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お客さまとともに、
次の ｢ 今 ｣を創るために。
これからの時代に求められるもの、多くの人々の心を捉えて離さないものをお客さまとともに創りだしていきたい。

その過程における悩みや喜びも共有していきたい。

そして、｢共同印刷といっしょに仕事をして良かった｣と言っていただける私たちでありたい。

長い歴史の中で培ってきた情報加工技術、いつも新しいことに挑戦していく柔らかな発想で

共同印刷は今日も走り続けます。

相模原工場

ベトナム工場

	●	 1981（昭和56）
		 ビジネスフォーム・証券・カード製造の専門工場として、埼玉県に鶴ヶ島工場を開設。

	●	 1982（昭和57）
		 印刷機用ロボット（パレタイジングロボット）を開発。
		 工場内への装備とともに外部への販売を開始。

	●	 1985（昭和60）
		 鉄道用プリペイドカードの製造を開始。

	●	 1987（昭和62）
		 紙器・軟包装材の製造・印刷工場として、茨城県に守谷工場を開設。

	●	 1991（平成3）
		 ラミネートチューブ製造工場として、和歌山県に和歌山工場を開設。

	●	 1993（平成5）
		 出版・商業印刷の専門工場として、茨城県に五霞工場を開設。

	●	 1997（平成9）
		 創業100周年を迎える。

	●	 2001（平成13）
		 情報処理加工への対応強化のため、
		 埼玉県に川島工場（現 川島ソリューションセンター）を開設。

	●	 2002（平成14）
		 川島工場がISMS（ISO27001）の認証を取得。
		 五霞工場、第1回印刷産業環境優良工場表彰にて｢経済産業大臣賞｣受賞。

	●	 2003（平成15）
		 共同印刷グループ｢企業行動憲章｣と｢倫理綱領｣を制定。

	●	 2007（平成19）
		 デジタル撮影スタジオ｢播磨坂スタジオ｣オープン。

	●	 2008（平成20）
		 本社事業所、地球温暖化対策で東京都から表彰。

	●	 2010（平成22）
		 守谷工場に医薬・産業資材棟（現 守谷第二工場）開設。

	●	 2011（平成23）
		 当グループ西日本エリアの拠点、営製一体の共同印刷西日本（株）設立。

	●	 2012（平成24）
		 中国・アジア地域の営業活動拠点として、
		 中華人民共和国に共印商貿（上海）有限公司を設立。

	●	 2014（平成26）
		 機能性チューブ製造拡大のため、神奈川県に相模原工場を開設。
		 東アジア市場におけるラミネートチューブ製造を中心とした事業拡大のため、	
ベトナム社会主義共和国に	KYODO	PRINTING	（VIETNAM）	CO.LTD.	を
設立。

	●	 2017（平成29）
		 日本製紙（株）との合弁事業会社、共同NPIパッケージ（株）設立。

パレタイジングロボット

五霞工場全景

播磨坂スタジオ

データプリント（川島ソリューションセンター）
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事 業 領 域

KP’s
POSSIBILITY
各部門が、有機的に、緊密に連携し、
総合力でお客さまのご要望にお応えします。
今日の情報社会におけるコミュニケーション･ツールには、印刷物という枠を超えたさまざまな｢カタチ｣が求められています。

共同印刷では、お客さまのあらゆるニーズに的確な対応をし、リサーチ･研究開発・マーケティングソリューションなど

トータルにバックアップできるよう、ソフトからハード部門までが一体となり、ハイレベルな製品やサービスを提供しています。
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営　業
お客さまとのコミュニケーション
の窓口として、受託業務の総
合管理を行います。



各部門が、有機的に、緊密に連携し、
総合力でお客さまのご要望にお応えします。
今日の情報社会におけるコミュニケーション･ツールには、印刷物という枠を超えたさまざまな｢カタチ｣が求められています。

共同印刷では、お客さまのあらゆるニーズに的確な対応をし、リサーチ･研究開発・マーケティングソリューションなど

トータルにバックアップできるよう、ソフトからハード部門までが一体となり、ハイレベルな製品やサービスを提供しています。

調査･分析･
マーケティング
市場から集めたさまざまな情報を、
お客さまの抱える課題に応じて戦略
的視点から分析します。

プランニング
コンセプトメイキング･商品開発･媒体
計画・システムソリューション企画･プ
ロモーション戦略など、幅広く総合的
な企画立案を行います。

コンサルティング
社内各分野のスペシャリストおよび
社外の多彩なネットワークと連携し、
お客さまのさまざまな課題に対して的
確な方向性を導き出します。

クリエイティブ
カタログ･情報誌・カレンダー・パッケー
ジ・POPなどの印刷媒体にとどまら
ず、映像・Webサイト・モバイルアプリ
やCI/VI・各種イベントまで、制作･製
造･運用をトータルに行います。

調　達
適正価格・最短納期で、高品質な資
材を調達。また、資源保護や環境保
全に配慮した資材購入も促進してい
ます。

製造･加工
最新鋭のファクトリーオートメーションに
よる省力化とコストダウンを実現。オペ
レーターの技術向上にも積極的に取
り組んでいます。

技術開発・製品開発
印刷･情報加工技術から、高度な機
能とセキュリティを保証するICカード
加工技術やファクトリーオートメーション
技術まで、幅広い分野の研究に取り
組み、次世代を担う商品･技術を生
み出しています。

システムソリューションズ
お客さまの情報化を推進するシステ
ム提案を行い、ご要望に応じたコン
サルティング･設計･設置、サーバー
運用管理、また、インターネットを活用
したASPサービスなども提供します。

ロジスティクス
最新の物流管理システムによって、
タイムリーで効率的な配送と在庫管
理を可能にします。

品質保証
お客さまにご満足いただくため、製品
の安全性と情報セキュリティをあわせ
た総合的な品質保証に取り組んで
います。ISO、プライバシーマークなど
のマネジメントシステムを効果的に運
用し、推進体制を強化しています。
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企画開発部門

調査・企画から販売促進、コンテンツ制作まで、
お客さまのコミュニケーション活動を幅広くサポートします。

編集企画･制作、コンテンツのマルチデバイス展開など、
印刷メディアを核にさまざまなサービスをご提供します。

セールスプロモーション
広告や販売促進のニーズはますます多様化し、コミュニケー
ションの接点も複雑化しています。情報の収集・分析から、情報
価値の創造・開発、そして発信まで、マーケティングとクリエイティ
ブの融合によるトータルな活動で、活力あるコミュニケーションを
創造しています。戦略プランニングレベルからクリエイティブレベ
ルまで、多彩なメニューでお客さまの課題解決にあたります。

■取扱品目
マーケティング（各種調査・分析）、トータルコミュニケーション
（CI・VI・SP・PR・広告計画）、セールスプロモーション（各種プロ
モーション、POP、ディスプレイ、ノベルティ、プレミアム）、デジタ
ルメディア（Web、アプリ、デジタルサイネージ、DVD）、撮影・映
像制作（スタジオ運営）、ビジュアルデザイン（SP・PR広告の各
種ツール）、出版・編集（企業出版物、社史・年史）、IR・CSR
報告書、スペースデザイン・イベント

デジタルコミュニケーション
印刷関連分野での長年の経験を生かし、デジタルデータ加工
技術、ネットワーク構築技術をさらに進化させながら、お客さまの
ソリューションパートナーとして、最適なデジタルコミュニケーション
を提供します。システム設計、デジタルコンテンツ活用など、デジ
タルに関するノウハウを研究・蓄積するとともに、新たな可能性
に挑戦しています。

■取扱品目
eコマースソリューション（受発注管理や事務処理の合理化）、
CRMソリューション（顧客管理支援システム、顧客情報分析）、
Webソリューション（電子書店、サイト構築・運営、サイト集客、
モバイルアプリ開発）、システムソリューション（文書・画像DB、
PDF検索、教育・就職支援、SPツール作成、在庫管理）、POD
ソリューション（少部数印刷、バリアブル印刷）、カスタマーサー
ビスセンター（顧客データベース構築、事務局運営）

技術開発・製品開発
1932年に民間印刷会社として初めて研究所を設置して以来、
お客さまの声にお応えし、さまざまな技術開発で業界のパイオニ
アとしての実績を重ねてきました。総合印刷業としての幅広い
経験に基づきながら、お客さまと緊密な連携をとり、快適かつ
安全な社会の維持や、自然との調和を求め、将来を見据えた
新技術や新商品の開発を進めています。
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企画開発部門 情報コミュニケーション部門

調査・企画から販売促進、コンテンツ制作まで、
お客さまのコミュニケーション活動を幅広くサポートします。

編集企画･制作、コンテンツのマルチデバイス展開など、
印刷メディアを核にさまざまなサービスをご提供します。

セールスプロモーション
広告や販売促進のニーズはますます多様化し、コミュニケー
ションの接点も複雑化しています。情報の収集・分析から、情報
価値の創造・開発、そして発信まで、マーケティングとクリエイティ
ブの融合によるトータルな活動で、活力あるコミュニケーションを
創造しています。戦略プランニングレベルからクリエイティブレベ
ルまで、多彩なメニューでお客さまの課題解決にあたります。

■取扱品目
マーケティング（各種調査・分析）、トータルコミュニケーション
（CI・VI・SP・PR・広告計画）、セールスプロモーション（各種プロ
モーション、POP、ディスプレイ、ノベルティ、プレミアム）、デジタ
ルメディア（Web、アプリ、デジタルサイネージ、DVD）、撮影・映
像制作（スタジオ運営）、ビジュアルデザイン（SP・PR広告の各
種ツール）、出版・編集（企業出版物、社史・年史）、IR・CSR
報告書、スペースデザイン・イベント

デジタルコミュニケーション
印刷関連分野での長年の経験を生かし、デジタルデータ加工
技術、ネットワーク構築技術をさらに進化させながら、お客さまの
ソリューションパートナーとして、最適なデジタルコミュニケーション
を提供します。システム設計、デジタルコンテンツ活用など、デジ
タルに関するノウハウを研究・蓄積するとともに、新たな可能性
に挑戦しています。

■取扱品目
eコマースソリューション（受発注管理や事務処理の合理化）、
CRMソリューション（顧客管理支援システム、顧客情報分析）、
Webソリューション（電子書店、サイト構築・運営、サイト集客、
モバイルアプリ開発）、システムソリューション（文書・画像DB、
PDF検索、教育・就職支援、SPツール作成、在庫管理）、POD
ソリューション（少部数印刷、バリアブル印刷）、カスタマーサー
ビスセンター（顧客データベース構築、事務局運営）

技術開発・製品開発
1932年に民間印刷会社として初めて研究所を設置して以来、
お客さまの声にお応えし、さまざまな技術開発で業界のパイオニ
アとしての実績を重ねてきました。総合印刷業としての幅広い
経験に基づきながら、お客さまと緊密な連携をとり、快適かつ
安全な社会の維持や、自然との調和を求め、将来を見据えた
新技術や新商品の開発を進めています。

出版印刷
紙媒体の編集企画・制作・デザイン・プリプレス・印刷・加工・製
本・ロジスティクスはもちろん、コンテンツのデジタル化やマルチデ
バイス展開などもサポートし、お客さまのニーズに多面的にお応え
する体制を整えています。また、付録付き商品やキャラクターグッ
ズなど、出版物を取り巻く製品の素材開発・生産体制を内外に
整え、高付加価値の創造にも努めています。さらに、製造工程
のシステム化への積極的な取り組みや、ISO14001取得の出
版印刷一貫生産工場を有するなど、環境に配慮しつつ出版
印刷の高品質と効率化を提供しています。

■取扱品目
週刊誌、月刊誌、季刊誌、コミックス、ムック、教科書、辞典、
単行本、全集、美術本、絵本、社史、年史、電子書籍制作お
よび販売、その他出版刊行物

一般商業印刷
企画開発部門との連携によるマーケティングリサーチからプラン
ニング・クリエイティブ、製造部門での製品づくり、配送部門での
デリバリーにいたるまで一貫したシステムを確立しています。
特に、商品開発や各種キャンペーン・展示会・イベントなどのPR
活動、IT関連のソリューション事業などの取り組みを通じて、
お客さまの販売促進活動をバックアップしています。

■取扱品目
カタログ、情報誌、PR誌、パンフレット、ポスター、カレンダー、
デジタルサイネージ、POP・販売什器、ノベルティ、DM、サンプ
リングツール、デジタルコンテンツ、その他販促媒体

高級美術複製品
印刷技術による究極の表現を追求した当社の｢彩美版Ⓡ｣は、
ハンドメイドの良さと最新の画像処理技術を融合させた現代最
高レベルの版画（複製）技術です。当社の複製絵画は、厳しい
目をもつ美術のプロから極めて高い評価をいただいています。
一般生活者向け製品に加え美術館、美術団体などプロ向け
製品・サービスも取り扱っています。

■取扱品目
洋画・日本画・木版画・リトグラフ・掛軸・屏風および各種立体
作品などの複製品、美術品撮影、ミュージアムグッズなどの企
画製作
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情報セキュリティ部門

先進の技術とセキュリティ体制のもと、お客さまとともに
価値の高い新しい情報コミュニケーションに取り組んでいます。

多様化する生活者と産業界のニーズに的確に応えるとともに、
安全性や地球環境に配慮した製品をお届けします。

ビジネスフォーム、データプリント、証券、カード
ビジネスや暮らしで情報を伝えるためのビジネスフォーム・証券類
に求められる品質・機能は高度化し、データプリントなどの個人
情報を扱う業務にはますます厳しいセキュリティが問われていま
す。これらのニーズにお応えするため、ISO9001やプライバシー
マーク、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS/
ISO27001）といった認証に裏づけられた、高いレベルでの品
質保証体制・情報セキュリティ体制を構築しています。また、こう
した体制を軸にして、お客さまの課題解決をトータルにサポートす
るソリューション活動を展開しています。

■取扱品目
データプリントサービス、BPOサービス、コールセンター業務、各
種メーリング業務委託、一般連続フォーム、配送伝票、その他
各種フォーム、連続封筒、領収書、OCR伝票、隠ぺいはがき、
通帳、小切手、手形類、商品券、その他有価証券、抽せん券、
乗車券、入場券、定期券、キャッシュカード、クレジットカード、
その他各種カード

ICカード・RFID
情報化時代を迎え、セキュリティや個人認識など多岐にわたる
“安全”が要求される社会になりました。ますます多様化する時
代に、ICカード・RFIDは、さまざまな社会的要求を満たすシステ
ムツールとして重要な役割を担っています。共同印刷では、印
刷で培った緻密かつ精密な印刷・加工技術をベースに、ICカー
ド・RFID事業を展開しています。システムの企画から製造・発
行・運用・事後処理までをトータルサポートし、お客さまのご要望や
ビジネスチャンス拡大にお応えします。

■取扱品目
鉄道・バス乗車券や定期券、学生証、社員証、航空搭乗券、
クレジットカード、電子マネー、マンションキー、ロッカーキー、パソ
コンセキュリティ
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情報セキュリティ部門 生活･産業資材部門

先進の技術とセキュリティ体制のもと、お客さまとともに
価値の高い新しい情報コミュニケーションに取り組んでいます。

多様化する生活者と産業界のニーズに的確に応えるとともに、
安全性や地球環境に配慮した製品をお届けします。

ビジネスフォーム、データプリント、証券、カード
ビジネスや暮らしで情報を伝えるためのビジネスフォーム・証券類
に求められる品質・機能は高度化し、データプリントなどの個人
情報を扱う業務にはますます厳しいセキュリティが問われていま
す。これらのニーズにお応えするため、ISO9001やプライバシー
マーク、ISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステ
ム）といった認証に裏づけられた、高いレベルでの品質保証体
制・情報セキュリティ体制を構築しています。また、こうした体制を
軸にして、お客さまの課題解決をトータルにサポートするソリュー
ション活動を展開しています。

■取扱品目
データプリントサービス、BPOサービス、コールセンター業務、各
種メーリング業務委託、一般連続フォーム、配送伝票、その他
各種フォーム、連続封筒、領収書、OCR伝票、隠ぺいはがき、
通帳、小切手、手形類、商品券、その他有価証券、抽せん券、
乗車券、入場券、定期券、キャッシュカード、クレジットカード、
その他各種カード

ICカード・RFID
情報化時代を迎え、セキュリティや個人認識など多岐にわたる
“安全”が要求される社会になりました。ますます多様化する時
代に、ICカード・RFIDは、さまざまな社会的要求を満たすシステ
ムツールとして重要な役割を担っています。共同印刷では、印
刷で培った緻密かつ精密な印刷・加工技術をベースに、ICカー
ド・RFID事業を展開しています。システムの企画から製造・発
行・運用・事後処理までをトータルサポートし、お客さまのご要望や
ビジネスチャンス拡大にお応えします。

■取扱品目
鉄道・バス乗車券や定期券、学生証、社員証、航空搭乗券、
クレジットカード、電子マネー、マンションキー、ロッカーキー、パソ
コンセキュリティ

生活資材（パッケージ）
パッケージは、大切な商品を保護する容器としての機能以外
に、商品の顔として販売促進を行うという大きな役割を担って
います。こうした機能を最大限に生かすため、ネーミングやデザ
インにとどまらず、素材の開発・選定、包装ラインの設計、充填、
物流まで、総合的な提案でお客さまの商品づくりをお手伝いし
ています。また、PL法に基づいた安全性への配慮はもちろんの
こと、全事業所でISO14001認証を取得し、省包装化、軽量化
など環境へ配慮した包装材、サービスの提案を行っています。

■取扱品目
紙容器、ダンボール製品、充填包装の受託、軟包装、プラス
チックフィルムの印刷、ラミネート加工、金属容器、金属化粧
板、各種プレス製品、包装関連機器の製造・販売

チューブ
確立した技術で、化粧品・医薬品・歯磨き・食品など、さまざまな
用途に対応するチューブ容器を提供しています。
ラミネートチューブはアルミ積層が可能で、遮光性・バリア性に優
れています。自社開発したLTP印刷や、業界に先駆けて導入
したフレキソ印刷技術により、高機能・高精彩なチューブを各種
生産しています。
また、ユニバーサルデザインやタンパーエビデンス機構を取り入
れたキャップの開発・設計も行うなど、一貫した生産体制を整え
ています。

■取扱品目
ラミネートチューブ、オーバルラミネートチューブ、フルプリントラミ
ネートチューブ、メンブランラミネートチューブ、ピルファーラミネー
トチューブ、多層ブローチューブ、アルミチューブ
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生活･産業資材部門

医薬・産業資材
エレクトロニクス製造分野で大敵となる、湿気やアウトガスなどの
除去に有効なゲッター剤や機能性パッケージとして多様な展開
が可能な高機能フィルム、半導体製造で欠かせない湿度インジ
ケーターなど、機能性に優れた部材・資材・補材などを提供して
います。製造は、医薬品製造および品質管理の基準である
GMPを取り入れた高水準の管理・衛生環境、最先端の設備
を備えた専門工場で行います。また、独自技術を駆使して、高
い品質と付加価値、環境に配慮した新たな産業資材の開発に
も取り組み、より多くの分野のお客さまニーズに、積極的にお応
えしています。

■取扱品目
高機能フィルム（湿気・アウトガス吸収フィルム、酸素吸収フィ
ルム、非接触型帯電防止フィルムなど）、コバルトフリー湿度
インジケーター

建装材
1955年、業界に先駆けて木目調エンドレス製版技術を開発しま
した。以降、お客さまに印刷を通じて安心・安全な生活空間を
提供していくことをモットーに、床材や壁材、建具、家具、キッチン
をはじめとする住設製品向けの製品を生み出してきました。さま
ざまな要望にお応えできるよう、意匠性および付加価値の高い
製品づくりに取り組んでいます。

■取扱品目
強化紙、含浸紙、チタン紙、オレフィンシート

電子機器
｢用紙搬入から製本までのトータルFA(Factory Automation)
の提案｣というコンセプトのもと、印刷工場の高速化･省人化指
向に対応するFA機器や、印刷不良の流出を削減する印刷品
質監視装置を開発･販売しています。また、製函･封函機などを
中心に包装ラインの自動化も提案しています。

■取扱品目
パレタイジングロボット、スタッカーバンドラー、巻取自動倉庫、
製品自動倉庫、無人搬送車、包装自動省力機、印刷品質監
視装置
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共同印刷の長い歴史の中で培われてきた情報加工技術は、今日ではさまざまな分野に広がり、

印刷という概念をはるかに超えた製品にまで及んでいます。

ここからは、街や暮らし、ビジネスなど、社会のあらゆるシーンに浸透し、活躍する、

共同印刷の製品を紹介します。

生活･産業資材部門

医薬・産業資材
エレクトロニクス製造分野で大敵となる、湿気やアウトガスなどの
除去に有効なゲッター剤や機能性パッケージとして多様な展開
が可能な高機能フィルム、半導体製造で欠かせない湿度インジ
ケーターなど、機能性に優れた部材・資材・補材などを提供して
います。製造は、医薬品製造および品質管理の基準である
GMPを取り入れた高水準の管理・衛生環境、最先端の設備
を備えた専門工場で行います。また、独自技術を駆使して、高
い品質と付加価値、環境に配慮した新たな産業資材の開発に
も取り組み、より多くの分野のお客さまニーズに、積極的にお応
えしています。

■取扱品目
高機能フィルム（湿気・アウトガス吸収フィルム、酸素吸収フィ
ルム、非接触型帯電防止フィルムなど）、コバルトフリー湿度
インジケーター

建装材
1955年、業界に先駆けて木目調エンドレス製版技術を開発しま
した。以降、お客さまに印刷を通じて安心・安全な生活空間を
提供していくことをモットーに、床材や壁材、建具、家具、キッチン
をはじめとする住設製品向けの製品を生み出してきました。さま
ざまな要望にお応えできるよう、意匠性および付加価値の高い
製品づくりに取り組んでいます。

■取扱品目
強化紙、含浸紙、チタン紙、オレフィンシート

電子機器
｢用紙搬入から製本までのトータルFA(Factory Automation)
の提案｣というコンセプトのもと、印刷工場の高速化･省人化指
向に対応するFA機器や、印刷不良の流出を削減する印刷品
質監視装置を開発･販売しています。また、製函･封函機などを
中心に包装ラインの自動化も提案しています。

■取扱品目
パレタイジングロボット、スタッカーバンドラー、巻取自動倉庫、
製品自動倉庫、無人搬送車、包装自動省力機、印刷品質監
視装置

街の中の共同印刷 暮らしの中の共同印刷 ビジネスの中の共同印刷 地球の中の共同印刷

10

街 へ 、暮らし へ 、ビジネスへ 、
広 がる 共 同 印 刷 の 製 品 。



KP in 
TOWN

3 4ポスター リキッドパッケージ

1
化
粧
品
チ
ュ
ー
ブ

抽
せ
ん
券

雑
誌
・ム
ッ
ク

P
O
P

2 5

6

街の中の共同印刷

11



交通カード
乗車券や定期券、交通系ICカードを全国に供給しています。
交通カードの開発･製造では業界でのトップシェアを獲得してい
ます。また、ICカード券面に
情報の書き替えができるリ
ライトカードを提案し、製造し
ています。

市場と顧客の変化に合わせて進化する、 
新しい顧客接点

「MY SHOPPING CONCIERGEⓇ 
（マイ・ショッピング・コンシェルジュ）」
タッチパネル型のデジタルサイネージとスマートフォンアプリを
連動させた、オムニチャネル・多言語対応のソリューションです。
EC（電子商取引）システムや販売促進システムとの連携で、
新たな売り場・売り方を実現。導入店舗・企業の業務を効率化
し、利用者との接点を増やすことはもちろん、店舗利用者の
ニーズやライフスタイルに柔軟に対応した、便利で快適なショッ
ピングを可能にします。

スマートフォンアプリ×システムで
証明写真を簡単作成・効率的に管理

「証明写真ソリューション」
スマートフォンで撮影した顔写真を証明写真サイズに加工し、
サーバーへ送信するアプリケーションと、受信した顔写真を自動
でデータベース化するシステム
で、受付・管理業務を効率化
します。受験業務やIDカード
の発行業務、添付書類が必
要な業務などに適応します。

スマートフォン向け画像認識技術
「ぱとりしあⓇ」
スマートフォンのアプリに組み込むことで、印刷画像から多彩な
アクションを促す｢引き金｣となる、独自開発の画像認識技術
です。スマートフォンのカメラを画像にかざすだけで素早く認識
し、対応するコンテンツやアクションを呼び出すことができます。
コードとなる画像の仕様は、写
真・イラストから切り抜き画像や
部分画像にまで対応。より自
然なデザインが可能となり、販
売促進キャンペーンや商品カタ
ログなどの各種用途に利用で
きます。

街を便利に、元気に、そして楽しくするために、
発想と技術がフル稼働します。
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水切り・湯切り機能付きフタ材
「パーシャルオープン™」
即席カップ麺の焼きそば用湯切りフタなどに使用されています。
ハーフカット技術と独自開発した易剥離樹脂の組み合わせで
優れた開封機能を実現。用途に合わせたフィルム構成が可能
で、開口部分（湯切り口）の形状・位置も自由に設定できるた
め、漬物やシロップ漬といった
食品から家庭用品まで幅広く
活用できます。（関連特許取
得済）

情報満載のヒントメディア「HintClipⓇ」
HintClip（ヒントクリップ）は、アウトプットが得意な印刷会社なら
ではの視点で厳選した、ユニークなプロモーション手法や旬の
話題などを発信するメディアです。こうした情報提供のほか、
生活者個々の興味に合わせたコンテンツを適切なタイミングで
提供し、問い合わせなどのアクションを促す「コンテンツ・マーケ
ティング」にも取り組み、生活者との良好な関係づくりや効果的
なプロモーション施策の立案などを支援しています。

ダイレクトメールや請求書など
デザイン、システム設計、印字から発送まで
ご家庭に届くダイレクトメールや請求書などを、ワンストップで提
供する業務支援サービスを手がけています。高度な情報セキュ
リティ体制のもと、個人情報をはじめとした重要な情報を、紙や
Webなどさまざまなメディアを用いて伝えます。ユニバーサルデ
ザインを意識した分かりやす
い紙面づくりと合わせて、
企業と生活者の豊かなコ
ミュニケーション形成をお手
伝いします。

売れるヒントは“ふだんの食卓”に！
新しいマーケティングデータ「リア食Ⓡ」
生活者から収集した食卓画像および画像と紐付いたアンケート
情報をマーケティングデータとして提供するサービスです。
生活者の年代・性別などの属性や調理の有無、使用食材など
をアンケートで収集し、“店舗で販売された品がどう調理され、
誰が、どのように食べたか”
を浮き彫りにします。POS
データだけでは分からない
「食卓の実態」を捉えること
ができ、商品開発や販売
促進策に有用です。

お客さまと生活者を
しっかり結ぶ架け橋になりたいと思います。
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BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）
サービス
お客さまとエンドユーザーとのコミュニケーションで発生する各種
業務を、一括してアウトソーシングいただけるサービスを提供して
います。
長年培ったノウハウをもつデータプリント業務を核に、各種通知
物の作成・発送、エンドユーザーから送付される申込書類など
の受付、問い合わせ対応、データエントリー、データベース構築
などのリソースを組み合わせ、最適な業務設計とソリューション

をご提案。一連の業務
は、各種認証を取得した
セキュリティ環境と品質
保証体制を備えた情報
処理専門センターで行い
ます。

販促物の在庫管理・注文システム
「LOGISMARTⓇ（ロジスマート）」
カタログ・リーフレットといった多品種の販促物や帳票類などのサ
プライチェーンを効率化するサービスです。各営業拠点からオン
ラインで在庫情報の把握や配送
指示を行うことができるため、各拠
点からの注文内容の集約化、諸
手続きの短縮化によるスムーズな
納品が実現できます。

帳票照会システム
「Commo-ViewⓇ（コモビュー）」
通知文書などデータプリント業務で作成・送付した文書のイメー
ジや保管している帳票から変換したPDFデータを、お客さまの
端末画面上で検索・閲覧できるシス
テムです。コールセンターなどでの
素早く、正確な応対が可能となり、
業務の効率化を実現します。

「FullScanCodeⓇ（フルスキャンコード）」
スマートフォンなどのデバイスで複数のコードを一括で素早く読
み取ることができるオリジナル二次元コードです。コードの汚れ
や撮影画像のボケ、向きの不揃いにも対応するほか、システム
連携によるコードの発行・管理・認識などの周辺環境提供や情
報の一元管理も可能。物流、
工場、店舗での商品管理、大
量の文書管理など、さまざまな
シーンで活用できます。

生産アウトソーシング
例えば食品保存用の密閉容器では、パッケージの印刷から
加工・コントラクト作業・製品の段ボール詰め・発送までの生産
ラインを一括受託。お客さまの業務効率化をサポートし、納期
短縮やコストダウンなどに効果を上げています。

ビジネスの｢大変｣を｢ラク｣にする
システムやサービスを、たくさんご用意しています。
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KP for 
ENVIRONMENT
地球の中の共同印刷



　共同印刷グループは、印刷が暮らしに深く係わっているなかで、環境負荷低減活動の
果たす役割の大きさを認識し、生物多様性の保全と持続可能な社会づくりへ貢献するた
め、すべての企業活動において積極的に行動します。

基本方針

1．環境関連法令を遵守し、さらに自主基準を設け汚染を予防します。また顧客および
社会のニーズに対応し、環境保全活動を推進します。

2．環境行動計画の策定と実績の定期的検証により、企業活動が及ぼす環境影響を継続
的に改善します。

3．製品の開発にあたって、原材料の調達から製造、使用、廃棄に至るまでの環境影響
を評価し、製品に反映します。また資材購入にあたって、環境に配慮した取引先お
よび製品を優先して選定します。

4．製造・物流・サービスにあたって、省エネ、省資源、廃棄物および汚染物質の削減
と有害化学物質管理の推進により、環境負荷を低減します。

5．積極的なコミュニケーションと環境情報の開示により、すべてのステークホルダー
と相互理解に努めます。

6．企業活動に携わるすべての人々に環境保全の重要性を周知し、環境意識の高揚を図
ります。

7．企業市民として、社会貢献活動に積極的に参画します。

基本理念

共同印刷グループ 環境方針

2005 年 11 月 8 日制定
2013 年 6 月 27 日改定

水性ワックス窓（紙製）付き封筒
封筒に直接水溶性ワックス加工することで窓を
作成（不透明度20％以下）、分別なしでリサイク
ルが可能です。各種請求書、ダイレクトメールなど
に最適です。

非金属刃ラップカートン
紙のほか、竹やトウモロコシなどの植物からでき
た生分解性プラスチック製の非金属刃を各種と
りそろえています。金属刃と異なり、廃棄時の分
別が不要です。

セパシート™
粘性食品の身離れに優れ、容易に開封できる
食品包装用のフィルムです。包材への食品の付
着残留を減らすことで、食品ロスと作業者の負
担を低減できます。

QAシール
目視・機器の両方で正規品か否かの判定ができ
る高レベルの偽造防止シールで、流通管理シス
テムなどとの連動も可能です。VOCを抑制した
資材を使用し、大気汚染防止に配慮しています。

モイストキャッチⓇ

吸湿・吸着性と加工性を両立した、電子デバイ
スや医薬品資材に最適な製品です。包材と乾
燥剤の一体化で粉末飛散や誤飲の危険がなく、
その他プラスチックごみとして廃棄可能です。

ヒューミジャッジⓇ

コバルト不使用で青からピンクへ変色するなどの
色相変化を実現した、人体や環境に配慮された
湿度インジケーターです。紙粉が出ず、半導体・
電子部品の湿度管理に最適です。

環境に配慮した事業活動
経営理念に基づいた｢共同印刷グループ環境方針｣を制定
し、事業活動における環境負荷の低減や生物多様性への配
慮に取り組んでいます。その実効性を高めるため、環境汚染
予防活動をはじめ、グリーン製品・技術の開発、社会貢献活動
など、目標を定めて推進しています。また、情報公開を含めて
広く社会とコミュニケーションを図るため、｢共同印刷グループ 
CSR報告書｣を発行しています。

FSCⓇ COC認証
共同印刷は、FSCのCOC認証を取得しています。COC認証は適切に管理され
た森林認証材チップから作られた用紙が、他の用紙と混在しな
いように管理され、印刷・製本加工されることを第三者機関が
認めるものです。森林認証材チップを使用した製品には右掲の
ロゴマークを付すことが認められ、一般生活者に「環境に配慮
された材料から作られた製品」だと伝えることができます。

より良い 企 業 市 民をめざし、
社 会の持 続 可 能な発 展に貢 献します 。

環境対応製品
｢リデュース（使用材料の少量化）｣｢リサイクル（再資源化）｣｢イージーディスポジション（容易な分別・処分）｣をキーワードに、環境に配慮
した製品づくりを積極的に行っています。

18



KP’s 
OTHER PRODUCTS

多彩な加飾技術で意匠性が際立つ
「デコラティブカートン」

包装材（金属）

その他の製品

トレーディングカード

図鑑

編集企画

営業支援アプリ「Biz-ViewⓇ（ビズ ビュー）」

付録付き出版物 販促品

ムック

社史・年史

カレンダー

児童書・絵本

電子フォームシステム｢Form αⓇ（フォーム  
アルファ）｣

通帳

アウトガス吸収フィルム「オージーキャッチⓇ｣

IDカード発行システム「KIPSYⓇ」
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非接触型帯電防止フィルム「エレノットⓇ」

多彩な加飾技術で意匠性が際立つ
「デコラティブカートン」

巻取自動倉庫

易開封フレキシブルパッケージ
｢バナナオープン｣

品質監視装置「KPQS」包装材（金属）

A. 未処理 B. エレノット使用後

トレーディングカード

カレンダー

児童書・絵本

電子フォームシステム｢Form αⓇ（フォーム  
アルファ）｣

蒸気抜きスタンディングパウチ「クイックデリⓇ」 
（電子レンジ加熱対応）

液体・粘体用小袋「Tパウチ」「Tパウチ・ショット」

アウトガス吸収フィルム「オージーキャッチⓇ｣

酸素吸収フィルム｢オキシキャッチⓇ｣POD（プリント・オン・デマンド）IDカード発行システム「KIPSYⓇ」
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KP’s 
PROFILE

本社／小石川工場

■会社概要

社　　名　共同印刷株式会社
所 在 地　東京都文京区小石川4丁目14番12号
創　　業　1897（明治30）年6月25日
代 表 者　藤森康彰
資 本 金　45億1,000万円
従業員数　1,905名（臨時員含まず。2017年4月1日現在）

■本社および営業拠点

本　社 TEL（03）3817-2111（代）
〒112-8501  東京都文京区小石川4-14-12 

出版情報事業部 TEL（03）3817-2572
　雑誌・書籍など出版印刷の営業部門

プロモーションメディア事業部 TEL（03）3817-2202
　カタログ・カレンダー・POPなど一般商業印刷の営業部門

ビジネスメディア事業部 TEL（03）3817-2340
　ビジネスフォーム・データプリント・証券・ICカードなどの営業・製造部門

交通媒体事業部 TEL（03）3817-2115
　乗車券・交通ICカードを中心とした交通事業の営業部門

包装事業部 TEL（03）3817-2249
　紙器・軟包装・金属などの生活資材の営業・製造部門

L&I事業部 TEL（03）3817-2249
　チューブ・高機能フィルムなどの医薬・産業資材・建材の営業・製造

部門

SP&ソリューションセンター TEL（03）3817-2033
　クリエイティブ・ITビジネス関連の企画・ソリューションおよび 
　絵画・掛軸・リトグラフなど美術商品の営業部門

IC事業推進センター TEL（03）3817-2612
　ICカード・RFIDなどの開発部門

トータルソリューションオフィス TEL（03）3817-2036
　トータルソリューション案件に関する企画部門

技術開発本部 TEL（03）3817-2048
　研究・技術開発部門

営業拠点
交通媒体事業部（関西） TEL（06）6203-0402
　〒541-0046  大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル

共同印刷西日本（株）大阪 TEL（06）6203-1588（代）
　〒541-0046  大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル

共同印刷西日本（株）名古屋 TEL（052）990-6711（代）
　〒450-6330  愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 （JPタワー名古屋）

共同印刷西日本（株）京都 TEL（0774）41-1231
　〒613-0032  京都府久世郡久御山町栄2-1-204

会社概要
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■会社概要

社　　名　共同印刷株式会社
所 在 地　東京都文京区小石川4丁目14番12号
創　　業　1897（明治30）年6月25日
代 表 者　藤森康彰
資 本 金　45億1,000万円
従業員数　1,905名（臨時員含まず。2017年4月1日現在）

■本社および営業拠点

本　社 TEL（03）3817-2111（代）
〒112-8501  東京都文京区小石川4-14-12 

出版情報事業部 TEL（03）3817-2572
　雑誌・書籍など出版印刷の営業部門

プロモーションメディア事業部 TEL（03）3817-2202
　カタログ・カレンダー・POPなど一般商業印刷の営業部門

ビジネスメディア事業部 TEL（03）3817-2340
　ビジネスフォーム・データプリント・証券・ICカードなどの営業・製造部門

交通媒体事業部 TEL（03）3817-2115
　乗車券・交通ICカードを中心とした交通事業の営業部門

包装事業部 TEL（03）3817-2249
　紙器・軟包装・金属などの生活資材の営業・製造部門

L&I事業部 TEL（03）3817-2249
　チューブ・高機能フィルムなどの医薬・産業資材・建材の営業・製造

部門

SP&ソリューションセンター TEL（03）3817-2033
　クリエイティブ・ITビジネス関連の企画・ソリューションおよび 
　絵画・掛軸・リトグラフなど美術商品の営業部門

IC事業推進センター TEL（03）3817-2612
　ICカード・RFIDなどの開発部門

トータルソリューションオフィス TEL（03）3817-2036
　トータルソリューション案件に関する企画部門

技術開発本部 TEL（03）3817-2048
　研究・技術開発部門

営業拠点
交通媒体事業部（関西） TEL（06）6203-0402
　〒541-0046  大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル

共同印刷西日本（株）大阪 TEL（06）6203-1588（代）
　〒541-0046  大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル

共同印刷西日本（株）名古屋 TEL（052）990-6711（代）
　〒450-6330  愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 （JPタワー名古屋）

共同印刷西日本（株）京都 TEL（0774）41-1231
　〒613-0032  京都府久世郡久御山町栄2-1-204

■工場

小石川工場
　〒112-8501  東京都文京区小石川4-14-12
　TEL（03）3817-2111（代）

五霞工場
　〒306-0313  茨城県猿島郡五霞町元栗橋7514
　TEL（0280）84-3511

越谷工場
　〒343-0851  埼玉県越谷市七左町4-301
　TEL（048）989-1221

苫小牧工場（株式会社コスモグラフィック）
　〒053-0051  北海道苫小牧市明野元町2-21-2
　TEL（0144）55-8855

鶴ヶ島工場
　〒350-2201  埼玉県鶴ヶ島市富士見6-2-12
　TEL（049）286-6060

川島ソリューションセンター
　〒350-0151  埼玉県比企郡川島町八幡6-13-2
　TEL（049）291-0200

京都工場（共同印刷西日本株式会社）
　〒613-0032  京都府久世郡久御山町栄2-1-204
　TEL（0774）41-2521

守谷第一工場／守谷第二工場
　〒302-0118  茨城県守谷市立沢1932
　TEL（0297）45-2681

小田原工場
　〒250-0216  神奈川県小田原市高田288
　TEL（0465）42-1551

相模原工場
　〒252-0146　神奈川県相模原市緑区大山町4-1
　TEL（042）703-6177

和歌山工場
　〒643-0023  和歌山県有田郡有田川町熊井560-2
　TEL（0737）52-7211

磯原工場（常磐共同印刷株式会社）
　〒319-1541  茨城県北茨城市磯原町磯原1564
　TEL（0293）42-4121

越谷工場

苫小牧工場（株式会社コスモグラフィック）

川島ソリューションセンター

小田原工場

和歌山工場

五霞工場

鶴ヶ島工場

京都工場（共同印刷西日本株式会社）

守谷第二工場

磯原工場（常磐共同印刷株式会社）
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■各種認証取得 事業所一覧（2017年4月1日現在）

共同印刷グループでは、お客さまに安心と満足をお届けするた
め、品質マネジメントシステム（ISO9001）、環境マネジメントシステ
ム（ISO14001）、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS／
ISO27001）などの各種認証取得に注力し、事業拡大へ積極
的に取り組んでいます。

● ISO9001
・鶴ヶ島工場
・川島ソリューションセンター
・小田原工場
・相模原工場
・和歌山工場
・共同製本（株）

● ISO14001
・共同印刷（株）
※共同事業者として、（株）コスモグラフィック、共同印刷
製本（株）、デジタルカタパルト（株）、共同印刷西日本（株）、
常磐共同印刷（株）、共同物流（株）、共同総業（株）、共同
印刷ビジネスソリューションズ（株）が認証範囲に含まれます。

● ISMS／ISO27001
・ビジネスメディア事業部 製造本部
・京都工場（共同印刷西日本（株））

● BCMS／ISO22301
・ビジネスメディア事業部 本社オフィス
・川島ソリューションセンター

●プライバシーマーク
・共同印刷（株）
・（株）コスモグラフィック
・共同印刷西日本（株）
・共同エフテック（株）
・共同物流（株）
・共同印刷ビジネスソリューションズ（株）
・共同製本（株）（SAPPS）

● FSCⓇ COC認証
・本社オフィス
・小石川工場
・五霞工場
・鶴ヶ島工場
・川島ソリューションセンター
・守谷第一工場

〈委託先工場として登録〉
・共同印刷製本（株）

KP’s 
PROFILE

■共同印刷グループ

〈子会社〉

（株）コスモグラフィック　東京都文京区
　プリプレス、デジタルソリューション

共同印刷製本（株）　茨城県猿島郡五霞町
　印刷、製本、加工

デジタルカタパルト（株）　東京都文京区
　デジタルデバイス向けデジタルコンテンツの制作ほか

共同印刷西日本（株）　大阪府大阪市
　印刷、データプリント・BPO業務

共同エフテック（株）　愛知県名古屋市
　 カード発行および発送を含むBPO業務

常磐共同印刷（株）　茨城県北茨城市
　印刷、チューブ容器の製造

共同NPIパッケージ（株）　茨城県守谷市
　ラップカートン、ティシューカートンなどの紙器製品の製造

共同物流（株）　東京都文京区
　梱包、輸送、保管

共同総業（株）　東京都文京区
　不動産賃貸および管理、損害保険など代理業

共同印刷ビジネスソリューションズ（株）　東京都文京区
　システム開発・運営、ソリューションビジネス、コールセンター、BPO業務

〈海外子会社〉

共印商貿（上海）有限公司　中華人民共和国上海市
　機能性包装材料を中心とした販売および輸出入

KYODO PRINTING （VIETNAM） CO. LTD. 
　ベトナム社会主義共和国ドンナイ省
　チューブ容器の製造

〈関連会社〉

共同製本（株）　東京都文京区
　製本

PT Arisu Graphic Prima　インドネシア共和国東ジャワ州スラバヤ市
　チューブ容器の製造

（株）バイオネット研究所　東京都立川市
　ソフトウェアの受託開発

会社概要
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■各種認証取得 事業所一覧（2017年4月1日現在）

共同印刷グループでは、お客さまに安心と満足をお届けするた
め、品質マネジメントシステム（ISO9001）、環境マネジメントシステ
ム（ISO14001）、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS／
ISO27001）などの各種認証取得に注力し、事業拡大へ積極
的に取り組んでいます。

● ISO9001
・鶴ヶ島工場
・川島ソリューションセンター
・小田原工場
・相模原工場
・和歌山工場
・共同製本（株）

● ISO14001
・共同印刷（株）
※共同事業者として、（株）コスモグラフィック、共同印刷
製本（株）、デジタルカタパルト（株）、共同印刷西日本（株）、
常磐共同印刷（株）、共同物流（株）、共同総業（株）、共同
印刷ビジネスソリューションズ（株）が認証範囲に含まれます。

● ISMS／ISO27001
・ビジネスメディア事業部 製造本部
・京都工場（共同印刷西日本（株））

● BCMS／ISO22301
・ビジネスメディア事業部 本社オフィス
・川島ソリューションセンター

●プライバシーマーク
・共同印刷（株）
・（株）コスモグラフィック
・共同印刷西日本（株）
・共同物流（株）
・共同印刷ビジネスソリューションズ（株）
・共同エフテック（株）
・共同製本（株）（SAPPS）

● FSCⓇ COC認証
・本社オフィス
・小石川工場
・五霞工場
・鶴ヶ島工場
・川島ソリューションセンター
・守谷第一工場

〈委託先工場として登録〉
・共同印刷製本（株）

共同印刷ならびにグループ会社は、「印刷事業を核に、生活・文化・情報産
業として社会に貢献する」ために、以下に掲げる指針に基づき行動する。

1．信頼される企業
・お客さま、株主、取引先、社員、地域社会などとの信頼関係の確立に努め、ともに歩む
ことを重視する。

2. 倫理を大切にする企業
・経営者および全社員は、法令を遵守するとともに企業倫理の重要性を認識し、業務を
遂行する。

3. 安全性に配慮し、品質保証と情報管理を徹底する企業
・社会のニーズを的確に把握し、クオリティーの高い製品とサービスを、安全性に十分
配慮して、開発、提供する。

・会社、お客さま、取引先に関連して発生または取得したすべての情報の取り扱いに
あたっては、徹底した管理を行う。

4. 公正で透明性のある企業
・公正にして自由な競争理念を良く理解し、市場の健全な進歩、発展に寄与する。
・政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。
・有用で信頼性のある情報を積極的に開示し、株主をはじめとし広く社会とのコミュニ
ケーションを図る。

5. 環境に配慮する企業
・環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要件で
あることを認識し、持続可能な社会の構築に向けて主体的に行動する。

6. 社会貢献活動を行う企業
・「良き企業市民」として、積極的に社会および地域貢献活動の実践に努める。

7. 人間を尊重する企業
・「人を大切にする企業」として、従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全
で働きやすい環境を確保する。

8. 健全な社会秩序の維持を重視する企業
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、一切関係を
持たない。

9. 海外の文化や慣習を尊重する企業
・事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法律の遵守、人権を含む各種の国際
規範の尊重はもとより、海外の文化や慣習を尊重する経営を行う。

10. 経営トップの責務
・経営トップは、グループ企業を含めた実効ある社内体制の整備を行い、本憲章で掲げ
た項目の周知徹底を図り、取引先にも理解を求める。
・本憲章に反する事態が発生した時は、経営トップ自らが問題解決にあたり、再発防止
に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、自らを含め
て厳正な処分を行う。

2003年7月に企業倫理委員会を発足させ、相談窓口として「倫理相談室」を開設し、
体制を強化しました。

共同印刷グループ「企業行動憲章」
2003年5月28日制定
2011年4月 1日改定
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 ● 1897（明治30）
  博文館主大橋佐平、自社の書籍・雑誌を印刷するため、
  共同印刷の前身である博文館印刷工場を京橋区竹川町（現銀座6丁目）に創設。

 ● 1898（明治31）
  小石川区久堅町（現本社所在地）に移転し、合資会社博進社工場と改称。

 ● 1905（明治38）
  博文館印刷所と改称。これを機に博文館印刷工場から脱皮。

 ● 1918（大正7）
  博文館印刷所を株式会社に改組。

 ● 1925（大正14）
  博文館理事大橋光吉が創設した美術印刷中心の精美堂と合併して、
  共同印刷株式会社を設立。総合印刷工場として大量生産体制を確立した。

 ● 1932（昭和7）
  民間印刷会社で初めて研究室を設けた。
  のちに、平凹版やタイプポジなどの画期的な技術が開発される。

 ● 1935（昭和10）
  本社工場全体が完成。紙の印刷だけでなく、布と金属の印刷も開始して
  「東洋一の印刷のデパート」と称されるに至る。

 ● 1945（昭和20）
  空襲により壊滅的な打撃を受ける。直ちに復興に着手。

 ● 1946（昭和21）
  大蔵省印刷局より日本銀行券（紙幣）の印刷を引き受ける。

 ● 1950（昭和25）
  ビニール印刷と金属チューブの製造・印刷を開始。
  東芝機械と共同で開発した8色グラビア輪転機を導入、
  多色グラビア印刷のパイオニアとなる。

 ● 1960（昭和35）
  印刷技術を応用した木目化粧板の実用化（1956）に続き、
  金属化粧板の実用化にも成功。

 ● 1963（昭和38）
  電子製版システム「PDIカラースキャナー」を導入。
  東証第1部に上場。
  関西地区の商業印刷工場として、
  大阪に近畿共同印刷（現 共同印刷西日本）を設立。

 ● 1964（昭和39）
  金属チューブ製造の専門工場として、神奈川県に小田原工場を開設。

 ● 1968（昭和43）
  金属容器の製造・印刷工場として、埼玉県に越谷工場を開設。

 ● 1972（昭和47）
  建材用化粧板の専門工場として、茨城県に常磐共同印刷（株）を設立。

 ● 1979（昭和54）
  小田原工場にラミネートチューブ製造ラインを導入、稼働開始。

創設当時の博文館印刷所（明治38年）

日本万国博覧会に出展
（昭和45年）

昭和7年頃の共同印刷

活版の文選（昭和20年代）

戦後、共同印刷が印刷した日本銀行券

写真協力：（株）博文館新社

博文館印刷所 写真科内カメラ室（大正5年頃）
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お客さまとともに、
次の ｢ 今 ｣を創るために。
これからの時代に求められるもの、多くの人々の心を捉えて離さないものをお客さまとともに創りだしていきたい。

その過程における悩みや喜びも共有していきたい。

そして、｢共同印刷といっしょに仕事をして良かった｣と言っていただける私たちでありたい。

長い歴史の中で培ってきた情報加工技術、いつも新しいことに挑戦していく柔らかな発想で

共同印刷は今日も走り続けます。

相模原工場

ベトナム工場

	●	 1981（昭和56）
		 ビジネスフォーム・証券・カード製造の専門工場として、埼玉県に鶴ヶ島工場を開設。

	●	 1982（昭和57）
		 印刷機用ロボット（パレタイジングロボット）を開発。
		 工場内への装備とともに外部への販売を開始。

	●	 1985（昭和60）
		 鉄道用プリペイドカードの製造を開始。

	●	 1987（昭和62）
		 紙器・軟包装材の製造・印刷工場として、茨城県に守谷工場を開設。

	●	 1991（平成3）
		 ラミネートチューブ製造工場として、和歌山県に和歌山工場を開設。

	●	 1993（平成5）
		 出版・商業印刷の専門工場として、茨城県に五霞工場を開設。

	●	 1997（平成9）
		 創業100周年を迎える。

	●	 2001（平成13）
		 情報処理加工への対応強化のため、
		 埼玉県に川島工場（現 川島ソリューションセンター）を開設。

	●	 2002（平成14）
		 川島工場がISMS（ISO27001）の認証を取得。
		 五霞工場、第1回印刷産業環境優良工場表彰にて｢経済産業大臣賞｣受賞。

	●	 2003（平成15）
		 共同印刷グループ｢企業行動憲章｣と｢倫理綱領｣を制定。

	●	 2007（平成19）
		 デジタル撮影スタジオ｢播磨坂スタジオ｣オープン。

	●	 2008（平成20）
		 本社事業所、地球温暖化対策で東京都から表彰。

	●	 2010（平成22）
		 守谷工場に医薬・産業資材棟（現 守谷第二工場）開設。

	●	 2011（平成23）
		 当グループ西日本エリアの拠点、営製一体の共同印刷西日本（株）設立。

	●	 2012（平成24）
		 中国・アジア地域の営業活動拠点として、
		 中華人民共和国に共印商貿（上海）有限公司を設立。

	●	 2014（平成26）
		 機能性チューブ製造拡大のため、神奈川県に相模原工場を開設。
		 東アジア市場におけるラミネートチューブ製造を中心とした事業拡大のため、	
ベトナム社会主義共和国に	KYODO	PRINTING	（VIETNAM）	CO.LTD.	を
設立。

	●	 2017（平成29）
		 日本製紙（株）との合弁事業会社、共同NPIパッケージ（株）設立。

パレタイジングロボット

五霞工場全景

播磨坂スタジオ

データプリント（川島ソリューションセンター）
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