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表紙の言葉
埼玉スクリーン・デジタル印刷匠協同組合
熊沢印刷工芸㈱ 取締役工場長 池田亮二
２０１２年、本年は、新年１月号の表紙製作を担当させて
頂きました。そしてまた１２月号の表紙と、年頭そして締
め括りまでも担当させて頂き、大変有り難く、また光栄に
感じております。
１月号では、ベルリンの街を歩き回った時に撮影したひと
コマを使いました。そして今回も、その同じ日に撮影した
写真の中から数点候補に挙げ、その内の１点を使うことに
しました。
「カイザーウィルヘルム記念教会」ベルリン市街に広島の
「原爆ドーム」と同様に戦争の悲惨さを今に伝えるべく空
襲で破壊されたままの姿で残されています。当然、教会と
しての機能は無く、隣に八角形の高層ビルのようなモダン
な外観の新教会が建っています。写真はその新教会の中で
す。壁面全体がステンドグラスになっており、仄暗く深い
ブルーの光に包まれて、金色のキリスト像が浮かび上がる
印象的な演出がされています。周囲では、地元の人達なの
か、観光客なのか老若男女問わず、皆キリスト像の前で跪き、胸の前で十字を切る仕草、
そんな厳粛な雰囲気の中、「俺は不謹慎な事をしているのか？」と、ためらいながらシャ
ッターを切っていた事を思い出しました。
今回、その時の荘厳な雰囲気、空中に浮かびあがるようなキリスト像の神々しさを表
現して見たい。そんな思いを込めて製作させて頂きました。
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2012 年 12月

本号に掲載された広告主
●会員
熊沢印刷工芸(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥57
(株)ユー・コーポレーション ‥‥‥‥‥‥80
(株)プロセス文華堂 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥81
(株)新日本プロセス広芸社 ‥‥‥‥‥‥‥64
ミヤヂプロセス工芸(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥66
(株)松井美芸堂 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥63
(株)スバル社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥77
(株)吉田製作所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥79
(株)宝來社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥59
(株)緑マーク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥66
大和グランド(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60
福泉工業(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥78
(有)プリンティングアトム ‥‥‥‥‥‥‥64
(株)アクト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥76
(株)イズミプロセス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60
マルワ工業(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71
八欧産業(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60
(株)コロナ宣広社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥61
加美電子工業(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥66

●賛助会員
メッシュ(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74
十条ケミカル(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥表4
(株)ミノグループ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥表3
ニューロング精密工業(株) ‥‥‥‥‥‥‥72
帝国インキ製造(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥82
(株)ムラカミ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥73
中沼アートスクリーン(株) ‥‥‥‥‥‥‥70
(株)ソノコム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥81
(株)橋場グランド社 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥表2
東海商事(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥58
(株)トーヨーコーポレーション ‥‥‥‥‥64
(株)桜井グラフィックシステムズ ‥‥‥‥69
(有)ハルミ堂 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥83
江口孔版(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥67
(株)セイコーアドバンス ‥‥‥‥‥‥‥‥65
美濃商事(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥78
吉川化工(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥83
大阪メッシュ(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥61
新栄工業(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥63
タナカケミカル(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥84
桜井(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75
日本特殊織物(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71
(株)ＮＢＣメッシュテック ‥‥‥‥‥‥‥‥1

●準会員・他
ヤマックス(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥67
(株)日光 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥77
(株)ナカノケミカル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥81
三省物産(株) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥68

●広告の問合せ・申し込み先
全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会
事務局
TEL 03
（3863）6901
メールアドレス
info@jsdpa.org
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展示品目次
●衣
セリグラフスタジオ MIND
有限会社文字堂
有限会社都築工房
㈲パイナップルファクトリー
(株)中嶋工芸社
株式会社宝來社
八欧産業株式会社
(株)モダンタイムス
有限会社三晃社 南部製版所
株式会社サトーグランド
マルワ工業株式会社

●住
北海道
北海道
埼玉匠
埼玉匠
東京
東京
東京
東京
神奈川
愛知
愛知

衣1
衣2
衣3
衣4
衣5
衣6
衣 7-8
衣 13
衣9
衣 10-11
衣 12

8
8
8
8
9
9
9
30
10
10
10

埼玉匠
東京
東京
東京
神奈川
神奈川
埼玉匠

食1
食2
食 3-4
食5
食6
食 7-8
食9

11
11
11
12
12
12
29

●食
ハクマ(株)
トップ・フーズ(株)
明和ベンディクス(株)
(株)ワコー印刷
株式会社アクト
有限会社辻巻製版所
有限会社都築工房

日本標示株式会社
北海道
株式会社アイエスアイ
東北
株式会社青森豊成
東北
加美電子工業(株)
東北
株式会社メイジ 宮城工場
東北
(株)足利アート
埼玉匠
梅田スクリーン印刷(株)
埼玉匠
熊沢印刷工芸(株)
埼玉匠
(株)クリエイト
埼玉匠
(株)東京化成製作所
埼玉匠
東日スクリーンプロセス(株) 埼玉匠
(株)プリテック
埼玉匠
(株)豊成産業
埼玉匠
(株)三浦マーク製作所
埼玉匠
(株)アポロ製作所
東京
コロナ宣広社
東京
(株)新栄プロセス社
東京
(株)新興グランド社
東京
(有)ダイオープリント
東京
東京特殊印刷工業株式会社
東京
内藤プロセス(株)
東京
(株)緑マーク
東京
有限会社三好スクリーン印刷 東京
明和ベンディクス(株)
東京
(株)吉田製作所
東京
株式会社アクト
神奈川
(資)光版技研
神奈川
ダイヤ工芸(株)
神奈川
有限会社辻巻製版所
神奈川
有限会社辻巻製版所
神奈川
有限会社とみおかプロセス
神奈川
株式会社ナカタマーク
神奈川
(株)しるく印刷社
静岡
マルワ工業(株)
愛知
(株)ライラス
愛知
家田紙工(株)
岐阜
有限会社ケイズ
岐阜
㈱スクリーンプロセスクニエダ 石川
(株)新日本プロセス広芸社
西日本

住1
住2
住3
住4
住5
住6
住7
住8-10
住53-55
住11
住12
住13
住14-15
住56
住16
住17
住18
住19
住57-58
住20
住21
住65-66
住22
住23-24
住25-27
住28
住29
住30-31
住32-38
住59
住60-64
住39
住40-42
住43-44
住45-48
住49
住67
住 50
住51-52

13
13
13
13
14
14
14
14
26
15
15
16
16
26
16
17
17
17
27
17
18
29
18
19
19
19
20
20
20
27
27
22
22
23
24
26
29
25
25
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会長挨拶

「印刷を形にして行きます」

全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会
会長

吉 田

弘

印刷産業界は激しいデジタルメディアの活用やスマートフォンやタブレット端末
の普及によって市場の減少を余儀なくされています。さてスクリーン・デジタル印
刷業界はというとアナログ的要素が残っている事とオフセット印刷などの様に電子
化されにくい特徴を持っていることから比較的デジタル化の影響が少ないともいえ
ます。業界は長い間、刷ってなんぼの世界で生きてきました、仕事の量が十分あっ
たからです。印刷物の海外流出が始まったのはもうかなりの昔のことになりました。
少なくなった市場の中で生き残らなくてはならず、そのためにはどの様に特徴を持
った技術を活かした仕事をするか試行錯誤を続けて来たのだと思います。特にスク
リーン印刷業が少人数、小資本で成り立って来たのは他の国では少ない専門業が発
達していた事によるものでもあります。それだけに私達の仲間は長年「刷る」事に
こだわり得意で特異な技術を磨いてきたのです。しかし近年は刷るだけという下請
け的な性格の強い立場では変革著しい印刷業界では経営が困難になり各企業が持つ
貴重な技術が埋もれてしまう状況が出てきたのです。そこで今までの物造りの脇役
だった立位置から主役へと認められる様な、また主役から一目置かれるような立場
に変身しようと各社とも努力いたしました。
その実現は他の印刷（オフセットやデジタル印刷）とのコラボレーションによる
新しい印刷表現であり、テキスタイル分野では素材の選択や裁断までを取り込んだ
物造りの企画提供であります。工業分野では機能的要素までを含めた部品として提
供し付加価値を高めた印刷分野を開拓しております。
今回 3 年ぶりの「先進印刷技術展」開催にあたりスクリーン・デジタル印刷業界
の将来を担う若手が中心となってこれらの作品を展示致しました。是非個々の企業
の特徴ある技術をご覧戴き皆様の商品の装飾そして機能を高める役割りを果して行
きたいと願っております。
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展示委員長挨拶

「常識から脱却し新たな発想から実現へ」

全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会
展示委員長

熊 沢

豊

平素はスクリーン・デジタル印刷協同組合にご尽力賜り誠に有難うございます。
この度 2013 年第 10 回先進印刷技術展の実行委員長を仰せつかりました熊沢印刷工
芸株式会社の熊沢豊と申します。今回の展示会の準備を始めたのは2011年12月です。
早くも1年が経過し、いよいよ数週間後の開催となりました。
今回の展示会テーマは「身近な発見」と題し、生活空間の中で「これもスクリー
ン印刷なの？ここまでデジタル印刷が進んでいるの？」と新たな発見をして頂き、
更には「これも印刷で出来そうかも！」あるいは「疑似製品製作が出来るかも！」
と可能性を見い出して頂けたらこの展示会は大成功と思っております。ブースプラ
ンにつきましては生活空間での「衣」「食」
「住」に分類させて頂きそれぞれのイメ
ージの中で新たな発見をして頂けたら幸いでございます。特にブースに立ち寄って
頂きましたお客様に詳細説明が誰にでも出来るよう今回の12月号を展示作品説明特
集号とさせて頂きました。ブース内ではスクリーン印刷の実演で反射シールに印刷
した透明傘用ワンポイントシールを印刷し、来場者に記念品贈呈する予定にもして
おります。また実演空き時間にも印刷を見た事が無い人向けにスクリーン印刷現場
の映像をモニターで紹介しイメージをつけて頂きます。
昔から「スクリーン印刷は水と空気意外であれば何でも印刷出来る」と言われて
いる通り、紗(メッシュ)を通るものであればどのような液体でも印刷出来る可能性を
秘めております。今までの常識から脱却し是非新たな発想から実現に向けて思考し
ていこうではありませんか！
また、展示会開催までに作品追加陳列ご希望の方は受付いたしますのでお気軽に
お問い合わせください。出来る限りご対応させて頂きます。
また今回の展示準備におきまして全国各単組の委員の皆様また作品応募して頂い
た皆様には多大なるご協力を賜り誠に感謝申し上げます。開催まであと数日しかご
ざいませんが展示会装飾成功に向けて更なるご協力お願い申し上げます。
また当組合ブースにお立寄頂きましたお客様、是非作品を手に取られじっくり見て
頂き、「これだ！」と思われた方は是非組合員迄お問い合わせ頂けますよう心からお
願い申し上げます。
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セリグラフスタジオMIND

北海道組合

北海道札幌市北区拓北７条５丁目１-13

TEL(011)778-9441 FAX(011)778-9455 HP http://www.mind23.com

抜染プリントTシャツ
濃色地のTシャツに対し、ラバー等のごわごわ
感を排除したプリントです。彩度は落ちますが
独特の雰囲気を出します。

(有)文字堂

北海道組合

北海道函館市赤坂町 8-1 TEL(0138)58-3535 FAX(0138)58-3539
HP http://wwwa.ncv.ne.jp/˜monjido/

トートバック桜（烏賊墨染）
函館近海で獲れた新鮮なスルメイカやヤリイカの墨からセピア色のイン
クが生まれました。（烏賊墨染）ここ函館の地を題材(テーマ)としたデ
ザインで日本手拭や小物商品を工房で製作し直販店（函館金森倉庫群、
BAY はこだて＝烏賊墨染工房シングラーズ）にて販売しております。
写真のトートバックは新商品です。写真ではわかりにくいですが、烏賊
墨染の図柄に烏賊墨で染めた糸で手縫いの刺繍を施しました。また、裏
地も烏賊墨で染めた図柄を使っております。世代を超えてご活用いただ
けるよう熟考し、デザインした商品です。ぜひ御覧ください。

 ㈲都築工房
埼玉匠組合

埼玉県さいたま市西区西遊馬 1500 番地1
TEL(048)625-2501 FAX(048)625-2502
HP http://kiwii-page.jimdo.com/

蓄光インクをシルクスクリーン
で T シャツに印刷しています。
暗所で発光する為、他者からの
視認性やイベントなどで効果的
です。弊社ではプラスチック成
形品や、T シャツ・ボトルなど
のイベント用品、作家さんのグ
ッズなどを印刷しています。

 ㈲パイナップルファクトリー

埼玉匠組合

埼玉県日高市下大谷沢672-2 TEL(042)989-3702 FAX(042)989-3748
HP http://www.pineapple-factory.com/

震災以降、被災地の復興を応援する為のイベントなど、町ごとに
地域活性化の為のイベントが色々と増えている様に思います。
特に夏のイベントではTシャツやキャップなどがよく使われる事が
多く、スタッフ用のユニフォームや販売目的のグッズがTシャツを
中心に色々と需要が増えています。我が社では地域の活性化の為に
少しでも力になれればと地域ごとのオリジナルTシャツをスクリー
ン印刷で制作をさせていただいています。
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 (株)中嶋工芸社

⇒

⇒

東京組合

東京都板橋区舟渡3-5-8-502 TEL(03)5915-6080 FAX(03)5915-6090

HP http://www.nakajima-kg.com/

撥水生地に再帰反射インク（光が当たると反射します）
をスクリーン印刷方式で直接プリントしています。
転写やカッティングシートと違い、細かいデザインで
も可能です。色も 8 色あるので多彩な表現が可能です。
撥水生地ジャンパー、腕章、タスキなどの防犯、交通
安全用品、スポーツウエア等にも数多く使われています。

 (株)宝來社

東京組合

東京都墨田区石原 3-27-8 TEL(03)3625-1771 FAX(03)3622-1662
HP http://www.hariron.co.jp/

サブリックス

ワールドカップ優勝のバッチ

弊社は熱圧着の資機材を販売しているメーカーです。
写真はサブリックスという昇華圧着生地（特許商品）にダイレクトフロ
ッキーを施した商品です。この商品は偽造が難しい事からアメリカ・ヨー
ロッパ先進国で商標を守る商品用のマーク部材として、大リーグやプレ
ミアリーグに使用された実績があります。写真は2011 年ワールドカップ
優勝のバッチです。なでしこジャパンユニホームの胸にも輝いています。

 八欧産業(株)

東京組合

東京都杉並区南荻窪4-38-11 TEL(03)3333-1401 FAX(03)3333-1402
HP http://www.yao-sangyo.co.jp/

【ビニール傘用シール】
車などのへッドライトによく反射し､夜間の歩行者の
安全対策として有効です。3 Ｍ反射シートを用い､お子
様が楽しんで貼り付けられるよう､可愛らしいデザイ
ンを採用しました。ビニール素材の傘や、カバン、バ
ッグ、自転車など、いろいろな場所をユニークにデコ
レーションできます。

 八欧産業(株)

東京組合

東京都杉並区南荻窪4-38-11 TEL(03)3333-1401 FAX(03)3333-1402
HP http://www.yao-sangyo.co.jp/

【ポッピング・リフレクトプリント】
ライトを当てると、ネガ・ポジの反転効果で、画像が
浮かび上がります。従来の反射材の加工方法では、デ
ザイン等の表現に限界がありましたが、当社の独自技
術により、微細な加工表現を実現し、創造の可能性を
拡げました。
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 ㈲三晃社

南部製版所

神奈川組合

神奈川県藤沢市藤沢4-5-12 TEL(0466)27-0200 FAX(0466)27-1177



弊社は、衣料用捺染型・工業用スクリーンを主に製版・製造しています。
また、製版トレースの技術を使いインクジェットプリンターを利用して、
生地へのダイレクトプリントにより、製品加工まで行っております。

 ㈱サトーグランド
愛知組合

変化前

愛知県一宮市丹陽町伝法寺出口 4261
TEL(0586)76-6635 FAX(0586)76-6989
http://www.sato-grand.co.jp/co̲top.htm

変化後

Tシャツ・ガーゼハンカチ 環境温度28℃（クールビズ、節電）

変化前

変化後

自社企画・自社製造・自社販売を目的とした2013年新商品です。オリジナルデザインにて、
現代のニーズ・風潮でもある、環境温度28℃（クールビズ・節電）を見える化し、身近な
商品にすることにより、マーケットの発掘、シルクスクリーンの技術・情報発信を考えまし
た。提供：メタモカラー R パイロットインキ㈱
4261
㈱サトーグランド 愛知県一宮市丹陽町伝法寺出口
TEL(0586)76-6635 FAX(0586)76-6989

愛知組合

http://www.sato-grand.co.jp/co̲top.htm

ＣＬＡＭＰ作品の複製原画、オリジナルグッズ
創作集団・ＣＬＡＭＰの専門ショップ 名古屋三越様にて期間限定オープン
2012年11月21日-12月25日 ＣＬＡＭＰ作品 初の複製原画 合計17点 発売しました
ＣＬＡＭＰショップ オリジナルグッズ 合計41点 発売しました
高精度のデジタル印刷を使用した複製原画をはじめ、デジタル・シルクスクリーン印刷を駆使し、
ステーショナリー、雑貨、トートバック、Ｔシャツ、タペストリーからお菓子に至り、
企画開発を行い販売いたしました

マルワ工業㈱ 愛知県春日井市松河戸町段下1333-3
TEL(0568)56-0211 FAX(0568)56-0811
愛知組合

HP http://www.maruwa-prc.co.jp

ありがとうTシャツ
ありがとうの想いを込めた T シャツです

トップ・フーズ(株)

東京組合

東京都江戸川区平井5-54-3 TEL(03)5247-1870 FAX(03)3612-4007
HP http://www.top-nakaya.jp/

可食シート
茨城県工業技術センターの協力を得て、蒟蒻で透明可食シー
トを作り、お米と野菜の粉体を原料とした可食インクで食べ
られる転写シールを創りました。製造特許も取得しています。
お饅頭、レアチーズケーキの上に転写したり、スープなどの
液体に浮かべて、お召し上がり戴けます。スクリーン印刷な
らではの細かい表情と雰囲気をお楽しみください。

 明和ベンディクス(株)

東京組合

埼玉県川口市上青木 1-21-6 TEL(048)254-0367 FAX(048)254-3584
HP http://www.meiwavendix.co.jp/

超立体ＰＯＰ（シルク印刷 +真空成形）

○従来型ＰＯＰ との違い
①平らな印刷物→インパクト弱い
②構成部品が多い→手間の掛かる組立
○インパクトのある印刷成形一体型
（アピールポイントを飛び出させます）
○より訴求力の高い「超立体ＰＯＰ」はデザイン企画〜
３ＤＣＡＤ作図〜金型製作〜印刷〜成形〜完成まで、
すべて社内で作成しています。

 明和ベンディクス(株)

東京組合

埼玉県川口市上青木 1-21-6 TEL(048)254-0367 FAX(048)254-3584
HP http://www.meiwavendix.co.jp/

食器：新製法「絵柄落ちしない食器」

○シルク印刷、インサート成形品
○安心・安全な食器です。
絵柄は樹脂の間にサンドされているため、溶解しません。
洗浄しても、いつまでも絵柄は消滅しません。
○耐汚染性（食品の着色汚染）に優れています。
カレーや紅しょうがなど着色しやすい物でも大丈夫！
○自動食器供給装置、自動整理装置の洗浄機に適合してい
ます。
○材料は食品衛生法の規格規準に適合しております。
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(株)ワコー印刷

東京都荒川区町屋2-17-8
TEL(03)3892-3533 FAX(03)3892-5010

東京組合

割り箸
高級ホテルなどで採用されている割り箸にスク
リーン印刷を使ってホテル名や店舗名を印刷す
るケースが増えております。また色数も増やし
多色で表現する事により高級感がまします。ど
うぞご利用くださいませ。



(株)アクト
神奈川組合

神奈川県川崎市高津区久地3-15-3
TEL(044)833-1191 FAX(044)822-1368
HP http://www.act-com.net

フレンチソース付磁器
フレンチ料理のソースをお皿にひくのは、なか
なか手間がかかり難しいので、お皿にソースの
柄をリアルに印刷し、簡単にフレンチ料理の気
分を味わえる。

 (有)辻巻製版所
神奈川組合

神奈川県横浜市南区大岡３-13-12
TEL(045)741-4856 FAX(045)714-6649
HP http://www.tsujimaki.net/

【ステンレスボトル】
弊社は、平面のみならず、曲面・球面・変形など。
どのような条件でも印刷を施すことが可能です。
また、ロットやサイズの大小を問わず、平面・曲
面状の電子機器・精密部品への印刷から現場出張
印刷まで、あらゆる技術でお客様のご要望にお応
えします。

 (有)辻巻製版所
神奈川組合

神奈川県横浜市南区大岡３-13-12
TEL(045)741-4856 FAX(045)714-6649
HP http://www.tsujimaki.net/

【ガラス製品への印刷】
飲食店などで使われているガラスコップなどにオリジ
ナルの文字や企業ロゴを印刷することができます。弊
社は、大正五年から培ったノウハウを基に、他社に真
似出来ない技術と品質でお客様のニーズにあった商品
を時代の変化と共に新たな商品をご提供いたします。

(株)アイ・エス・アイ

東北組合

福島県伊達市岡沼 9-1 TEL(024)583-5315 FAX(024)583-5862
HP http://i-s-i.jp/

鉄道模型（Nゲージ）印刷は、実物の車両を
忠実に再現するかがポイントとなります。印
刷箇所も1車両で少ないものでも10箇所、多
いものでは 30 箇所位あります。更に印刷が
不可能とされるような場所や精密さも要求さ
れます。ラインを一直線に尚且つ段差まで印
刷するのは至難の業です。また、このような
印刷技術をカメラ・携帯電話・家電製品・
自動車部品などにも使い印刷しております。

 (株)青森豊成
東北組合

青森県青森市第二問屋町4-2-12
TEL(017)729-1451 FAX(017)729-2099
HP http://www.aomori-housei.com/

「妥協しない職人の拘り」

壁面の現場直接印刷は先進と言うのか？しかしながら私共は
職人の拘りを持ち若手に手刷りの教育を行いスクリーン印刷
基礎である手動の魅力を伝えております。技術や機械も昔から
比べると大分先進しているが今の若い人達は昔を分からない分、
壁面の手刷りは先進と思える様な感覚が生まれております。
写真は青森県立美術館に直接壁面印刷をした内容です。壁
面がカーブでそこに多色刷り等、総計 800 版程で当時壁面は
全て真っ白な分、図面を見ても方向が掴めず大変な現場でし
た。でも我が社のパワーで挑戦した結果素晴らしい物が仕上
がりました。そんなスクリーン印刷魂と根性の有る会社です。

 加美電子工業㈱
東北組合

宮城県加美郡加美町字下野目雷北６
TEL(0229)67-3110 FAX(0229)67-6930
HP http://www.kamidenshi.com

「フレキシブル多層導光発光シート」
当社は各種精密印刷「スクリーン（ソルベント、UV）、
PAD」各種塗装「水系、UV、CO2」、レーザー加工、
ホットスタンプ、シートプレス等の表面処理加工を一
貫生産にて対応しております。
展示製品の「フレキシブル多層導光発光シート」は、
柔軟性がありスクリーン印刷により調光が可能で、か
つ有色表示も可能です。又、現行品よりLEDの数量の
軽減が出来ます。
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 (株)メイジ宮城工場

東北組合

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南16-1 HP http://www.meiji-jp.com/
TEL(0229)43-3381 FAX(0229)43-3886

当社のオリジナルキャラクター『くるんと曲がったコロネ君』
を透明樹脂に閉じ込めて、世界に1点だけのアクセサリーを
製作 販売いたしております。
他にも、猫をモチーフとした癒しの商品を展示致します。
展示ボード・看板等は、当社のインクジェット印刷を使用
しております。
癒しの時間をごゆっくりご堪能くださいませ。

 株式会社 足利アート

埼玉匠組合

埼玉県戸田市笹目 4-34-13 TEL(048)421-7751 FAX(048)421-2252
HP http://www.ashikaga-art.jp

1 ピクト
トイレ、清掃用具等のドアに貼って、中に
何が入っているか、又は中の様子がわかる
様に表示する。

2 江戸文様
ピクト

江戸文様

シートにスクリーン印刷、インクジェット
出力しシート切り加工等で製作しています。

 梅田スクリーン印刷(株)

埼玉匠組合

埼玉県上尾市大字上874番地 TEL(048)773-2491 (048)773-8915
HP http://www.umedasp.co.jp/

UVインクジェットで
ダイレクトプリントした
点字入りの触知看板です。
梅田スクリーン印刷の
提供するものは
信頼ある「ものづくり」です。

 熊沢印刷工芸(株)

埼玉匠組合

埼玉県戸田市美女木東2-1-6 TEL(048)421-0490 FAX(048)421-3890
HP http://www.kumazawa-sp.co.jp/

｢テクスチャー印刷」
私達の暮らしを取り巻く環境､住まいの中には､｢床､畳､壁､木
製品､布製品､皮革｣等々、自然環境に目を向ければ､｢木､石､
土､水｣等､様々な素材が溢れています｡そんな様々な物をスク
リーン印刷でリアルに再現致します。
見る人に驚き､感動を与える､そんな印刷を超えた印刷を目指
して､デザインから製造、設計､印刷からフィニッシュまで｢創
る喜びと見る感動｣を忘れずに製作に取り組んでおります。

 熊沢印刷工芸(株)

埼玉匠組合

埼玉県戸田市美女木東2-1-6 TEL(048)421-0490 FAX(048)421-3890
HP http://www.kumazawa-sp.co.jp/

｢畳テクスチャー印刷」
テクスチャー印刷で「畳」のミニチュアを製作いたしました。
畳の印刷はインキジェットで印刷し、その後加工印刷として
スクリーン印刷を施しました。印刷でも本物のような風合い
が出せますので、素材の見本帳などにも採用されるケースが多
くなっております。また下地のボード素材は高耐久性ダンボー
ル(リボード)に施工しました。スクリーン印刷は視覚だけでは
なく触覚や嗅覚にも訴えられる訴求効果があります。

 熊沢印刷工芸(株)

埼玉匠組合

埼玉県戸田市美女木東2-1-6 TEL(048)421-0490 FAX(048)421-3890
HP http://www.kumazawa-sp.co.jp/

「断熱・遮熱ゼロぴたシート」
東日本の震災から省エネに多くの人が関心を持つようになり
ましたが、窓ガラスから入ってくる夏の暑い太陽光線の赤外
線及び紫外線をカットする機能と冬は部屋の暖房室温を表に
逃がさない機能を持つ機能性ガラスフィルムに印刷を施し、更
に追加機能として誰でも簡単に貼れる機能をつけたのが、こ
の「断熱・遮熱ゼロピタ」です。

(株)東京化成製作所

埼玉匠組合

埼玉県狭山市広瀬台 2-9-23 TEL(042)953-9411 FAX(042)953-9415
HP http://www.tk-kasei.jp/

中輝度蓄光式誘導標識
平成 18年 4月に「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する
件」（消防庁告示第 5号）により蓄光式誘導標識が新たな避難設
備として位置付けられました。そしてJISZ8716の常用光源蛍光
ランプD65 により照度 200 ルクスの外光を20 分間照射しその後
20分経過した後の表示面が24 ミリカンデラ以上 100ミリカンデ
ラ未満の平均輝度を有する誘導標識を「中輝度蓄光式誘導標識」
と定められました。またこの製品は(財)日本消防設備安全センタ
ーの認定品です。(認定番号NP-001号)

東日スクリーンプロセス(株) 埼玉匠組合
埼玉県川口市中青木4-5-4 TEL(048)255-2831 FAX(048)256-5371
HP http://www.tounichiweb.co.jp/

商品名「ステキフォルダ」
〜Sticky Folder〜

特許第4986197 号

貼って剥がせる糊を印刷して、綴じ具がいらないフォルダ
です。
穴をあけたり金具で固定しないので書類を傷めません。
書類を綴じれば小冊子に、既存のクリアファイルを綴じれ
ばポケットファイルにとアイディアしだいで使い方いっぱ
いです。ぜひ、お手にとってご覧下さい。
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 (株)プリテック 埼玉県ふじみ野市亀久保4-6-9
埼玉匠組合

TEL(049)262-3080 FAX(049)262-2560
HP http://jp-art.com

友禅和紙
オリジナル千代紙〜菊判（636mmX939mm）
絵柄10種類

 (株)豊成産業
埼玉匠組合

埼玉県戸田市中町2-17-11
TEL(048)445-9836 FAX(048)444-1043
HP http://www.housei-sangyou.co.jp

什器（棚）
今年の初夏にプロッター導入によりオリジナル
の什器が製作可能となりました。
大まかな、ラフスケッチからでも打合せをさせて
頂き、図面・デザイン・仕上りレイアウト(３Ｄ)
から製作・納品まで社内一貫対応出来ます。

 (株)豊成産業
埼玉匠組合

埼玉県戸田市中町2-17-11
TEL(048)445-9836 FAX(048)444-1043
HP http://www.housei-sangyou.co.jp

アクリルデザインパネル
印刷は最新機種のインクジェットプリンターを（今年４月）
導入し、大幅に生産性が上がりアクリルにも密着が可能
となっております。
この製品はアクリルに直に印刷をしていますが、重厚感の
ある仕上りになっています。
また、平板のみならず立体物にも印刷対応がとれます。
（高低差など要確認）

 (株)アポロ製作所

東京組合

東京都荒川区西日暮里1-49-11 TEL(03)5855-0308 (03)5855-0309
HP http://www.aporo-ss.co.jp/

特殊フルカラー印刷
〜クリエイターの夢を可能にする！〜
①フルカラー画像・写真等を、鮮明に印刷可能！
②あらゆる素材に印刷可能→金属、凹凸ある物、成形品等
③オンデマンド→版代不要、試作・少量多種企画が驚きの
低コストで可能に！
④他社が出来ない・わからないとした印刷、ものづくりを
なんとかするのが最も得意な元気な町工場です！

 (株)コロナ宣広社

東京組合

千葉県松戸市稔台5-15-5 TEL(047)363-1567 FAX(047)363-1239
HP http://www.corona-pr.co.jp/

安全！

「飛散防止合わせガラス」

安心！

生活空間の様々な場面を演出する「機能性合わせガラス」
を各種展開しております。◆「曇り⇔透明」が瞬時で切
り替わる 調光ガラス をはじめ、◆「半永久的に意匠
が保護」される プリント封入型合わせガラス などな
ど。いずれも、飛散防止設計の安全なガラスとなってい
ます。居住空間におけるガラスの新たな可能性と、魅力
を是非発見して頂ければと思います。

 (株)新栄プロセス社

東京組合

東京都北区昭和町2-13-5 TEL(03)3800-8691 FAX(03)3800-8696
HP http://www.silk-print.jp

2013年

巳年カレンダー

弊社は、ちぢみ･厚盛・ツヤニス・ラメなどのUV 機能印刷
を行っております。このカレンダーはその機能印刷を100 ％
使用にて仕上げております。
材料
銀紙
バック
UVナシジ印刷
文字
油性インク＋UV厚盛印刷
巳
油性インク＋ちぢみ印刷
合計
６工程

 (株)新興グランド社

東京組合

埼玉県川口市東領家5-3-3 TEL(048)227-3318 FAX(048)227-3319
HP http://www.shinko-grandsha.jp/

『疑似ラインストーン印刷』
高い付加価値が求められる高級パッケージなどに最適。
ラインストーンの輝きのような風合いを可能にします・・・
･･･疑似ラインストーン印刷とは･･･
株式会社新興グランド社では高い付加価値が求められる宝飾
品、化粧品などの高級パッケージ印刷に最適な「疑似ライン
ストーン印刷」を開発いたしました。様々な印刷基材とシル
クスクリーン厚盛印刷を組み合わせる事により、疑似的にラ
インストーンを使ったデコレーションの様な効果を表します。

 東京特殊印刷工業(株)

東京組合

神奈川県相模原市南区大野台2-12-6
TEL(042)751-0530 FAX(042)751-8780 HP http://www.tdicorp.co.jp/

高耐久フロアグラフィックス
耐久性に優れた床面に貼るシートです。切れ・破れなどが起こりにくく、
透明シートの裏面から印刷することにより、インクが削れて見えなくな
ることもありません。すぐに劣化してしまうシートから切り替えを。
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 内藤プロセス(株)

東京組合

埼玉県川口市東領家2-16-8 TEL(048)224-7145 FAX(048)224-5105
HP http://www.naito-p.co.jp/

美のあるモノつくりで視覚に潤いを与える をテーマと
して極め細やかな製品つくりで驚きと楽しさを加味して
ハイクオリティな商品を提供しております。
今回展示している商品群（紙・プラスチック・成型品）は
当社独自のスクリーン印刷での応用技法で作り上げてお
り ミラクルビジョンフラッシュ と云う商品名でいろい
ろな場面で使用され活躍しております。

 (有)三好スクリーン印刷

東京組合

東京都墨田区立花6-16-3 TEL(03)3612-5440 FAX(03)3612-5440

お節句人形の後方に配置する人形用屏風です。
ごく普通のスクリーン印刷を施した後、
ピース加工(吹付)、砂子加工、盛上げ加工等を
行います。
写真は、ひな祭り用です。

 明和ベンディクス(株)

東京組合

埼玉県川口市上青木1-21-6 TEL(048)254-0367 FAX(048)254-3584
HP http://www.meiwavendix.co.jp/
↑テクスチャー
光の当たり方で模
様を浮き出させる

↑チヂミ
縮織物のような質
感でスリガラスの
様に透過する

ステンドグラス風粘着シート
○ シルクスクリーン UV 印刷で、テクスチャー表現
やチヂミを表現。
○ PET100μを基材とし、透明性の高い粘着層を有
したシートです。
○ ガラス面に貼り付けることで、ガラス強度の向上
と飛散防止効果があります。
○お部屋の窓に貼るだけでステンドグラスに！

ステンドグラスシート

 明和ベンディクス(株)

東京組合

埼玉県川口市上青木1-21-6 TEL(048)254-0367 FAX(048)254-3584
HP http://www.meiwavendix.co.jp/

地球儀
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○シルク印刷 +オフセット印刷 +インサート成形の
融合品。
○癒される回転スピード
心地よい癒しの空間をつくる。
○電気を使わない省エネ、ソーラーパワーで半永久
的に回転！

 (株)吉田製作所

東京組合

東京都葛飾区堀切 1-6-28 TEL(03)3693-3191 FAX(03)3693-3228
HP http://www.y-ss.co.jp

ヘアーライン印刷
細線と高輝度（鏡面）インキの組み合わせにより、
金属調の表現が可能です。印刷で表現することで、
透明部を形成したりヘアー目の角度を変える事が
可能で、デザインの幅が広がります。素材もアクリ
ル・ PC ・ PET 等広く印刷が可能です。

 (株)吉田製作所

東京組合

東京都葛飾区堀切 1-6-28 TEL(03)3693-3191 FAX(03)3693-3228
HP http://www.y-ss.co.jp

石目印刷
特殊なカラー分解を施した版と調色技術で、深み
のある石目調の表現を可能にしました。同じデザ
インでも、色数によって印刷の深みが違います。色
数が少ないと平面的に、色数が多いと立体的に見
えます。インクは溶剤タイプを使用。

 (株)吉田製作所

東京組合

東京都葛飾区堀切 1-6-28 TEL(03)3693-3191 FAX(03)3693-3228
HP http://www.y-ss.co.jp

木目印刷
特殊なカラー分解を施した版と調色技術で、リア
ルな木目調の表現を可能にしました。どんな材料
にも印刷が可能で、小ロットにも対応できます。
文字を入れたり、他の柄との組み合わせも可能で、
デザインの幅が広がります。インクは溶剤タイプ
を使用。

 (株)アクト
神奈川組合

神奈川県川崎市高津区久地 3-15-3
TEL(044)833-1191 FAX(044)822-1368
HP http://www.act-com.net

柄物家電（洗濯機）
好みの絵柄をプリントしたステッカーを、洗濯機
など単調な色の家電にラッピングを施すことで、心
豊かな暮らしの空間を演出
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 合資会社 光版技研

神奈川組合

横浜市港南区港南 3-26-22 TEL(045)842-1371 FAX(045)842-4865
HP http://www.koh-han.com

「プラモデル用デカール」
プラモデル、子供の頃に一度は製作してみたことがあると思います。そ
のキットの中には、スライドマークと言う紙の台紙を水に浸してでんぷん
糊が緩んだら、ずらしとってプラモデルに貼付けるタイプの様々なデカー
ルが必ず入っていました。そのデカールは現在も当時と同じくスクリーン
印刷で作られ続けています。最近ではデカールの種類が増えていますの
で、1シートに10色前後の色を使って色数と同じ工程数を印刷して作ら
れています。このデカールの仕上がりの良さがプラモデルをより実物に近
い物に出来ることになりますので、慎重な制作を心がけて居ります。

 ダイヤ工芸(株)
神奈川組合

神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 119
TEL(044)754-6381 FAX(044)754-6391
HP http://www.dta.co.jp/

多面体印刷
通常の印刷は1 面に対して1 工程をかけ、面が変われば工程
が追加されコストアップに繋がることになります。弊社は従
来から育んできた曲面印刷技術を駆使し、連続印刷すること
で異なる面でも同色であれば1工程（寸法に限りあり）で行
い、複数工程の価格よりも減額可能な技術を確立しました。
またこの技術を用いる事により、印刷の合わせ目が目立たな
くなり、諦めていた場所にも印刷可能となりました。

 ダイヤ工芸(株)
神奈川組合

神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷 119
TEL(044)754-6381 FAX(044)754-6391
HP http://www.dta.co.jp/

iPhone・スマホカバー
見る角度によって変化する印刷で立体的な表現が可能と
なりました。
デザインも豊富に取り揃えており、また顧客ニーズに合わ
せることも自由にできます。

 (有)辻巻製版所
神奈川組合

神奈川県横浜市南区大岡３-13-12
TEL(045)741-4856 FAX(045)714-6649
HP http://www.tsujimaki.net/

【陶器製品への印刷】
陶器製のマグカップや植木鉢、タイルなどに文字やロゴ
印刷し、オリジナルノベルティーとして多くのお客様に
ご利用いただいております。弊社ではロットやサイズの
大小を問わず、平面・曲面状の電子機器・精密部品への
印刷から現場出張印刷まで、あらゆる技術でお客様のご
要望にお応えします。

(有)辻巻製版所
神奈川組合

神奈川県横浜市南区大岡３-13-12
TEL(045)741-4856 FAX(045)714-6649
HP http://www.tsujimaki.net/

【コルク製コースター】
弊社では小ロットよりシルク印刷で、オリジナ
ルのコルク製コースターを製作することが可能
です。環境にもやさしい素材から多くのお客様
からお問い合わせをいただいております。
■仕様■
サイズ： W95 φ×D4m/m

 (有)辻巻製版所
神奈川組合

材質：コルク

神奈川県横浜市南区大岡３-13-12
TEL(045)741-4856 FAX(045)714-6649
HP http://www.tsujimaki.net/

【フロスト印刷】
窓などに使用されている強化ガラスなど、フ
ロスト加工よりも低価格な方法でガラスの表
面にフロスト調（すりガラス調）印刷を施す
ことが可能です。フロスト印刷は従来のフロ
スト加工と異なり、汚れを簡単に除去するこ
とが可能です。また、弊社は大正５年（1916
年）より培ったノウハウや技術を応用して、
お客様のご要望におこたえするよう新たな付
加価値をご提供いたします。

(有)辻巻製版所
神奈川組合

神奈川県横浜市南区大岡３-13-12
TEL(045)741-4856 FAX(045)714-6649
HP http://www.tsujimaki.net/

【オリジナル室名プレート】
弊社では表示機能付室名プレートを販売
しております。
■仕様■
サイズ：W224×H63×D10m/m
材質：アルミ
備考：メイン表示部およびスライド箇所はオ
リジナルで表示することが可能です。

 (有)辻巻製版所
神奈川組合

神奈川県横浜市南区大岡３-13-12
TEL(045)741-4856 FAX(045)714-6649
HP http://www.tsujimaki.net/

【オリジナルノベルティの製作】
弊社はシルクスクリーン印刷のみならず、広告、販売促
進ツール、イベントプロモーション、web サイトの制作
なども承ります。また協力会社と提携し、万全な体制で
プランニングからマネジメントもあわせてご提案してお
ります。
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 (有)辻巻製版所
神奈川組合

神奈川県横浜市南区大岡３-13-12
TEL(045)741-4856 FAX(045)714-6649
HP http://www.tsujimaki.net/

【シリコンラバーへの印刷】
困難とされるシリコンラバーへの印刷など。弊社では長
年培った印刷技術を応用して、新たな付加価値をご提供
いたします。弊社は大正５年（1916 年）より培ったノウ
ハウや技術を応用して、お客様のご要望におこたえする
よう日々、チャレンジを積み重ねております。

 (有)辻巻製版所
神奈川組合

神奈川県横浜市南区大岡３-13-12
TEL(045)741-4856 FAX(045)714-6649
HP http://www.tsujimaki.net/

【大型曲面メディアへの印刷】
弊社では長年培った印刷技術を応用して、特殊な球面や大
径状の曲面への印刷も可能です。弊社は大正５年（1916 年）
より培ったノウハウや技術を応用して、お客様のご要望にお
こたえするよう日々、チャレンジを積み重ねております。

 (株)ナカタマーク

神奈川組合

神奈川県平塚市天沼1-22 TEL(0463)22-5171 FAX(0463)22-5101
HP http://www.nakata-ad.jp

サーフボードのマーキング
サーフボードを作成するシェイパー、ブラ
ンドネーム、板のスペックなどを、特殊な
不織布にマーキング。

 (株)しるく印刷社

静岡組合

静岡県浜松市南区鼠野町220 TEL(053)425-3482 FAX(053)425-8036
HP http://www.shiruku.co.jp

スポーツ用品等への加飾等にスクリーン印刷の
多様化の提案をする。
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 (株)しるく印刷社

静岡組合

静岡県浜松市南区鼠野町220 TEL(053)425-3482 FAX(053)425-8036
HP http://www.shiruku.co.jp

無患子を採用したブレスレットやストラップへ
の転写加飾。熟語を入れて個性を演出する。

静岡組合

 (株)しるく印刷社

静岡県浜松市南区鼠野町220 TEL(053)425-3482 FAX(053)425-8036
HP http://www.shiruku.co.jp

デジタル印刷を用いてアート感覚で掛時計を
制作する。

 マルワ工業(株) 愛知県春日井市松河戸町段下 1333-3
TEL(0568)56-0211 FAX(0568)56-0811
愛知組合

HP http://www.maruwa-prc.co.jp

地域安全パトロール
マグネット材に蛍光シートを張り合わせて
車に装着でき視認性の良いシートです。
地域の安全を守ります。

 マルワ工業(株) 愛知県春日井市松河戸町段下 1333-3
TEL(0568)56-0211 FAX(0568)56-0811

「こんなの、初めて見た！」お招きしたゲストの方たちへの
インパクトも大♪
「すっごく、きれい…。
」 大好評で新発売です。

愛知組合

HP http://www.maruwa-prc.co.jp

LEDウエルカムボード
「こんなの見た事ない キレイ」と印象に残るウエルカムボードです
透明クリアなアクリル板に
刻印されたデザインが
グラデーション状に色を変え、
そしてゆっくりと浮かび上がる
メッセージ。まるで空中に
浮いているように見える、
せっかく作っても挙式後は
しまい込む事の多いウェルカムボード。
でも LED 搭載のウェルカムボードは、
いつまでも色あせることのない、
インテリアアイテムとして、
寝室やリビングにディスプレイできます。

ウェルカムボードが、
ドラマチックに鮮やかに、
ゲストの方々に
お二人の心を伝えます。
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新デザイン続々登場予定。

LEDアクリル・ウェルカムボード

初めて見る、透明感のある美しいウェルカムボード。動きのあるメッセージに大感激。

●メッセージパネルに挙式日・

シンプルなホワイトの台座に
クリアなプレート。
会場の雰囲気に合わせて
フェイクファーやフラワーで
デコレーションして
よりいっそう華やかに。

名入れをします。お好きな
WELCOME TO OUR
WEDDING RECEPTION

デザインに、お好きな書体を
組み合わせることができます。
●デザインはオーダーも OK。
（別途料金がかかります。）
●お二人の写真を入れることも可能。
●アクリルパネル部分サイズ

※参考イメージです。
2009.12.26
TAKASHI & MARIKO

297×210mm
●AC 電源 100V でご使用下さい。
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 (株)ライラス

愛知組合

名古屋市緑区神沢2-701 TEL(052)228-0388 FAX(052)228-0387
HP http://www.lylas.jp

銀スクラッチのことなら《Lunaスクラッチ™》のライラスヘ
ライラスは、印刷プラスIT技術で 隠す を極めます！
・銀☆Lunaスクラッチ・スタンダード
スクラッチ宝くじ等でお馴染みの銀スクラッチ 《くじに最適！》

・銀☆Lunaスクラッチ・カラーコレクション
金、ピンク、グリーン、ブルー、蛍光色等のカラー・スクラッチ
《デザインくじに最適！》

・銀☆Lunaスクラッチ・グラフィック
スクラッチの上にイラスト、ロゴ等を入れたグラフィック・スクラッチ
《販促くじに最適！》

 (株)ライラス

愛知組合

名古屋市緑区神沢2-701 TEL(052)228-0388 FAX(052)228-0387
HP http://www.lylas.jp

・銀☆Lunaスクラッチ・ハイセキュリティ
銀ほか＋ブラックのハイセキュリティスクラッチ 《カードに最適！》

・銀☆Lunaスクラッチ・バリアブル
スクラッチ部に可変ナンバー、QRコード及び文字を入れた
バリアブル・スクラッチ《抽選・くじ及びカードに最適！》
その他、絶対に透けないブラック・スクラッチ、ゴミの出ない DL
スクラッチ等、様々なスクラッチ・バリエーションを豊富に取り
揃えております。

 (株)ライラス

愛知組合

名古屋市緑区神沢2-701 TEL(052)228-0388 FAX(052)228-0387
HP http://www.lylas.jp

＜Lｕｎａシリーズ™ 製品ご紹介 〜クリアファイル編＞
☆L ｕｎａクリアファイル
カラー＋シルクスクリーン蛍光色印刷によるクリアファイル
《オリジナル企画クリアファイルに最適！》

☆L ｕｎａクリアファイル(名入れ)
クリアファイルヘのシルクスクリーン印刷による名入れ
《小ロットのオリジナル名入れに最適！》
もちろん、一般的なカラー･クリアファイル製作も承っており、様々
なクリアファイル・バリエーションを取り揃えて、お待ちいたして
おります。

 (株)ライラス

愛知組合

名古屋市緑区神沢 2-701 TEL(052)228-0388 FAX(052)228-0387
HP http://www.lylas.jp

＜Lｕｎａシリーズ™ 製品ご紹介 〜ポッティング編＞
☆Ｌｕｎａポッティング
シール、エンブレム、カード、ウェアなどへのポッティング加工
《製品への3D表現＆表面保護に最適！》

☆Lｕｎａカード＆Lｕｎａタグ
ICカード製作及びICタグ製作
《IC技術活用によるセキュリティ管理に最適！》
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 家田紙工(株)
岐阜組合

岐阜県岐阜市今町3-6
TEL(058)262-0520 FAX(058)262-0519
HP http://www.iedashikou.com

家田紙工は明治 22年の創業者以来、和紙の販売や提灯用紙の
絵付けを主とした仕事をしております。
提灯用紙を扱っているため、非常に薄い和紙に絵付けする事
や印刷する技術に長けております。
弊社の『水うちわ』も極薄の美濃手漉き和紙（雁皮紙）に金
魚や蛍の絵を入れ、天然のニスを塗って仕上げていますので、
和紙に透明感が出て、見た目にも涼しげなうちわに仕上げて
おります。

 ㈱スクリーンプロセスクニエダ 石川組合
石川県金沢市神宮寺3-7-17 TEL(076)251-1155 FAX(076)251-1157
HP http//www.sp-kunieda.co.jp/

純金箔シート｢HAKU

MODE・箔モード」

石川県金沢の伝統工芸品である｢本金箔｣の風合いをそ
のままに、耐久性・耐水性に優れた純金箔シートです。
綿・ポリエステル素材等への貼付は｢テキスタイル用」。
ガラス・プラスチック・ステンレス等の硬質素材には
｢マテリアル用｣の２種類があり。小ロットからご注文
いただけます。品質及び工業所有権・実用新案登録済
/登録第 3156405 2010年度石川ブランド認定製品・
2010年金沢ブランド優秀新製品

 ㈱新日本プロセス広芸社

西日本組合

大阪府大阪市福島区吉野５-11-33 TEL(06)6461-6751 FAX(06)6462-0321
HP http://www.sn-p.co.jp

◆江戸の文化開眼！「立版古」「千社札」
＝絶賛発売中＝
天下泰平の煌びやかな江戸文化の再現と伝統を継承すべく
「山車ペーパークラフト」と、「千社札」を作りました。」
見応え十分な逸品です。

 ㈱新日本プロセス広芸社

西日本組合

大阪府大阪市福島区吉野５-11-33 TEL(06)6461-6751 FAX(06)6462-0321
HP http://www.sn-p.co.jp

◆特選！「壁掛けダルマ」

＝絶賛発売中＝

従来のダルマを一新する「新しいかたちの提案」として
平面ダルマを製作しました。サイズは立体での作成だと、
かなり難しい「1,850mm × 1,450mm」という巨大なもの
です。「材料もオール国内産」にこだわり、元気な日本！
を取り戻すために敢えて挑戦しました。
また、おしゃれな「ダルマカレンダー（Ａ２サイズ）」
も併せて出品予定。
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(株)クリエイト
埼玉匠組合

埼玉県戸田市美女木1-18-4
TEL(048)422-5501 FAX(048)422-5502
HP http://create-sp.com/

案内プレート

塗装鉄板にシルクスクリーン印刷です。
適したインクを選んで、紙、木、アクリル、金属、ガラ
スなど、あらゆる素材の上に直に印刷が可能です。スク
リーン印刷の優れた特徴のひとつです。
当社では、手刷りを中心に大きな印刷から小さな印刷、
様々な材質、形態の印刷そして現場での出張印刷など
広範囲に対応しております。またお客様の提案やご相談
に対しましても全力を持って対応させていただきます。

 (株)クリエイト
埼玉匠組合

埼玉県戸田市美女木1-18-4
TEL(048)422-5501 FAX(048)422-5502
HP http://create-sp.com/

ダミー缶用
透明シートに裏側から印刷して、アクリル製のダミー缶
に巻いて使用します。
光を通して見る内照式なので、ゴミ、ホコリ、スキージ
のキズやインクの色ムラなどに注意して、きれいにムラ
なく印刷することが大切です。

(株)クリエイト
埼玉匠組合

埼玉県戸田市美女木1-18-4
TEL(048)422-5501 FAX(048)422-5502
HP http://create-sp.com/

版画
シルクスクリーンはセリグラフとも呼ばれ、版画
の技法のひとつとしても知られています。インク
をまぜて刷るグラデーションは、キメが細かくシ
ルクスクリーンならではの美しさです。また他の
印刷方法に比べ、刷り上ったインクの層が厚く、
隠ぺい力があり、発色にも優れているのでインパ
クトの強い作品に仕上がります。

 ㈱三浦マーク製作所

埼玉匠組合

埼玉県所沢市松郷151-40 TEL(04)2944-4561 FAX(04)2944-4563
HP http://www.miura-mark.jp/

夜間照明調光印刷
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明所・暗所どちらでも表示が必要なカーエアコンパネル等の
印刷も行っております。昼間の反射光による通常表示は勿論、
夜間照明時の透過光においても視認性を重要視されます。光
源の偏りを補うための印刷を行い、均一な明るさ・色味を得
るために綿密に調整致します。また、設計者のご要望に従い、
立ち合い試作なども対応いたしますのでお気軽にお問合せ下
さい。

 (有)ダイオープリント

東京組合

東京都江東区大島3-17-13 TEL(03)3638-1701 FAX(03)3638-2701
HP http://www.daio.co.jp/

当社ではアパレルメーカー向けの副資材の
製作販売をしています。
繊維付属製品の製作販売
ブランドネーム・ブランドタグ
(衣料品用品質ラベル・下札等)
(織ネーム・プリントネーム・ワッペン)

 (有)ダイオープリント

東京組合

東京都江東区大島3-17-13 TEL(03)3638-1701 FAX(03)3638-2701
HP http://www.daio.co.jp/

当社は商業印刷だけではなく、工業印刷も行っ
てます。
シルクスクリーン印刷・パット印刷
●一般プラスチック：
ABS、PVC、PC、AS、アクリル、PP 他
●金属、ガラス素材
●各種ボトル：PE、PP、PET、PVCボトル他

 (有)辻巻製版所
神奈川組合

神奈川県横浜市南区大岡３-13-12
TEL(045)741-4856 FAX(045)714-6649
HP http://www.tsujimaki.net/

【イベントブース製作】
弊社では、永年培った印刷技術を応用し、
「目に見えない
ものをカタチに変えて、心に伝える・手に触れることが
できるモノ」を製作しております。近年ではイベントブ
ースのデザイン・施工なども承っております。

 ㈲とみおかプロセス

神奈川組合

神奈川県横浜市金沢区能見台通22-16 TEL(045)784-2637 FAX(045)783-5018
HP http://www.navida.ne.jp/snavi/3867̲1.html

のぼり旗
お客様のご要望にあったオリジナルの『のぼり旗』を製作
しております。通常のポンジ生地を使用し、印刷はフルカ
ラー及び特色とも対応が可能です。コストや納期にも対応
出来るよう日々努力しております。
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 ㈲とみおかプロセス

神奈川組合

神奈川県横浜市金沢区能見台通22-16 TEL(045)784-2637 FAX(045)783-5018
HP http://www.navida.ne.jp/snavi/3867̲1.html

看板各種
街中にある『注意看板』や『警告看板』また、『不動産屋さ
んの入居募集看板』などを屋内外問わず色々な用途に合わせ
て看板を製作しております。印刷は発色が良く、耐候性が高
いインキを使用し、お客様のご要望にあったデザインから看
板製作を行っております。

 ㈲とみおかプロセス

神奈川組合

神奈川県横浜市金沢区能見台通22-16 TEL(045)784-2637 FAX(045)783-5018
HP http://www.navida.ne.jp/snavi/3867̲1.html

オリジナルステッカー及びシール
お客様のご要望に合わせてオリジナルのステッカー及びシ
ールを製作しております。印刷はインキの発色が良く、耐
候性が高いため屋内外問わず各用途にあった仕様にて製作
が可能です。また、お客様の意向に合わせてデザインの制
作からもステッカー及びシールの製作を行っております。



㈲とみおかプロセス

神奈川組合

神奈川県横浜市金沢区能見台通22-16 TEL(045)784-2637 FAX(045)783-5018
HP http://www.navida.ne.jp/snavi/3867̲1.html

オリジナルクリアファイル及びバインダー
各企業に合ったオリジナルのクリアファイルやバインダー
を製作しております。印刷は発色が良く、耐候性が高いイ
ンキを使用しております。また、お客様のご要望にあった
デザインから製作が可能です。

 ㈲とみおかプロセス

神奈川組合

神奈川県横浜市金沢区能見台通22-16 TEL(045)784-2637 FAX(045)783-5018
HP http://www.navida.ne.jp/snavi/3867̲1.html

POP各種(プラスチック製)
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プラスチック板を使用して店舗の棚やテ
ーブル、カウンター、壁など色々な用途
に合わせてPOPを製作しております。
印刷はフルカラーで表現が可能で、プ
ラスチック板の厚さが１㎜未満でした
ら複雑な形状にカットすることも可能
です。



(株)緑マーク

東京組合

東京都台東区駒形2-1-5 TEL(03)3843-2011 FAX(03)3843-2019
HP http://www.midorimark.co.jp/

EL装飾品
主に POP 向けに採用
されております。工業
系 では LCD バックラ
イト用に使われます。
特に薄暗いところで照
光が求められる場合は
最適と思われます。

 (株)緑マーク

東京組合

東京都台東区駒形2-1-5 TEL(03)3843-2011 FAX(03)3843-2019
HP http://www.midorimark.co.jp/

標準メンブレンスイッチ
カスタム商品の代行として標準化された製品です。
工業系に採用実績があります。

 有限会社ケイズ
岐阜組合

岐阜県郡上市大和町島 26番地
TEL(0575)88-3998 FAX(0575)88-3698
HP http://www.nobori-meijin.com

のれん COLLECTION「樹」
創業以来38年、テキスタイルに対するシルクスクリーン
印刷を得意としております。
日本古来の文化を受け継ぐ「暖簾」に 斬新なデザイン
をプラスし提案しました。
日本の樹をモチーフにした暖簾シリーズを制作しました。
純和風の空間でも、スタイリッシュでモダンな空間でも
似合うデザインで生活の中にとけ込みます。

 ㈲都築工房
埼玉匠組合

埼玉県さいたま市西区西遊馬 1500 番地1
TEL(048)625-2501 FAX(048)625-2502
HP http://kiwii-page.jimdo.com/

販売品やノベルティグッズとして定着してきている
アルミボトルやタンブラーに、直接シルクスクリー
ンで印刷しています。
曲面、約 360 °近くまで印刷が可能なので、デザイ
ンの幅が広がります。
弊社ではプラスチック成形品や、Tシャツ・ボトル
などのイベント用品、作家さんのグッズなどを印刷
しています。
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(株)モダンタイムス

東京組合

東京都中野区上高田4-22-12 TEL(03)3385-2342 FAX(03)3389-7331

HP http://www.moderntimes-co.jp/

手袋
シルクスクリーン印刷では、直接印刷する事が難しい
分野に、シルクスクリーン転写で対応しています。
写真の様な毛糸の手袋などは、直接印刷すると細かな
部分が滲んだり、ずれたりしますが、スクリーン転写
なら綺麗に出来上がります。
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