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プラスグループ 品質憲章・品質⽅針

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。

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。

⼯場の品質管理

■ 前橋工場
前橋⼯場は、46 万㎡を超え
る広⼤な敷地を擁する産業
複合施設「プラスランド」
の核を成し、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、会議テーブルなど、さまざまなオフィス
家具を市場に送り出しています。
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。

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。

プラスグループ各社製品の回収・交換のお知らせを
掲載しています。

回収・交換のお知らせ⼀覧
https://www.plus.co.jp/info/index.php
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■ 所沢工場

所沢⼯場（埼⽟県所沢市）は、会社印、組み合わせ印、ネー
ム印等、お客様のご注⽂に応じた印⾯を制作するオーダーメ
イドスタンプの製造拠点です。

■ ベトナム工場

プ ラ ス 株 式 会 社 ベ ト ナ ム ⼯ 場（PLUS VIETNAM 
INDUSTRIAL CO., LTD. ／ベトナム︓ドンナイ省）は、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したベトナム⼯場
は、現在、約 2,000 名の従業員を擁する⼀⼤⽣産拠点へと発
展、約 3,100 ものアイテムを製造しています。

■ 寄居工場

寄居⼯場（埼⽟県寄居町）は、オリジナルプリントサービス
にも対応した紙製フラットファイルの国内製造拠点です。
最新設備と⾃動化ラインにより、品質向上と受注から納品ま
でのリードタイムを短縮し、顧客ニーズに沿ったきめ細かい
サービスを提供します。

品質・⼯程管理を徹底し、お客様のご要望にお応えしたスタ
ンプを注⽂の当⽇に出荷できるスピーディーな受注・⽣産体
制を確⽴しています。

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技術の⾼さと意識の⾼
さです。
これまで⼿作業でしかできなかった⼯程の⾃動化に積極的に
取り組むなど、活発な改善活動が⽣産性を⾼め、品質・安全
性の向上をもたらし、技術・経験の蓄積に⼤きな効果を発揮
しています。
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。

Made in P.V.I
ベトナム⼯場では「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
722 台の機械を⽣み出しました。
2015 年 11 ⽉より、ベトナム⼯場で企画・開発・制作したオ
リジナルの⾃動機および半⾃動機には「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
ム⼯場の「品質⽂化」を知っていただけるとともに、社員の
モチベーションアップにもつながっています。

■ 大阪工場

⼤阪⼯場（⼤阪府東⼤阪市）は、所沢⼯場に続く第⼆のオー
ダーメイドスタンプの⽣産拠点です。⻄⽇本エリアに設⽴す
ることで、⽣産能⼒を増強。併せて、これまで翌々⽇にしか
お届けできなかった九州地⽅のお客様に対して翌⽇配送可能

な体制を整え、スタンプ事
業のさらなる⽣産⼒とサー
ビス・品質レベルの向上に
つなげています。

ビエンホア⼯場 ヌンチャク⼯場
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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（普楽⼠⽂具（上海）有限公司／中国︓上海市）で
はファイル製品、OA ラベル、修正テープを、汕頭⼯場（汕
頭普楽⼠儀器有限公司／中国︓広東省）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。
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

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

ひとりが品質を維持するために何をすればよいのかを⾃ら考
え、⾃分⾃⾝を向上させる努⼒を⽇々重ねています。

物流の品質管理

■ 上海工場・汕頭工場

プラス ロジスティクス株式会社は、プラスグループのみなら
ず、幅広い業種・業態のお客様に、最適な物流ソリューショ
ンとファシリティ・エンジニアリング領域のサービスを提供
しています。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、内装⼯事・家具施⼯といったサー
ビスを提供し、最適物流システムを構築しています。
プラス カーゴサービス株式会社は、「届けるを、もっと⾃由に、
新しく。」というテーマのもと、お客様ごとのニーズに合っ
た配送⽅法・配送ルートをカスタマイズすることで、オンリー
ワンの物流サービスを展開しています。また、地球温暖化や

⼤気汚染等の環境問題への取り組みとして、2005 年 8 ⽉に
グリーン経営認証※を取得し、現在まで⼤阪営業所、東京営
業所の 2 か所において認証を継続しています。年に⼀回グ
リーン経営に関する社内研修を実施するとともに、エコドラ
イブや⾞両の点検整備に関するポスターの掲⽰を⾏い、社員
に対し環境保全の浸透を図っています。さらに、2020 年よ
り EV トラック（電気を動⼒とするトラック）を２台導⼊し、
年間約 2,800kg の CO2 を削減しています。
※  グリーン経営認証
     環境保全を⽬的にした取り組みを⾏っている運輸事業者（トラック、
     バス、タクシー、旅客船、内航海運、港湾運送、倉庫）に対する
     認証制度です。

上海⼯場 汕頭⼯場

■ 日本ノート株式会社 岡山工場・ベトナム工場

⽇本ノート株式会社 岡⼭⼯場（岡⼭県瀬⼾内市）は学習帳や
ノート・メモ帳などを⽣産する紙製品の製造拠点です。 
1978 年に JIS 指定⼯場に認定され、⾼品質の製品を製造し
ています。 
また、ベトナム⼯場（Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd. 
／ベトナム︓ドンナイ省）は、初の海外⽣産拠点として
2021 年にドンナイ省に開設。最新鋭の設備を導⼊し、⽇本
国内で⾏ってきた学習帳、⼀般ノートの製造を⼀部移管する 岡⼭⼯場 ベトナム⼯場

ことで、⽣産供給体制の拡充と、さらなる品質レベルの
向上を⽬指してまいります。
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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、前橋⼯場が
ISO9001 認証を取得しました。現在プラスグループでは、プラス株式会社、プ
ラ ス ロ ジ ス テ ィ ク ス 株 式 会 社、プ ラ ス カ ー ゴ サ ー ビ ス 株 式 会 社、PLUS 
VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD.、上海⼯場（普楽⼠⽂具（上海）有限公司
／中国︓上海市）、汕頭⼯場（汕頭普楽⼠儀器有限公司／中国︓広東省）が認証
を取得し、品質向上に取り組んでいます。
※  ISO9001
     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。

ISO9001 認証

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

登録事業者 プラス ロジスティクス株式会社

初回登録年⽉⽇ 2004 年 3 ⽉ 9 ⽇

登録番号 JQ1967F

審査登録機関 ⼀般財団法⼈⽇本ガス機器検査協会

登録範囲 ⽂具・事務⽤品・⽇⽤雑貨の⼊⼿庫管理、
輸配送、倉庫保管及び流通加⼯に関する
物流サービスの設計・開発及び提供

登録事業者 プラス カーゴサービス株式会社

初回登録年⽉⽇ 1997 年 12 ⽉ 1 ⽇

登録番号 NQA-0094A

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 国内貨物運送サービスの提供

登録事業者 PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD

初回登録年⽉⽇ 23 April 2010

登録番号 VN19/00102

審査登録機関 SGS United Kingdom Ltd

登録範囲 Manufacturing and Trading of various 
k i nds  o f  S t a t i one ry  i n c l ud i ng  
Correction Tape, Glue Tape, Security 
Tape, Staple, Stapler, Scissors and 
Files.

登録事業者 普楽⼠⽂具（上海）有限公司

初回登録年⽉⽇ 2011 年 6 ⽉ 14 ⽇

登録番号 CN11/20710

審査登録機関 SGS United Kingdom Ltd

登録範囲 タッグラベルと修正テープの⽣産及び
⽂具の梱包

登録事業者 汕頭⼯場（汕頭普楽⼠儀器有限公司）

初回登録年⽉⽇ 2008 年 6 ⽉ 12 ⽇

登録番号 00120Q33391R4M/4400

審査登録機関 中国品質認証センター

登録範囲 コピーボード、ホワイトボード、裁断
機、レーザーポインターの製造及びア
フターサービス
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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。

「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。

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想定した
規格であり、情報セキュリティ対策の国際標準です。

プラス株式会社、プラス ロジスティクス株式会社、NSK 株式会社、プラス カーゴサービス株式会社、オフィスコム株式
会社では、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て使⽤が認められてい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り扱いを徹底しています。

情報セキュリティ管理

登録事業者 プラス株式会社

初回登録年⽉⽇ 2005 年 4 ⽉ 9 ⽇

登録番号 IS 91100

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

認定事業者名 NSK 株式会社

初回認定年⽉⽇ 2013 年 8 ⽉ 19 ⽇

登録番号 第 17001620 号

審査登録機関 ⼀般社団法⼈ ⽇本情報システム・ユーザー協会

認定事業者名 オフィスコム株式会社

初回認定年⽉⽇ 2018 年 4 ⽉ 13 ⽇

登録番号 第 21004454 号

審査登録機関 ⼀般財団法⼈ ⽇本データ通信協会

認定事業者名 プラス カーゴサービス株式会社

初回認定年⽉⽇ 2009 年 6 ⽉ 11 ⽇

登録番号 第 10410106 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

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

初回登録年⽉⽇ 2007 年 6 ⽉ 1 ⽇

登録番号 IS 516742

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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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、貴重な「お客様の声」として受け⽌め、
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。
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。

在宅型コンタクトセンターの稼働

WEB による商品のお問合せフォーム

オフィス・⽂教・介護福祉市場向けに⽂具・オフィス家具お
よび各種サービスの卸販売事業を展開するジョインテックス
カンパニーのコンタクトセンターでは、⽇々、お客様より
100 万点以上の取扱い商材に関するご質問や商品の⾒積も
り、注⽂内容・納期の確認などの問合せがあります。
年間コール件数は発着信を合わせて約 43 万件あり、⾚坂オ
フィスと⼤⽥区蒲⽥の業務委託先の 2 カ所において、約 80
⼈が対応しています。
ここ数年でコンタクトセンターを取り巻く環境は、多発する
⾃然災害やパンデミックの発⽣、消費⾏動の変化などにより
⼤きく変わり、「全員がオフィスに出勤し、お客様からの電
話に対応する」という、これまでの運営は限界を迎えつつあ
りました。

このような変化に対応すべく、BCP（事業継続計画）対策へ
の取組みを強化し、2019 年 5 ⽉、クラウド型のコンタクト
センターを本格稼働しました。
その後、テレワーク環境の整備が完了したタイミングで、
2020 年 1 ⽉には⽇本においても新型コロナウイルスの感染
拡⼤が問題視されるようになりました。こうした状況にいち
早く対応し、2020 年 2 ⽉下旬より他部⾨の社員と同様に、
コンタクトセンターのオペレーターも在宅勤務を開始し、緊
急事態宣⾔発令後の 4 ⽉ 13 ⽇から約 2 か⽉間は完全在宅勤
務に切り替え、コロナ禍においてもお客様へのサービス業務
を停⽌することなく、コンタクトセンターを稼働しました。

2021 年、PLUS VIETNAM INDUSTRIAL 
CO., LTD.（ベ ト ナ ム︓ド ン ナ イ 省）が
ISO13485 を取得しました。
ISO13485 とは、医療機器産業に特化した
品質マネジメントシステムの国際規格です。
ベトナム⼯場ではフェイスシールド等、医
療⽤衛⽣⽤品の製造・販売のために本認証
を取得しました。

登録事業者 PLUS VIETNAM INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

初回登録年⽉⽇ 27/9/2021

登録番号 TQC.08.2354

登録範囲 Manufacturing and trading medical masks 
and nonwoven fabric

審査登録機関 TQC CENTER FOR TESTING AND QUALITY 
CERTIFICATION DIRECTOR

ISO13485 認証
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CREATORE with PLUS（クリアトーレ ウィズ プラス）

理想のオフィスづくりをワンストップで実現する創造空間
「CREATORE with PLUS（クリアトーレ ウィズ プラス）」を、
2020 年 2 ⽉に広島に、12 ⽉には福岡に開設しました。 

「CREATORE with PLUS」は、家具や床・壁などの空間素材やイ
ンテリアアクセサリーなどの展⽰だけでなく、それらの組み合わ
せ実験や VR を使った理想のオフィス空間の仮想体験ができるラ
ボスペースを備えています。また、集中できる環境として関⼼が
寄せられているオフィス内個空間の体験スペースも⽤意していま
す。こうした機能を⽣かし、専任のスタッフが、オフィスづくり
の計画開始から新オフィススタートまでのあらゆるプロセスをワ
ンストップでサポートいたします。
CREATORE では、ショールームとしての空間を活かし、写真展
やワークショップ、⾃社だけではなく連携する各種メーカーの新
商品説明会等を開催しています。2021 年 5 ⽉には、CREATORE
広島にて、⽔墨画家の岡原⼤崋⽒を迎え初のイベントとなるライ
ブペインティングを実施しご参加のお客様に好評を博しました。

また、店舗でお客様をお迎えするだけでなく、10 ⽉には、
⼭⼝県にて「出張 CREATORE」を開催し、広島県外のお客
様にも CREATORE の空間を体験いただく機会をつくりまし
た。このほか、2021 年 11 ⽉に CREATORE 福岡にて、株式
会社遠藤照明様とコラボレーションした「仕事の質をあげる
ライティング」ウェビナー＆体験会を⾏いました。他企業と
共同でイベントを実施したことで、幅広いお客様に
CREATORE の魅⼒を知っていただくことができました。

ancora（アンコーラ） 

プラス株式会社は、2021 年 3 ⽉にセーラー万年筆株式会社と共
同で D2C※ブランド「ancora（アンコーラ）」を⽴ち上げ、銀座
本店とオンラインショップを同時にオープンしました。
アンコーラは、デジタル化・ICT 化が急激に進む⼀⽅で、リアル
コミュニケーションやアナログへの回帰というニーズに注⽬し、
⾃分の字で「書く」、思いをこめて「描く」の価値を⾒直し、⽂
房具の持つ「愉しさ」「こだわり」「驚き」を提供するショップブ
ランドです。「カスタマイズ」と「ギフト」をコンセプトに、オ
リジナルの万年筆、お好みのインクブレンド、パーツを選べるス
ケッチブックなど、その場で「⾃分だけ」の製品をお作りするサー
ビスを提供するほか、贈り物にぴったりなアンコーラ限定品も取
り揃えています。
※  Direct to Consumer の略。メーカーが⾃社サイトで消費者に直接商品を
     販売すること

CREATORE with PLUS 広島 CREATORE with PLUS 福岡

PLUS STYLE SHOWCASE「+PLUS（プラス・プラス）」

PLUS ブランドの情報発信拠点である＋PLUS では、オフィスファ
ニチャーショールームとステーショナリーショップの 2 つの機能
を兼ね備えています。
コンセプトである「ココロ おどる 出会い」をお客様へお届けする
場として、オフィス家具、⽂具、ミーティングツールの新商品か
ら定番品まで、PLUS ブランドを代表する製品を⼀堂に集め、お
客様が「⾒て」「触って」体験して頂ける空間づくりを⾏っています。
2021 年 11 ⽉には 15 周年を迎え、特別企画を実施。
スタッフ⼀同、お客様に新しい発⾒や欲しいものに出会えた時の
満⾜感、⼼躍る気持ちを提供していきたいと考えています。
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※1 HEPA フィルター
     「定格⾵量で粒径が 0.3 μm の粒⼦に対して 99.97％以上の粒⼦捕集率を持ち、かつ初期
     圧⼒損失が 245Pa 以下の性能を持つエアフィルター」と JIS 規格で定められた⾼性能エア   
     フィルターの総称を差します。

※2 UV-C
     紫外線の中で最も除菌作⽤の⾼い種類で、ウイルスや菌を不活化させる効果があります。

プラスグループは持続可能な社会の実現を⽬指し、お客様に安全・安⼼な商品を提供することができるよう、
衛⽣に関する製品も積極的に開発しています。

衛⽣⽤品関連製品

衛⽣関連製品紹介

ステーショナリーカンパニーでは、製品本体やパーツを抗菌仕様にしたはさみ
や修正テープ、テープのり、テープカッター、ボードホルダー、PP ボックス
ファイル、フラットファイル、クリアーホルダー・カードケースなどを発売し
ました。
併せて、クリアーホルダーの⽣産で培ってきた⾃社技術を活⽤し、2020 年８
⽉より販売を開始した「フェイスシールド」にメガネタイプとヘッドセット、
マウスシールドを新たに発売しました。
また、「オフィスに置きたくなる、美しいハンドクリーンが欲しい」「毎⽇使
うことで荒れやすくなった肌をなんとかしたい」という⼥性開発担当者の声を
きっかけに、洗練されたデザインと使い⼼地にこだわった清浄・衛⽣シリーズ
の新ブランド「ALLSAUBER」（アルザウバー）を発売。
2020 年 11 ⽉に「ハンドクリーンジェル」「ハンドクリーンローション」を、
2021 年３⽉には「除菌ウェットティッシュ」を発売など、次々とブランドラ
インナップを拡⼤しています。

ミーティングツールを開発・販売するステーショナリーカンパニー ビジョン
事業部は、新型コロナウイルスの⾶沫感染防⽌対策としてニーズが⾼まった
パーテーションから映り込みを防いで透明感を⾼めた反射率 0.2% 以下の「卓
上パーテーション SP（アクリル）シリーズ」を発売しました。
また、⼀般的な家庭⽤空気清浄機と違い、気流の漏れがなく全気流が確実に
HEPA フィルター※1 を通過し集塵する⾼性能設計衝⽴型空気清浄機「クリーン
パーティション ®AirMobi」（エアモビ）や、除菌作⽤の強い UV-C※2 を使⽤し
た除菌ケースも発売しました。

ファニチャーカンパニーはワークラウンジファニチャー「WORK FRAN（ワ
ークフラン）」とミーティングテーブル「ronna（ロンナ）」の抗ウイルス
天板タイプの受注⽣産販売を 2021 年 5 ⽉に開始しました。また、不特定多
数の⼈が使⽤するオフィスの共有テーブルやフリーアドレスデスクの天板⾯
の清潔感を保つために抗菌・抗ウイルス性能を備えたメラミン化粧板「アイ
カウイルテクト」（製造︓アイカ⼯業株式会社）を使⽤した製品を追加・拡
充しました。

ファニチャーカンパニーおよびステーショナリーカンパニーは、⼀般社団法⼈抗菌製品技術協議会（SIAA）※に⼊会し、
当該製品に抗菌・抗ウイルス加⼯製品であることを⽰す SIAA マークを表⽰しています。

※ 抗菌製品技術協議会（SIAA）
    適正で安⼼できる抗菌・防カビ・抗ウイルス加⼯製品の普及を⽬的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ    加⼯製品のメーカー、
    抗菌試験機関が集まってできた団体です。業界だけでなく、消費者代表、専⾨家および⾏政などの幅広い意⾒を聞きながら、抗菌加⼯製品に
    求められる品質や安全性に関するルールを整備し、かつそのルールに適合した製品に安⼼のシンボル SIAA マーク表⽰を認めています。

フェイスシールド

クリーンパーティション ®

AirMobi（エアモビ）
除菌ケース

ALLSAUBER
（アルザウバー）

ronna（ロンナ）
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