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私たちシーレックスは、「存続」し続け、社員を幸せにし、「１００年企業」

になることを会社の目的としています。

印刷市場が年々縮小していく中で、売上１００億円超の「印刷加工業」で

あり続けることに、「誇り」と「こだわり」を持ち、これまでの伝統を大切に守

りながらも、絶えず変化する環境に適応するために常に変化し続け、世の中

に必要とされ、なくてはならない会社になることにより、「存続」し続け、

「１００年企業」を目指しています。

　また私はただ単に会社が長い時間、存続し続ければそれだけで良いとは

思っていません。当社で働く社員が幸せでないと会社を存続し続ける意味

はないと思っています。だから「社員を幸せにする」ことをあわせて当社の

会社の目的としました。では社員の幸せとは一体何なのか？私は何よりも

健康でないと人は決して幸せになれないと思っています。だから全ての社

員が今よりも健康になるために「健康経営」を推進し、様々な取り組みを

行っています。

 更に、私は通勤時間を入れると毎日の半分くらいの時間を使っている会社、職場が社員にとって働き甲斐のある会社、職場でな

ければならないとも思っています。そのために当社は「働きがいのある会社づくり」に力を入れ、様々な取り組みを行っています。

改めまして。当社の会社の目的は「存続」し続け、社員を幸せにし、「１００年企業」になることです。

常に変化に適応し、存続し続け、100年企業になるとともに、当社で働く社員を幸せにするために「健康経営」と「働きがいのある

会社つくり」に今後も取組んでいきます。 

　私たちシーレックスは、「ものづくり」を通じて社会に貢献し、社会から信頼され、必要とされる企業をめざし、創業以来「創造」の

精神を原点に歩んでまいりました。

　新型コロナウイルスの感染拡大が地球規模で社会、経済活動に大きな影響を及ぼすなか、当社は国民の生活を維持するうえで必要

不可欠な食料、医薬品、日用品に使われるシールラベルを製造する「社会的機能を維持するために必要な会社」であるという自覚と責

任を持ち、社員とその家族の安全を第一に考えながら、事業活動を継続してまいりました。また、引き続きSDGs（持続可能な開発目標）

を支援し、「ものづくり」に於いてはリニューアブル（持続可能な資源の活用）をテーマに、生分解可能なバイオマスプラスチックフィル

ムやバイオマス粘着剤、バイオマスインキを用いた環境配慮型ラベル「貼るプログリーンシリーズ」を発表しました。

　当社は社会に貢献し、信頼され、必要とされる企業であり続けるために、創業以来培ってきた技術やノウハウにさらに磨きをか

け、新しい価値を「創造」し、高い目標に「挑戦」し続ける会社として邁進してまいりますので、これまで以上にご支援ご指導をいた

だきますようお願い申し上げます。
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「存続」し続け、社員を幸せにし、「100年企業」になること

社会に貢献し社会から信頼され、必要とされる唯一無二の会社を目指します
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　シーレックスは、様々なシール ラベルの開発と進化に 応し、その可能 を拡大させてきました。

社 S の 来は、 S s 。まさに「可能 の がり」そのものをその に しています。

私たちがなす きことは、いかなる時代になってもお 様に んでいただける「 ノづくり」を続けることに かなり

ません。

　より くの 力的な 品をお 様にお けするために、 （創造）の を 体いっ いに げて、シーレ

ックスは 代 の挑戦を加 させています。

　創業以来、シーレックスの はまさに「創造」の

続でした。日 売 社の 値上げシールの全

一 から まり、ラベリングシステムの 売。製

の 製化。一 の業 のコン ュー 化。S シール

の製造及 ログ 売。 ラベルの製造 売な

な 年、シーレックスは業 に け、新

しい 事、新しい市場、新しい 要、新しい 品、新

しい 組み、新しい ー ス、新しい価値を「創造」

してきました。これからも、 来 、シーレックス

は「創造」の精神を原点に活動していきます。

　シーレックスは「高い をもってあら ることに挑戦

する に ち れる会社」「変化に に 応して世

の中の半歩 を行く意味での イムリーでス ー ィー

に 行する会社」「 社、 人には絶 に けない を

もっている会社」になることを としていきます。

事業活動と社会的責任

企業理念 経営理念
企業理念：創業者の精神・伝統の原点 経営理念：経営者の哲学・思考

バイオマス
プラスチックラベル

「創造（クリエイティブ）」
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シーレックスで働く人々が毎日の 事に取り組 上で常に において行動して しい

　シーレックスの使 は、時代によって り変わるお 様

の要 に に 応し、シール ラベルを通じて「安 」と

「 」をお けします。また品 価 においては

「 」を、更には、 さまが生活の中で たり、 ったり

したとき感じる「 」を大切にしたいと考えています。

　シーレックスのお 様の は、ご を いている

「取引 企業」だけでなく、 々の り上げたシール ラベ

ルを に に取り、 て、 んで、使用される「 」

の さまです。私たちは、常に「取引 企業」とシール ラ

ベルを使っていただいている「 」の さまのことを考

えながら 事をおこなっています。

様なシール ラベルを2 時間、 日、お 様が必

要とされる時に必要な をお けし、 んでいただくことが

シーレックスの企業価値と考えています。

とことで えば、シーレックスは「ハー と フ を

えたシール ラベルのコン ニ ンスス ア」です。

　シーレックスがお 様に できる価値は何なのか？お

様から んでいただける会社の価値とは何なのか？　私

たちは、お 様からいただいた をもとに印刷 加工し

て、ただ単に するのではなく、ラベリングシステムやプリ

ン ーといったハー と、さまざまなキ ン ーンや の

企 な の フ をお 様にご しています。

お客様に「安心」と「便利」そして

「満足」と「悦び」を提供する。

行動基準： 社員に対して日常的に期待される行動指針

行動 　

お 様の要 に応え、お 様の を解決し、お 様の信頼を ち取り、お 様を創造する。

新しいアイ アを常に創造し、 行し、そして社会を変 し、社会に貢献する。

何事にも 的に挑戦し、 や から げず、 後までやり げる。

当たり のこと、 的なこと、 なこと、小さいことの み を し、 に、 しく行う。

いつも るく、 に、 事をプラス思考し、 来に を持ち、 来を創造していく。

とり とりが自 し、 間とのコ ュニ ーシ ンを 進し、 をだしあい、 いに 長していく。

常に変化に適応し、やる をもって、ス ー をあげて 行する。

良き地球市民として、地球環境を常に に き、これを して行動していく。

環境

常にお 様の品 、価 、 要 を たす製品を し続ける。

品

人に する の 要 を 解し、安全かつ に 的に 、 する。

人

お客様の定義：　 ミッション：

企業価値：お客様に提供する価値の本質を凝縮して一言で表現したもの

シーレックスのお客様の範囲・定義 企業としての存在意義・基本的な使命　　

事業活動と社会的責任


