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1998 年、品質保証体制の強化と顧客満⾜の更なる向上を⽬
指し、プラスファニチャーカンパニー前橋⼯場が ISO9001
認証を取得しました。現在では、プラスファニチャーカンパ
ニーのほか、⽂具・事務機器の製造拠点であるベトナムのヌ
ンチャク⼯場、中国の上海⼯場・汕頭⼯場が ISO9001 に基

づく品質マネジメントシステムを構築し、品質向上に取り組
んでいます。

※  ISO9001 とは、国際標準化機構（ISO）にて 1987 年に制定された
     品質マネジメントシステム（QMS︓Quality Management System）
     の国際規格です。

プラスグループ 品質憲章・品質⽅針

ISO9001 認証

プラスグループは、お客様にとって安全で安⼼できる商品・サービスを提供するために、各カンパニーの品
質管理部および品質保証部を中⼼に関連部署が連携し、品質向上への取り組みを強化しています。

品質管理

品質方針
1. 安全で安⼼な製品・サービスを提供するために、技術の向

上に努め、環境保護と品質保証の体制を整備します。
2. 法令を順守し、国際標準の品質管理システムを基本に、定

期的な運⽤検査を実施して、管理精度の向上に努めます。
3. 製品・サービスは、安全な作業環境の下で⼿順に則り、品

質安定に必要なプロセスの管理を励⾏します。

品質憲章
私たちプラスグループは、安全、安⼼な製品・サービスをお客様にお届けします。

4. 資材、部材、製品等の調達、仕⼊れ、輸⼊、相⼿先と協⼒
して品質と安全性を確認し、公正な契約に基づいた取引を
⾏います。

5. 製品・サービスの品質に不都合が⽣じた場合は、法令に従っ
て報告・開⽰し、適切な事後措置と原因究明を⾏い、再発
を防⽌します。

6. 品質に起因する報告、クレーム、意⾒を尊重し、情報の収
集を通じてお客様との信頼関係の強化を図ります。

登録事業者 プラス株式会社ファニチャー
カンパニー

初回登録年⽉⽇ 1998 年 2 ⽉ 23 ⽇

登録番号 NQA-0081A

審査登録機関 ⽇本海事検定キューエイ株式会社

登録範囲 オフィス家具・商業施設⽤家具・
ホームユース家具の商品企画、
設計・開発・製造、サービスパー
ツの供給及びメンテナンス︔室
内装備品の卸・⼩売︔内装⼯事の
設計・開発及び施⼯管理

お客様のために
できること プラスグループは、お客様にとって安全で安⼼できる製品・

サービスを提供するために、お客様の声に真摯に⽿を傾け、
貴重なご意⾒やご要望ひとつひとつに誠意をもって対応し、
常にお客様視点での製品・サービスの提供と改善に努めています。
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製品安全・品質不具合に関する情報

プラスグループでは、製品・サービスの⽋陥やその使⽤・利
⽤にともなう重⼤事故が発⽣した場合、法に則って所管官庁
に速やかに報告し、被害の重⼤性や発⽣頻度などに応じてお
客様にできる限り早くお知らせするため、新聞社告、ホーム

ページなどによって直接お客様に事故情報を開⽰していま
す。また、当社製品に係る事故について、その情報をお客様
等から積極的に収集するとともに、お客様等に対して適切な
情報を提供しています。

前橋⼯場の品質管理

⽇本百名⼭の⼀つである⾚城
⼭の雄⼤な景観に恵まれた前
橋市神沢の森。清冽な神沢川
の流れる、約 14 万坪の敷地
を誇る産業複合施設・プラス
ランド。ここにオフィス家具
の⽣産拠点である前橋⼯場があります。この緑に囲まれた⼯
場から、⽇本⼀の⽣産台数に迫るスチールデスクをはじめ、
チェア、パーティション、収納⽤品、会議デスクなど、さま
ざまなオフィス家具が送り出されています。

この前橋⼯場には、⻑年のコスト削減のノウハウが蓄積され
ています。部材の共通化を図り、多くの製品に適⽤するなど、

クオリティを損なうことなく、細部にわたるコストダウンを
実践。さらに、⼀丸となって取り組んでいるのが、従業員の
技術⼒向上です。国や地⽅⾃治体公認の技術検定に合格した

「匠社員」の優遇もその⼀環。カスタムオーダーに対応でき
るラインに、あらゆる加⼯を⼀台でできる⼆連⽊製天板加⼯
複合機 BIMA を導⼊し、カスタマイズのレベルを⼤きく上げ
るなど、⽇々、品質と技術の向上に励んでいます。

ベトナム⼯場の品質管理

ベ ト ナ ム⼯場（PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD. 
／ベトナム社会主義共和国ドンナイ省）は、プラス株式会社
ステーショナリー製品の主要製造拠点です。
1995 年に従業員わずか 25
名、ホッチキスの製造からス
タートとなったベトナム⼯場
は、現 在、約 2,400 名 の 従
業員を擁する⼀⼤⽣産拠点へ
と発展、約 4,000 ものアイテムを製造しています。
⽣産効率と品質を⾼めながら、⽣産実績も年々上昇、2009 年
には修正テープが⼀⼯場における世界⼀の出荷数量を記録。
さらに、PP ホルダー、ケシポンなどで、次なる世界 No.1 製
品の⽣産を⽬指しています。⼀⽅、世界への物流の中⼼地で
もあるベトナム⼯場は、グローバルシェアを伸ばす上で、プ
ラスの販売戦略上の重要な役割も担っています。
プラスは、拠点⼯場をアジアに構えている優位点を活かし、
アジア市場、欧⽶市場への⼀層の拡⼤を⾒据えています。
ベトナム⼯場では、創業開始以来、⽇本だけでなく世界に向
けて、多くの⽂具・事務⽤品を製造してきました。その過程
でベトナム⼯場には、不良品を出すことを恥じ、⾼品質の製
品を⽣み出すことを誇りに思う「品質⽂化」が深く根付きま
した。その「品質⽂化」を⽀えているのが、従業員⼀⼈ひと
りの⾼い技能と品質意識、そして、⼈材雇⽤や部材調達、設

備投資など経営における配慮です。
⼯場全体に浸透したこのような優れた「品質⽂化」が、⽇本
品質の製品を⽣み出し、お客様のご満⾜へとつながっていま
す。ベトナム⼯場はプラスが次に⾒据える世界戦略の⼀翼を
担う⽣産拠点として、さらなる発展を⽬指します。
⼯場として重要なテーマである⽣産性の向上のために、ベト
ナム⼯場ではユニークな取り組みをしています。役職に関係
なく従業員全員がアイデアを出し合う。必要であれば作業マ
ニュアルも⾒直す。これまで⼿作業でしかできなかった⼯程
の⾃動化に挑戦するなど、改善活動を進めています。



31

中国はベトナムに次ぐ、⽂具・事務⽤品の製造拠点です。
上海⼯場ではファイル製品、OA ラベル、修正テープを、汕
頭（スワトウ）⼯場では、コピーボード、ホワイトボード、
断裁機、レーザーポインター等を製造しています。

⼤きく伸びている中国市場への製品供給⼒を強化するため、
2012 年 9⽉に上海⼯場を移転・拡張。⽂具・事務⽤品の新た
な製造拠点がスタートしました。
ファイル製品、OA ラベルに加え、特にアジアや先進諸国数
カ国でシェアトップを占めるなど、世界⼀に迫る位置にまで
成⻑した、修正テープの⽣産ラインを新⼯場に新設。これま
では、製造される製品のほとんどが⽇本をはじめとする中国
国外向け商品でしたが、今後は営業部⾨とも連携し、修正テー
プを中⼼に中国国内の販売⽐率を⾼めていく予定です。将来
は完全⾃動化して⽣産能⼒を向上させ、中国国内向けオリジ
ナル製品も含め、よりタイムリーに⾼品質な製品を提供する

「地産地消⼯場」としての機能強化を図っていきます。
2000 年設⽴の汕頭⼯場では、コピーボードとその周辺機器
を⽣産していましたが、2012 年よりホワイトボード、2014
年より断裁機、レーザーポインターの⽣産も開始。

上左︓フラットファイル製造ライン
上右︓ラベル製造ライン
左︓図⾯・検査基準書を掲⽰し、出
荷製品に問題がないか厳しい⽬で検
査します

ユニークで⾼品質な製品を追求し、新たな会議スタイルの提
案と共に中国全⼟に広く浸透させるべく、主要拠点に中国国
内のパートナーと協調して地区代理店を設け、中国における
流 通 網 を 構 築 し て い ま す。上 海⼯場、汕 頭⼯場 と も に、
ISO9001 認証を取得しています。製品の品質向上のため、
従業員への教育を徹底し、従業員⼀⼈ひとりが品質を維持す
るために何をすれば良いのか⾃ら考え、⾃分⾃⾝を向上させ
る努⼒を⽇々重ねています。

上海・汕頭⼯場の品質管理

このような活動は、⽣産性は
もちろん、品質や安全性の向
上をもたらし、技術と経験の
蓄積にもつながります。⻑き
にわたる積み重ねが、⼯場が直⾯するあらゆる課題を解決する
ための知恵や⼒、そして財産になっていきます。
ビエンホア⼯場の品質管理部⾨は、品質の改善や⽋陥品の予
防活動が主な仕事です。さらに、材料の受⼊と製品出荷時に

検査を⾏っており、プラス ベトナム⼯業の品質管理における
中枢部⾨となっています。お客様にご満⾜いただける製品を
お届けしたいという思いが、安定した⾼品質を⽣んでいます。

⽂具・事務⽤品の製造拠点であるベトナム現地法⼈・プラス
ベトナム⼯業では、「⾃動化専⾨部⾨」と「改善⾃動化チーム」
の⼆つを組織化し、テープ製品・ファイル製品の⾃動化に向
けて、「⾃由な発想、創意⼯夫、肯定的に
進めること︕」をモットーに 391 台の機
械を⽣み出しました。
2015 年 11⽉より、プラスベトナム⼯業
で⽣み出された⾃動機や半⾃動機には、⾃
社 で 企 画・開 発・製 作 し た「Made in 
P.V.I.」のシールを貼っています。

「Made in P.V.I」のシールを貼ることにより、⼯場⾒学に訪
れた⽅へ、⾼品質の製品を⽣み出すことを誇りに思うベトナ
ム⼯業の「品質⽂化」を知っていただくことは、社員のモチ
ベーションアップにも繋がっています。

Made in P.V.I ！

①1 ⼈セルライン
②トルク⾃動測定器
③テープ製品カバー圧⼊機
④ノブ連続圧⼊機

①

② ③

④
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物流の品質管理

プラスの物流⼦会社であるプ
ラス ロジスティクス 株式会
社は、常にお客様の最前線に
位置する「物流パートナー」
として、「好感度 No.1」をモッ
トーに、⾼品質のサービス提
供をめざすとともに、⼀般の物流企業にはない内装⼯事・家
具施⼯といった技術的な対応により、最適物流システムを構
築しています。

調達基本⽅針

１．公正取引・企業倫理の順守・実践
国際ルールや世界各国の法律、企業倫理に基づいた公平・公
正な取引を⾏います。

２．⼈権・労働・安全衛⽣への配慮
企業活動に関係するすべての⼈の⼈権を尊重し、安全衛⽣が
確保された、適切な労働環境を確⽴します。

３．品質・安全性の向上
「プラスグループ品質⽅針」のもと、お客様へ提供する商品・
サービスの安全・安⼼のため、品質向上に努めます。

４．地球環境の保全
「プラスグループ環境⽅針」のもと、地球環境の保持、改善
を⽬指し、持続可能な社会の実現を⽬指します。

５．情報管理の徹底
調達取引に関わる全ての機密情報および個⼈情報は、厳格・
適正に管理、使⽤します。

６．社会への貢献
地域社会の⼀員として、社会貢献への⾃主的な取り組みを推
進します。

プラスグループは、お客様に安全・安⼼で、環境や社会にも配慮された商品・サービスをお届けするためには、CSR への取り
組みをお取引先様とともにサプライチェーン全体に広げる CSR 調達を推進していくことが重要だと考え、お取引先様とともに
CSR の推進に取り組んでいくための基本となる「プラスグループ調達基本⽅針」を制定しました。

プラスグループ調達基本方針
プラスグループは、私たちの理念「新しい価値で、新しい満⾜を。」に基づき、ユニークネスを追求し、社会やお客様にとって
価値のある安全・安⼼で⾼品質な商品・サービスをお届けするため、本⽅針に基づく調達基準をプラスグループ全社で推進す
るとともに、お取引先様のご⽀援・ご協⼒のもと、調達基準に則り、公正な契約に基づいた調達活動を実施します。
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プライバシーマークを取得し、個⼈情報の保護に努めています。

個⼈情報保護

プライバシーマーク︓JIS Q 15001

プラスならびにプラス ロジスティクスでは、個⼈情報の重要
性を認識するとともに、適切な取扱いを⾏なうため、「個⼈
情報保護⽅針」を定め、確実な履⾏に努めています。個⼈情
報保護に関して⼀定の要件を満たした事業者に対し、財団法
⼈⽇本情報処理開発協会 (JIPDEC) により使⽤を認められる
プライバシーマーク※を取得し、年 1 回、個⼈情報保護に関

する e－ラーニングを実施することで、個⼈情報の適切な取
扱いを徹底しています。 
※  プライバシーマーク制度は、⽇本⼯業規格「JIS Q 15001 個⼈情報
     保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個⼈情報に
     ついて適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定
     して、その旨を⽰すプライバシーマークを付与し、事業活動に関し
     てプライバシーマークの使⽤を認める制度です。

認定事業者名 プラス株式会社
初回認定年⽉⽇ 2006 年 10 ⽉ 24 ⽇
登録番号 第 10530023 号
審査登録機関 ⼀般財団法⼈ ⽇本情報経済社会推進協会

認定事業者名 プラス ロジスティクス株式会社
初回認定年⽉⽇ 2005 年 9 ⽉ 20 ⽇
登録番号 第 10410016 号
審査登録機関 ⼀般財団法⼈ ⽇本情報経済社会推進協会

プラスグループは、お客様から⼤切な企業・個⼈情報をお預
かりしています。⼤切な情報を厳重に管理していくため、「プ
ラスグループ情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュ

リティ管理規程」を定め、社内に周知するとともに規程に準
拠した⾏動をするよう、年 1 回、e- ラーニング形式による
教育を実施しています。

「プラスグループ情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ管理規程」に基づき、情報セキュリティ
対策に取り組んでいます。

情報セキュリティ管理

プラスならびにビズネットでは、ISO27001 認証※を取得し
ています。ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）
とも⾔われるこの認証を取得することは、今⽇の⾼度情報化
社会の中で、情報セキュリティを⾼め、お客様情報をお預か

りする企業として重要な取り組みと考えています。
今後も情報セキュリティレベルの向上に努めていきます。
※  ISO27001 とは、⾃治体、⺠間企業などの組織形態を問わない
     情報セキュリティ対策の管理の仕組みについて規定した規格であり、
     情報セキュリティ対策の国際標準です。

登録事業者 プラス株式会社
認証基準 ISO ／ IEC27001:2013 ／

JIS Q 27001:2014

認証登録番号 IS 91100

登録⽇ 2005 年 4 ⽉ 9 ⽇

登録範囲 プラス及びプラスグループ向けの情報シ
ステム開発・運⽤・保守に関する問合せ
対応と、クライアント PC・サーバー等の
IT 機器の管理、及び市ヶ⾕オフィスのサー
バールームの維持管理
⻁ノ⾨オフィス・市ヶ⾕オフィス

審査登録機関 BSI グループ ジャパン株式会社

登録事業者 ビズネット株式会社
認証基準 ISO ／ IEC27001:2013 ／

JIS Q 27001:2014

認証登録番号 IS 516742

登録⽇ 2007 年 6 ⽉ 1 ⽇

登録範囲 ビズネット株式会社本社における以下の
業務
⽂具事務⽤品・⽣活⽤品に対する調達⽀
援サービスの提供
物流・ＣＲＭ・ＩＴ基盤を⽤いた顧客物品
配送や顧客ネット販売に対するアウト
ソースサービスの提供

審査登録機関 BSI グループ ジャパン株式会社

ISO27001 認証
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PLUS STYLE SHOWCASE「+PLUS（プラス・プラス）」

「仕事を楽しくスマートに」をコンセプトに、PLUS のオフィ
ス家具、⽂具、ミーティングツールの新製品から定番品まで、
PLUS ブランドを代表するユニークな製品を中⼼に、海外ブ
ランド製品や Garage 商品を展⽰。お客様が「⾒て」「触って」
体験して頂ける空間を⽬指しています。
また、学びや出会いの場として、セミナーやイベントを随時
開催しています。お越しいただくすべての⽅に、より快適に、
より気持ちよく、そして楽しく過ごして頂きたい。スタッフ
⼀同、その思いを常に抱きながら、空間づくりをおこなって
います。

お客様のお問い合わせ・ご提案・ご要望などに迅速、的確、丁寧に真⼼こめてお応えし、お客様の「お困り事」
を解決するよう努めています。

お客様とのコミュニケーション

お客様お問合せ窓⼝

プラスグループでは、WEB またはお電話による「お客様お
問合せ窓⼝」を設置し、お客様からのさまざまなご相談、お
問い合わせを承っています。
お客様のお問い合わせ・ご提案・ご要望などに迅速、的確、
丁寧に真⼼こめてお応えし、お客様の「お困り事」を解決す
るよう努めています。
お客様からのご意⾒は、「お客様の声」として重要に受け⽌め、
関連部⾨にフィードバックすることで、商品やサービスの向
上につなげています。
グループでは商品・サービス別にお問合せセンターを設置し
ており、各センターにおいて、対応・サポートの品質向上の
ための⽬標を定め、取り組んでいます。

WEB による商品のお問合せフォーム

また、各センターの運営状況を互いに知り、参考にすべき良
い点や⾃センターの課題を⾒つけて改善に繋げ、お客様満⾜
の向上を⽬指して、グループ⼀体となって取り組んでいます。

ぷらぷらマルシェ 開催

2018 年 5 ⽉ 28 ⽇〜 6 ⽉ 15 ⽇、11 ⽉ 12 ⽇〜 12 ⽉ 7 ⽇
の期間にて、プラスの⽂具を⾒て、触って、楽しむことがで
きるイベント「ぷらぷらマルシェ」を弊社ショーケース

「+PLUS（プラス・プラス）」にて開催しました。
5 ⽉はオリジナルの消しゴムはんこを作るワークショップや
スタッフが厳選したプラスのオリジナル⽂具セットの販売、
11 ⽉は「デコラッシュ」を使った⼿帳づくりワークショッ
プやクリスマススワッグづくり、映画鑑賞会などを実施しま
した。
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