上」を⽬的と
して取り組んでいます。
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地域社会の一員として
　　　　～地域清掃活動の実施～
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2018年度 芝地区クリーンキャンペーン 参加日

「芝地区クリーンキャンペーン」は、東京都港区を「安全で
きれいなまち」にすること、地域に暮らす⼈がお互いに助け
合えるまちをつくることを⽬的に芝地区⽣活安全・環境美化
活動推進協議会が主催している活動です。
年間を通して港区東部各地（新橋駅・内幸町駅周辺、⻁ノ⾨駅・
神⾕町駅周辺、浜松町駅・⼤⾨駅周辺など）交代で開催され、
地域の事業所・町会・⾃治会・⼩学校 PTA から総勢 400 名
以上の参加者が集まって路上の清掃活動を⾏っています。プ
ラスは、2015 年度より同キャンペーンに参加しています。

「芝地区クリーンキャンペーン 〜路上喫煙ゼロのまち︕〜」への参加

この活動に 3 か年継続して年 2 回以上参加した事業者には、
芝地区⽣活安全・環境美化活動推進協議会より感謝状が贈呈
されます。2018 年度はプラスがその対象となり、感謝状と
記念品をいただきました。

「千代⽥区⼀⻫清掃の⽇」は、毎年 6⽉6⽇、11⽉6⽇（当⽇
が⼟曜・⽇曜⽇の場合は、翌⽉曜⽇）に、千代⽥区、区⺠等、
事業者及び団体が⼀体となって⾏っている、清掃活動や環境
美化に関する啓発活動の⼀環です。毎回、千代⽥区内の区⺠・
事業者・学校・地域の団体などから 8,000⼈以上が参加して
います。
プラスは、2016 年度より今活動へ参加し、2018 年度は市ヶ
⾕オフィスからファニチャーカンパニーとオフィスコム株式
会社、五番町オフィスからビズネット株式会社の社員が参加
しています。

2018 年度 千代⽥区⼀⻫清掃の⽇への参加

2018年度 千代田区一斉清掃の日 参加日

11⽉6⽇（⽕） 
市ヶ⾕オフィス〜靖国神社にかけての靖国通り沿い 11 名参加
五番町オフィス〜市ヶ⾕駅・四ツ⾕駅 13 名参加

6 ⽉ 26 ⽇（⽕） ⻁ノ⾨駅・神⾕町駅周辺 10 名参加
11 ⽉ 15 ⽇（⽊） ⻁ノ⾨駅・神⾕町駅周辺 16 名参加

10



1995 年、プラスグループは業界に先駆けてベトナムに進出
し、全額出資のベトナム現地法⼈・プラスベトナム⼯業
(PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD. 以 下 PVI) を 設
⽴しました。以来、PVI社は、⽂具事務⽤品の製造拠点として、
2,400 名を超える現地社員※と共に、ステーショナリー事業
の成⻑を製造⾯で⽀えてきました。
このように順調にベトナムでの事業展開を進めることができ
たのは、ひとえに地元関係各位より寄せられたご理解、ご協
⼒の賜物と考えています。
※ 2018 年 12 ⽉末⽇現在

折しも本制度を創設した 2013 年は、「⽇越友好 40 周年」
の節⽬の年でした。ベトナムにおける⻑年のご⽀援に対す
る感謝の気持ちを込めて、ベトナムの若い優秀な⼈材の輩
出に少しでもお役に⽴ちたいとの願いから奨学⾦制度を創
設しました。
本奨学⾦制度は、留学⽣の受け⼊れに熱⼼に取り組まれて
いる⻘⼭学院⼤学との提携により、⻘⼭学院⼤学のベトナム
⼈留学⽣を⽀援する『PLUS・AGU ベトナムスカラーシップ』
と、PVI 社 を 窓⼝に ベ ト ナ ム 国 内 の⼩学⽣を⽀援 す る

『PLUS Vietnam Scholarship』の 2 つのプログラムを実
施しています。
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ベトナムにおける長年のご支援に感謝を込めて
～ベトナム学生を対象とした奨学金制度～

プラスは、2013 年より、⽂具事務⽤品の基幹製造拠点を置くベトナムの⼤学⽣および
⼩学⽣を対象とした奨学⾦制度を設⽴し、2 つのプログラムをスタートしています。
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グェン バォ ミン トゥさん（ホーチミン市人文社会科学大学）
私の夢は経営の部署で働くことです。
可能であれば⾃分の会社を営業するこ
とです。奨学⾦に採⽤のおかげで私の
夢の⼤きな⼀歩を近づくことができま
した。
私が⽇本に来た⽬標は⼆つあります。
第⼀に⽇本語をもっと上⼿になりたいです。第⼆に⽇本の⽂
化をもっと体験したいです。
数多くの応募者の中から、本奨学⾦の奨学⽣として採⽤して
いただいたという⾃覚を持ち、⻘⼭学院⼤学の交換留学⽣で
あるという誇りをもって努⼒してまいります。そして御社の
ご好意を忘れることなく、ベトナムと⽇本との友好を発展す
るために貢献したいと思っています。

（原⽂のまま、⼀部抜粋）

『PLUS・AGU ベトナムスカラーシップ』奨学⾦授与式

2018 年度は前年に引続き、100 名の奨学⽣を決定し、2018
年 8⽉3⽇に Vinh Cuu（ヴィンキュウ）県、10⽇に Dinh 
Quan（ディンクアン）県にて奨学⾦授与式を⾏いました。
ドンナイ省の 1 年⽣から 5 年⽣までの奨学⽣に対し、奨学⾦
証書と当社製品の修正テープやファイル等をセットにした⽂
房具ギフトセット、また、現地スタッフの発案で追加された
お菓⼦の詰め合わせを贈呈しました。
会場では⼦どもたちの歌や踊りが披露され、⼦どもたちの代
表からお礼の⾔葉もいただきました。また、本活動は現地の
新聞やテレビでも取り上げられました。

2018 年度は、ホーチミン市⼈⽂社会科学⼤学から 2 名、ハ
ノイ国家⼤学外国語⼤学から 1 名、計 3 名の奨学⽣を決定し、
2019 年 2⽉4⽇（⽉）、⾚坂 に あ る 弊 社 シ ョ ー ケ ー ス「＋
PLUS」にて奨学⾦授与式を⾏い、奨学⾦証書を授与しました。
奨学⽣3 名より、プラスグループに対する感謝の気持ちだけ
ではなく、⽇本への興味や関⼼、完璧な⽇本語はもとより、⽇
本の⽂化や⽇本の社会の知識を深く学び、⽇本の⼈びとの⽣
活をもっと知りたいなど、さらなる学習への意欲についてお
話していただきました。
奨学⽣の皆さんが１年間の⽇本での⽣活で得た、たくさんの
知識や経験をベトナムに持ち帰って今後に活かしていただき
たいと思います。

青山学院大学のベトナム人留学生支援 
『PLUS・AGUベトナムスカラーシップ』
対象人数：3 名（留学期間︓1 年間）
対象者：⻘⼭学院⼤学ベトナム⼈留学⽣

※ ⻘⼭学院⼤学との学⽣交換協定締結校「ハノイ国家
 ⼤学外国語⼤学」および「ホーチミン市⼈⽂社会 
 科学⼤学」からの留学⽣

支給金額：3,000,000 円（1 名あたり 1,000,000 円⽀給）
支給開始：2018 年 9 ⽉

ベトナム国内の小学生支援
 『PLUS Vietnam Scholarship』
対象人数：2018 年度 100 名
対象者：ドンナイ省の⼩学⽣

※ 毎年、ドンナイ省の 2 県の選定された県の全⼩学校
 へ教育推進協会を通じて、奨学⾦制度について通知
 し、PVI 社で制定した本制度運⽤ルールに基づき、授
 与対象奨学⽣を選定し、教育推進協会と協⼒の上で
 奨学⾦授与式を開催しています。

支給内容：200 万ドン / 名（⽇本円換算︓約 10,000 円）
プラス⽂房具ギフトセット（修正テープ、ファイル等）、
お菓⼦

支給開始：2018 年 8 ⽉

『PLUS Vietnam Scholarship』奨学⾦授与式
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