
〒371-0846　前橋市元総社町67
TEL▪027-251-1212　FAX▪027-253-3475
http://www.asahi-p.co.jp

当社は、印刷を主軸にした企業として歩みを進めてきまし
た。この間、新しい印刷製造技術の積極的導入はもちろん、
企画・編集・デザインなど制作機能も獲得し、さらにホーム
ページ制作などデジタルコンテンツ制作も商品アイテムとし
て加えてきました。そして今、デジタルネットワーク化がも

代表者名
代表取締役社長 石川　靖

資本金
1,000万円

アサヒインサツコウギョウカブシキガイシャ

本社・工場、東毛営
業所、藤岡営業所、
渋川営業所、埼玉営
業所、東京営業所

主な拠点

創業年月
昭和24年2月1日

業種
印刷・同関連業、印刷全般、デ
ジタルメディア関連、オンデマ
ンドプリントショップ・クチコミ
サイト・ギャラリー企画運営

従業員数
100名

主要取引先
群馬県、前橋市、県内各市
町村、㈱群馬銀行、国立大
学法人群馬大学

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-251-1212

Company Profile

たらす大きな変化の中で、クチコミサイト「ぐんラボ！」の開
設・運営、そして従来の印刷技術と同時に“必要な時に、必
要な人に、必要なだけ、必要な印刷物を提供する”をコンセ
プトとするオンデマンド印刷も重視、地域のあらゆるコミュ
ニケーションニーズに応えられる努力を重ねてまいります。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
両 面 兼 用8色 オフ
セット枚葉印刷機 1 SM102-8P 

毎時15,000シート ハイデルベルグ

両 面 兼 用4色 オフ
セット枚葉印刷機 2 SM102-4P 

毎時13,000シート ハイデルベルグ

両面4色オフセット
枚葉印刷機 1 リスロン440SP 

毎時13,000シート 小森コーポレーション

片面インクジェット
デジタル印刷機 1 JetPress720S 

毎時2,700シート 富士フイルム

カラープロダクションプリンター 1 Color 1000 Press 毎分100枚（A4） 富士ゼロックス

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
カラープロダクションプリンター 1 Versant 180 Press 毎分80枚（A4） 富士ゼロックス
カラープロダクションプリンター 1 imagePRESS C700 毎分70枚（A4） キヤノン
モノクロプ ロダク
ションプリンター 1 4112 Light Publisher 

毎分110枚（A4） 富士ゼロックス

製本中綴機 1 Stitchmaster ST100 毎時9,000サイクル ハイデルベルグ
製本無線綴機 1 BQ-450 毎時1,350サイクル ホリゾン
製本無線綴機 2 Eco 300PUR 毎時300サイクル トヨテック
合紙製本機 1 Mitamax330 毎分80サイクル ミタニ

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

創業以来当社は本作りを柱の一つとしてき
ました。県・市町村誌から画集や写真集、
社史、自分史、広報誌まで数多くの実績が
あります。培ってきた技術とノウハウがお役
に立てると考えます。
もう一つの柱がSPやPRツール制作です。
ペーパーツールとデジタルメディア、場合に
よってはイベントメディアを効果的にミック
スさせることは訴求力を高めるためには不
可欠になってきています。その全てにお応
えできるシステムとスタッフを擁しています。

得意分野

あらゆるコミュニケーションニーズに卓越した技術と企画力でお応えします。Point
PR

得意とする
技術分野等

デジタル印刷技術を用いた小部数書
籍製造

生産品目情報 書籍、SPやPRツール



株式会社川島精版
〒371-0854　前橋市大渡町1-9-9　
TEL▪027-251-4514　FAX▪027-253-0822
http://www.kawashima-p.co.jp

当社は、フィルム使用が主流だったアナログ印刷時代よ
り、印刷会社様を主な得意先として印刷時に使用するフィ
ルム制作（製版）に携わってきました。印刷技術のデジタ
ル化が進んだ現在、長年にわたり培ってきた豊富な製版・
印刷のノウハウをベースに、そこに最新の設備を融合させ

代表者名
代表取締役　川島　陽一

資本金
1,000万円

カブシキガイシャカワシマセイハン

本社
主な拠点

創業年月
昭和36年3月

業種
印刷・同関連業
オフセット印刷・ダイレク
ト印刷

従業員数
15名

主要取引先
自動車部品製造メーカー
県内広告代理店

問い合わせ部署
総務部
TEL.027-251-4514

Company Profile

て現在主流となっているデジタル印刷にあらゆる側面か
ら対応します。あくまでも仕上がり品質にこだわり、通常
の印刷物はもちろん、小サイズ・小ロットの印刷物でも高
品質の印刷を実現します。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
オフセット印
刷機 1 A 全判　4色 ㈱小森コーポレーショ

ン

オフセット印
刷機 1 菊全判　2色兼両面印

刷
㈱小森コーポレーショ
ン

プレートセッ
ター 1 四六全判　14版/時 大日本スクリーン製造

㈱

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
大判インクジェット
プリンター 1 44インチ　10色 エプソン

オンデマンド
カラー複合機 1 A3判　25枚 /分 富士ゼロックス㈱

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

通常では複数台必要な小サイズから大サ
イズまでを1台で可能な印刷機を導入し、
色は数値管理をしていますので、常に同じ
色品質のハガキ・ちらし・ポスター等を
印刷することができます。
また、薄紙から厚紙まで、幅広い厚さの紙
に対応でき、お客様の様々なニーズにお応
えします。

得意分野

充実の設備で多様化する印刷ニーズにお応えしますPoint
PR

得意とする
技術分野等 オフセットカラー印刷

生産品目情報 カタログ　会社案内　ポスター　
チラシ　その他



パッケージ池畠株式会社
〒379-2134　前橋市力丸町273-2
TEL▪027-265-3225　FAX▪027-265-0263
http://www.p-ikehata.co.jp

当社は、関東一円を中心に様々なメーカー様のパッケー
ジを製造しています。本社工場は安全性や環境性を重視
しオール電化となっており、陽圧管理も行っています。防
虫、防塵管理のクリーンな工場環境で、お客様ごとの箱を
デザインから形状設計まで完全オーダーメイドで、また

代表者名
代表取締役　池畠　美穂

資本金
5,000万円

パッケージイケハタカブシキガイシャ

本社（前橋市力丸
町）

主な拠点

創業年月
昭和41年6月1日

業種
印刷・同関連業

従業員数
62名

主要取引先
医薬品関係、食品関係等

品質管理
ISO14001、ISO9001、
OHSAS18001、
JAPAN  COLOR

問い合わせ部署
営業課
TEL.027-265-3225

Company Profile

社内一貫体制で製造しています。常に先を見据えた製品
づくりを目指し、開発と改善に邁進しております。
社員の平均年齢が30代前半と若く、KYT活動や5S活動
を積極的に行う活気のある職場も特徴です。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
断裁機 1 115X ハイデルベルグジャパン㈱
菊全判4色ニスコー
ター付（印刷1号機） 1 スピードマスター CX102-4+L ハイデルベルグジャパン㈱

菊 全 判5色 機
ニスコーター付
ダブルデリバリ

（印刷3号機）
1 LS-540 ㈱小森コーポレーション

UV6色印刷機
（印刷4号機） 1 スピードマスター CD102　6LX ハイデルベルグジャパン㈱

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
グルアー1号機 1 SR1050型 サンエンヂニアリング㈱
グルアー4号機 1 HSG-PB-1100型 ㈱須賀製作所
自動平盤打抜
機（打抜1号機） 1 TRP-820-SE　SOPHIA 三和製作㈱

自動平盤打抜
機（打抜5号機） 1 TRP-1060-SV　AV1A 三和製作㈱

ブランクス検査装
置2号機（検査部） 1 TLC702/701B-DC ダックエンジニアリング㈱

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

医薬品、食品、工業製品等、業種問わず
幅広いパッケージを製造しております。多
品種小ロット生産を得意とし、箔押や表面
加工も内製化し、高付加価値のパッケー
ジに対応しています。各工程には異物や
異品の混入を防ぐ検査装置を備え、厳し
い品質管理のもと、安心で安全な製品を
生産しております。ご要望により耐摩試験
等の完成品検査も社内で行っております。

得意分野

徹底したクリーンな工場環境で「高品質」な製品をご提供いたします。Point
PR

得意とする
技術分野等 印刷化粧箱の企画、製造

生産品目情報 化粧箱



当社は70年以上にわたり紙の専門商社として地域経済
と共に歩んでまいりました。しかし、デジタル時代に伴う
ペーパーレス化、少子高齢化等の社会情勢、これから来
るであろうIoT、AIの新時代により、従来の紙専門商社と
しての存続は年々厳しさを増していくと考えられます。一
方で、人々のもつ多様な価値観はより深く、繊細に、また
高度に変化し、時代と共に進化し続けております。その

代表者名
代表取締役　平出　武史

資本金
1,200万円

ヒライデシギョウカブシキガイシャ

本社事務所
HPプロセスセンター
東京企画室

主な拠点

創業年月
昭和25年12月1日

業種
印刷・同関連業
印刷関連サービス業

従業員数
32名

主要取引先
印刷業者、一般企業

問い合わせ部署
営業部
TEL.027-251-3412

Company Profile

ような時代に適応していくためには、当社の持つ機能だ
けでなく、他の機能を持つ「企業」または「人」との発展的
融合が不可欠です。当社はそういった「パズルの創造」を
企業コンセプトとし、長年お付き合い頂いている得意先
様、仕入先様のもつ多彩な機能を繋ぎ合わせることによ
り、新しい価値を生み出し、お客様の要望、時代の変化
に応えていきたいと考えております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

断裁加工機 1 115XC ポーラー

断裁加工機 1 110X ポーラー

設備名 台数 型式・能力 メーカー名

ミシン加工機 2 APC-65 正栄機械製作所

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

紙を使って何かを作りたい。紙を使ってビ
ジネスをしたい。紙製の商品を企画したい。
そのような時、まずは私たちにご相談く
ださい。印刷技術や紙加工技術はもちろ
ん、紙流通企業ならではの在庫管理や物
流のノウハウをフルで活かし、ご相談から
ご納品までトータルにサポートいたします。

得意分野

紙や紙製品のことならお任せください！Point
PR

得意とする
技術分野等 断裁加工、ミシン加工、その他紙加工

生産品目情報 紙加工品

平出紙業株式会社
〒371-0855　前橋市問屋町2丁目8-2
TEL▪027-251-3412　FAX▪027-251-3436
http://www.hiraide-paper.com



モリタ印刷工業株式会社
〒371-0854　前橋市大渡町1-23-2
TEL▪027-253-2222　FAX▪027-253-2223
http://www.moritapr.com

名刺やチラシ、チケットやシール、紙袋や荷札、伝票や封
筒といった各種印刷物を取り扱っております。
印刷は一般的にデザイン、印刷、製本、加工と、工程ごとに
それぞれ会社が分かれており、その都度価格が増していき
ます。各工程を自社で行うことで、安価で素早く提供でき

代表者名
代表取締役　堤　佳代子

資本金
1,000万円

モリタインサツコウギョウカブシキガイシャ

本社
主な拠点

創業年月
昭和53年3月24日

業種
印刷・同関連業
多種多様印刷物製作及び
加工・ホームページ制作

従業員数
6名

主要取引先
官公庁及び法人

品質管理
各工場ごとのチェック体制
で管理

問い合わせ部署
TEL.027-253-2222

Company Profile

ます。また、ホームページの制作やSEO対策、スマホ対応
といったネット事業も行っております。ホームページ制作
の多くは、初期費用（制作費）に月々の運用費や管理費が
かかるものです。当社では初期費用のみで運営費や管理
費など一切かからないプランもご用意しております。

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
オフセット印
刷機 2 四六四裁2色機 桜井

UVオフセッ
ト印刷機 1 165×265/3500〜

7000枚毎時 丸紅マシナリー

RS34Lオフセット
印刷機 1 340×450/3500〜

7000枚毎時 ハマダ

設備名 台数 型式・能力 メーカー名
オンデマンド
印刷機 1 magicolor8650 コニカミノルタ

大 判 プ リ ン
ター 1 imagePROGRAFPRO-4000 CANON

企業 PR

製品情報・得意分野

主要設備

受注が多いものは冊子物や名刺の印刷で
す。12色機の大判プリンタを導入したこ
とで、画質へのこだわりのあるお客様から
A1やB0サイズの大きいポスターの受注
が増えています。
また、ホームページ制作の受注が増える
中、スマートフォン専用サイトの制作が増
えています。印刷物との連携はもちろん、
ソーシャルネットワーキングサービスや
ネット広告との連動もご提案します。

得意分野

小ロットでもニーズに合った企画・デザインでお応えしますPoint
PR

得意とする
技術分野等 冊子・パンフレット制作

生産品目情報 デザイン･印刷･加工


