
創業以来６０有余年、当社の歴史は、お客様からのご要望に添った確かな製品づくりの歴史でもあり

ます。そしていただいた多くの信頼と実績は、かけがえのない当社の財産として、大切にファイルさ

れております。

社会の動きはマス（大量）からパーソナル（個人）へ・・・ニーズもますます多様化が進み、コスト意識・

効果意識の高まりは、設備機器の開発とより高い技術の研究等の原動力となっております。

こうした社会の大きな変革の中で、決して変わることのない当社の理念があります。

それは「常にお客様のニーズに１００パーセントお応えすること」。

たとえ社会はどう変わろうとも、けっして変えてはならないお客様と当社との約束です。この不変の

約束遂行のために、最新設備の積極的導入や様々な技術開発には、つねに意欲的に取り組んでおります。

お客様の繁栄にどこまでもお役に立ちたい、そのための努力をこれからも続けてまいります。

ごあいさつ
“信頼と実績を大切にファイル”今までも、そしてこれからも・・・

事業内容 主要設備 お問合せ会社概要
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埼玉工場

主要設備

多品種少ロット時代にいち早く対応した設備を導入し、お客様

へのきめ細かいサービスを提供しております。印刷ジャンルは

幅広く、グラフィック全般から特殊印刷まで、厳しい品質管理

のもとに製作されます。

その中でも厚ものといわれるパッケージ・立体ものの分野では、

“技術の太洋社”として高い水準を確立、多くのお客様から評

価をいただいております。

印刷機械設備

アキヤマ製 BESTECH40

小森コーポレーション製 L ITHRONE LS432

光陽化学製 置版処理機

打抜機械設備  

飯島制作所製 BFP-1000S

三和制作所製 TRP-820 -SE

三和制作所製 TRP-1060 -SE

レザック製 面版加工機

カス取機械設備  

レザック製　マスターブランカー

糊貼機械設備  

須賀製作所製　グルアー

須賀製作所製　グルアー

須賀製作所製　グルアー

断裁機械設備  

イトウテック製断裁機 JAC-100CFC

イトウテック製断裁機 RC-77

その他設備  

ミマキ製 サンプルカット機一式 

レザック製 CAD MarkⅡ（箱設計ソフト）

コスモテック製 ハイプレッシャー式加湿装置

Mac 一式  

輸送設備 

トラック　3 台（4 トン）  

ライトバン　1 台

フォークリフト 2 台

仕　様

1020×720　UV オフセット 4 色機

810×570　ハイブリッド -UV オフセット 4 色機

RAP-800T

仕　様 

1000×700　自動平版打抜機

820×570　自動平版打抜機

1060×740　自動平版打抜機

HCS1000

仕　様

BLK103

仕　様

1000mm 幅全自動、サイド貼、底貼

800mm 幅全自動、サイド貼、底貼

300mm 幅全自動、サイド貼、底貼

仕　様

最大幅 1030mm

最大幅 770mm

仕　様

700×900mm 

―

―

―
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会 社 概 要

昭和 16 年

昭和 21 年

昭和 28 年

昭和 37 年

昭和 39 年

昭和 57 年

昭和 60 年

平成 4 年

平成 7 年

平成 20 年

創業　印刷物の販売を開始

名称を太洋社印刷とし、加工販売開始

会社設立　太洋社印刷株式会社とする

吹上工場（現埼玉工場）を開設

資本金を 400 万円に増額

資本金を 600 万円に増額
同所にグルアー工場を増設

同所増改築

資本金を 1000 万円に増額

吹上工場を埼玉工場に改名

ISO14001　認証取得

太洋社印刷株式会社

昭和１６年

昭和２８年８月２６日

１０，０００，０００円

代表取締役　小林 粒

【本社】

〒110 -0003

東京都台東区根岸 1 丁目 9 番 5 号

ＴＥＬ：03-3874 - 9221（代表）

ＦＡＸ：03-3874 - 9224

MＡI L：contac t@ta iyosya .ne t

【埼玉工場】

〒369 -0112

埼玉県鴻巣市鎌塚 629 -1

ＴＥＬ．048 -548 - 0303（代表）

ＦＡＸ．048 -548 - 5119

40 名

みずほ銀行　稲荷町支店

りそな銀行　日暮里支店

三菱東京ＵＦＪ銀行　日暮里支店

商　　　号

創　　　業

会 社 設 立

資　本　金

役　　　員

事　業　所

従 業 員 数

取 引 銀 行

沿 　 革

事業内容 主要設備 お問合せ会社概要

事業内容
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▶ パッケージ印刷

化粧品、日用品、工業用品、家電

用品、商品陳列箱、ギフト BOX

など、各種貼り箱・折り箱を製作

しております。様々なサイズに対

応致します。

会社案内、製品カタログなど、1

ページ以上の印刷にも対応してお

ります。

事業内容 主要設備 お問合せ会社概要

会社案内や商品案内から、名刺、

ショップカード、移転案内、セー

ル ハ ガ キ な ど、各 種 チ ラ シ・

DM・ステッカーなどの印刷にも

対応しております。

太洋社印刷では、ポスターやパッケージ等の印刷物から、HP 制作、展示会ブースデザ

インまで、さまざまな企画デザインをご提案しています。まずはお気軽にご相談くだ

さい。

社用封筒、ギフト用封筒など各種

サイズに対応した封筒類の印刷、

またカレンダーや箸袋などノベル

ティ制作物にも対応しておりま

す。

展示会ブースの企画及び印刷物か

ら、WEB 制作、デジタルカタログ、

商品撮影等など、幅広いニーズに

お応え致します。お気軽にご相談

ください。

▼ カタログ印刷 ▼ チラシ・DM印刷 ▼ 封筒・ノベルティ印刷 ▼ その他制作物

製品・サービス

TAIYOSYA

事業内容

主要設備

お問合せ

会社概要
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1 2 3 4

5 6

7

7

パッケージ、ポスター、チラシ等、

様々な印刷物に対応しております。

まずはお気軽にご相談ください。

お客様のもとへお伺い致します。

ご希望の内容に合わせ、お見積り

をお出しします。

受　注

お客様がご希望のデザインがご提

案出来るまで、打合せを重ねて、

ご要望に応えていきます。

※メールでのやり取りも可能です。

企画・デザイン

デザイン案が決まりましたら、デ

ザインデータを作成していきます。

自社でデザインが出来なくても、

弊社のデザイナーがデザインをお

手伝い致します。

データ作成

3 で作成したデザインデータでご

満足頂きましたら、製版作業に進

みます。

製　版

本校正をする前に、最終的な色味

などのご確認をして頂きます。

※但し、印刷の内容や納期などに

より異なります。

通常オフセット印刷です。厚紙印

刷に関しては、印刷をせずに後加

工をし、その上にシール貼りする

場合があります。

表面加工：

ビニール・プレス・PP 引きなど様々

な種類があります。印刷面の保護

と、光沢のある見栄えの良さや、

大切な商品への色移り防止などの

メリットがあります。

断裁：

台紙やタグでしたら、穴開け加工

もここに含まれます。木型を作っ

ての抜き加工より安価ですが、形

状は直線の方形に限定されます。

他加工

抜き加工：

木型を作っての抜き加工となりま

す。トムソンという機械に木型を

セットしてスタンプのように上か

ら紙を抜いていきます。複雑な形

状も可能です。また木型には紙を

抜く刃と、折ケイをつける刃の両

方がつきますので、折り加工は必

要ありません。

折り加工：

基本的に薄紙の、主に説明書やチ

ラシ等でおこなう加工です。2 つ折

りから巻き折り、観音折り等、様々

な種類から選べます。

貼り加工：

基本的にパッケージ（箱もの）で

糊代にのりをつけて貼る加工です。

箱ものはだいたいが貼りをおこな

いますが、使用用途によっては貼

りなしの箱ものもあります。

製本加工：

基本的にカタログ、パンフレット

等でおこないます。ページ数によっ

て異なりますが、中綴じ、無線綴

じ等があります。

他加工

校　正 印　刷

事業内容 主要設備 お問合せ会社概要

まず商品を知ること。目的を把握すること。お客様のご要望を理解すること。お客様

との徹底した打ち合わせから、トータル・プランニングのスケジュールが組まれ、必

要に応じたプロジェクトが構築されます。蓄積された豊富な実績・経験から、時には

コンセプトの設定、マーケーティングプラン、シンボル提案といった、基礎的なノウ

ハウから、デザイン提案・コピー提案まで、有効的で経済的なアドバイスをさせてい

ただきます。

TAIYOSYA

事業内容

主要設備

お問合せ

会社概要

SERV ICES

製作の流れ



お問合せ方法

INFORMATION

電話

でのお問い合せ

ファックス

でのお問い合せ

メール

でのお問い合せ

本社・営業部

工場

平日 9:00 ～ 17 : 00 で対応しております。

本社・営業部

工場

本社・営業部

工場

からお願いいたします。

contac t@ta iyosya .ne t

s -ko jyo@ta iyosya .ne t

事業内容 主要設備 お問合せ会社概要

TAIYOSYA

事業内容

主要設備

お問合せ

会社概要

03 - 3874 - 9221

048 - 548 - 0303

03 - 3874 - 9224

048 - 548 - 5119


