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この会社案内は高精細表現を実現するフェアドットで印刷しています。
表紙にはUVニス加工および疑似エンボス加工を施しています。

本社（工場）

東京営業所

福岡営業所

 

熊 本 営 業 所

〒800-0064 北九州市門司区松原３丁目５番８号

TEL.093（372）3333（代） FAX.093（372）3201

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2丁目105番地 ワテラスアネックス9F

TEL.03（6206）9221（代） FAX.03（6206）9216

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東３丁目１番２６号 博多駅イーストプレイス１Ｆ

TEL.092（475）1511 FAX.092（475）1512

〒862-0962 熊本市南区田迎１丁目７番１号

TEL.096（370）3051 FAX.096（370）3052

ア　ク　セ　ス JR小倉駅 新幹線口より車で約8分　JR門司駅 北口より車で約5分

北九州都市高速道路 小倉駅北 出入口より約10分

① 無料のアプリ「ARcube」を
　 ダウンロードしてください。

このサービスは2021年3月末までとなります。

ARcube

iPhone、iPadは「AppStore」
からダウンロードしてください。 

Android端末は「Google Play」
からダウンロードしてください。 

動画でご覧ください

AR

AR

② アプリを起動しＰ6、P11～14にあるアイコンの
    ついている写真にかざすと動画やeBookが見ら
   れます。

AR写真のアイコン
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当社は印刷技術をベースに、企画・デザインから制作・製本まで

ワンストップでみなさまのご要望にお応えしてまいりました。

デジタルシフトが進むなか、みなさまの想いをカタチにするため

今後もサービスの拡大に取り組んでまいります。

 
北九州と天神・博多で発行している「LUNCH PASSPORT」。

2013年創刊のフリーペーパー「北九州探訪録シリーズ」。

出版事業を通じて様々なマーケティング課題と自ら対峙しながら

みなさまをご支援するソリューションを実践で磨いております。

 
プロダクトとソリューションの両輪でみなさまのご期待に応える。

私たちが目指すのは、みなさまのビジネスパートナーです。

■代表あいさつ

代表取締役社長

西村 仁哉

● 株式会社ゼンリン
● 株式会社ゼンリンプリンテックス
● 株式会社ダイケイ
● 株式会社ジオ技術研究所
● 株式会社ゼンリンインターマップ
● 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ
● 株式会社ゼンリンデータコム
● ZENRIN USA, INC.
● ZENRIN EUROPE GｍｂH

■ゼンリングループ
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更新

更新

更新

導入

取得

小倉製本所を解散と同
時に、株式会社天地堂
印刷製本所を設立

ハイデルベルグ
両面LED-UV8色機導入

平成26年4月

プライバシーマーク認証取得
平成21年10月

本社及び工場を北九州市小倉北区から同
市門司区に移転
株式会社ゼンリン傘下の西日本美術精版
株式会社を合併し、社名を株式会社ゼンリ
ンプリンテックスに改める。また、株式会
社ゼンリンの住宅地図印刷関連部門を全
面移管

平成4年4月

株式会社一文字印刷所と西部印刷
株式会社の傘下二社を合併して一
文字印刷株式会社と改称し、木村産
業株式会社より軽印刷部門を新会
社に移管する等、グループ各社関連
事業の統廃合を行う
エネルギー棟にガスコージェネレー
ションシステム設置

平成12年4月

株式会社一文字印刷所を株式
会社ゼンリンプリンテックスの
グループ傘下とする

株式会社ワークスを株式会社ゼン
リングループ傘下とし、企画・デザ
イン部門を株式会社ゼンリンプリン
テックスに移管

西部印刷株式会社を株式会社ゼン
リングループ傘下とする
株式会社ゼンリン傘下の木村産業
株式会社に株式会社ゼンリンプリ
ンテックス軽印刷部門を移管し、株
式会社ゼンリンプリンテックス運営
面で実質的に株式会社ゼンリンプ
リンテックスのグループ傘下とする

輪転機工場棟を新設し、高速
オフセット輪転機2台導入

平成7年7月

平成7年10月

リョービMHIグラフィックテクノロジー
両面4色機3台更新

平成27年9月

三菱重工印刷紙工機械
オフセット輪転機2台更新

平成28年7月

ミューラー・マルティニ
中綴じ機更新

令和元年8月

富士ゼロックス
デジタル印刷機導入

平成29年3月

FSC®森林認証
（CoC認証）取得

平成30年10月

熊本市南区田迎1丁目7番1号

東京都千代田区神田淡路町2丁目105番地 ワテラスアネックス9F

北九州市門司区松原3丁目5番8号本　社（  工  場  ）

福岡市博多区博多駅東3丁目1番26号 博多駅イーストプレイス1F

2007
2005

2002
2001

2000
1996

1995
1992

1984
1947

1940

2009
2011

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

株式会社ゼンリンのグループ
傘下となる

小倉製本所を開業、
製本を主体とした
営業を開始

昭和59年9月

ハイデルベルグ

三菱重工業
両面8色機導入

■会社沿革
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印刷物にスマートフォンをかざすと
動画や音楽などが再生されるAR
サービス。
チラシ・ポスター・カタログでは、
伝えきれない詳細情報などを動画
で紹介したり、Webサイトへ誘導
させることができますので、宣伝効
果をさらに高めます。

チラシやカタログなどを印刷物 
のイメージのままWebサイトで
ご覧いただけます。
印刷データを流用しますので、
低コストでご利用いただけます。

お客様とのコミュニケーションを大切にし「何が必要か・
何が最も効果的か」を考え、ご提案を致します。
既存の仕組みにとらわれない創造性と一歩先を見つめる
企画・デザインや、制作技術上の効率化など、製品のお届け
までを一貫して取り扱い、きめ細かなプランのご提供を目指
しております。

〈営業・企画・デザイン〉

お客様の満足を原動力に、高品質の印刷はもちろん、コンテ
ンツ制作・データベース構築・販促活動のサポート等、幅広い
対応で、お客様のご要望にお応えします。

お客様に求められるパートナーに

出 版

クロスメディア

当社では、地域活性化に向けた取り組みの一環として、
情報誌「ランチパスポート」・「北九州探訪録（まちぶらマップ）」を定期発行しています。

ランチパスポート

北九州探訪録（まちぶらマップ）地域応援マガジン

印刷物と電子メディアの連携

年4回発行　　北九州版 　　　4月・7月・10月・1月
天神・博多版　 　5月・8月・11月・2月

定　　価

特　　長

企画事例

特集事例

小倉南区 年4回 若松区 年4回 戸畑区 年2回 八幡東区 年2回 関門・山口地区 年2回

920円＋税 販　　売 各市内書店・コンビニ他

●
●
厳選ホテルの高級ランチが税込1,000円で食べられる「ホテルdeランチ」
百貨店創業80周年記念コラボ企画

北九州市内4区＋関門・山口地区（たびゅーと）を発行
各地域の歴史・文化・人にスポットを当てた特集情報を多数紹介
定期的な発行と無料配布により、広告媒体としても好評をいただいております

南都 Vol.25 
～個性が満ちるまち～
「小倉南区制45周年」

飛幡 Vol.10
「戸畑タイムトラベル」

虹色八景 Vol.10
SDGs×地域創生
「未来を拓く、夢を耕す」

たびゅーと Vol.17
「心に残したい風景」

利用者 飲食店 広告スポンサー
通常700円以上のランチが税込500円で食べられる
２・３回利用すれば元がとれる
寿司からラーメンまで約90店舗のランチから選べる
3か月間、１店舗3回まで毎日利用できる

掲載料無料
来店のきっかけづくりができる
利用者のリピートが期待できる
夜の集客につなげることができる

3か月間、毎日携帯しているので
広告の閲覧率が非常に高い
ランチパスポートとタイアップした
新商品お試し企画にも最適

● ● ●

ARサービス eBookサービス● ●

※その他、創業物語・地産品紹介・観光・ドライブコース紹介・各区イベント紹介など豊富な情報をお届けします。

※「ランチパスポート」は株式会社ほっとこうちにより商標登録されています。【登録第5513615号】
※「ランチパスポート」シリーズは17都道府県25エリアで累計約500万部発行されています（2020年3月現在）

関門・山口
旅の情報誌

若松物語 Vol.27 
-さよならクンロク-
「蒸気機関車の時代」

イメージを「カタチ」に、お客様の課題を解決
印刷物のデザイン、イベント企画や販促活動にいたるまで、幅広い経験・実績を持つ
営業とデザイナーが、お客様のニーズに最適なプラン＆デザインをご提案します。 未

AR

AR
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印 刷 事 例

SDGs（持続可能な開発目標）への貢献

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、2015年
9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェ
ンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可
能な世界を実現するための17のゴールから構成されています。

環境対応製品

Print Solution

Digital Solution

Map Solution

www.

SALE

FSC（Forest Stewardship Council®：森林管理協議会）の定めた認証基準に従い、適切に管理された
森林、再生資源、およびその他の管理された供給源からの原材料から製造された用紙（FSC森林認証紙）
を使用し、FSC森林認証製品の証である「FSCラベル」を表示した印刷物です。
違法伐採や森林破壊に加担することなく、持続的な森林経営や林業の間接的な支援となり、CSR（企業
の社会的責任）活動の一つとして、環境へ配慮する企業姿勢を示すことができます。
製造は、審査機関から認証を受けた企業にて行う必要があり、当社は認証を取得しています。

FSCⓇ森林認証対応印刷物

■紙代替製品

石灰石を主原料とし、紙・プラスチックの代替となる
持続可能な社会に貢献する日本発の新素材「ライメックス」

環境問題へ貢献
製造・焼却における二酸化炭素の発生を抑え、気候変動の
抑制に貢献。循環・再利用し続けることでゴミを減らし、
循環型社会の構築に貢献

環境問題へ貢献
製造・焼却における二酸化炭素の発生を抑え、気候変動の
抑制に貢献。循環・再利用し続けることでゴミを減らし、
循環型社会の構築に貢献

資源枯渇問題へ貢献
従来の紙やプラスチックと比べて、水や森林、
石油の使用量を削減して製造することができ、
枯渇資源の保全に貢献

資源枯渇問題へ貢献
従来の紙やプラスチックと比べて、水や森林、
石油の使用量を削減して製造することができ、
枯渇資源の保全に貢献

紙と比べ、高い耐水性・耐久性を兼ね備えているため、
雨や屋外の使用にも優れています。
紙と比べ、高い耐水性・耐久性を兼ね備えているため、
雨や屋外の使用にも優れています。

LIMEX
ライメックス

メニュー表
・お客様が手に取る頻度が高い
・飲食物による汚れが付きやすい
利点
普通紙にラミネート加工する場合と
比較してコストメリットが高い

・災害時のハザードマップ
・スポーツイベント等の会場マップ
利点
雨や泥への耐久・耐水性アップ

利点
水や湿気に強く、折り曲げにも強い

ポスター・POP
・雨、風にさらされる屋外の設置

利点
印象に残る・環境対応をアピール

・独特の手触りと質感

マップ 名刺・カード類

■プラスチック代替製品

ＬＩＭＥＸによるSDGsへの貢献項目

近年問題となっている石油由来樹脂の使用量削減に貢献出来ます。
LIMEX シートと同様、可燃物として焼却することが可能です。
※各自治体のガイドラインに沿った処分をお願いします。

近年問題となっている石油由来樹脂の使用量削減に貢献出来ます。
LIMEX シートと同様、可燃物として焼却することが可能です。
※各自治体のガイドラインに沿った処分をお願いします。

クリアファイル レジ袋・ゴミ袋 手穴付き袋

当社は事業を通じ、持続可能な社会の実現に向け、
「新たな価値」を提供します。

あじろ綴じ・中綴じ・糊綴じ。
さまざまなご要望に対応。

■ カタログ
イベント・プロモーションなど、
目的に合わせさまざまな
ご要望に対応。

■ ポスター・PRツール

会社案内・学校案内・病院案内他。
企画・デザインから、特殊な
折加工、ポケット処理など
さまざまなご要望に対応。

■ パンフレット
企画・取材・撮影・デザイン・
原稿整理・編集などの制作
工程から印刷・製本まで
一貫して対応。

■ 社史・年史

手配り用から折込み用まで
大小ロット・短納期・高品質に
対応。

■ チラシ・DM
PP加工・UVニスコートは製品の
光沢・耐久加工に最適。
UVニスでは、エンボス調の
仕上げにも対応します。
箔押し加工やシートパック加工も
ご相談ください。

■ 特殊加工・特殊折り

機能性・可読性を考慮し、情報が
伝わる、的確なWEBサイトを
提案。

■ WEBサイト
「動画で伝える」
動画の目的を明確にし、企画・
撮影・編集まで最適な表現を
提案。

■ 映像制作

設置場所やサイズなど
最適な製品を提供。
ターゲットに合わせた
コンテンツ制作にも対応。

■ デジタルサイネージ

高精度なゼンリン製地図を
活用し、最適な縮尺とデザインの
企画地図を制作します。

ドローンによる空撮。
これまでにない視点の映像を
もっと身近に、低コストで提供。

■ ドローン撮影

■ 企画地図
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バリアブル編集

編集作業

編集作業

会社案内・製品マニュアル・カタログ・ポスター・チラシ
等、一般商業印刷物用のデータ処理や、ラフ原稿からの組
版による編集業務に対応しています。使用するDTPソフト
は各種揃えており、デザイン編集の主流となるAdobe 
Illustrator、InDesignについては、最新バージョンの入稿
に対応しております。
また、お客様のご要望に合わせたWeb入稿システムや自動
組版システムの提供も行っています。

「印刷前に仕上がりイメージを手軽に確認したい」という
ニーズに対応したのがDDCP（ダイレクトデジタルカラー
プルーフ）です。標準的な印刷色イメージを数値管理し、常に
一定品質の仕上がりイメージをご確認いただけます。

デジタルカメラで撮影した画像データやプリント写真の
スキャニングデータを、色調整やCMYK分解することにより、
印刷に最適な画像データを作成します。また、お客様のご要
望に合わせ、画像修正や写真合成なども、専門のスタッフが
行います。

編集
当社ではダイレクトメールなどの可変する宛名編集などに
も対応しています。独自で開発したソフトを使用しバリアブ
ル編集を行うため、お客様のご要望に合わせた編集にお応
えすることができます。

バリアブル編集

お客様からお預かりした原稿をもとに、校正専門のスタッフ
が文字・色校正などを行います。
また、お預かりした原稿の用語のゆらぎや写真品質もチェッ
クし、お客様へ品質アドバイスを行っております。

校正

当社はＣＴＰ機を３台保有し、１日最大2,260版の刷版能力
を誇ります。高精細出力(AM・FMスクリーニング)が可能で
すので、ポスター、カタログ、美術書など、仕上がりに高いク
オリティが求められる印刷物もお任せください。

CTP（自動製版）

DDCP出力

スキャナ・画像処理

画像編集作業 DDCP出力

校正

CTP

編集作業

最新の自動製版システムを導入
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枚葉印刷機

2014年4月に導入し、印刷処理能力の向上と印刷後すぐ
に折りや断裁工程に引き継ぐことができ短納期にも対応し
ています。品質検査装置（3CCDカメラ）により品質保証を
実現しています。

ハイデルベルグ製 菊全判両面8色機（LED-UV）

ＵＶインキ（紫外線硬化型インキ）を使用し、紫外線を照射し
てインキを乾かします。油性インキに比べて耐摩擦性が高
く、4色＋特色（金・銀・ニスなど）印刷や擬似エンボス加工が
できます。

ハイデルベルグ製 CD102-5LX（UV・ニスコーター）

2015年9月に3台を刷新し、2/2C・4/0C等、多色印刷
の生産性と品質の向上を実現しています。

リョービMHIグラフィックテクノロジー製
A全判両面印刷機920シリーズ

B2判オフセット輪転印刷機を2台保有しており、B4ペラ・
B2シーター・長B3の印刷、ツーウェブ機能・32ページ（B5
判）の印刷丁合や、タブロイドサイズからマガジンサイズな
ど多種多様な機能を有しています。

輪転印刷機

3CCDカメラにより超微細な汚れやキズなども監視してい
ます。

品質検査装置

品質検査装置

豊かな色調を第一に高品質な枚葉印刷
菊全判両面８色機（LED-UV）を配備し、ハイスピードでハイクオリティーな印刷を実現します。

チラシやフリーペーパーを大量印刷
輪転印刷機は、印刷機の中でも短時間に大量の印刷ができるのが特長です。
B2サイズで毎時５１，０００枚の印刷ができます。

枚葉印刷機

ハイデルベルグ製 菊全判両面8色機（LED-UV）

リョービMHIグラフィックテクノロジー製
A全判両面印刷機920シリーズ

輪転印刷機

ARAR

三菱重工印刷紙工機械製
LITHOPIA MAX+ BT2-850SD
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仕上がりを決める各種製本ライン
印刷物製造の最終工程である製本。
印刷から断裁・折り・製本までのワンストップだから短納期を実現しています。

光沢加工で商品の美粧と保護を
PPフィルムを印刷紙面にコーティング。

製本ライン

ハイデルベルグ製 ST450中綴じ機（4鞍）

ミューラー・マルティニ製 プリメーラMC中綴じ機（9鞍） PP加工

光沢加工

1回の丁合いにて、最大640ページ（A4・B5）の製本が行
えます。

芳野製本ライン

「ミューラー・マルティニ（プリメーラMC）」、「ハイデルベルグ
（ST450）」2台とも毎時最高14,000回転の中綴じ機を
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中綴じ

印刷物にPPフィルムを熱圧着させるため、表面光沢と製品
の保護に優れています。
表面光沢では、つや出し・つや消しの2種類に対応してい
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製品例：カタログなどの表紙／書籍カバー／選挙ポスター

PP加工機

◎その他、箔押し（年史などの表題/商品券の不正
印刷防止ホログラム/名刺）・浮き出し等の特殊加工
にも対応しています。

折りの背に切り込みを入れて、中の紙を背固めして接着します。
無線綴じと比べて、本のノド側（開いたときの綴じ目側）の
強度が特徴です。

網代（あじろ）綴じ
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この会社案内は高精細表現を実現するフェアドットで印刷しています。
表紙にはUVニス加工および疑似エンボス加工を施しています。

本社（工場）

東京営業所

福岡営業所

 

熊 本 営 業 所

〒800-0064 北九州市門司区松原３丁目５番８号

TEL.093（372）3333（代） FAX.093（372）3201

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2丁目105番地 ワテラスアネックス9F

TEL.03（6206）9221（代） FAX.03（6206）9216

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東３丁目１番２６号 博多駅イーストプレイス１Ｆ

TEL.092（475）1511 FAX.092（475）1512

〒862-0962 熊本市南区田迎１丁目７番１号

TEL.096（370）3051 FAX.096（370）3052

ア　ク　セ　ス JR小倉駅 新幹線口より車で約8分　JR門司駅 北口より車で約5分

北九州都市高速道路 小倉駅北 出入口より約10分

① 無料のアプリ「ARcube」を
　 ダウンロードしてください。

このサービスは2021年3月末までとなります。

ARcube

iPhone、iPadは「AppStore」
からダウンロードしてください。 

Android端末は「Google Play」
からダウンロードしてください。 

動画でご覧ください

AR

AR

② アプリを起動しＰ6、P11～14にあるアイコンの
    ついている写真にかざすと動画やeBookが見ら
   れます。

AR写真のアイコン

company profile


