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■代表挨拶

思いを伝えるお手伝いがしたい
私共が生業としてきた印刷業は日本標準産業分類上では製造業とされていますが、お客様の思いや記憶を

視覚情報として伝達する側面が強く、それゆえ私共は情報産業と捉えております。大正5年の創業以来、私共は

お客様の心をカタチにするべく励んでまいりました。その間、時代は大きく変化し続けましたが、どんな形に

なろうとも人の思い、情報の大事さは変わりません。私共は情報産業の担い手としてお客様と手を携え、地域と

ともに歩み、誇りを持って仕事をしていきたいと思っております。

株式会社 城野印刷所　代表取締役社長

城野　斉
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■経営方針

弊社は「社業を通じた地域貢献」を理念とし、近江商人の心得にもある「三方よし」を経営テーマとして掲げさせ

ていただいております。

売り手よし、買い手よし、世間よし。売り手の都合だけで商いをするのではなく、買い手が心の底から満足し、

さらに商いを通じて地域社会の発展や福利の増進に貢献することこそが、企業の使命と思っております。

そのために弊社はお客様に新しい技術や情報、ソリューションを提供し、地域を活性化すべく日々研鑽を重ねて

まいります。
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大 正 5 年
 
大 正 1 2 年
昭和11年4月
昭和20年7月
昭和22年7月
昭和28年1月
昭和31年4月
昭和32年1月
昭和34年8月
昭和39年8月
昭和39年8月
昭和41年11月
昭和42年10月
昭和43年6月
昭和48年12月
昭和49年5月
昭和55年5月
昭和61年10月
昭和61年10月6日
昭和62年3月
昭和62年6月
平成 2年 6月
平成12年5月
平成20年10月
平成24年7月
平成28年4月
平成30年12月

熊本市二本木にて、コロタイプ印刷専業の「城野写真印刷所」を個人
開業
熊本市手取本町48番地に移転
個人営業を「合資会社　城野印刷所」に改組
空襲（焼失休業）
コロタイプ印刷再開、併せて活版印刷操業開始
オフセット印刷操業開始
合資会社を「株式会社　城野印刷所」に改組
二代目社長　城野　曠 （襲名して、城野楯夫）就任
沖縄連絡所開設
沖縄連絡所を出張所に昇格
熊本市春竹町1433に本社及び工場移転
取締役　大槻幸三郎叙勲
新館（工場）及び独身寮落成
貿易貢献企業として通産大臣表彰
BF印刷操業開始
沖縄出張所を沖縄営業所に昇格し、 那覇市久米1丁目2-5に移転
上熊本工場落成
熊本県上益城郡益城町広崎1630-1に本社・工場新築移転
本社・工場落成並びに70周年記念式典
熊本市本山4丁目8番25号に本社（店）変更
三代目社長　城野　巖 就任
沖縄営業所移転 （那覇市東町24-7）
四代目社長　城野　敏 就任
沖縄営業所移転(那覇市西2-4-3クレスト西402号)
五代目社長　城野　斉 就任
熊本地震にて被災（全壊）
敷地内に新社屋完成

創 　 立
資 本 金
代 表 者
従 業 員
事 業 内 容

大正５年
6,600万円
代表取締役社長　城野　斉
134名
●オフセット印刷
・チラシ・カタログ・リーフレット・パンフレットなど一般商業印刷
・全国（沖縄から東北）の学校卒業アルバム印刷
・販売書籍・広報誌・記念誌・美術館図録・学術出版物・取材刊行物
などの書籍印刷

●デジタル印刷
・B2超まで大判プリント(稼働領域はオフセット印刷と遜色ありま
せん)
・バリアブル印刷
●特殊印刷
・Tシャツ、ジャンパー、帽子、のぼり旗、コースター等へのオリジナル
プリント

●活版印刷
・伝票・ミシン・箔押し印刷
●ビジネスフォーム印刷
●サイン
・看板・横断幕・懸垂幕等の制作および屋内外施工業務
●企画提案
・CI・VI・マーケティング調査・取材・撮影・コピーライト・編集業務
●デジタルコンテンツ
・データベース作成・ホームページ・AR・プロモーション映像作成

■概要 ■沿革
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城野印刷所の商業営業課は、文字通り十人十色！
製本物に詳しい営業、チラシ案件に精通した営業、
デザインのアドバイスができる営業、
イラストを描く事が得意な営業…
さまざまなメンバーで構成されています。

商業営業課は十人十色。
［商業営業］ ����������������������
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福岡エリア
弊社では、福岡に在住する営業部員がいることで迅速な
対応を実現。
現在、福岡市内でおよそ200社のお客様とお取引をして
おります。50年に及ぶ福岡での活動で培った人脈を
活かしたお客様同士のマッチングもお任せください。

幅広い業界を走る私たちが目指すのは
「最強のサポーター」
私たちは、日々の丁寧な仕事の積み重ねにより、多くの「最新」実例やアイ
デアのご紹介をしています。
また商業営業課には、経験豊富なベテランから新鮮な目線を
持つ新入社員まで、さまざまな年代の人材がそろっています。
お客様のニーズに合った新しいご提案を、私たち広告のプロ
にお任せください!
広告はもちろん「売れる製品づくり」も是非ご相談ください。
商業営業課は、お客様にとって「最強のサポーター」を目指し、
今日も走り続けています！

商品開発もやっています！
こうした専門・得意分野を持つメンバーだからこそ、
お客様との何気ない会話から、思わぬアイデアが
生まれることがあります。

商業営業課の担当者が、お客様と一緒に開発した新商品の一例です。

写真提供：福岡市

多種多様な案件の
経験を積んだ

ベテランエージェン
トが伺います！



観光、広報、記念誌はもちろん特殊な印刷物など
の豊富な実績から、お客様のニーズ合った商品を
ご提案いたします。

豊富な取り扱い商品と
ワンストップ対応で、
ご要望にお応えします。
［行政営業］ �����������������������
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自治体発注物件へのワンストップ対応
観光・広報・記念誌などの豊富な実績
ポスター、パンフレット、リーフレット、チラシ、冊子、
広報誌、伝票、帳票、各種要覧、その他スポーツ大会関連
一式など、ご要望に沿った製品をご提案いたします。

企画・提案・取材・撮影
お客様のご要望に沿った企画・提案や、
取材・撮影も一つの窓口で対応できます。 

スポーツ大会やイベント等の準備も
お任せください！
横断幕、懸垂幕、のぼり旗のデザイン・印刷可能。
タオル、ボールペン、Tシャツ、スタッフ
ジャンパーなどイベント時の各種
記念品への印刷も承ります。

イベントで必要なア
イテムも

ひとつの窓口ですべ
て対応いたします。

看板、横断幕、懸垂幕、のぼり旗など大型の商品にも対応します！

地域広報誌など

定期刊行物も取り扱
っております。

小ロット、可変データ印刷（郵便物のあて名のように、一枚ごとに
印刷内容が違うデジタル印刷）も可能です。コロナワクチンクーポンも、可変データ印刷で対応しています。



通称「百貨店専属チーム」。
それは、百貨店へ全力を注ぐチームです。
私たちは百貨店を支え、百貨店はお客様を支え―。 
百貨店専属チームは、今日も「尽くす」の気持ちを
繋いでいます。

私たちから百貨店へ、
百貨店からお客様へ。
「尽くす」の輪を。
［販売促進支援］ �����������������
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百貨店専属の営業チーム
弊社には、百貨店営業を中心に、小売業の販促媒体を
ターゲットにしたチームがあります。特定のお客様の
ニーズにより素早く、より重点的に対応して、効果と満足
を得られる商品製作を目指すために営業と企画・デザ
イン・制作で1つのチームに構成された専門部署です。
県内大手百貨店の撮影スタジオでは、折込チラシに
掲載する商品の撮影に迅速に対応しています。

幅広い受注が可能
折込チラシ、チケット、帳票、化粧箱などの加工
品を主軸に、ホームページやSNS関連など包括
的な受注も可能です。私たちは広告のプロです
が、お伺いするお客様の業界については素人で
す。それを忘れることなく、「業界の当たり前」に
惑わされず新鮮な視点を保ち続け、お客様のご
要望や、その業界の現状に合った新しいアピー
ルポイントを、お客様と一緒に発見していきたい
と思います。

充実したシステム管理
顧客情報は共有サーバーで保管、また、リモート
システムにおける遠隔地店舗との校正作業も
行っており、利便性と安全性を確保したシステム
管理です。

ディレクター、カメラマン、スタイリスト、ヘアメイクで連携して動いています。

百貨店にも共有サー
バーを完備。

スピーディーな対応！



アルバムを手にした人の人生に寄り添い、時には
励まし、時には懐かしく思い、年を重ねるごとに
新たな発見があり手放せなくなる――。
卒業アルバムとはまさに「宝物」です。
デジタル技術が進歩しても、そんな「宝物」づくりを
これからも目指していきす。

「宝物」をつくること。
［卒業アルバム］ ��	������������������
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文字校正の段階で色校正が可能
校正紙（文字や写真チェック用の試し刷り）を仕上
がりが美しい「ジェットプレス750S」で出力するこ
とも可能です。 同じ印刷機・同じ紙の校正紙は、
文字だけでなく色合いもチェック可能。 校正の
段階で紙表面の光沢加工もできるので、校正紙と
仕上がったアルバム・ページの差は「製本している
か、いないか」だけ！ よりアルバムの完成イメージ
をつかみやすくなりました。

さまざまな制作方法に対応！
お客様が直接レイアウト可能
「Jonet」は、インターネット環境さえあれば、
お客様が直接アルバム写真のレイアウト指
定（各ページのどこにどの写真を配置するか
を指定すること）ができる「自動レイアウト・
編集システム」。
操作も簡単で、さらに「自動」
機能もありますので、初めて
アルバムづくりに携わる方に
はオススメです！

初めてでも安心の
サポート・バックアップ体制
「学校のアルバム委員に選ばれたが、何をやって
いいのか分からない…」
そんな方でも心配ご無用！ベテラン
担当者が、制作がスムーズに進む
ように全力でサポートいたします。
ページのレイアウトは毎年、最新の
ものを準備。きれいで見やすいデー
タの作り方なども、ご要望があれば
丁寧にレクチャーいたします。

ジェットプレス750Sと
は…

近年弊社に導入され
た新鋭機！

色鮮やかで美しい仕
上がりが特徴の小ロ

ット印刷機！

チェックは万全

校正専門スタッフが
います。そのため初

校（最初の

校正紙）から校了（
校正の終了）まで、校

正スタッフ

が「第三者の目」でチ
ェック可能です。

全国どこでもＯＫ
弊社は国内外から数多くのご依頼をいただいており、実績も豊富です。
データ受け渡しを可能にする大容量データ転送システム「SWIFT 
POST」と、デジタル入稿・校正システム「xmfリモート」を活用しています。

販促品も
あります

初校出し
２週間

細やかな
対応力

お客様と
団結！！



“よりよいものを作りたい”を叶える
お悩み解決専門部署です。
［デザイン企画］ �������
�������
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「チラシを作りたいけど、どんなデザインにしたら
いいの？」「効果的な宣伝方法が分からない」などの、
さまざまなお悩みを、私たち城野印刷所が解決！
直接お客様のご要望をお聞きして、レイアウトなどの
デザイン編集や新しい企画のご提案もしております。

他社には負けない
、経験豊富な「企画

力」

「技術力」を持つ人
材(財)があります。

なんでもおまかせ。
カタログ・チラシ・書籍・ポスターなどの印刷物を
はじめ、デジタルコンテンツ企画のご提案、コピー
ライティング、撮影や取材まで、ご要望にお応え
します！

聞きとり上手のくみとり上手。
営業部員に同行して、お客様の考えをくみ
とり、お客様の“作りたい”を“かたち”に
するプランニングデザイナーがいます。

デザイ
ン企
画課

、城
野

の「
本気
」を充電中。

お客様の要望や困り事はわたしたちにお任せください！

�����������������
私たちは、お客様の思いに寄り添い、より消費者に
伝わるをメディアを“かたち”にします。



城野印刷所に、
デジタルという新常識を。
［デジタルサポート］ �����������������
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印刷会社の仕事もデジタル化しつつある時代。
城野印刷所も、デジタルの技術で更なる飛躍を
目指します。

デジタル入稿の高い安全性
自社Webサーバー
お客様からデータをお預かりする場合、インターネット
上での「デジタル入稿」が一般的になりました。業務の
効率化に役立つ一方で、情報セキュリティー対策が欠
かせません。 城野印刷所は、専任者が管理する「デジタ
ル入稿」用社内Webサーバーを活用。お客様ごとの
ID・パスワード、及びSSL認証などで高い安全性を確保
しています。

印刷物だけでは伝えきれない
複雑な表現を可能に！
城野印刷所は手軽にARを活用できるツール「COCOAR2」
を導入しており、登録されたマーカ(画像)を専用アプリで読み
込む事で印刷物だけでは伝えきれない動画や音声などの
複雑な表現の発信も出来ます。

★デジタルスタンプラリー★企業ホームページへの導入★キャラクターとのコラボ
★マーケティング機能　（時間、場所、利用状況など）

AR（拡張現実）とは…
スマートフォンやARグラス越しで見ると、現実世界に3Dデータや動画などデジタルコンテンツが出現し、現実世界に情報を付加してくれる技術です。

デジタルサポートで

精度の高い製品を！

Web校正
システム CMS

カラーマネジメント
システム

ぜひお試しください！

「App Store」／「Google Play」から、AR専用アプリ「COCOAR2」を検索するか、
このQRコードを読み取りインストールしてご体感ください。



私たちは、営業から印刷へとバトンをつなぐ役割
です。お客様からいただいた原稿をもとにレイア
ウトを行い、データをつくり、次の工程につなげます。
チラシ・ポスター・冊子など多彩な種類を扱う一般
制作チームの他に卒業アルバム専門の制作チーム
があり、業務の内容に応じて細やかな対応が可能
です。

つくる、つなげる。
［制作部門］ ��
�
���������
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ミスの発生を削減す
るため、データ作成

を

共通化・ルール化して
います。

経験に裏打ちされた高いスキル
●経験豊富なオペレーターが、お客様のニーズに
合わせて、見やすくわかりやすいデータを作成し
ます。
●ロゴデザインやラッピングバスのデザインなど
幅広く対応。 今までにない新しいご要望もこれ
までの経験を活かし積極的に取り組みます。

お客様のニーズに合わせた、
レベルの高いイラストを
過去に年賀ハガキに採用された実績のある
イラストレーターが在籍、ハイレベルなイラス
トをご提供します。 タッチの描き分けも可能
です。

縁の下の力持ち！
校正スタッフ・XMF Remoteが
ミスを未然に防ぎます
●専門の校正スタッフにより厳重なチェックを
行っています。
●XMF Remoteを利用して、お客様と校正を共有
することにより、ミスを削減します。

※XMF Remoteとは
…

ブラウザ上で校正・
修正の指示ができる

オンライン校正シス
テムです。

専門のアプリ等は不
要で、インターネット

に

アクセスできる環境が
あれば利用できます

。

画面を見ながら確認
や修正の指示が入力

でき、その内容を関係
者が共有できます。

各種用途に合わせ
た、バラエティ

豊かなイラストをご
用意いたします。



高品質な印刷物を作るのには欠かせない画像補正
や印刷の前工程を専門とする部署です。
美しい色彩加工を施したり、リアルな合成にも対応
できるスタッフが揃っています。

鮮やかな色彩を奏でる
プロフェッショナル。 
［製版部門］ ��
�
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データから直接版を作成するCTP出力によるドットロスのない高精度な版の作成が可能！

美しい印刷の基盤づくり
最新のAdobe製品の導入で多様な
画像補正もスムーズな対応が可能です。
画像補正は、商業印刷とアルバム印刷によって補正
方法が異なります。商業印刷の場合は、鮮やかで美
しく、お客様をわくわくさせるような画像補正を。ア
ルバムの場合は、お客様のニーズに合わせた忠実な
画像補正を行います。

面付・刷版も重要な仕事です
印刷物は1枚の大きな印刷用紙にいくつかのページ
をまとめて印刷し、断裁、製本などの工程を経て出
来上がります。面付とはその印刷工程を考えて、複
数ページのデータを正しく配置していくことを指し
ます。
弊社ではXMFワークフローによる
安定した面付及びCTP出力（コン
ピューターからのダイレクト刷版）
を実現しています。

熟練スタッフの高度
な補正・加工で

ビジュアル感をUP！



お客様の幅広いニーズに応えるため、弊社では、最新
機器の導入や、紙面だけに留まらず様々な印刷物の
ご提案が出来るよう、新しい高度な技術に日々挑戦
しています。

お客様の「作りたい」に応えます。
［デジタル印刷機］ ��������
�������
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目に見える色彩を印刷物に
―Jet Press 750S―
弊社は、高性能デジタル印刷機「ジェットプレス
750S」を導入。
広色域・高発色により、美しく色鮮やかな色彩、繊細
な線画再現が可能。
刷版工程が不要なため、少部数・短期間での制作に
優れており、バーコード印刷のような一枚一枚内容
を差し替える可変印刷にも対応いたします。

オリジナルTシャツプリント
紙への印刷だけでなくTシャツなどに
プリントし世界に一つのオリジナル
グッズを1枚から作成できます。
お持ち込み・お急ぎにも対応可能！

CMS（カラーマネージメントシステム）の活用
デジタル画像、モニタ、プリンター、印刷物など異なるデバイス間
の色を管理・統一する自社オリジナルシステムです。
色の差を最小限にし、より良い品質で安定した色再現が可能に！

オフセット印刷品質を凌ぐ新世代のパフォーマンスです！

いつもキレイな色を。
「印刷したら思ったような色にならなかった…」そんなことが起きない
よう、城野印刷所ではデジタル画像、モニタ、プリンター、印刷物など
の各工程機器の色を統一管理する取り組みを進めています。



「美しい」を生む最前線。
［印刷工程］ 
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国家資格を取得したオペレーターが多数在籍して
いる弊社では、ハイスペックオフ輪1台、UV印刷機、
両面印刷機や活版印刷機等、合計8台の機械を完備。
ワンストップサービスでニーズに合わせた高品質、
ハイスピード、低コストをご提案いたします。

広演色印刷で、プロ
セスカラーより

も高彩度の印刷を実
現。

後工程へ回すまで
の

時間を大幅に削減！

両面印刷機（枚葉機）
主にカタログ・リーフレット・パンフレット・ポス
ター等の印刷を行います。 美しく高品質な印刷
を両面同時に行うことができる印刷機です。
また、イレギュラーの場合のみ特色インキの調合
も可能。

UVオフセット印刷機
UVオフセット印刷機で使用する高感度UVイン
キは「速乾性」「耐摩擦性」という特徴を持ち、
UVインキの課題であった「油性インキの光沢
感」も出せるように。 卒業アルバムや記念誌と
いった冊子等が得意な印刷機です。 ハイスペックオフセット輪転機

主に折り込みチラシ等の印刷を行います。 B4チ
ラシ・B3チラシ・B2チラシはもちろん、フリー
ペーパー等、大ロットの冊子も印刷可能です。

さらに、KHS-AI搭載で、印刷
時間短縮／損紙の削減も！

印刷技術向上システム
印刷機の詳細な稼動情報や状態を印刷機メー
カーとクラウド環境で共用し、「印刷機の見える
化」を実現。印刷会社と印刷機メーカー共同で
技術向上と印刷作業の改善に取り組みます。

城野印刷所 印刷機
メーカー

稼動・品質・エラー
メンテナンス情報

サポート

ミス、クレームの削減・品質向上を見込めます。



お客様への想いを
その手に込めて。
［仕上工程］ �����	����
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製本、加工、運輸に関わるスタッフ全員が、
徹底した品質管理による製品の高品質化と一貫した
自社体制によるハイスピード化に取り組んでいます。

在庫管理から発送まで
フルサポート
空調管理設備付きの広い倉庫が
あり、１年間の在庫保管、管理が
可能。
また移動ラックを備え付けてお
り、在庫品の搬出も迅速に対応
いたします！

常時3台の配送車があり、日時指定などお客様の
ニーズに対応。 運転支援及びモニタリング機能
付きのドライブレコーダーを搭載した配送車により
車両の安全運行に万全を期しています。

多様なニーズに応える
製本と折り加工
中綴じ機、無線綴じ機が各2台あり、ハードカ
バーから一般無線綴じなどのさまざまな製
本仕様に対応しています。 また、大ロットに
限らず、自費出版による記念誌や絵本などの
少ない冊数も対応可能です。 チラシやパンフ
レットなどは用途に合わせてさまざまな折り
方ができます。

繊細な加工技術
●厚さ0.5㎜から40㎜まで対応した無線
綴じも◎
●表紙についても箔押しなどの付加価値
も追加可能です。

各工程に熟練の技
術者が在籍している

ため、安心してお任
せいただけます。

常時、温度25℃湿度
50％に管理し、

人、紙、製品にやさし
い環境です。

広い空調設備付倉庫スペース

移動ラック



［就活支援サービス］ �������������������
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就活に際してひとりでの情報収集には限界があり、
自分にあった企業を探すのは難しいもの。
城野印刷所がご提案する就活支援の新サービス、
『SHU-KATSUくまもと』は優良企業との新たな
出会いや就活に関する情報も続々発信！
企業に直接質問しづらいことも事務局が代わって
お応えします。

１～２名の新
卒募集でも

コスパを発
揮！縁の下のチカラ持ち。 ･

SHU-KATSUくまもと
●安心・安全・簡単に利用いただけます。
●公式SNSで就活にまつわる情報をリアルタイム
に就活生が発信！
●YouTubeチャンネルなどで地場企業のトップか
ら就活生へのメッセージが聞けます！

SHU-KATSUくまもと
YouTubeチャンネル

SHU-KATSUくまもと
Webサイト

熊本県内に
特化！

新卒採用に
特化！

県内初！
スカウト型の
就活サイト

スマホやPCからい
つでもどこでも

簡単にアクセスする
ことができます。

在学中の大学生が
運営に参加。

生の声を活かしたサ
ービスです。



助成金受給可能額を
わずか１分で。
［助成金自動診断］ �������������������������
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国や熊本県には、様々な支援制度がありますが、
「どの制度が活用できるのか分からない」「制度の
内容も分かりにくい」「申請手続きも面倒で難しい」
といったことを耳にします。
そこで城野印刷所の新サービス、『どがしこ？』の
自動診断システムで御社の課題に合った支援制度が
見つかります。

ご存知ですか？
公的支援制度（補助金・助成金）がごく僅
かしか活用されていない理由は、『年間
3,000種類も発表』されるために『自社
にマッチする支援制度が分からない』から
という調査結果が出ているんです。

「分かりにくい・面倒・難しい」を
解決します！
アンケートに回答するだけで受給可能金額を自動診断し、
（オンライン対応の申請の場合）その場で申請まで進むこ
とができるので、スピーディで手間いらずです。

URLにアクセス頂くか、QRコードを読み取りください。

その場で
診断結果が
分かる

すぐ申請
相談依頼が
できる

オンライン上
で完結
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	印刷だけでなく「ワンストップ・サービス」でお客様のお役に立っていきます。
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〒861-2296 熊本県上益城郡益城町広崎1630-1（益城熊本空港I.C.近く） 
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