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会社概要 沿革
昭和19年（1944）
亀田英二が個人営業として千代田区神田和泉町に日本青写真工業社を創業
昭和19年（1944）
株式会社日本青写真工業社として発足
昭和25年（1950）
日本青写真株式会社設⽴
昭和26年（1951）
株式会社日本青写真工業社および日本青写真株式会社合併
昭和27年（1952）
マイクロ写真部を設置
昭和32年（1957）
印刷部を設置
昭和46年（1971）
港区西新橋に本社ビル竣工、本社を移転
社名を日青工業株式会社と変更
昭和59年（1984）
港区西新橋に本社第二ビル竣工制作部を設置
昭和60年（1985）
企画 ･デザイン部門設置、映像制作業務を開始
昭和61年（1986）
亀田修平が代表取締役社長に就任
平成元年（1989）
CI 導入、社名をニッセイエブロ株式会社に変更
平成11年（1999）
Web 制作・システム開発事業を本格的に開始
情報公開法公布に伴い、文書管理業務を開始
平成13年（2001）
港区新橋に本社ビル竣工、本社を移転
平成15年（2003）
ISO14001を取得
平成18年（2006）
プライバシーマークを取得
平成20年（2008）
コンプライアンス体制発足
平成21年（2009）
内部通報制度スタート
平成22年（2010）
国連グローバル・コンパクトへの参加
ISMS 国際規格「ISO/IEC 27001」の認証を取得
平成28年（2016）
環境マネジメントシステムを自己宣言により運用開始
労働者派遣事業許可を取得
有料職業紹介事業許可を取得



新しい価値と可能性。それは、

「答えはひとつでも、考え方は複数あってよい」

国連グローバル
コンパクトへ参加

Self-declared
Environmental
Management
System

Forum for
Sustainable
Initiative, NPO
(FSI)

己自
宣 言

S
EMS 自己宣言

ISMS/ISO27001
を認証取得

プライバシーマーク
認証取得

CUDO
団体賛助会員

社員※が健康で、自由な時間を持てる、	
家庭を大切にできる。
そのような働く環境をつくり、持続的に発展する。
それが、企業経営の基本だと思っています。

※正社員、派遣社員の総称

技術革新、環境変化への対応なくしては生き残って 
いけない時代。 
今や、単に景気がよくなれば収益は向上すると言う 
ものではない。 
企業自体、そして一人ひとりの社員自身が、時代を
見据えて変わっていく。 
失敗は財産。失敗しないようにという考え方では 
成長はない。 
社員一人ひとりが自分で考えて、新しいことに挑戦 
してほしい。

社会動向に適った制度と社員の意識を高める上で 
国連グローバルコンパクトにも参加した。 
人権・労働基準・環境・腐敗防止において、それに
反しての成長はないという意識をより強くするために。 
仕事柄、実現しにくいノー残業・消灯デーや 
65歳定年制度のスタートもその一つ。

その環境のもとで労働生産性を向上させる。 
一日の仕事に優先順位を決めて、決めた時間内で 
終わらせる知恵を絞る。 
幼いお子さんを持つお母さん社員は言う。 

「お迎えの時間までに、どのように仕事を進めるか、
真剣に考えました。仕事の生産性は向上し、短時間
で終えることができるようになりました。」

そして、９月決算は増収増益。

やれば、できる。 
社員が満足すれば、良い仕事も進む。 
そして、お客さまも満足される。

やはり、強いものが生き残るのではない。 
一人ひとりが変化する環境にどうやって対応できるかだ。

そして、私たちはさらに成長し続ける。

　　　　　　　　　　　代表取締役社長

巻 頭 言 経 営 理 念

これまで主に外向きであった広報や宣伝は、今、内向
きにも求められています。

企業や自治体、官公庁などの価値は社内広報・社内
コミュニケーションといった内部コミュニケーションを
経由して共有され、拡散し、浸透する時代です。

つたえること、それによってつながることは、有機体の
ように自由な形を取りながら、日々広がり続けています。

だから、手段や方法を限定せず、常に「つたえる」こと 
のプロフェッショナルでありたい。私たちはこれからも
よりよく、つたえるための「可能性」をさらに追求して
いきます。

持続可能な社会実現へ貢献

▲ ニッセイエブロ Business Over View▲ ニッセイエブロ統合マネジメントシステム

社　是

我々は仕事を通して成長し、仕事を通して、
豊かで充実した人生を送ります

信　条

原理原則を重んじる
信用を大切にする

変化を恐れず、怠らず
チャレンジ精神を持ち続ける

堅実経営を心掛ける
会社の品格を大切にする

企業倫理規範

• ⾼い倫理観をもって、法令その他の社会規範を遵守し、
公正で健全な企業活動を⾏います
• 優れた製品・サービスの提供を通じて社会に貢献します
• 社員の人格・個性を尊重し、ゆとりのある豊かな職場
環境を実現します
• ステークホルダーの⽴場を尊重し、共生を図っていきます
• 環境の保全と豊かで住みやすい社会づくりに貢献します

企業⾏動基準

「社会との共生」「地域環境の保全」「健全な企業体質」
に向けて①社会②「顧客、協⼒会社」③「社員」④「会
社」にわたり策定された21項⽬の⾏動基準。

経
済

社 会

環
境 お客

様 社員・家族

地
域
社
会

求職

者

行政機関

取
引
先

株
主

コンサルティング事業
Consulting

クリエイティブ事業
Creative

プロモーション事業
Promotion

社是
信条

企業倫理規範
企業行動基準
IMS

（統合MS）
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クライアント（発注者様）

グラフィックデザイン・コンテンツ制作

Webデザイン・システム開発

動画撮影・制作

コンサルティング事業
Consulting

クリエイティブ事業
Creative

プロモーション事業

システムコンサルティング

CSRコミュニケーション

人材サービス

ECサイトコンサルティング

Promotion

各種広告サービス

イベント企画運営

ステークホルダーの課題解決に対して、最適な方法を組み合わせて企画立案します

学生求職者取引先仕入先地域住民株主社員/家族行政機関お客様

経
済

社会

環
境

Self-declared
Environmental
Management
System

Forum for
Sustainable
Initiative, NPO
(FSI)

己自
宣 言

S

SDGs

手段や方法を限定せず、常に「つたえる」ことの

プロフェッショナルでありたい

多様なニーズに対応するために
さまざまな可能性に
チャレンジする

持続可能な社会に向け、
コミュニケーション事業を通じて	
社会課題の解決に貢献します

事 業 案 内 サ ス テ ィ ナ ビ リ テ ィ

クライアントの先にあるお客さま、さらにその先のお客さまに至るまで広くメッセージをつたえ、クライアントの事業に 
寄与することが私たちの大きなミッションです。
その手段・表現・デバイスなどの選択肢も、無限といえるほどあります。
クライアントと多様なステークホルダー間の課題解決に対して、最適な方法を組み合わせて、企画立案し、実現する。

「つたえる、つながる」コミュニケーションは最大価値をワンストップで創造します。

1989年（平成元年）、当社はそれまでの「日青工業
株式会社」から「ニッセイエブロ株式会社」に社名を
変更しました。

エブロ（Eblo）とは「可能にする」「有能な」の意味
を持つ “able” のエスペラント語を固有名詞化した単
語です。
エスペラント語とは「壁を越えてよりよいコミュニケーショ
ンをはかる」国際共通語と言われています。
コミュニケーション課題の解決を使命とし、「さまざま
な可能性にチャレンジする会社でありたい」

社名にインスパイアされた、私たちの思いです。

SDGs※は、企業等にとって本業を通じた社会的価値と
経済的価値の同時創造を実現することです。
新たな事業戦略の機会を見出す上で、その羅針盤にな
るものと期待されています。
このグローバルな潮流は、事業活動のすべてのプロセ
ス（バリューチェーン）を責任範囲として捉えており、
大企業をはじめ、取引先や協力会社にも連携・協力
することを要請しています。

これら持続可能な目標の一つ一つが達成されるには、
コミュニケーションの最適化が一つの鍵になると私た
ちは考えています。
よって、お客さまとステークホルダーの橋渡しとなるた
め、本業である「コミュニケーション課題の解決支援」
をCSRのコアと位置付けて推進しています。

ニッセイエブロ株式会社は、国連グローバルコンパク
ト10原則の支持・実行に留まらず、この SDGs の内容
を意識し、「私たちらしい」CSR 活動を追求します。

※  SDGs：2015年9月の国連サミットで採択された国際社会共通の⽬標。
「誰一人取り残さない―No one will be left behind」を理念として、

国際社会が2030年までに貧困を撲滅し、持続可能な社会を実現す
るための重要な指針として、17の⽬標（ゴール）が持続可能な開発
⽬標（Sustainable Development Goals：SDGs）として設定された。

2000年 品質マネジメントシステム（ISO9001）を取得
* 後に独自の統合マネジメントシステムへ移⾏

2003年 環境マネジメントシステム（ISO14001）を取得
* 後に自己宣言へ移⾏

2006年 プライバシーマーク（JIS Q 15001）を取得
2010年 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）

を取得
2010年 国連グローバル・コンパクトへ加盟
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労働基準

ゴールを決めれば、
集中できる

 ノー残業デー（毎週水曜日、⽉末金曜日）の実施、その他平日の残業についても申請制度とし、
上⻑が残業の妥当性を確認するようにした。

　   1人当たりの⽉総労働時間17.5時間、時間外労働13.5時間の時短達成

常務取締役総務部長 ◈ 野沢 功

私たちは、設備があるわけでもなく、決まった製品があるわけでもない、「人材」
だけが資産の会社です。
よって、社員が健康的で元気に働ける環境が必要です。
そのような職場環境への継続的な改善を追求しています。

広告業界は、とかく忙しい。
クライアントから短納期も求められることが少なくない。
かつては早出、終電、休日出勤等が多くあった。
そのような環境だからこそ、時短を目指した。
仕事の優先順位を決める。時間を決めて仕事を進める。
周りの協力体制も必要。お客さまのご理解も⽋かせない。
そのような取組みを始めて１年、

「早く仕事を終えて帰ろう」
「仕事を手伝って早く帰ってもらおう」

と言った意識は広がってきた。

毎週水曜日の19時消灯、月末金曜日の18時消灯。
無理な理由を考えるのではなく、どうしたらできるかを考えた。

労働生産性は向上し、事業収益も向上した。
「Eblo;できる」会社だから、まず、やってみる。 始めは、無理と思っていたノー残業デーの消灯も徐々に習慣化されてきている

第４営業部 ◈ 諸橋亜沙美

一日の仕事さえきちんと⾏えば、早く退社できる雰囲気があります。周りの⽅も
協⼒してくれるので、仕事外の予定も⽴てられやすい職場です。
先日も飛び石連休の中日にお休みを頂き、海外旅⾏へ⾏ってきました。
他企業の知人と話していても自分は恵まれているとよく実感しますね。

一人平均の時間外労働短縮

13.5 時間／⽉

残業デーには、定刻でフロアが消灯される

2017年の実績
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技術革新の速いICT 事業で、クリエイティブ、プロモーション、コンサルティングを強みとする

環　　境

事業を通して、
地球環境へ貢献する

過去、クールビズや⼩まめな消灯で節電に注力してきたが、時短により、
⼀気に電気料金が削減された。

　   次年度、環境も絡めたコスト削減提案を社内で収集し、試⾏している

電気料金の前年比削減率

33.5 ％

2017年の実績

「環境」の為に、何か新たな行動を起こすという考えではない。
事業を通して、環境貢献を実現する。
環境負荷の少ない私たちの会社は、2003年 ISO14001認証
時より、このテーマに取り組んできた。

10余年の ISO14001認証を返上して、環境マネジメントシス
テム「自己宣言」に挑戦。
移行したのも、そんな理由があった。
社内 ICT を推進し、省力・省資源・省スペースを実現する。

私たちの IT 事業によって、お客さまの業務改善、ひいては 
労働生産性を高めるものになって欲しい。
だから私たちのご提案は、ひとつの環境貢献にもつながる 
ものと信じたい。

誰が気が付かなくてもいい。
私たちの仕事が進めば進むほど、次世代が担う地球環境に
役立つ仕事を持続したい。

総務部マネジャー ◈ 石原直人

社長、役員、各部門長、外部有識者による社内ワークライフバランス会議で決定
した「時短」は環境面でも大きなコストダウンの成果を得ることが出来ました。
この成果は次年度以降、これほどのパフォーマンスを得ることは難しいと思われ
るので、新たな⽬標を検討しています。

ICT 事業部マーケティングG ◈ 兼⾼真澄

お客さまがホームページの更新に御苦労されていることを伺い、CMS による運営
をコンサルティングし、お仕事を頂きました。
御担当者様の課題を解決する支援には、先様の業務改善による効率化・省⼒化
にもつながるものと思いました。
さらにご満足いただけるよう、精進しています。

業務改善も情報共有により、迅速に進められる
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ニッセイエブロ株式会社

Communication on Progress

（対象期間：2010年1月～2010年11月）

グローバル･コンパクト活動報告

Eblo Report 2010
Communication on Progress

人権分野に関する活動報告

評 価 【本年度活動内容】
休暇制度がきちんと整えられ、社員の人
権を大切にしていることが分かる。また、
カラーユニバーサルデザインを推奨する
など、多くの人にとっての平等をかなえよ
うとしていることが分かる。

※この活動報告は、本レポート制作に関わった武蔵野大学 環境学部 佐々木重邦ゼミCOP制作プロジェクトに、
　当社活動を「見える化」する中で得た内容を基に、客観的に評価していただきました。

【連絡先】
グローバルコンパクト推進委員会  野沢 功
E-mail : gc@eblo.co.jp 
Phone : ＋81-3-5733-5151　Fax : +81-3-5733-5161

【来年度目標】
カラーユニバーサルデザインについては、
営業用ツールを整備し、年間を通じてカ
ラーユニバーサルデザインの普及活動を
実践する。

評 価

評 価

評 価

! 腐敗防止分野に関する活動報告

環境分野に関する活動報告

労働基準分野に関する活動報告

Eblo Report 2010

【本年度活動内容】
休暇制度が整えられていることが分かる
ほか、取得した社員の声を載せていること
が好印象。しかし、社員が取得しやすい状
況であるのかを示すような具体的な情報
提供があるとなお良い。

【来年度目標】
法規制遵守の規定をはじめ、それらの「社
内情報共有を最適化する」ことに焦点を
当て部門、個人レベルまで情報格差を解
消し、制度を有効に活用できる整備環境
を図る。

【本年度活動内容】
ISO14001の取得により環境保全に対
して興味を持ち、取り組んでいることが分
かる。具体的にどのような活動を行って
いるのかなどの情報があるとなお良い。

【来年度目標】
ISO14001で設定している、廃棄物再利
用率の向上をはじめ、事業内容と連動し
た環境目標（ICTソリューションサービ
ス、CSRコミュニケーション、その他環境
配慮型サービスの提供）を達成させる。

【本年度活動内容】
コンプライアンスの徹底のために体制が
整えられていることが分かる。周知徹底を
図るために研修を行っていること、そして
アンケートによってそれが効果を出してい
ることが分かり、透明性を感じる。

【来年度目標】
コンプライアンスアンケートの結果を精
査し、教育・研修を中心に具現させる。

Activity Report

（対象期間：2011年1月～2011年12月）

Eblo Report 2011
Communication on Progress

【連絡先】
グローバル・コンパクト推進委員会 
E-mail : gc@eblo.co.jp 
Phone : ＋81-3-5733-5151　Fax : +81-3-5733-5161

Eblo Report 2011

～社会的責任活動の報告～

ニッセイエブロ株式会社
NPO法人
カラーユニバーサルデザイン機構
団体賛助会員

2010

2011

2012

成長
　する

見える

取組む

～社会的責任活動の報告～
Communication on Progress

ニッセイエブロ株式会社

（対象期間：2012年1月～2012年12月）

Eblo Report 2012
Communication on Progress

【連絡先】
グローバル・コンパクト推進委員会 
E-mail : gc@eblo.co.jp 
Phone : ＋81-3-5733-5151　Fax : +81-3-5733-5161

Eblo Report 2012

～社会的責任活動の報告～

ニッセイエブロ株式会社
NPO法人
カラーユニバーサルデザイン機構
団体賛助会員

2010

2011

見える

取組む

～社会的責任活動の報告～
Communication on Progress

ニッセイエブロ株式会社

Grow Up! 見える。取組む。成長する。

2012

成長
　する

Eblo Report 2013
Communication on Progress

～社会的責任活動の報告～

ニッセイエブロ株式会社
（対象期間：2013年1月～2013年12月）

【連絡先】
グローバル・コンパクト推進委員会 
E-mail : gc@eblo.co.jp 
Phone : 03-5733-5151　Fax : 03-5733-5161

Eblo Report 2013
～社会的責任活動の報告～

Communication on Progress

ニッセイエブロ株式会社

会社概要

JR山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線
東京メトロ銀座線、都営浅草線、大江戸線
「新橋駅」より徒歩7分
都営三田線
「御成門駅」より徒歩4分
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ニッセイエブロ株式会社　[ 英文表記／ NISSEI EBLO INC.]

1950 年 2 月（創業／ 1944 年 6 月）

9,000 万円

代表取締役社長　亀田 修平

46 名

【広報 PR、広告宣伝、販売促進】
総合印刷、企画・編集・デザイン、映像企画制作、 
Web 企画制作・システム開発、イベント・展示会等・企画運営、
文書管理・情報管理

本社　〒105-0004　東京都港区新橋 5-20-4 ニッセイエブロビル

みずほ銀行　三菱東京 UFJ 銀行

商 号

設 立

資 本 金

代 表 者

従 業 員 数

事 業 内 容

事 業 所

主要取引銀行

Eblo Report 2014
Communication on Progress

～社会的責任活動の報告～

ニッセイエブロ株式会社
（対象期間：2014年1月～2014年12月）

【連絡先】
グローバル・コンパクト推進委員会 
E-mail : gc@eblo.co.jp 
Phone : 03-5733-5151　Fax : 03-5733-5161

Eblo Report 2014
～社会的責任活動の報告～

Communication on Progress

ニッセイエブロ株式会社

会社概要

JR 山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線
東京メトロ銀座線、都営浅草線、ゆりかもめ

70周年記念キャラクター「えぶろう」

「新橋駅」より徒歩8分
都営三田線

「御成門駅」より徒歩5分

アクセス

ニッセイエブロ株式会社　[ 英文表記／ NISSEI EBLO INC.]

1950 年 2 月（創業／ 1944 年 6 月）

9,000 万円

代表取締役社長　亀田 修平

46 名

●広報 PR、広告宣伝、販売促進
●企画・編集・デザイン・総合印刷
●イベント・展示会等　企画運営
●Web 企画制作・システム開発
●映像企画制作
●文書管理・情報管理

本社　〒105-0004　東京都港区新橋 5-20-4 

みずほ銀行　三菱東京 UFJ銀行

商 号

設 立

資 本 金

代 表 者

従 業 員 数

事 業 内 容

事 業 所

主要取引銀行

th
おかげさまで70周年
これからも、つたえたい

70th1944-2014 70th1944-2014 70th1944-2014

（対象期間：2015年1月～2015年12月）

【連絡先】
グローバル・コンパクト推進委員会 
E-mail : gc@eblo.co.jp 
Phone : 03-5733-5151　Fax : 03-5733-5161

Eblo Report 2015

～社会的責任活動の報告～
Communication on Progress

ニッセイエブロ株式会社

ニッセイエブロ株式会社

Communication on Progress
～社会的責任活動の報告～

Eblo Report 2015
Communication on Progress
～社会的責任活動の報告～

Eblo Report 2015

私
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事
。

機会。底力。
困難を団結して乗り越えてきたエブロにしかできないカタチを創る

事
業
領
域

サステイナブルな自分たちになる。

“部門間のカベ、ブチ破るべし”

相手のありのまま、受け入れる。
つもりの「ジブン」 × はための「ジブン」で

「らしさ」を活かし、結果にコミットする

学生と創ってきた、５年。
ひとつのステークホルダーエンゲージメントというカタチ

DRIVE100.
～今こそ加速だ！ニッセイエブロ～

DRIVE100.
～今こそ加速だ！ニッセイエブロ～

学生と創ってきた、５年。

やはり、『コミュニケーション』で解決する。

「
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ン
パ
ク
ト
」と

企
業
倫
理
綱
領
の
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け
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け
？

変化の速度。
その先を行きたい。
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（対象期間：2016年1月～2016年12月）

【連絡先】
グローバル・コンパクト推進委員会 
E-mail : gc@eblo.co.jp 
Phone : 03-5733-5151　Fax : 03-5733-5161

ニッセイエブロ株式会社

Communication on Progress
～社会的責任活動の報告～

Eblo Report 2016

Communication on Progress
～社会的責任活動の報告～

Eblo Report 2016
ニッセイエブロ株式会社

印刷物制作

Webサイト制作･システム開発

動画撮影・制作

EC事業支援サービス

各種広告出稿

イベント企画運営

ITコンサルティング

CSRコミュニケーション

「新橋駅」より徒歩 8分
「御成門駅」より徒歩 5分

アクセス

Self-declared
Environmental
Management
System

Forum for
Sustainable
Initiative, NPO
(FSI)

己自
宣 言

S

会社概要 沿　革

ニッセイエブロ株式会社 [ 英文表記／ NISSEI EBLO INC.]

1950 年 2 月（創業／ 1944 年 6 月）

9,000 万円

代表取締役社長　亀田 修平

46 名

●広報 PR、広告宣伝、販売促進
●企画・編集・デザイン・総合印刷
●イベント・展示会等　企画運営
●Web 企画制作・システム開発
●映像企画制作
●文書管理・情報

本社　〒105-0004　東京都港区新橋 5-20-4 

三菱東京UFJ銀行　三井住友銀行　みずほ銀行　

民間企業・各種団体・官公庁・自治体等

商 号

設 立

資 本 金

代 表 者

社 員 数

事 業 内 容

事 業 所

主要取引銀行

主 要 取 引 先

昭和19年 （1944） 亀田英二が個人営業として千代田区神田和泉町に

  日本青写真工業社を創業

昭和19年 （1944） 株式会社日本青写真工業社として発足

昭和25年 （1950） 日本青写真株式会社設立

昭和26年 （1951） 株式会社日本青写真工業社および日本青写真株式会社合併

昭和27年 （1952） マイクロ写真部を設置

昭和32年 （1957） 印刷部を設置

昭和46年 （1971） 港区西新橋に本社ビル竣工、本社を移転

  社名を日青工業株式会社と変更

昭和59年 （1984） 港区西新橋に本社第二ビル竣工　制作部を設置

昭和60年 （1985） 企画･デザイン部門設置、映像制作業務を開始

昭和61年 （1986） 亀田修平が代表取締役社長に就任

平成元年 （1989） CI導入、社名をニッセイエブロ株式会社に変更

平成 6年 （1994） 福岡市博多区に福岡営業所開設

平成11年 （1999） Web制作・システム開発事業を本格的に開始

  情報公開法公布に伴い、文書管理業務を開始

平成13年 （2001） 港区新橋に本社ビル竣工、本社を移転

平成15年 （2003） ISO14001を取得

平成18年 （2006） プライバシーマークを取得

平成20年 （2008） コンプライアンス体制発足

平成21年 （2009） 内部通報制度スタート

平成22年 （2010） 国連グローバル・コンパクトへの参加

  ISMS国際規格「ISO/IEC 27001」の認証を取得

平成28年 （2016） 環境マネジメントシステムを自己宣言により運用開始

http://www.eblo.co.jp

腐敗防止

! ステークホルダーの
目線を活かす

2017年の実績

EMS 自己宣言は環境システム学科の学生により、有効性と適合性が監査される

2010年からの参加学生数

43 名
学生との協働により企画・制作された過去ＣＳＲレポート

生産管理 Gマネジャー ◈ 栗林明郎

協⼒会社との金額交渉等では不正に気をつけるように、そして「言った、言わな
い」の無いように、心掛けています。
これらマネジメントやコンプラインスについては、周知と教育が大切と思っています。
社員一人ひとりが、属人的なやり⽅にならないよう標準化された手順を常に整備
しています。

総務部経理課マネジャー ◈ 大瀬雅史

統合マネジメントについては業務の手順をはじめ、会社のルール等を社員一人 
ひとりが理解し、ミスや事故がないように総合的に見直しています。
それらのルールや手順は、定期的に会議体などで確認し、見直し、再構築と言っ
たPDCA が重要です。
特に厳正なチェックと迅速な見直しに尽きるものと思っています。

仕事のルールを守る。
社内の皆で決めたルールだから。
会社の質、仕事の質、社員の質を高めるために。
PDCA。頭では分かっているけれど、自分のチェックは甘く 
なる。だから、学生の目線を入れた。

全部門横断の統合マネジメントシステムを目指す。
地道な積み上げは、きつい。
お客さまへの信頼は、一瞬で崩れることを忘れない。

「情報管理」は一番、気を付けるリスク。
どんなルールも、いかなるシステムも破壊しないように守る
のは自分。

コミュニケーションのレベルを上げてお互いに指摘しあえる 
チームを目指す。

あらゆる腐敗をなくし、信頼される会社でありたい。

2010年より学生との協働で編集するCSRレポート。
今回は、毎回参加の武蔵野大学の現役学生に加え、上智大学院生、しかも留学生が参加。

　   今年で８年目を迎え、毎年、学生・教員より高いご評価頂いている
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人  　権

多様性で、
競争力を高める

昨年、インターンシップで初めて受け入れた外国人留学生。今年はオフショアの活用を目的とした 
海外勤務や業務目的で海外出張する展開も始まった。

　   今年は中国人留学生がプロジェクトに参加。多様性に富んだ業務が増えた

インターン生の出身国

3 ヵ国

2017年の実績

今、自己完結型のクローズドイノベーションから、オープン
イノベーションのモデルへ。

外国人留学生を今年も社に迎えた。
定年が65歳に移行し、今後、世代の差異も大きくなる。
派遣社員も多く、社員となって海外で仕事を行うメンバーも
誕生した。

多様な人材が、その持てる力を結集する。
個々の意見も違えば、価値観も異なる。
自己を理解し、他者を理解する。
コミュニケーションの仕事をする身としてなかなか、難しい。
しかし、壁を越えたい。

社内では部門間を越えて、さらには他企業、大学・学生、
NPOと連携し、革新的にチャレンジする。

他者との差異を自分の強みにする。 全社横断的に行われる、毎月の成果品発表会。自分と異なった知識や情報を習得する

昨年のインターン生よりメッセージ

ベトナム◈ Allison　インターン期間：2017.7→8

今、インターンで経験したようなオンライン・マーケティングの仕事をしています。御社で
学んだビジネスでの日本語は、現在、とても役に⽴っています。自分の仕事に活かせる
経験と知識が多く得れたので、とても嬉しく、感謝しています。

モロッコ ◈ Houda　インターン期間： 2017.8→9

日本の会社で初めて仕事をして、とても面白かったです。インターン中、日本とモロッコのマー
ケティング戦略について学びました。ニッセイエブロを去ったにも関わらず、とても良い
友達もできてインターンは素晴らしい経験でした。

ベトナムでのオフショア（上）、学生とのオープンイノベーション（下）

生産管理 G ◈ 角谷直紀

会社が社員の家族を大切にし、共働きによる子育てについてもとても理解がある
ので、私には働きやすい職場です。
又、新規商材なども細かく「これをやってはダメ」と言う制限がなく、業務にも
多様な考え⽅を受け入れてもらえます。やる気があれば、どんどん成長できる職
場であると感じています。

第2営業部 ◈ ⾼橋春佳

女性でも平等なチャンスを与えてくれます。
女性であるプラスの面を活かした企画にも理解があり、上司によるサポートもあ
るので、仕事に集中できます。
4月には新卒の後輩も入社します。今に甘えず、タイムマネジメントをしっかり⾏い、
時間内で期待される成果を出せるよう頑張りたいです。
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鐘 敏（ZHONG MIN）
中国吉林省出身
上智大学地球環境研究学科
修士課程２年
2017年10月より2ヵ月 間、 ニッセイ
エブロ株式会社でインターンに参加。
CSRレポートの企画、weiboの動画制
作、エコプロダクツ出展のサポート、
港区まちツアーの協⼒等を⾏う。

⻲⽥耕平
ニッセイエブロ株式会社
専務取締役

「らしさ」
とは。

日々の業務そのものが、CSRに相通ずる。それが
目指すレベルですね。

そのために、当たり前のことと意識し、繰り返すこ
とが大切だと思う（亀田）

仕事中もアフター6でも、変わりない専務の姿が
印象的です。ＣＳＲも特別な

取組みでなく、ありのままの「らしさ」が必要と思
いました（鐘敏）

評 価 者 ECO REPORT WAY 21 プロジェクトメンバー
（本冊子企画メンバー以外）

評価基準
3・2・1の3段階
　3：とても十分である
　2：十分である
　1：十分でない

評価⽅法 評価者はグローバルコンパクトの4項⽬10の原則に沿っ
て冊子の内容を1〜3で評価、合わせてコメントする。

実施⽅法
上記の評価とコメントを集計し、平均点を評価の欄に
表記する。コメントは「好感を抱く点」と「改善を望む点」
の2つに分けて欄に記載する。

評価項目 評価 好意を抱く点 改善を望む点

2.5点
留学生インターンというこれからの時代を担う人
を受け入れる活動は、近年の⽬まぐるしい国際化
の動きに対して、柔軟に対応しているからこその
取り組みである。

多様性あるの人材については
伝わったので、それを可能と
する制度の中身を掲載してほ
しい。

3点
ノー残業デーを実際に実⾏に移すのはかなり難し
いところではあるが、労働時間の削減の実績とし
てしっかりと効果を表している。人材を大切にす
る会社というところも読み取れて好印象。

満点のためなし

1.5点 電気料金について、3割以上の削減を達成してお
り好印象。

業種ならではの、コスト削減
パフォーマンスがあると更に
よくなると感じた。

2.5点
今までの社内アンケートを取る形から、社外のステー
クホルダーに着眼点を置いたことは新しい視点で
あり、次年度以降も期待できる。

統合マネジメントシステムの
全体像を知りたい。

報告書に学生が参加させて頂く、最初は全く先の見えない企画ではあったとは思うが、それを8年間も
続けたことは物凄く素晴らしい。10年という節⽬の年を間近に控えているので新たな試みを期待したい。

2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、ディーセント・ワーク
および起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。

2020年までに、就労、就学、職業訓練のいずれも⾏っていない若者の割
合を大幅に減らす。

この報告書について
2010年より毎年、企画・編集・発行されているEblo Report はニッセイエブロ株式会社が加盟している国連グローバル・コンパクトへ提出する活動
報告書（COP［Communication on Progress］）として、ニッセイエブロ株式会社と現役学生との協働により制作されています。
そして本レポートは武蔵野大学工学部「ECO REPORT WAY 21」プロジェクト［https://erw21.jimdo.com/］※により分析・評価されました。
※ 企業が発⾏する環境・CSRレポートを学生が独自に作成したリクルート視点の21の指標に基づき評価・分析し、発⾏企業へ報告・意見交換を⾏う活動。

私たちらしい、ステークホルダー・エンゲージメント

御社は、2010年より、近い将来、社会に出る大学生に対し
て、「CSRレポートを社員と協働編集する」機会を設けていま
す。就活を前にした学生に企業における社会体験、就活支援、 
さらに、環境マネジメントシステムの審査補助や展示会運営等、
実務経験に近いプロジェクトと多岐にわたり、実施しています。
全プロジェクトが、御社の事業「コミュニケーション」にマッ
チした「ニッセイエブロらしい」内容であると経験して、理解
できました。
⻲⽥専務の傍の席で⼆か月間、インターンをしてきて、社員
の方との⾊々な場面を拝見しました。専務としてあらゆる社
員の方と向き合う、自然な姿が印象的であり、共感しました。
中⼩企業では、なかなかCSRにまでは手が回らないと聞きます。
何かビジョンを決めて取組んでいるのでしょうか？（鐘敏）

CSR の計画を立てて、実行する、と言うよりは、CSR の考え
方に沿って、いかに業務を遂行するか、それを念頭に置いて
事業をマネジメントしています。
私たちの強みを活かして、いかに社会課題を解決できるのか。
例えば、定員が減少する教育機関の IT 支援、イベント支援
や就活支援、又は持続可能な社会の実現に向けた、行政や
企業のコミュニケーション戦略のコンサル等。
今後、SDGs（持続可能な開発目標）に見られるように、 
企業は経済性と社会性の両立が一層求められていくでしょう。
事業を軸にしつつ、私たちニッセイエブロは社員一人ひとりが、
社名に込められている、社会貢献への「可能性」を極めていく。
そのプロセスと結果が、当社らしいCSRと考えています（⻲⽥）

武蔵野大学 ◈ 石倉正樹

活動を通して、安易に人
の言葉や意見に流されず、
自分の考え、言葉を伝え

ることこそが、コミュニケーションだと思
いました。（今年度リーダー）

武蔵野大学 ◈ 佐藤綾花

印刷物の編集に興味があ
り、このプロジェクトに参
加しました。毎回の打ち

合わせ、取材……全てが刺激的で大変
勉強になりました。

武蔵野大学 ◈ 吉田燎平

大学の授業ではできない
体験ができ、社会人とし
て備えていなければなら

ないことや自分が社会に出るために必要
なことを考える機会になりました。

武蔵野大学 ◈ 小川拓巳

実際に企業の CSRレポー
トを作成してきて、社会人
の人達と関わることができ

たのは、これから社会に出る上で、非常
にいい経験となりました。

上智大学 修士課程 ◈ 鐘 敏

留学生として初めて日本
の会社内で CSRレポート
を作ることは、自分の甘

さと改善すべき点を知り、会社と社会を
改めて認識しました。

SDGs の17目標、その多くの魁となる

編集後記　本プロジェクトに参加した現役学生の皆さん

Question
あなたにとって
今回のプロジェクト
はいかがでしたか？

Question

堂々と社員の総労働時間の短縮データを掲げることができる企
業は少ないでしょう。しかも生産性が向上し、収益が増加してい
ます。この CSRレポートでは、まずこのような⽬を見張るデータ
が⽬に入ります。
トップがいくら声⾼に残業の削減を掲げても顧客を抱える社員は
業務に追われるのが常です。しかし、亀田社長は社の信条として、
会社の品格と⾼い倫理性さらに持続可能な社会への貢献という
哲学的命題を社員に求めます。⾼邁なこの命題を巧みに業務に繋げるのが、プロ集団としての誇りや仲間意識の涵養、そして社員の個性の多様性さらに海外インター
ンの受け入れなどの英断です。これは多様性のもとで、一人ひとりに⽬的達成を強く意識づけるという思惑があるようです。
さらに本来業務とCSR 活動が渾然一体となった姿があります。勤務時間の短縮はそのままエネルギーの削減になり、この好循環を顧客企業に及ぼし、社会貢献する。
あるいは大学生とともにCSRレポートを編集制作し、同時に内部統制に役⽴て、社会貢献する。この姿は SDGsの17⽬標の多くに関連していたことが今わかります。
ニッセイエブロ株式会社のCSRの先進性と柔軟性、次世代への暖かい成長プログラムを⾼く評価するものです。

ステークホルダーの評価

本レポートの産学協働編集はSDGs につながる取組みと位置付けています

武蔵野大学 工学部 教授 ◈ 矢内秋生、博士（学術）

［研究領域］
局地気象・海象（局地風）、環境文化、環境情報
オルタナティブ・サイエンス

環　　境

人  　権

腐敗防止

!

労働基準

CSR/環境報告書を通して
次世代リーダーを育成する

教育プログラム
大企業を中心に

延べ72企業を分析・評価
延べ58企業と意見交換の実績
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