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懇親会 in京都 開催
２０１８年７月１８日、第１回 真夏の懇親会 in 京都を開
催させて頂きました。

今年の７月は各地で最高気温を更新するといった酷暑に
見舞われる中、開催地の京都もこの日は３９度を超す暑さと
なっておりました。
我々の業界にとっても深刻な暑すぎる現状ではございま
したが、そんな「暑さに負けてはいられない」と言う事で、全
国の協会員さん達とより多くの交流を結び、より良い環境を
作って行きたいと、今回は関西地方にて理事会・懇親会・第
４回ポスティングカップを開催させて頂きました。（ポス
ティングカップの詳細に関しましては、誌面６ページにご紹
介させて頂きます）

懇親会には６１名の方々に出席頂き、白井会長の力強い挨
拶より懇親会がスタート致しました。
今回は大きな会場ではなく、より近くで気軽に参加者同士
が交流を深められる様にと、祇園晩餐 京色さんにて懇親会を
行わせて頂きました。
膝と膝をつき合わせる距離での座談会形式にて様々な意
見交換をさせて頂き、親睦を深めさせて頂けたものと思いま
す。

この日はＧＰマーク安全性評価制度審査委員の川名一弘
様と日本青少年育成協会の本田恵三様が来賓としてご参加
頂き、現在のポスティング業に対するご意見から今後のポス
ティング業への希望等をお話し頂きポスティング業界の未
来を感じさせて頂く事が出来ました。

そして今後もこの様な形で各地の協会員さんとの交流を
深め、より多くの意見交換会を開催していきたいとの稲村副
会長による締めのご挨拶を頂き、無事に京都での懇親会を閉
会させて頂きました。
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第５期

新役員紹介

第５期定時総会にて決定されました新役員(理事・監事）
及び組織図をご紹介いたします。

名誉顧問 馳 浩
林 幹雄
顧問
小松 裕

元文部科学大臣
元経済産業大臣
前衆議院議員

会長

白井 正良

有限会社キャストトランスポート

福井県

副会長
副会長
副会長
専務理事
事務局長

西脇
森神
稲村
武田
中丸

株式会社ダイレクトマーケティングセンター
株式会社ジャストプレゼンテーション
株式会社ジーエムピー
有限会社ミッド
員外

大阪府
東京都
東京都
神奈川県
-

理事

石塚 由紀子
伊藤 誠

株式会社青いポスト２１
株式会社トリノバランス

秋田県
東京都

井上 宗昭

ポスＣＯＭ株式会社

大阪府

小川
柏木
川原
川井
坂田
代田
山田
山田
山田

パワフルポスト
株式会社アド通商
株式会社トーカンエクスプレス
株式会社ニュースター楽器 メールウォーカー
株式会社トラストスピード
株式会社クレール
ペーパーネット沖縄株式会社
員外
株式会社ポスティクル

兵庫県
大阪府
東京都
埼玉県
東京都
大阪府
沖縄県
福岡県

株式会社ＰＯＳネット沖縄
株式会社ファームヒルズ

沖縄県
神奈川県

監事

久雄
一男
匡咨
貴之
博之

洋次郎
太士
猛
慎太郎
周
篤志
親亨
稔浩
英則

親泊 哲
吉田 学
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組 織 図

安全性評価制度ＧＰマーク普及推進披露パーティーご案内
この第１～５号ＧＰマークの付与式を多くの会員に集まっ

当協会は新たにスタートいたしまして満２年を迎え、お蔭
様で１６０社を超える会員数になりました。
「管理責任者制度」における資格取得者も１４５名となり、

ていただき普及推進披露パーティーを下記の様に開催いたす
ことになりました。
この制度確立を目指したく、万障繰り合わせの上、ご参加く

この度管理責任者を有する会社に「安全性評価制度」に基づく
ＧＰマーク申請を開始いたしましたところ、６社より申請が

ださいますようお願い申し上げます。

あり、この度、第三者機関であります佐藤慎弁護士を委員長に

尚、当日は株式会社 求人ジャーナル様による「求人の傾向並

いたします「安全性評価審査委員会」により現地調査に基づく

びに求人対策」をテーマに講演会も開催いたします。皆様のご

審査の結果５社にＧＰマーク付与が決定いたしました。

参加を心よりお待ちいたしております。

日時

２０１８年

場所

１０月 １２日（金）

１６ ： ００～
受付
１６ ： ３０～１８ ： ５０ 講演会

品川プリンスホテル

ＧＰマーク付与式

東京都南区高輪４－１０－３０

１９ ： ００～２１ ： ００ 懇親会

（ＪＲ品川駅 高輪口駅前）
ＴＥＬ ０３－３４４０－１１１１
※
懇親会費

１０,０００円（当日ご持参ください）

協会員の各社に出欠確認のご案内状を郵送
しております。不明点がございましたら、
事務局までお問い合わせください。
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会員企業インタビュー

株式会社 クレール
代表取締役社長

代田 篤志 氏

皆さん まだまだ暑い日が続いておりますが、い
かがお過ごしでしょうか。今回は、前回の稲村社
長からの紹介で大阪のクレールさんにお邪魔い
たしました。常にニコニコ笑顔の代田社長。どん
なお話が聞けるか、とても楽しみです。

ー他にこだわっている部分とかはありますか？ 社員に対してとか。
<代田> 「家族会」をやっています。社員のご家族も招待して、食事を
して、そのあとにプレゼントを渡したりしています。１年に１回、長くて３
時間ぐらいの事ですが 社員の家族の成長も楽しみなので、これからも
続けていこうと思います。
ー最後に今後の目標を聞かせてください。

川井(以下省略） ： こんにちは！ 今日はよろしくお願いします。

<代田> これは夢でもあるのですが、我々のノウハウを生かしてクレー

<代田社長(以下敬称略）> 暑い中、ありがとうございます。

ルブランドでモノづくりにチャレンジしたいですね。クレールを立ち上げ
る前に飲食店をやっていたことがあるのですが、昔から何か物を作る

ー引っ越ししたとは聞きましたが、大きな建物ですね。

のが大好きなんですよ。作るからには、話題になるようなヒット商品を

<代田> 今後の成長も考えて、思い切って引っ越しました。スタッフの

作りたいです。

みんなも喜んでくれているので、よかったです。
ーすごい目標ですね！ 商品できたら、見せてくださいね。
ところで、次回の会社訪問ですが、どこを紹介してくださいますか？
<代田> 色々考えたのですが、協会の初期の頃から理事をやってくだ
さっている夏の甲子園でも大変盛り上がった秋田県の「株式会社 青
いポスト２１」の石塚社長はどうでしょうか！
ー歴史のある会社さんですよね。 いつも笑顔の素敵な社長さんで
すね！楽しみです。それでは代田社長ありがとうございました。
ー早速ですが、クレールさんの特徴を教えてください。
<代田> うちの会社は、ポスティングとセールスプロモーションを専門
にやっています。今でこそ売上も８億弱まできましたが、開業当時は
売上になるなら何でもやってやろうと必死でした。倉庫の夜勤業務や
保育園の願書を出すための「並び代行業務」もやりました。
会社に大きな転機が訪れたのは、２００５年の愛知万博の時です。
会場へのシャトルバスの整理業務を請け負ったのですが、そこから他
の仕事も受注できるようになり、会社も安定してきました。
現在、弊社の主たる売上になっているポスティング業務は、ただの
撒き屋さんにならないように、常に市場の動向を読み解いて、要望に

株式会社 クレール

あった企画と配布地域のセグメントなどを行うようにしています。
ー整理業務は面白いですね。いろんな仕事があるもんですね。今
更ですが、社名のクレールってどんな意味があるのですか？
<代田> これはスペイン語で「信じる」って意味なんですよ。自分を信
じ ・ 社員を信じ ・ お客様を信じる会社って意味なんです。
あと、これは大きな声で言えませんが、儲けるって字は信じる者って
書くじゃないですか！やっぱりね、これは大切な事なんですよ（笑）。

本社所在地：大阪市福島区吉野 1-20-5 3F
代表取締役：代田 篤志
事業内容

：セールスプロモーション

【ポスティング、街頭配布など】
イベント企画

ー確かに！ なんか先生みたいですね。
<代田> 私は違いますが、私の親父は先生でしたよ。ホント熱血教師
でした！

マーケティングリサーチ
各種業務請負など

5

ＧＰマーク取得に挑戦！

体験談！

本年度から始まったばかりの「ポスティング安全性評価制度(ＧＰマーク)」の認定制度ですが、既に取得に向けて
動いている会社もあります。ＧＰマークの取得申請をして、実際に審査を受けた会社に感想を聞きました。
（審査中のため、社名は非公開）

取得申請した理由は？

アル、就業規則など社内文書など全て見直し、またその内容を
もとに勉強会を開催・実行する事により、現実的で今後１０年

私は、私たちがポスティングを通じて消費者へ有益な情報を
お届けするインフラの一部を担い、広告主様の利益を生み出
し、スタッフの雇用を行うなど社会に一定の貢献をしている事
を、より多くの方に知っていただきたいと日々思っています。

は大丈夫だと自信をもって言える会社にしていく事を決めま
した。
社会は急速に変わっていくなか、日々業務に追われ大変な事
ばかりなのは理解していますが、後手にまわりがちな自社の法

それにはＧＰマーク審査を受け、第三者審査委員からのご指

整備を、全日本ポスティング協会安全性評価制度のＧＰマーク

摘やご指導を真摯に受け取り、その意見を今後の運営に取り入

取得に向けた今回の取り組みで、一気に進める事が出来そうで

れて行く事で、業界関係者のみならず広告主様や一般消費者

す。

へ、弊社の取り組みを知っていただける一歩になると考えまし

安全性評価審査委員長、第三者審査委員の方々、本当にあり
がとうございました。

た。
また、日々働いている人達に、社内及び広告主様からの労い
や褒賞だけではなく、誇りが持てるような資格として、
ＧＰ

最後に一言

マークを取得申請するに至りました。
受けて本当に良かったです。

審査の感想

何度か審査のような事を受けてきましたが、着眼点が全く違
います。

準備としましては、テキストをもとに日々の業務の見直しを
行い、書類関係を揃えていきました。テキストの順番に書類を

広告主・働く人・消費者が、
「安全で安心できるか」
が審査の
対象になります。

揃えていくだけでも、整理整頓に繋がりました。改めて思った

たまに、どこのどんな人が審査にくるのか とか、競合他社に

のですが、
「知っている」と「出来ている」というのは全く違いま

社内を見られたくない等の意見を耳にしますが、マイナスな要

すね。私や一部のスタッフだけが理解しているような事も色々

素は全く感じませんでした。

と発見できました。また、準備にしっかりと時間をかけられた

安全性評価審査委員長がいてくれたおかげで、より第三者審

のも正解でした。１０年以上前に作成された書類なども出てき

査委員の方に弊社を詳しく説明できたと思っています。全ての

て、新たに作り直すことができました。

ポスティング業者がＧＰマークを取得するような業界になれ

当日は、安全性評価制度委員の方、第三者審査委員の方、弊社

ば、ポスティング業はもっと良くなると思いました。

管理部担当者、代表の私で審査を受けました。
審査というと、厳しく緊張した中で行うようなイメージがあ
りますが、全くそんな事はありませんでした。第三者審査委員
の方から、働く人、消費者、広告主様に対して、会社のコンプラ
イアンスの在り方をご指導頂き、感心してしまう程大変勉強に
なりました。
弊社は今回の審査を受けるにあたりコンプライアンス委員
を作り、独自のコンプライアンス規定を設けて運営をしており
ましたが、第三者審査委員の方とのやり取りで、根本から考え
方が変わりました。
今後は既存のコンプライアンス規定のみならず、作業マニュ

（聞き手 ： 編集委員 高橋雅樹）
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青年部会 活動報告

基本的に会議の翌月は「懇親会」を開き、部員同士の交流を

現在青年部会では月１回の会議を行っております。今ま
では、協会本部やレンタル会議室等で行ってまいりました
が、５月の会議より青年部員の所属する会社にて持ち回り
で会議を行う様に致しました。

より深めて頂きたいと思い、まじめに会議→楽しく懇親会→
会議→懇親会・・・のローテーションで進めてまいります。
青年部会では、若い世代の育成を重点に置き、今後も新た
な部員を集め、より活発に行動して行きたいと考えておりま

これにより、今まで行った事の無い会社さんへお邪魔さ
せて頂き、見識を広げたり、新たな出会いにより、業務をス

す。少しでも青年部会に興味のある方は是非一度、会議or懇
親会を見に来て頂きたいと思います。

ムーズに行える様になればとの考えもあり、持ち回りで各
社にて会議を行う事となりました。
初回は株式会社トラストスピードさんにて行わせて頂き
ました。
また、６月は親睦会を開催し、屈託の無い意見交流をさせ
て頂きました。

第４回 ポスティングカップ 結果報告
７月１９日、当日は京都市で観測史上最高気温となる３９.
８度を記録した正に酷暑の日でございましたが、京都懇親会の
翌日にお隣の滋賀県 大津カントリークラブにて、第４回ポス
ティングカップを開催いたしました。
とにかく暑い中ではございましたが、熱中症で倒れる事もな
く、皆さん無事に熱いプレーを披露して頂きました。
今回は２２名の方にご参加いただき、更なる親交、親睦を兼
ねた有意義な時間を過ごす事が出来ました。
当カップは新しい輪と親交を深める楽しい場となっており
ますので、次回の開催にはより多くの方に気軽に参加して頂け
ると幸いです。

順位
優勝
準優勝
３
３
５

氏名
岸岡 博幸
夏目 佳和
堀切 將央
小川 洋次郎
森神 一男

ＯＵＴ
３７
４０
５１
４１
４４

ＩＮ
４０
４３
４４
５４
５７

グロス
７７
８３
９５
９５
１０１

ハンディ
４.８
９.６
２１.６
２１.６
２７.６

ネット
７２.２
７３.４
７３.４
７３.４
７３.４

事務局だより
今年の夏は酷暑続きで配布には各協会員会社は苦慮された
事と察しいたします。特に西日本ではたびたびの台風に見舞わ

査を実施いたします。アンケート用紙を郵送申し上げますので全
協会員のご協力をお願い申し上げます。

れお見舞い申し上げます。
一般会員会費が過日の理事会に於きまして改正になりまし
た事をご案内いたします。従来月会費１，５００円でしたが本
年９月より２，５００円にさせていただき、本年度３１年２月
末分までの差額月１，０００円、６ケ月分を１０月２０日に６，

編集後 記
いよいよＧＰマークの付与が始まり、協会の目指すものが
一つ一つ形になりつつあります。
年末にかけて各種行事がありますので、一人でも多くの方

０００円を引落しさせていただいます。ご理解の程よろしくお

にご参加いただき、広報誌だけでは伝えきれない臨場感を感

願いいたします。

じてもらいたいです。
記 川井・岡田

１０月末に電通総研様との共同でポスティング業界実態調
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