
出展メーカー及び機種
第57回　光文堂新春機材展

全国優秀メーカーの
最新鋭機材を一堂に

裏面へ→

●（株）アイセカンド
シール・ラベル印刷向け UV-LED 照射器 　
ハイパワーUV-LED照射器
●アコ・ブランズ・ジャパン（株）
Amiga52 HK 
Trusens 
FOTON30 
デスクトップラミネータ H355A3
●旭製版工業（株）
インクジェット製版フィルム作成システム　page1oneA3+
●（株）アソポリ
エアー看板 
ビームライト
●イートリム（同）
Straight Shooter
●イトーテック（株）
SC-1372 
RU4.0RAA
●伊原電子工業（株）
ポータブル白黒透過濃度計 T5 plus 
分光色差計 S300 
カラー反射濃度計 R750
●岩崎通信機（株）
Label Meister EM-250W 
インクジェットプリンタ CP-1000  
きりっ子 MC-22T Plus  
きりっ子 MC-01 
プリンタ AP-1170
●印刷タイムス（株）
印刷タイムスの配布 
販促アイデア製品の展示
●（株）ウィルジャパン
ステーショナリー等日用雑貨  
ノベルティ商品 
Pro Vision レーザーカットサービス案内(サンプル展示)
●ウエブテック（株）
高精度オフライン印刷品質検査装置 STS330
刷り出し・抜き取り検査装置 BISAI
●（株）ウチダテクノ
A200 
N2500 
WX-P 
SL-55 シュリンク 
nano+ 
iR-4Y 
CM4200i
●エイワ機工（株）
静電気対策及びウイルス対策用加湿機「クリーンウェッター」
●（株）エステック
SwiftPost（安全、大容量のデータ受け渡し用サーバー）
FSSサーバー(MacとWindows、混在環境で利用できるファイルサーバー） 
安心クラウドバックアップ(上記サーバーの大容量データをまるごと安全なデータセンターに毎日バックアップ） 
Enfocus PitStop(PDFの検査・修正を実現) 
Enfocus Switch(制作～印刷までの 様々な作業を自動化) 
Enfocus ConnectAll(PDF作成支援ツール／簡単操作で完成度の高いPDF生成)
ProofHQ(Webクラウドを使った赤字校正ツール) 
Extnesis Portfolio(デジタルデータ管理)
●大河内鉄工所
シングル　角丸機　エヤー押し付
●尾﨏精機（株）
カタログ展示
●（株）オンデオマ
JOIN ASP名刺
●カーデックス（株）
カードプリンタ Primacy 
カードプリンタ Zenius
●カール事務器（株）
プロスカット　PCM-15N  
ホワイトインパルス 
ホワイトホルダー

●春日電機（株）
デジタル印刷機向け静電気除去装置DPISシリーズ 
ノズルタイプ静電気除去装置NIF-300（オフセット印刷機給紙取付可）
ファン用静電気除去装置KDFシリーズ（オフセット印刷機排紙部用） 
バータイプ静電気除去装置FKDBシリーズ
コンパクトタイプ静電気除去装置KD-150W
ファンタイプ静電気除去装置KD-750B
特殊防爆型静電気除去装置７０１ーCSR（グラビア印刷向け）
静電電位測定器KSDシリーズ 
プラズマ表面処理装置リアルプラズマAPG-500
計数マーキング装置MARK PET
●カタニ産業（株）
シルク用バインダー転写箔 
デジタルUUVスポットニス用バインダー転写箔 
カタニ産業オリジナルカラーホットスタンプ箔
(ミラノサローネカラー/スペシャルカラー)
●（株）勝田製作所
断裁機 SH330HOP JMC7
●兼房（株）
超硬断裁包丁 VITECH-TC  
中綴じ用 三方断裁包丁  
ゲーベルスリッターナイフ　他
●キヤノンマーケティングジャパン（株）
imagePRESS 封筒モデル
●京セラドキュメントソリューションズジャパン（株）
TASKalfa Pro 15000c Type-L
●（株）キングコーポレーション
imagePRESSC660 封筒搬送ユニット 
OKI 844dnw 
きりっ子MC-22T Plus 
その他紙製品
●クアディエントジャパン（株）
インサーター DS-75i 
アウトプット管理ソフトウェア OMS-500
●（株）工藤鉄工所
コンパクトパイルジョガー　PJC-10 
クドエース 1000MJ-14 
スクーパー　K-LV-50E
●（株）グラフィックサポート
封筒革命Xerox ApeosPort Print C5570 
単面名刺プリンタ Card Impact 002 
単面名刺プリンタ Card Impact 055 
Precious Server,NAS 
Checkpoint UTM 
切りっ子 MC-22T 
カードプリンタ NISCA
●グラフテック（株）
DLC1000 デジタルラベルフィニッシングカッター 
Pro1050 カラーLEDラベルプリンター(OKIデータ製)
CW-C6520シリーズ ラベルプリンター(エプソン製) 
FCX4000-50ES フラットベッドカッティングプロッタ
CE7000-ASF 自動給紙型カッティングプロッタ 
FC9000シリーズ カッティングプロ
LCX603-SPR LABEL ROBO
●（株）コスモテック
ハイプレッシャー式業務用加湿器「いつも」
Uru-Os-50 
Top-ONE CFG 
FRIENDLY
FRIENDLY-ELS
●コダックジャパン
Kodak SONORA CX２ プロセスフリープレート
Kodak プレートセッターラインアップ（パネル展示）
Kodak ワークフローソリューションズ(デモ実施)
Kodak Prosper インクジェット（印刷サンプル）
●コニカミノルタジャパン（株）
AccurioPress C14000 
AccurioPress C4080 
AccurioPress C4070 
in2site
●（株）此花
スーパーセトル60(マーブル・クロス貼機)  
JEZII-300(帯掛機)

●（株）小森コーポレーション
パネル/サンプル展示/映像紹介 
リスロンGX40RP/G40アドバンス・KP-コネクト
デジタル印刷機 インプレミアシリーズ 
ポストプレス アプリシアシリーズ/MBO
K-supply(印刷資材・消耗品)展示
●ザイコンジャパン（株）
XEIKON SX30000(パネル及びサンプル展示）
●（株）佐悦
スギヤス ハンドリフト・圧縮・減容機器
●（株）サカエ
作業台 
ワゴン 
台車 
ラック
●サカタインクス（株）
抗菌ニス、抗ウイルスニス Rabコート 
KTY 廃液乾燥処理装置 ドライヤーⅢ 
CP3 NAVI 
膜厚管理装置 MKS-1000 
ハンドリフト型自動昇降機
●（株）桜井グラフィックシステムズ
全自動スクリーン印刷機＋ホットフォイル加工ライン(MS-102AX+LQM-105EVOLUTION＋FSUV130＋PST104)
●桜井（株）
小型レーザー加工機「HAJIME CL1 PLUS」
カラーレーザープリンタ用材料 「オーパー、レーザーピーチ」他
●（株）SANYO-CYP
MKS-1000 反射型膜厚管理装置
QUADRAXIS 3D SUITE ディストーション印刷用変形ツール
●（株）サンライズカンパニー
VS３　インキシリーズ　高濃度・墨インキ 
VS３　インキシリーズ　パントンカラーインキ  
イージーストリート（ローラー・ブランケット洗浄剤）
セーフ＆イージー（油性インキ洗浄液） 
 UVクリーンセーフ（UVインキ洗浄液）
●静岡製機（株）
工業用加湿器 HSE501 
大容量加湿器 HSE301 
遠赤外線電気ヒーター WPS-30A 
遠赤外線電気ヒーター WPS-20S 
●シトマジャパン（株）
特に無し(モニタでの機器紹介のみ)
●（株）正栄機械製作所
コンパクトKT56 
横型プレススタッカーA2型
●（株）SCREEN GP ジャパン
ワークフローRIP EQUIOS Ver.8 
Webポータルシステム EQUIOS Online Ver.5
刷版情報印字システム Trans-Marker S 
デザインレビューツール Brush Up 
検版システム HallMarker/KenKenPa! 
イラストレータープラグインソフト Pack# 
本紙校正システム Color Tuner/VJ-628MP
●ストラパック（株）
OB-360N 
iQ-400
●（株）太閤
カラーMDF(黒色、グレー色、うすグレー色、黄色、オレンジ色、朱色、青色、グリーン色)8色 
FSC(R)認証木材
●ダイヤミック（株）
三菱製紙 Thermal Green Plate SYSTEM　MADIATH
三菱製紙 Thermal Digiplate System TDP-459II
SAIインクジェット製版システム（ピクトリコ製版フィルム出力システム） 
brother ガーメントプリンター GTX pro+卓上自動転写プレス機 AF-54TEN 
三菱製紙　新型コロナウィルス対策商品（空間・物品除菌液PureLeaf 他 
KODAK ACHIEVE T400 DIALIBRE（KODAKブースにて出展予定） 
●（株）太陽機械製作所
卓上型後糊方式疑似接着はがき加工機 オリンガー
●（株）タナック
高速宛名印刷システム SJ-20KII 
縦型宛名印刷プリンタ DA-7500 
宛名データ作成印刷ソフト 楽送DMエディション
フルカラーラベルプリンタ JP-621LC 
カッター付きインクジェットラベルプリンタ LX610

●中部機械刃物（株）
断裁包丁 
三方裁 
合成定規 
合成コツ  
丸ミシン刃
●千代田交易（株）
特殊環境向けベアリング 
液体ろ過フィルター 
基板修理 
表面処理
●（有）つるぎ出版社
書籍販売
●（株）Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ　
ベストワン キレイナ シリーズ 
BEST CURE UV CORE シリーズ
●ＤＩＣグラフィックス（株）
Fusion-G NEO、SPD(枚葉プロセスインキ) 
ダイキュア HRシリーズ、PKG(UVオフセットインキ) 
DICカラーガイド
●（有）テシコン
カラー濃度計 デンス 
分光濃度計 スペクトロデンス 
網点面積測定器 スペクトロプレート 
自走式分光濃度計 スペクトロドライブ 
印刷品質評価ソフトウェア プレスマイスター
●（株）デュプロ
デジタル加飾プリンタ DDC-810 
 乱丁検知装置付、中綴製本ライン 
印刷検査システム 
カッタークリーサ(カット、スリット、ミシン筋入れ) 
フチ糊圧着システム 
封筒印刷システム
●デュプロ販売（株）
デジタル加飾プリンタ DDC-810  
乱丁検知装置付、中綴製本ライン 
印刷検査システム 
カッタークリーサ(カット、スリット、ミシン筋入れ) 
フチ糊圧着システム 
封筒印刷システム　
●東京ラミネックス（株）
全自動PPラミネーター ZD 
半自動パウチラミネーター ADX-450G  　
卓上ラミネーター SDX-400  
汎用自動給紙機 TAF-400
●東洋インキ（株）
環境調和型バイオマスインキ  
高演色インキソリューション  
機能性UVインキ/ニス 
 UVスクリーンインキ 
高輝度シルバーインキ「TOYOKINGメタリックシルバー」 
デジタル色管理ツール 
 偽造防止UVオフセットインキ
●（株）東洋化学商会西日本販売
大洋精機 JD-240 帯掛機 
日東CS AS-7 オートテープカッター 
万能200ml ドライ防錆潤滑剤
●特種東海製紙（株）
TT-SPARKLE 他
●（株）永井機械製作所
NCW-116HHN1 
NC-64HFE1
●南開工業（株）
湿し水ろ過装置 「エコクリーン」
●（株）ニクニ
湿し水精密ろ過装置 エバークリーン ECQ503-AM（ローラー剥げ防止器付）
●日本ボールドウィン（株）
プリパック/スーパーパック：ブランケット用洗浄布（ウェットタイプ）
UVランプ：UV硬化装置用UVランプ
●日本欄罫工業（株）
糊検知システムLeary検査装置
箔押機  HOT  NAMER  S-W-T型
ニチランオーダーメイド商品



http://www.kobundo.co.jp

株式会社　光 文 堂印刷機材の総合商社
支社／東京　支店／東北・静岡・金沢・大阪・北九州・福岡　営業所／北海道
青森・山形・千葉・山梨・沼津・浜松・岐阜・福井・富山・京都・山口・大分・熊本・沖縄

本店／〒460-0022  名古屋市中区金山二丁目15番18号　 TEL 052（331）4111（代）

※ご案内の出品メーカー・出品機種等に付きましては、納期・会場の都合により
　変更又は出品できない場合もありますのでご了承下さい。

●芳野YMマシナリー（株）
[964型]  貼込機 
画像乱丁検査装置[トライデント]-DM仕様
●リコージャパン（株）
RICOH Pro C7210S（カラープロダクションプリンター）
●リョービMHIグラフィックテクノロジー（株）
ウェアラブル遠隔支援システム 
抗菌印刷を中心とした印刷ビジネスモデルの紹介
●（株）レザック
紙器設計製造支援システム（AD-MARKV） 
AD-MARKEV 
他
●（株）レゾロジック
Edition PriBiz＜販促資材の受発注業務効率化ソリューション＞ 
Edition Flex＜ブラウザーパブリッシングソリューション＞
●渡辺通商（株）
カレンダー製本機 タンザック520C/V4 
自動封緘機 CSM-320 
卓上型電動穴あけ機 PUM-300 
卓上型紙リング製本機 RBT-300

●ムラセ印刷（株）
スクラッチカード印刷 
ボトルポンプ印刷 
偽造防止印刷 
和紙印刷
●（株）メイセイプリント
印刷物 ニス圧着・フチ糊圧着
●名東紙工（株）
紙加工品　クリーンルーム環境下の紙加工
●明文舎印刷商事（株）
個人情報保護関連　
　申込書やアンケートはがきなど個人情報保護に特化した印刷加工  
ビジネスフォーム　
　一般的なビジネスフォームから複雑なフォーム加工までをご紹介 
バックカーボン　
　近年対応できる会社が減少傾向にありますが弊社では引き続きご対応させていただきます
●（株）モリカワ
紙の貼り合わせ 
ロールエンボス加工 
油圧プレス抜き
●森松（株）
マスクケース PVC製(抗菌配合品) 
飛沫対策用品 防炎カーテン等 
ABS発泡プレート 印刷を施した看板など
●（有）山添
活版印刷物事例 
　活版印刷を使った付加価値のある印刷物の事例紹介
●（株）ユニバースパッケージ
額縁シール　
　大切な写真を身近な場所に簡単に飾ることが出来るシールです
コーナー・ポケットシール　
　カタログやクリアファイル等を貼って簡単に「ポケット」を作りことが
　　出来る透明のシールです。キャラクター入りのコーナーシールも有ります
表面保護シール　
　表面を透明フィルムで保護をして「やぶれ」「ほこり」から展示物を守ります
つまめるシール　
　はがしにくい封印シールに苦戦したことはありませんか？つまめる
　 シールは透明でらくにはがす事が出来る封印シールです
●吉岡印刷（株）
封筒 
封筒デザイン
ロゴ制作 
Webサイト制作
●（株）レインボーオフィスサポート
マグネット広告物　
　車両用、販促用　様々なマグネット広告物制作 
マグネット資材　
　ロール・平版資材販売
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2021コラボレーション展 参加企業一覧

●日本理化製紙（株）
両面テープ自動貼付機「フリーテーパー1000N2型」
●（株）ハナガタ
自動静電シール包材機 HP-20  
シュリンクトンネル T-350II
●（株）ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
ターボサーバー　EXPRESS
●広瀬鉄工（株）
フレキソUVコーティングマシン
●藤倉コンポジット（株）
オフセット印刷用ブランケット
●富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ（株）
XMF Smart・Remote 
Form Magic 5 
iAutolay Magic 
Primojet-XG 
Versant® 3100iPress 
Versant® 180iPres
●（株）プロバリュー
InkZone　カラーコントロールシステム
●ベッチャー・ジャパン（株）
カメレオンローラー(UV・油性兼用)  
商業印刷用ブランケット 
洗浄補助剤 
プロテクトシーラー(透明インキ)

●ホリゾン・ジャパン（株）
中綴機ステッチライナーMarkⅢ 
無線綴機BQ-500 
三方断裁機HT-300 
紙折機AFV-564FKT 
紙折機AF-408F 
紙折機AF-402 
紙折機CRF-362 
中綴機SPF-200A 
断裁機APC-480
●（株）マイテック
中ミシン+2ツ折り機械ライン(絵本、ノート用冊子製本機）
●（株）ミマキエンジニアリング
UCJV300-75 プリント＆カットUV硬化インクジェットプリンター
UJF-6042MkII UV硬化フラッドヘッドインクジェットプリンター
CFL-605RT 小型フラッドヘッドカッティングプロッター
GRAVOTECH LS100 レーザー加工機
TS55-1800 昇華インクジェットプリンター
ハシマ転写機
●（株）ムサシ
印刷統合業務管理システム MBOOSTER
名刺・カードプリントシステム MP-300 Duo
分光濃度・測色計 X-Rite eXact
●武藤工業（株）
VJ-628MP 
XPJ-661UF

●（株）アイカ
社内設備紹介　
　ミシン装置、リモート校正製本設備のご紹介
●（株）アオイグラビア
パッケージ オフセット印刷、トムソン加工、貼加工
フォルダー オフセット印刷、トムソン加工、貼加工
伝票・封筒 ビジネスフォーム印刷、軽オフセット印刷、オンデマンド印刷、帳票加工
ミル 単枚ロール
●（株）アクアス
LED照明 超高演色LED照明「太陽光LED照明」
射熱シート 「サーモバリア」幅射熱を97%カット
UVコーティング 5S対応床面無溶剤UVコーティング
●アミエ （株)
隆起印刷加工　
　印刷物の文字や柄をもり盛り上げる特殊加工
●伊藤手帳（株）
手帳
●（株）エイエイピー
JetPress750S印刷サンプル 用紙種類別印刷見本・広色域印刷見本
Iridesse印刷サンプル 用紙種類別印刷見本・金銀印刷見本
ACSカッティングプロッター加工サンプル 
●（株）ECO兼子
パネル他 リサイクル・産廃処理提案
（株）エスビーシー
SPカタログ・グッズ 企業様のお役立ちSPカタログと人気のアイテムご紹介
●（株）エル・ティー・シー
パネル加工　
　展示会用、イベント用パネル・変形パネル・SNSパネルなど
●エルネット
DMソリューションサービスのご案内 ゆうメールの案内・ゆうメール表記封筒・圧着DMサンプル
●大洞印刷（株）
クリアファイル
●大森（株）
クリアケース 
マルチ透明カレンダーケース
販促ディスプレー用台
●（株）カナエ
シール・ラベル　デジタル・アナログ印刷機によるレーザー加工品　
シール・紙・アクリルなどのレーザーダイカットによる加工
飛沫感染防止用品　アクリルパーティション・デスクマットなど
その他　弊社取り扱い商品・製品など
●鬼頭印刷（株）
コールドフォイル印刷
擬似エンボス印刷
スポットホログラム印刷
UV厚盛ニス
●木野瀬印刷（株）
MIクラウド クラウド型経営管理システム
●（株）キャンバス
デザイン・フラット　定額制デザイン作りホーダイサービス
●（株）クイックス
印刷加工 小ロットのカッティングサービス
●（株）小松総合印刷
DMA　紙とwebを連携させた販促施策の展開を実現します 
デジくじ　ユニークQRを活用したクジ。アクセスログの解析が可能です。
レスポンス付DM　レスポンスが簡単なツール付きで利用率アップに効果的です
各種DMツール　バリアブルや変形DMから通常圧着DMまでご用意しております

●（株）サンアート印刷
印刷物 自社をアピールできるもの？
●（株）ショセキ
抗菌マスクケース 
　抗菌加工を施したオリジナルマスクケースです。丈夫なLIMEX製と、
　 コスパが優れた紙タイプ、用途に合わせて2種類をご提案します
ハンディえちけっと手に持つマスク 
　コロナ禍の会食でのエチケット。おしゃべりのときにサッと手に持つ
　心遣いです。楽しいデザインで、会話がはずみます。
デザイン障子 
　インパクトがあるデザイン障子、これまでにない店舗装飾にご利用
　 いただけます
キュリア
　QLEARで作成したQRなら後からコンテンツの切り替えも可能。
　同じQRで毎月別のキャンペーンを配信することもできます。
●荷札屋本舗（（株）第一印刷）
針金荷札　工場の作業札や棚卸札など  
ゴムひもタグ  ホテルや旅行・バス会社の荷物タグに
糸下げ札  アパレル系の製品表示、値札に
玉紙シール  機械付け用の玉紙と同じサイズのシールです
●大信印刷（株）
各種パッケージ　食品・化粧品等の紙器
●大日印刷（株）
高精細印刷 
サービス3倍プロジェクト
●（株）東海商事
ボールペン 宣伝、販促用ボールペン 各種 等
●（株）東光社
携帯体温計
●トーヨー印刷（株）
シール・ステッカー 小ロット多品種、バリアブル等、高付加価値シール
コロナ関連シール 壁、床等表示シール 
大判・長尺シール 壁紙、帯等
●（株）トコロ
感染症対策グッズ 抗菌紙、飛沫防止パネル、シート、マスクケース等 
販促品 紙製販促品、自宅で楽しめるグッズ等
●（株）TOP印刷
モノクロ印刷・製本
●富安金属印刷（株）
オリジナル缶　インクジェット印刷により、小ロットよりオーダー可能な様々な缶を展示
メタルポスター　インクジェット印刷にて印刷したブリキ板をメタルポスターとして出展
●中島紙工（株）
カード　
　新しくカードを作りませんか？素材とデザインを変えてイメ
　ージUP 小ロット、短納期、素材の種類も豊富に取り揃えて
　いますのでご相談下さい。 
角底薬袋　
　軽く丈夫な紙質でご使用されるプリンターへのストレスを
　軽減します。
レーザーインクジェットと幅広くごしようできまる汎用性の高
　さは長年の経験から生み出される技術と信頼の証明です。 
印字用薬袋
●長瀬印刷（株）
商品券 色々な偽造防止加工

●（株）モリサワ
MORISAWA PASSPORT 
MORISAWA PASSPORT for iPad 
MORISAWA BIZ+  
Webフォントサービス Type Square 
サーバー用フォント・組込みフォント 
多言語ユニバーサル情報配信ツール MC Catalog+
●（株）山櫻
封筒対応インクジェットプリンター YJ-10050
名刺対応レーザープリンター YL-C844Y
●ヤマト
SYSFORM 無線綴じ機 60B（A3サイズ） 
SYSFORM 無線綴じ機 50B（A4サイズ）
SYSFORM 角丸自動機 S-600 
SYSFORM 角丸手動機 S-100 
SYSFORM 帯かけ機 B-42 
SYSFORM 手綴じ機 ST-70
SYSFORM 電動断裁機 450EP（A3サイズ）
●ユニオンケミカー（株）
WOCCS TIJプリンタ WTP-WS1 
WOCCS TIJプリンタ WOCCS Labo 
溶剤系TIJカートリッジ WTC-TSM06(速乾インク) 
溶剤系TIJカートリッジ WTC-TSM08(超速乾インク) 
溶剤系TIJカートリッジ WTC-TSM10(対PP仕様インク) 
溶剤系TIJカートリッジ WTC-IVS01(ステルスインク)

●（有）西村謄写堂
印刷物
●ニヨド印刷（株）
オリジナルノート リングノート、中綴じノート、糸綴じノートなど
オリジナルメモ くるみメモ、パタパタメモなど
オリジナルカレンダー Wリング卓上、ペーパーリング卓上、木の卓上など
抗菌・抗ウイルスグッズ 紙製マスクケース、今治タオルマスクなど
●（有）ハタヤ
サインディスプレイ 非接触サインディスプレイの紹介
●（有）ハラダ印刷
封筒 点字加工商品 
クリアファイル 点字加工商品
●藤徳紙器（株）
フジカン パッケージ・各種容器・包装資材
●（株）二和印刷紙業
リョービLED-UV印刷機　
　新たにLED-UV両面機を導入しました。片面機2台と合わせて
　 3台体制になります。 
高品質・短納期でB1ポスターを印刷します
●（株）ペーパークラフトイトウ
DM・リーフレット・糸付けタグ・パッケージ
●（株）松浦紙器製作所
ポップアップ パッケージ 
ポップアップ ノベルティ 
オリジナルブランド「Poppy Box」
●マツモト印刷（株）
自社メディア 
　フリーペーパー「オレンジマン」のオレンジリボン運動の啓発
　を目的とした、毎月11万部を東海3県の幼稚園・保育園に配布
　しているフリーペーパー
展示会装飾 大判出力、タペストリー、ノベルティ
冊子、パンフ POPで作成した冊子、パンフ
●三鷹製版（株）
高度品質要求の陽極処理とマスキング染色による銘板 
高解像度フィルム＆製版、スクリーン印刷、機械加工による銘板 
汎用特殊シール・ラベル類(連番管理可)の量産orオンデマンド対応
イニシャルコストフリーのエンボススイッチ付パネルシート印刷加工
3Axis-YVO4SHGレーザーマーカーによる微細QRコード描画 
両面テープや絶縁シート類等の打ち抜き加工
●（株）ミツモリ
ストーンペーパー　
　脱プラ提案
ストーンペーパー　
　石灰石と合成樹脂高密度ポリエチレンが主原料で水に強く、破れにくい 
コピー出字　
　当社オリジナル偽造防止
●緑屋紙工（株）
別注封筒　
　紙や形状・サイズにこだわったオリジナル封筒 
紙製パッケージ　
　脱プラにもお役立ちの紙製パッケージ製品 
ガゼット封筒　
　横マチ付き封筒。厚みのあるものでもスッキリ封入出来ます
ぷち・ぽち袋　
　「おそらく日本一小さい封筒」と銘打って、弊社の技術力をご紹介します


