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情報資産のセキュリティ確保と
社会環境保全へ積極的に取り組み、
製品への付加価値をご提供します。

株式会社 広英社では、プライバシーマーク付与事業者
の認証に続き、情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS）の認証を受けました。
今後もお客さまからのお預かりした個人情報を含むすべ
ての情報について、情報資産のセキュリティを確保し、
お客さまにより一層の信頼とご安心をいただくために、
質の高いサービスをご提供し続けていきます。

Security　
−セキュリティ−

ISMS 認証マーク
（対象組織：営業本部）

プライバシーマーク

JAPAN COLOR 
−標準印刷認証取得−

広英 社印刷は、安定した印刷品質をご 提 供するため
「Japan Color 標準印刷認証」を取得しています。
標準印刷認証は、徹底した印刷機械のメンテナンスと多
岐にわたる数値管理を行うことで、安定した品質の印刷
物ができる工程管理能力について認証されます。
印刷品質の標準化により、品質の安定した印刷物を
スピーディーにお客さまにご提供できます。

Japan Color 認証制度とは
ISO に準拠し、日本のオフセット枚葉印刷における印刷色の
標準に基づいて認証を行うものです。
これにより、印刷物またはプルーフを作成するうえでの高い能
力を、対外的にアピールすることができます。
Japan Color 認証制度は、｢標準印刷認証｣、｢マッチング認
証｣、｢プルーフ運用認証｣、｢プルーフ機器認証｣ からなります。

ISO 準拠　　
印刷技術の標準化を推進し、
印刷品質の安定と生産性向上を目指すツール

認証番号 JC-S021904-02
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印刷業界でも注目を浴びる 【SDGs】。
環境課題や社会課題に配慮した
取り組みで、貢献しています。

「SDGs視点」で環境貢献

私たち広英社グループは環境に配慮した事業活動を積
極的に取り組んでおります。
資源のリサイクルへの取り組みとして、環境への負荷を
低減し環境汚染の防止に貢献する刷版設備をはじめ、
揮発性有機化合物を発生させないノン VOC インキの
使用や印刷による環境保全活動への推進とお客さまへ
のご提案を行っております。

Environment　
−環 境−

クリオネマーク 
ゴールドプラス

（環境保護印刷）

FSC® 森林認証マーク
（CoC 認証）

環境配慮型インキ
（大豆油インキ・植物油インキ）

大豆油インキはアメリカ大豆油協会の
ソイシール認定インキです。また、植
物油インキは大豆油を含む再生可能な
植物油やそれらを主体とした廃食用油
等をリサイクルした再生油を使用して
います。

ノン VOC インキマーク
（VOC ゼロインキ）

リサイクル対応型印刷物
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グラフィック

高品質なデザインワークで
信頼と実績を構築しています。

■カタログ／パンフレット／チラシ

■カレンダー／バインダー／ファイル

企画制作
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AR（拡張現実）サービス

スマホをがざして画像や映像が見られます。
紙媒体とリンクさせれば効果倍増。

●商品紹介　 ●フォトフレーム　 ●観光 PR・地方創生 
●案内マップ　 ●社内報  ●説明・操作動画
●クーポン活用　 ●ランダム機能など

WEBサイト

Web 業界の社会への浸透により、お客様が求めるさまざ
まなニーズは、より高まっています。このような状況下にも、
私たちは今まで培ってきた経験と実績を活かして、お客様の
目的に合った Web サイトをご提案しています。

電子ブックサービス

当社での印刷物はもちろん、PDF や刷り物からでも作成で
きます。また、さまざまなオプション機能を付けることもで
きます。詳しくは専用パンフレットをご覧ください。

撮影、 取材、コピーライト、イラスト作成等も柔軟対応

デザイン制作をする上で、写真またはイラストやコピーライト等は誌面構成をしていくのに必要な材料です。
お客さまからご支給いただく原稿以外で、このような材料が必要になった場合のイラスト作成や撮影・取材等も
お任せください。
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販促効果を上げるツールを
制作しています。

パッケージ・SPツール

SP ツール関連は BtoC が中心のような印象がありますが、
販売店向けのツールをデザインするなど、BtoB の SP デザ
インもあります。平面デザインに留まらないスキルを持って
展開しています。

企画制作
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スマートフォンケース

缶バッジ

MDF（ファイバーボード）キーホルダー

芝生アクリルスタンド

オリジナルクリアファイル

かけラバ ( アンブレラマーカー )

モーテル ID キーホルダー

アクリルパスケース

色紙

ミニタペストリー

8mm 厚アクリルキーホルダー

ペーパースマホスタンド

オリジナルデザイングッズ

アニメ・ゲーム・漫画・企業のキャラクターのグッズのデザ
イン、製作だけでなく、 グッズやデザインのご提案も行って
おります。独自の視点から弊社にしかできない、お客様の
ニーズに合ったグッズ、デザインをご提案します。
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製 版

先進の機器と経験豊富なオペレーターを揃え、スキャニング、出力、色校正、さらには外部からのデータ入稿にも対応。
また、企画制作部と連携して原稿受注から制作・製版までを一本化することで、制作時間の短縮、コストダウンにも
貢献します。

見分けがつきにくく、修正箇所を見落とす
危険が高い色校正等の段階での課題をクリ
アするために、より確実な変更箇所の検版
を可能にするシステムを導入しています。

❶ 差異強調
前回データと最新データを並べて表示。
変更された箇所をハイライトで強調します。

❷ アオリ検版
前回データと最新データを同じ場所で交互
に切り替えながら表示します。

❸ 分版表示
版ごとの修正確認や修正漏れチェックも
簡単です。

最新鋭設備とソフトウエアで
高品質・低コストをご提供します。

デジタル検版システムでより確実な変更箇所の検査を強化
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● デザイン制作からお任せください

● スペシャルカラープリント
　 ホワイトトナー・クリアトナー・ネオントナー

● 多彩な用紙に対応
　 普通紙・コート紙・凸凹紙などの用紙種類や用紙厚

● ハガキから長尺用紙まで出力対応
　 サイズ：100 × 139㎜〜 330.2 × 487.7㎜　長尺サイズ：最大 1260㎜

● バリアブル処理ができます

● 封筒の刷り込み

● 製本・加工
　 マルチポジションステープル（4種）・中綴じ・二つ折り・A4三つ折り・Z折り・2穴パンチ

● 常備紙は無料

● 校正出力 2 枚まで無料

お持込みデータはもちろん、デザイン制作からも承ります。
少量で高品質印刷や自分でデータ作成ができないというご要望にお応えします。

KOEISHA Print on Demand

ネオントナー使用時（ピンク）

クリアトナーなし

ホワイトトナーなし

クリアトナーあり

ホワイトトナーあり

オンデマンドプリントで必要なときに必要なだけ印刷
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H-UV L（LED）
両面10色機

H-UV は排気ダクト不要のため、工場内はクリーンな環境で最新鋭の印刷機を 24 時間フル稼働させています。
少量印刷から大量印刷まで、ハイクオリティかつスピーディな印刷を可能にする高い処理能力を誇っています。

● 高速と高品質の安定性と素早い準備時間をあわせ持つ両面ワンパス印刷機
● 用紙反転のない両面ワンパスの機械構成は、反転機に必要な天地方向の余白が不要なため用紙の有効活用に貢献
● 反転切り替えやエア調整などが不要で切り替え時間も短縮
● 全色同時版交換装置搭載で印刷準備時間を大幅に短縮
● 乾燥システム H-UV L（LED）搭載で速乾印刷を可能にし、短納期対応を実現

両面専用に特化した究極のUV搭載10色印刷機

印 刷

24時間一年中、全台フル稼働のタフな環境です。

眠りを忘れて稼働する高性能H-UV機
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紫外線照射で即時乾燥するため、インキの乾きが遅い特殊紙（アルグラス、ヴァンヌーボ 他）などのラフ系も短時間で仕上がります。
また、半透明でのシビアな両面印刷も、同時に印刷するため表裏の版ズレがありません。

H-UV
両面8色機

多彩なH-UV機を稼働して
お客さまのニーズにお応えします。

H-UV印刷の利点をそのままに、両面印刷ならではの高品質な仕上がり

印 刷

自動見当合わせ装置（全台装備）
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品質管理体制（事故防止機能）

高品質の製品をお客さまにお届けするまで、管理体制の一環としてナンバリング印
字と色調管理装置を通したナンバリング測定機能によるトレーサビリティシステム
を実施しており、一枚一枚徹底した品質維持と事故防止につなげています。
＊ 500 枚毎の抜き取りを品質管理で目視確認後、2 ヶ月保管しています。

ナンバリング設定入力画面

LED により、印刷準備時間の短縮・損紙の低減・印刷工程の短期化をさらに向上させ、「究極の小ロット・短納期対応」の両立を
高次元で実現します。また、印刷時に放出される VOC などの有害化学物質の低減、騒音低減など、より環境負荷の少ない環境
配慮型の印刷機です。

高品質・高生産性をさらに極めた
人に環境にやさしい環境配慮型の印刷機。

２機あるH-UVL（LED）で究極の小ロット・短納期対応を実現

H-UVL（LED）
片面5色機
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H-UVL（LED）
片面5色機

印 刷

高品質と速乾性で納期短縮に貢献！
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片面/両面
デジタル印刷機

● 高い出力解像度
　  1200 × 1200 dpi

● 幅広い紙厚寸法
　  0.06 〜 0.60㎜（片面時）
　  0.06 〜 0.45㎜（両面時）

● 印刷速度
　  3,000sph（片面時）
　  1,500sph（両面時）

● 最大印刷用紙
　  585 × 750㎜

● オフセットに迫る高品質
　  商業印刷の他、パッケージ印刷にも威力を発揮

● 優位性
　  バリアブル印刷、刷版レス、最少損紙数

菊半裁寸延サイズのデジタル印刷を実現。従来の A3 サイズ機ではカバーできなかった半裁サイズのポスター、複数面付のページ
物印刷やパッケージ印刷が可能になります。また、片面 4 面だけではなく、両面 8 面付にも対応。
さらに、特殊加工の用紙（エンボス紙やキャンパス地のような用紙など）でも、コントラストを強調する印刷が可能です。

オフセットとデジタル印刷との融合で
幅広いニーズに対応。

小ロットで多品種の印刷が可能なUV（LED）インクジェットデジタル印刷機
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2 ラインの綴じ加工

加工／配送

お客さまのあらゆるニーズを想定し、さまざまな加工設備を取り揃えております。必要時にはすぐれたマンパワーを
即時集められる体制もつねに整えており、印刷物のクオリティをさらに高める加工を実現します。
また、配送部門との連携のもと、受注から配送までをコンピュータで一元管理し、迅速で確実に印刷物がお手元に
届くまで責任を持ってマネジメントしています。

充実の設備で丁寧に仕上げた大切な製品を
一貫したワークシステムで納品します。

小ロット製品から生産加工まで幅広く、さまざまな素材に対応するマルチカッティングマシンです。
UV インクジェットデジタル印刷と連携することで、印刷からカッティングまで効率よく生産できます。

上記の作業動画がご覧いただけます。

平型カッティングマシン

https://youtu.be/-rD4NOP52rU
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断裁加工 折り工程 綴じ工程

品
質
検
査

出口検品抜き取り検品

仕上げの断裁時に 2 冊に切り分けること
で、CD の説明書やアドレス帳などの小
さな製本も可能。
効率的な作業対応が特徴です。

豆本もこなす 2 丁製本

乱丁・落丁防止センサ（中綴機）
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昭和54年12月　東京都文京区千石に資本金500万円で法人設立

昭和57年11月　資本金を2,000万円に増資

昭和60年  2月　東京都足立区江北に印刷工場を開設

昭和61年  4月　東京都荒川区東日暮里に製版部を開設

昭和63年11月　印刷部門を分社化し、株式会社広英社印刷を設立

平成  1年  9月　埼玉県鳩ヶ谷市に印刷工場を移転
　　　　　　　  刷版・印刷・加工・製本と一貫生産ラインを確立

平成  1年10月　資本金を5,000万円に増資

平成  9年  7月　資本金を１億円に増資

平成10年10月　企画デザイン及びDTP制作部門を分社化し、
　　　　　　　  株式会社広英社インタラクティブを設立

平成10年12月　東京都文京区白山1-13-7に本社移転

平成12年  8月　広英社印刷が埼玉県川口市に移転

平成17年  9月　関連会社を含む全部門でISO9001：2000の認証
を取得

　　　　　　　  （平成21年8月認証登録を辞退）

平成18年  3月　FSC®森林認証（CoC認証）を取得

平成19年  4月　プライバシーマーク付与認定を取得

平成21年  3月　環境保護印刷マーク（クリオネ ゴールドプラス）を
認証取得

平成24年  3月　ハイブリッドUV5色印刷機を導入

平成24年  8月　情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の
認証取得

平成25年10月　ハイブリッドUV5色印刷機を増設

平成28年  8月　ハイブリッドUV両面8色印刷機を増設

平成30年  7月　ハイブリッドUV L両面10色印刷機を増設

令和  2年  5月　UVインクジェットデジタル印刷機を導入

令和  3年  6月　ハイブリッドUV L5色印刷機を入替

令和  4年  7月　ハイブリッドUV L5色印刷機を入替
　　　　　　  　平型カッティングマシンを導入

設　　　立　昭和54年12月

資　本　金　１億円

代　表　者　代表取締役　牧野喜彦

従　業　員　160名

事 業 内 容　【商業印刷全般】
　　　　　　ポスター／カタログ／パンフレット・リーフレット

等の商業印刷物の企画デザイン制作／
 電子ブック／オンデマンド印刷

 【企業・学校関連】
　　　　　　会社案内／学校案内／周年記念誌／社史／
 CSR報告書／多言語パンフ／教材関連

 【エンターテイメント】
　　　　　　ファンクラブ会報／フォトブック／グッズデザイン／

BD・DVD・CDパッケージ関連／POP／フライヤー

 【流通・什器関連】
　　　　　　紙器・什器の設計・制作／パッケージデザイン／
 サイネージ／取説／シール・ラベル・ステッカー

 【商品開発・ノベルティ等】
　　　　　　クリアファイル／アクリルスタンド／缶バッジ／
 アクリルキーホルダー

 【Web制作全般】
　　　　　　Webサイト制作

 【撮影・編集】
　　　　　　商品撮影／取材・ロケ撮影／ビデオ撮影・編集

沿革 会社概要
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企画制作部
Macintosh（iMac）…21台

Windows…4台

オンデマンドプリンタ（RICOH Pro C7200S）…1台

CAD-MARK EV…1台

プロッタ（グラフテックCE600-40 PLUS）…1台

社内サーバ 20TB…1台

FTPサーバ 160GB…1台

ウィルスセキュリティサーバ…1台

DTP製版部
EQUIOS Online…1台

EQUIOS…1台

大日本スクリーンRIP（Trueflow）…1台

Macintosh（iMac/PowerMac G4） …4台

Windows…3台

SG8060AIカラースキャナ…1台

Lanoviaカラースキャナ…1台

インクジェットプリンタ（B0判対応）…3台

社内サーバ 2TB…2台

その他製版設備　一式

刷版部
CTPプレートセッタ（PT-R8800）（オートローダ付）…1台

CTPプレートセッタ（PT-R8600）（オートローダ付）…1台

インクジェットプリンタ（B0判対応）…1台

刷版絵柄面積率読取装置…1台

社内サーバ 3TB…1台

印刷部
小森菊全判ハイブリッドUV L両面10色機…1台

小森菊全判ハイブリッドUV両面8色機…1台

小森菊全判ハイブリッドUV L5色機…2台

小森枚葉UVインクジェットデジタル印刷機…1台

自動紙反転機（リョウエイ・ターナRSM-300型）…1台

菊全紙積み機（PJC-9）…1台

PDC-S分光式濃度管理システム…6台

加工・製本部
尾さこ368型中綴機（CCDカメラ式落乱丁防止センサ付）…2台

ジャッカルB全判断裁機…1台

ジャッカルA倍判断裁機…1台

スタール菊全判折機…2台

スタール菊半裁折機…1台

オリスター菊全判折機…2台

オリスター4/6半裁判折機…1台

B全自動紙揃機…1台

自動紙揃機NJP-130エアー抜A倍…1台

OHNISHI穴あけ機（4穴）…1台

ホリゾンVP66型スジ押し機…1台

ウチダ カウントロン2200…1台

その他製本設備　一式

平型カッティングマシン…1台

配送部
トラック…5台

フォークリフト…3台

設備概要
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〒113-0001 東京都文京区白山1-13-7
 TEL.03-5689-0230（代表）  FAX.03-5689-0240

（プライバシーマーク、ISMS認証取得）

［本社］

https://www.koeisha-net.co.jp/

この印刷物は、E3PAのゴールドプラス基準に適合した
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
E3PA：環境保護印刷推進協議会
http://www.e3pa.com

P09-0123

私たちは、高品質のご提供とともに、
情報資産や環境保全活動などにも
積極的に取り組んでいます。

（対象組織：営業本部）


