
CSR経営

私たちのCSR経営

　私たちは昭和初期、ぶりきの国産自給化を使命として誕生した、民間初のぶりきメーカーです。

　ぶりきは、缶詰や飲料缶・18Ｌ缶・菓子缶などの材料として長年にわたり愛用されています。現在では、ぶりきをはじめとする表面処理鋼板

に加え、非鉄、樹脂等を精密加工した製品を製造・販売しています。

　私たちは、世界の鉄鋼業で類を見ないビジネスモデルの実現に向け、技術を発展させ、お客さまに満足していただける製品やサービスを

お届けし、社会の信頼にふさわしい行動に努め、経営理念を実践し成長してまいります。

CSR経営 - CSR - 東洋鋼鈑株式会社 TOYO KOHAN http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/csr.html
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私たちの製品紹介 東洋鋼鈑グループの紹介 コミュニケーション（展示会） 研究開発体制

お客さまとともに

　私たちは、お客さまの要望を理解し、開発・製造して、適正な価格と手段で製品をお届けします。そして、評価や満足度をフイードバックして

いただき、ものづくりに生かしていきます。

私たちの製品紹介

　私たちは、創業以来培ってきた技術を活かし、お客さまに満足していただける製品の製造に努めています。

関連情報

製品用途一覧

お客さまとともに（私たちの製品紹介） - CSR - 東洋鋼鈑株式会社 ... http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/customer.html
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私たちの製品紹介 東洋鋼鈑グループの紹介 コミュニケーション（展示会） 研究開発体制

お客さまとともに

　私たちは、お客さまの要望を理解し、開発・製造して、適正な価格と手段で製品をお届けします。そして、評価や満足度をフイードバックして

いただき、ものづくりに生かしていきます。

東洋鋼鈑グループの紹介

　国内の事業会社7社と海外の事業会社4社において、東洋鋼鈑の製品に関する製造・販売の知恵を集め、お客さまの多様なニーズにお応

えしたいと考えております。国内のみならず、国境を越えてものづくりを展開してまいります。

関連情報

グループ会社

お客さまとともに（東洋鋼鈑グループの紹介）- 東洋鋼鈑株式会社 ... http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/customer2.html
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私たちの製品紹介 東洋鋼鈑グループの紹介 コミュニケーション（展示会） 研究開発体制  

お客さまとともに

　私たちは、お客さまの要望を理解し、開発・製造して、適正な価格と手段で製品をお届けします。そして、評価や満足度をフイードバックして

いただき、ものづくりに生かしていきます。

コミュニケーション（展示会）

エコプロダクツ展への出展

　2014年12月11日～13日東洋製罐グループとして出展し、当社製品「どこでも光窓」と「SetsuDenミラー」を紹介しました。

　環境に配慮した製品開発において、積極的かつ継続的な取り組みを発信していくことが必要であると考えており、本展示会は次世代を担う

子どもたちに直接伝えることができる重要なコミュニケーションの場と捉えています。

 

建築・建材展への出展

　2015年3月3～6日、本展示会において「光ダクト（どこでも光窓）」・「SetsuDenミラー」・「樹脂化粧鋼板(ビニトップ・ファイントップ)」・KYテクノ

ロジーの自動垂直昇降式駐輪機およびスライド式駐輪ラックの展示を行いました｡期間中は、約400人のお客様と商談をさせていただきまし

た。

　今回も、東洋鋼鈑グループのコーポレートブランドであるTK WORKSとしての建築分野への取り組みを紹介し、鋼鈑商事・KYテクノロジーと

も共同で出展しました｡グループの力を併せて建築分野への環境配慮・使いやすさ・快適性を実現する製品をPRしました。

 

お客さまとともに（コミュニケーション）- 東洋鋼鈑株式会社 TOYO ... http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/customer3.html
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私たちの製品紹介 東洋鋼鈑グループの紹介 コミュニケーション（展示会） 研究開発体制

お客さまとともに

　私たちは、お客さまの要望を理解し、開発・製造して、適正な価格と手段で製品をお届けします。そして、評価や満足度をフイードバックして

いただき、ものづくりに生かしていきます。

研究開発体制

　私たちは、会社のビジョンを追求していくために、不断の研究開発を行うことが必要であると考えています。研究開発を推し進め、 お客さま

の多様なニーズにお応えしてまいります。

研究開発体制

お客さまとともに（研究開発体制）- 東洋鋼鈑株式会社 TOYO KOHAN http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/customer4.html
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調達活動 サプライチェーンマネジメント（SCM）

お取引先さまとともに

　私たちは、お客さまに安心して使用していただける製品をお届けするために、お取引先さまから調達する原材料や副資材などに配慮し、公

正、透明、自由な取引を行っています。

調達活動

　私たちは、日本のみならず広く世界中の皆さまとのパートナーシップを大切に、資材調達を行っています。

　昨今、EUのRoHS指令・REACH規制をはじめ各地域で製品への有害物質含有を規制する動きが本格化しており、当社では、この環境の変

化に対応し、環境に配慮した製品を継続的に提供することを目的に「グリーン調達ガイドライン」を制定しています。

　昨年は、当社規制化学物質の見直し（規制化学物質報告書第3版）を行い、改めて各サプライヤーへの規制化学物質の調査を実施しまし

た。

　今後もこのような活動を継続し、資材調達における有害物質の徹底排除と環境負荷低減に努めます。

関連情報

資材調達

お取引先さまとともに（調達活動） - CSR - 東洋鋼鈑株式会社 TOY... http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/partner.html
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調達活動 サプライチェーンマネジメント（SCM）

お取引先さまとともに

　私たちは、お客さまに安心して使用していただける製品をお届けするために、お取引先さまから調達する原材料や副資材などに配慮し、公

正、透明、自由な取引を行っています。

サプライチェーンマネジメント（SCM）

　私たちは、日々変動する市場動向に迅速に対応し、お客さまに優れた製品をタイムリーにお届けするため、サプライチェーンマネジメント活

動に積極的に取り組んでいます。

　この取り組みは、原材料メーカーの皆さまやお客さまとの間で必要な様々な情報を共有し合い、最適な生産活動の実現を目指すものです。

「原材料の調達」→「生産・販売」→「お客さま」というフローの中で、協力して在庫削減、工程短縮などを実施することで環境負荷低減にも有

効な活動です。

　また、物流面においても輸送方法の適正化、効率の改善を図り、省エネルギーの推進にも取り組んでいます。

　今後も、各関係の皆さま方と連携を深め、最適なSCM環境作りを目指します。

お取引先さまとともに（サプライチェーンマネジメント（SCM）） - CSR ... http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/partner2.html

1 / 1 2014/04/08 17:09



健康増進・ウォーキング大会 人材育成 幼稚園・保育園  

従業員とともに

　私たちは、一人ひとりの従業員が心身ともに健康で明るく、会話の弾む働きやすい職場を作ることが働く意欲の向上につながり、事業の発

展には欠かせないと考えています。

健康講演会(下松事業所) ウォーキング大会（本社） レクリエーション

（TOYO-MEMORY TECHNOLOGY）

健康増進・ウォーキング大会

　心身の健康増進や体力づくりに関する講演会の聴講をはじめ、ウォーキング大会や各種レクリエーションの機会を通して、職場内外での相

互コミュニケーションを深め健康増進に向けての理解と行動を大切にしています。

従業員とともに（健康講演会） - CSR - 東洋鋼鈑株式会社 TOYO ...                                   http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/worker.html
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健康増進・ウォーキング大会 人材育成 幼稚園・保育園

従業員とともに

　私たちは、一人ひとりの従業員が心身ともに健康で明るく、会話の弾む働きやすい職場を作ることが働く意欲の向上につながり、事業の発

展には欠かせないと考えています。

人材育成

　私たちは、お客さまをはじめ社会の皆さまの期待や要請を真正面から受け止め、徹底的に考え、行動し、局面を自分の力で切り開いていく

人材の育成を目指しています。人としての基礎的な素養をベースに、具体的に事業を展開できる世界的な視野を持ったチャレンジ精神溢れ

る人材が、会社の将来をリードすると考えています。

関連情報

人材育成

従業員とともに（子育て支援（保育園）） - CSR - 東洋鋼鈑株式会社... http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/worker2.html
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健康増進・ウォーキング大会 人材育成 幼稚園・保育園  

従業員とともに

　私たちは、一人ひとりの従業員が心身ともに健康で明るく、会話の弾む働きやすい職場を作ることが働く意欲の向上につながり、事業の発

展には欠かせないと考えています。

鋼鈑幼稚園 星の子保育園

幼稚園・保育園

　私たちは、昭和26年に鋼鈑幼稚園を設立し次世代育成に向けた取り組みを開始しました。時は流れて、平成18年、星の子保育園を開園

し、子供たちの健やかでたくましい成長を願っています。子供たちは地域の皆さまの温かい眼差しに見守られながら、個性を伸ばし、協力を

学んでいます。

従業員とともに（人材育成） - CSR - 東洋鋼鈑株式会社 TOYO KOHAN                           http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/worker3.html
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地域社会の皆さまとともに

　私たちは、日本をはじめ中国、マレーシアそしてトルコで事業を営んでいます。それぞれの国や地域において、コミュニケーションを通じて信

頼を深め事業に対する理解と相互信頼の向上に努めています。

　私たちは、納税を通して国や地域に義務を果たすと同時に、雇用や地域の事業への積極的な参加を通して発展に積極的に貢献したいと

考えています。

　代表的な事業所・生産拠点がある山口県下松市において行なわれている活動を中心に地域の皆さまとの交流活動をご紹介します。

地域との交流

（下松事業所開放デー、工場見学）

地域の活性化

（くだまつ総踊り）

次世代育成支援 地域との協力

（（まちと森と水の交流会)、環境整備活動（港クリー

ン作戦））

地域交流

下松事業所開放デー

　ものづくりの会社としての東洋鋼鈑を地域の皆さまに知っていただく機会として、下松

事業所開放デーを実施しています。

工場見学

　下松事業所において、小・中学生や高校生、地域の方々を対象に長年にわたり工場

見学を受け入れています。

　普段見ることが出来ない東洋鋼鈑の生産活動、当社従業員とのふれあいを通じて、

当社をより身近に感じていただけると考えています。

　鋼板や電気・電子の機能材、機械装置などさまざまな製品が下松から社会に送り出

されていることを実感していただいています。

地域社会の皆さまとともに - CSR - 東洋鋼鈑株式会社 TOYO KOHAN                         http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/community.html

1 / 3 2015/03/24 15:54



まちと森と水の交流会（下松） 植樹（TOYO-MEMORY TECHNOLOGY）

地域活性化

くだまつ総踊り

　下松市の「心と心の通いあうコミュニティー形成のための心豊かな人づくり」という趣

旨に賛同し、地元企業としてくだまつ総踊りに参加・協力しています。

次世代育成支援

豊かな心と夢を育む

　創立75周年を機に、下松市の次世代育成事業に積極的に提携・支援する、「子供の

豊かな心と生きていく夢を育む活動」をスタートさせました。

　子供たちが夢を実現することや感動することのすばらしさを大切に成長してくれること

を願っています。

地域との協力

健康で衛生的な生活に欠かすことが出来ない自然環境の保全や生活環境の浄化・整備に積極的に参加・協力しています。

自然環境保全活動

　人びとの生活や企業の生産活動に欠かせない水を育む森林において、保全整備や適切な管理を推進するという主旨に賛同し、植樹・草刈

や枝打ちなどの作業に積極的に参加しています。

環境整備活動

― 港クリーン作戦

　かつて、下松から周南に至る瀬戸内海には塩田が存在し、私たちの生活を助けてくれました。今では塩田こそなくなりましたが風光明媚な

下松・笠戸の入り江は、太古の風情そのままに私たちの心を和ませてくれます。同時に、原材料の受け入れおよび出荷岸壁として私たちの

事業を支えてくれています。

　毎年7月第3月曜日海の日に徳山下松光新南陽港区クリーン作戦を展開し海洋の保全・美化に努めています。

地域社会の皆さまとともに - CSR - 東洋鋼鈑株式会社 TOYO KOHAN                         http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/community.html
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公道清掃（下松） 一斉ごみゼロ運動（下松）

― 清掃活動

　生活環境の整備・美化につながる活動として環境月間に公道清掃を実施しています。更に地域の自治会活動として、市内一斉ごみゼロ運

動にも積極的に参加し、私たちの環境保護に対する姿勢を理解していただく良い機会となっています。

地域社会の皆さまとともに - CSR - 東洋鋼鈑株式会社 TOYO KOHAN                         http://www.toyokohan.co.jp/ja/csr/community.html
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