
販促クリエイト 検 索

その販促ツールをSDGs対応に！

国際社会共通目標に貢献する企業ブランディングツール

SDGs販促ツール特集

株式会社販促クリエイト
〒102-0083 
東京都千代田区麹町 3-5-2 
BUREX麹町 912号室　
TEL 03-6910-0126

小川印刷株式会社　本社
〒910-0836　
福井県福井市大和田 1-213　
TEL:0776-53-5885
（営業所：東京・大阪・名古屋） 
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SDGsとは
「SDGs（エスディージーズ）」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」

の略称で 2015 年 9 月に国連で開かれたサミットの中で「地球上の誰一人として取り残さない」

ことを目指して世界のリーダーによって決められた国際社会共通の目標で、国や政府だけでは

なく、各民間企業へもそれぞれの本業を通じて目標達成に取り組むことが求められるものです。  

SDGs は「17 の目標」と「169 のターゲット（具体目標）」で構成されています。

費用をかけて集客プロモーションをして、販売も価格競争をしていると次第に体力勝負ばかり

に…。一方で消費者も、安いものに飛びついても最終的には 安物買いの銭失いとなる事に気づ

き始め、良品や企業姿勢に共感できる商品を積極的に 選ぶようになってきています。 

 SDGs 目標に貢献することはわかりやすい企業姿勢アピールであり、顧客をファン化する近道で

す。そして一番手軽に取り入れられる SDGs 対応は日々作成している販促ツールの SDGs 対応で

す。販促ツールを SDGs 対応にして環境に配慮している会社であることをアピールしましょう !

SALE

集客プロモーション?
共感プロモーション!

安い イベント

企業理念 環境配慮 安心
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消費者
次第に消費者に
選ばれないようになる積極的に消費

SDGsへの
取り組みを
アピール

商品・サービス 商品・サービス

社会（人）／環境に優しい会社 環境に配慮しない会社

キーワードは「エシカル」「サステナブル」「エコ」

SDGs の取り組みを通じて

社会（人）／環境に優しい会社であることが認められることで

様々な利害関係者（お客様、地域住民、社員、取引先など）からの

信用度をアップすることができます。

結果として消費者は貴社の商品を選択し、売上／利益のアップが期待できます。

SDGｓが浸透してくると、消費者は社会・環境・人権などに配慮した商品やサービスを積極的

に消費するようになります。すると、これまで生産性重視で環境負荷が高い素材・加工方法で

生産されていた商品・サービスは次第に選ばれなくなり、市場から退場せざるを得ない状況に

なります。企業のポジショニングは、商品やサービス、事業活動を、持続可能な社会を実現し

ようとする取り組みの中に取る事が重要となります。

販促クリエイト.jp は SDGs 販促ツールでブランディングを支援します

SDGs 貢献が売り上げ・利益につながる

Ethical
エシカル

倫理的、道徳上という意味で

「人や社会、環境に対して

多くの人が正しいと思うこと」

0101

Sustainable
サステナブル

持続可能なという意味で

「暮らしを維持していくこと」

0202

Eco

0303

エコ

「環境に配慮していること」

SDGs 要件を満たす印刷物には SDGs 公式ロゴが印刷できます。

配置位置はロゴ使用のガイドラインによります。

バナナペーパー
SDGs17 目標すべてに貢献する持続可能なエシカルペーパー 

和紙
化学薬品を使わずに作られるためリサイクルがしやすく、環境にも優しい用紙 

ライメックスペーパー
石灰石から作る新素材で持続可能なエシカルペーパー

エコ綴じ
加圧のみで綴じる環境対応型製本 

抗菌ニス
表面に付着した細菌を不活性化させる安心・清潔なインキ 
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バナナペーパー
SDGs17 目標すべてに貢献する持続可能なエシカルペーパー

バナナペーパーは、アフリカ南部にある国・ザンビアの村で、今までは廃棄されるだけだったオーガニックバ
ナナの茎から取った「バナナ繊維」を原料として使用し、日本の和紙の技術を用いて作られた「フェアトレード」
の紙です。この繊維を取るという仕事のおかげで、アフリカの女性たちに雇用が生まれ、子供たちが学校に行っ
たり、マラリアを予防するための蚊帳を買ったり、電気のない家にソーラーランプをつけたりすることができ
るようになりました。環境に配慮し、アフリカの貧困層の村に雇用を生み出し、現地の人々の自立を支えるバナ
ナペーパーは、「ワンプラネット・ペーパー ®」（※）と名付けられています。このワンプラネット・ペーパー ®は、
あなたとアフリカの人たち、そこに暮らすいきもの、そして世界をつなげる持続可能なエシカルペーパーです。 

バナナは世界の約 125 ヶ国で栽培され、多くの人々の栄養源となっています。バナナを収穫するときは、新しい
果実が育つために、古い茎を根本から切らなければなりませんが、一般の木が 10～30 年かけてゆっくり再生す
るのに対し、根本から切ったバナナの茎は 1年以内に再生し、新しいバナナの実がなります。つまりバナナペー
パーは持続可能（サステナブル）な仕組みの中で作る事ができる紙なのです。　　

※ワンプラネット・ペーパー ®はワンプラネット・ペーパー ®協議会の登録商標です。ワンプラネット・ペーパー ®協議会は、紙製品メーカー、印刷会社によるイニシアチブです。環境に配慮し、ア
フリカの貧困層の村に雇用を生み出し、現地の人々の自立を支えるバナナペーパー「ワンプラネット・ペーパー ®」の普及を推進しています。その他、フェアトレードや環境と社会に配慮した紙に関
する研究、意識啓発を行っています。“Be Serious, Go Bananas!（真面目に、そしてクレイジーに、バナナで行こう！）*”を合い言葉に、持続可能な紙、フェアトレード、エシカルについて真面目に考えな
がら、楽しく、元気な活動を行っています。*Go Bananas には、クレイジーになるという意味があり、バナナペーパーとの掛詞で使っています。

SDGs 17 目標すべてに貢献

@36円～
（1c1c 1000部の場合）

商品例

バナナペーパー名刺

オーガニックバナナの茎から取ったバナナ繊維を原料とし、日本の和紙の技
術をで作られたフェアトレード用紙であるバナナペーパーで作る名刺です。

バナナペーパーノート（5.8インチ）

バナナペーパー卓上カレンダー（リング製本）

ノート表紙にバナナペーパーを使用し、片面フルカラー印刷ができます。 
ノート本体(24枚 )にはFSC認証上質紙70kgを使用し、1色印刷ができ ます。
納期目安は 1000 個の場合で校了後中 6営業日となります。　　

バナナペーパーで作る卓上カレンダーです。ペーパーリングで製本するため
使い終わった後の処分も簡単です。カレンダー部分はバナナペーパー ( 片面
カラー×13 枚）、台紙はケンラン白 400kgを使用します。　　

@1,238円～
(4c0c 1000部の場合)

@217円～
（5.8インチ 1000部の場合）

自立支援 環境配慮

バナナの茎の繊維
フェアトレード

納 入 製 造

使 用注 文

企業

越前 (福井県 )

雇用　教育　健康

ザンビア 日本

一般の木 1年後 10年後

バナナの木 1年後

伐採後
一年以内に
再生可能

伐採

伐採

H210×W148

H143×W70

H55×W91

小川　太郎

○○○株式会社

○○○部

携帯：000-0000-0000
mail：○○○○○○@○○○.jp

〒000-0000　○○○○○○○○○○○○○
tel:00-0000-0000　fax:00-0000-0000
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@33円～
（4c4c 1000部の場合）

商品例

LIMEX （ライメックス）ペーパー名刺

和紙の手ちぎりハガキ ライメックスペーパーは石灰石から作る新素材で持続可能なエシカルペーパーです。
一般的な紙をつくるのに必要な木材パルプを一切使わず、紙の製造で大量に消費する
水も約 98%削減できます。名刺交換の際の会話のきっかけとしても活躍してくれます。

和紙
化学薬品を使わずに作られるためリサイクルがしやすく、環境にも優しい用紙

SDGs 4 目標に貢献

和紙は” Japanese paper”（日本の紙）と訳される通り

日本古来の製法によって作られた紙です。

原料となる繊維が長いため破れにくく、丈夫で長持ち。

和傘や、紙布として着物に使われる事もあります。 

また、和紙は化学薬品を使わずに作られるためリサイクルがしやすく、環境にも優しい用紙です。

  質感は、和紙独自の柔らかで温かみのある風合いが特徴的で

洗練された高級感のある印象を与えます。日本的なデザインには勿論のこと

その風合いを活かし様々なデザインを引き立ててくれます。 

ライメックスペーパー（LIMEX）は L炭酸カルシウムと熱可塑性樹脂の混合物をシート状に押出し

それをロールの力で引き延ばして（延伸して）基材を製造します。さらに印刷方式に応じた塗工剤を

表面にコーティングし、印刷適性を高めると共に、紙粉の発生を防止しています。

ライメックスペーパー
石灰石から作る新素材で持続可能なエシカルペーパー

SDGs 8 目標に貢献

商品例

木材や水をほとんど必要とせず、かつ石灰石を含む
無機物 50%以上含むため必要な石油由来成分も限
定的です。

LIMEX シートは単体で耐水性を持つ素材なので、そ
のまま水に濡れる場所に使用できます。さらに耐久
性にも優れ、紙ポスターと比較して破れづらく、相
対的に長くご利用いただくことができます。

環境への負荷を抑えられる 高い耐久性と耐水性

越前和紙で作る耳付きハガキです。
和紙の温かくやさしい質感を
手ちぎりでさらに引き立てます。

@66円～
（1c1c 1000部の場合）

H150×W105 H90×W180 H90×W90

和紙 商品券袋

和紙を使った商品券袋です。
和紙は紙の繊維が長いため、
破れにくく耐久性があります。

@60円～
（1c1c 1000部の場合）

和紙コースター

和紙を使ったコースターです。
和紙のあたたかい質感で

印象度UPのノベルティです。

@64.8円～
（4c0c 1000部の場合）

@196円～
（4c0c 1000部の場合）

LIMEX（ライメックス）ランチョンマット（A3サイズ）

石灰石から作る新素材で持続可能なエシカルペーパー LIMEX（ライメックス）
ペーパーで作るランチョンマットです。　　

和柄×和紙 モダン柄×和紙 ポップ柄×和紙 イラスト×和紙

H297×W420

H55×W91

小川　太郎

○○○株式会社

○○○部

携帯：000-0000-0000
mail：○○○○○○@○○○.jp

〒000-0000　○○○○○○○○○○○○○
tel:00-0000-0000　fax:00-0000-0000

和紙
手ちぎり
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商品例

抗菌印刷とは、印刷機で抗菌剤入りニスを紙面に処理加工する特許技術です。 

印刷物の表面に抗菌ニスを塗布することで抗菌剤の層が形成され

抗菌効果の高い衛生的な印刷物ができます。 

さらに光沢が増し、汚れや摩擦にも強くなり耐光性なども増します。 

抗菌印刷はインキの匂いを抑える防臭や防虫、防カビにも効果を発揮します。

エコ綴じ
加圧のみで綴じる環境対応型製本

SDGs 4 目標に貢献 抗菌ニス
表面に付着した細菌を不活性化させる安心・清潔なインキ

ここを C h e c k !

● 高圧力で紙を絡ませて綴じる新しい製本方法！

● 資源（材料）を使わない環境対応商品！

● 針金がないから小さなお子様にも安心・安全！

● 紙だけで作られているので廃棄もカンタン！

商品例

抗菌ニス定型ハガキ

通常インキのみで印刷された表面と比較し、細菌の増殖割合が百分の１以
下となり、安心・清潔なハガキとなります。 耐久性試験後も抗菌効果が確認
されることを SIAAより承認されています。 
さらに「におわなインキ」はインキ特有のニオイを抑える特殊吸着剤を配合
しており、印刷物のニオイが苦手な方にも適しています。

抗菌 A4クリアファイル（0.2mm厚PP）

フルカラー印刷＋白打ち印刷 ＋抗菌ニス（両面）で作るクリアファイルです。
素材は一般的な0.2mm厚のPPシート（ポリプロピレン製シート）となります。
絵柄部分を透けにくくする白打ち印刷も標準仕様に含まれています。

@9.9円～
（4c4c 10,000部の場合）

@96.6円～
（4c0c 1000部の場合）

エコ綴じパンフレット（A4×8P）

エコプレス冊子は紙に部分的に高圧力をかけて紙同士を絡ませて綴じる
環境対応商品です。  
エコプレス綴じは加工の特性上、冊子の後半部分のページのノドから8mm
は絵柄が見えなくなるためデザインを入れないようお願い致します。

@26.72円～
（4c4c 5000部の場合）

ECO 綴じ

ECO 綴じは、冊子にする印刷物の上下
から凹凸の高圧力を掛けることで、紙
を絡み合わせて綴じる製本方法で、針
金・糊・接着剤、熱は一切使いません。

しっかり製本

紙同士を高圧力で絡み合わせるため
通常使用では中綴じと同じように開く
ことができ、経年変化することもあり
ません。

安心安全

子供向けパンフレットなどは乱暴に扱
った時に紙が破れてしまう事がありま
すが、エコプレスなら針金も糊も使っ
ていないため安全です。

SDGs 6 目標に貢献

H310×W220

H148×W100

※プレス部分となる後半ページのノドから 8mm
（　 の辺り）はデザインを避ける必要があります。

後半のみ綴じるため表紙を含め
前半ページは綴じ位置の制限なく
デザインを入れられます。
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小川印刷株式会社のご案内
http://www.ogawaprint.jp

お客様目線の
ワンストップ体制

「職人」による
「自社印刷」

「モノ造り」の
追求

目的を達成する
提案力

正確無比な
校正力

複雑で繊細な
内職対応

粘り強い
対応力

完全オンライン
入稿対応

時代に対応する
設備投資

全国
ネットワーク

2015年、
創業60周年

会社概要
小川印刷株式会社

昭和30年1月（1955年1月）

代表取締役　小川賢一

社 名

創　　業

代 表 者

印刷物全般の企画・制作・印刷・製本

　　　　　新聞・雑誌・折込チラシ・DM・POP・軽印刷

　　　　　 カタログ・パンフレット・ポスター・リーフレット

業務内容

商業印刷：

美術印刷：

〒461ｰ0004
愛知県名古屋市東区葵2丁目
14ｰ14ｰ208
TEL:052ｰ932ｰ0270
FAX:052ｰ932ｰ0271

名古屋営業所

〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-2 
BUREX麹町 912号室
TEL:03-6910-0126
FAX:03-6910-0127

東京営業所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2丁目6-8　
堂島ビルヂング3F　第312号室
TEL:06-6585-0260
FAX:06-6585-0699

大阪営業所

〒910ｰ0836
福井県福井市大和田町1丁目213

TEL:0776ｰ53ｰ5885(代表)
FAX:0776ｰ53ｰ5887

本社

※当社のFSC®認証取得拠点は、本社と東京営業所のみです。

 オムニチャネル時代に
「つながる販促」を
サポートします！

お客様に喜ばれる
 理由があります。

http://www.hansoku-create.jp/

60年間の実績を
データベース化

業種別に販売促進の
傾向を分析

納品まで
完全サポート

4つの利用シーン毎に
商品を

ピックアップ&おすすめ

実績から商品を独自にラインアップ

20種以上の業種の販促活動をサポート
※業種は順次追加予定

メニューやカタログから卓上POP・
ノベルティまでワンストップでご提供

デザイン作成もお任せください

招待券発送代行サービス

展示会をはじめイベント招待券
送付に必用な印刷から封入・発送
までを完全サポートします。

イメチェンCARD
変わった販促ツールをお探しですか？
引っ張るだけで絵柄が変わる、
実用新案登録済の人気商品です。

つながる販促を
サポートする

イチオシアイテムを
ピックアップ!

Pickup

新アイテム
続々登場 !

店内ツール

店舗を演出する販促ツールもおま
かせください。お客様のご要望に
あわせて迅速なご提案をお約束。




