
発行：北区地域振興部産業振興課　制作：図書印刷株式会社
〒114-8503　北区王子1-11-1 北とぴあ11階　Tel：03-5390-1234　Fax：03-5390-1141　http://www.city.kita.tokyo.jp/
No.109 平成30年6月15日号（年4回発行　6月／9月／12月／3月）　刊行物登録番号：30-2-009

北
区
の

特
色
あ
る
印
刷
業

テ
レ
ビ
で
も
紹
介
さ
れ
た

あ
の
製
品

そ
れ
を
作
っ
て
い
る
企
業
が
、

実
は
北
区
に
あ
る
ん
で
す
よ
！

●熊沢印刷工芸 株式会社

●有限会社 中村印刷所

●株式会社 新栄プロセス社

テ
レ
ビ
で
も
紹
介
さ
れ
た

あ
の
製
品

そ
れ
を
作
っ
て
い
る
企
業
が
、

実
は
北
区
に
あ
る
ん
で
す
よ
！

新しい風
北区商工通信

No.109
2018.6.15
Take Free

●株式会社 新興グランド社
●東和マーク 
　株式会社



株式会社新栄プロセス社は、昭和43年創
業。シルクスクリーン印刷やPP印刷を手
がける印刷会社です。製版～印刷まで自
社工場に設備を備え、短納期・大量生産
を可能にしています。同社が特許出願中
の「See Catch®」は、壁や壁紙に傷つけ
ず、カレンダーや写真を静電気の力で貼
ることができるというもの。賃貸住まい
の人が少なくない昨今、ありそうでなかっ
た技術として注目され、同技術を使った
カレンダーなどが製品化されています。

半世紀以上に渡ってスクリーン印刷分野
で活躍。常に新しいアイデアを取り入れ
た製品・技術の開発に取り組み続けてい
ます。その事業領域は、出版物からポス
ター・シール、公共施設の誘導サイン、
壁紙等のテクスチャーなど、多方面に拡
がっています。IT社会の中においても、
人の感性を大事にしているのが同社の社
風だそうです。モノづくりのこだわりを
もったプロフェッショナル集団として、
総合装飾会社を目指しています。

A3～ A6のサイズバリエーションを
揃え、無地のものから写真入りまで
ラインナップ。50部以上の注文で、
完全オリジナルデザインにも対応し
ています。

SeeCatch®カレンダー

代表取締役

護守 四郎
代表取締役社長

熊沢 豊

〒114-0011　昭和町2-13-5
TEL：03-3800-8691
HP https://www.silk-print.jp/

〒115-0052　赤羽北2-35-7
TEL：03-3905-1201
HP http://www.kumazawa-sp.co.jp/

株式会社 新栄プロセス社 熊沢印刷工芸 株式会社

ノリやテープを使わず壁に貼れる技術
「See Catch®」を使ったカレンダー

お客様の「目立たせたい！」の声を実現
光らせる印刷を目指し光沢のあるインキの開発を提案、実現！

台東区浅草蔵前で昭和13年に活版印刷業
を開業。以来80年もの間、地域に密着し
た印刷所として、品質・納期・廉価にこ
だわってきたそうです。活版からオフセッ
トへの時代の変化にもいち早く対応する
など、多様化するニーズに応えてきまし
た。特許を取得した水平開きノート®は同
社の顔となる商品に。これまで培ってき
た経験を活かし、インターネットを通じ
た直販や大手ノートメーカーとの協業の
開拓に、現在は取り組まれています。

開いたときに折り目の中心部が膨ら
まない、独自の製造方法を用いた
ノート（特許取得済）、ツイッターの
つぶやきから1年で20万冊以上売
れたヒット商品です。

封蝋（シーリングワックス）は、欧
米で手紙の封筒に封をするときに用
いたりする蝋のこと。本物の蝋に近
い質感を、独自技術で再現した特別
な商品です。

写真では青く着色していますが、実際は
透明なインキを立体的に印字すること
で、文字や図版などの通常印刷物の上
に点字を載せることを可能にしました。

水平開きノート®（Flat Note Book）

封蝋風シール（実用新案取得商品） 点字印刷
（透明UV硬化型インクを使用）

〒114-0023　滝野川6-46-10
TEL：03-3916-1444
HP http://nakaprin.jp/

有限会社 中村印刷所

水平開き方眼ノート®（ナカプリバイン）
で話題になったメーカー

代表取締役

中村 輝雄

昭和44年創業、ネームプレートやシー
ルを中心とした事業を営む企業です。事
業の柱の名札やネームプレート分野では、
金属からプラスチックまで幅広い製品を
扱っています。ビルのエントランスに掲
示される、金属の社名入りプレート（社
名版）も、その一つ。企業の顔にもなる
商品だけに、お客様のよろこぶ笑顔を経
営方針に掲げ、お客様の視点で、「ほしい」
「使いたい」と感じていただける製品を作
り続けています。

スクリーン印刷のイノベーションは日進月
歩で、今もってなお進化の道程にあるとい
う分野です。新興グランド社は半世紀以上
に渡り、常に時代を先駆ける製品づくり、
技術への挑戦を続けてきた企業です。視
覚障がい者の方へ情報伝達する手段の一
つ、点字分野においても、高度なスクリー
ン印刷技術を活かし、健常者と視覚障がい
者がともに使いやすい印刷物を提供してい
ます。同技術を活かした装飾や危険防止の
製品なども製作しています。

代表取締役社長

黛 文雄
代表取締役

宮坂 一朗

〒114-0012　田端新町1-9-7
TEL：03-3800-8124
HP http://www.towamark.co.jp/

〒115-0055　赤羽西2-21-1
TEL：03-5963-5184
HP http://www.shinko-grandsha.jp/

東和マーク 株式会社 株式会社 新興グランド社

製品にプラスαの価値を生む
モノづくりを目指す、名札＆シールのメーカー

点字・ラインストーン・リフレクション
といった、スクリーン印刷のプロフェッショナル

テレビ
で紹介

され、

話題に
なった

製品も
登場

東京・北区は洋紙発祥の地として知られ、印刷業が区内全事業所のうち約27％を占め、区内最大の業種として発展してきました。今回は、これまでの印刷の枠を超えて、新たな工夫で挑戦する企業をご紹介します。

北区の特色ある印刷の 会社を一挙紹介します！

熊沢印刷工芸株式会社と日本ドライブシール株式会社は平成30年6月1日付で合併いたしました。

特殊な表面処理を施し描かれた塗り絵。色鉛筆でこすると、不
思議な文様が浮かび上がってきます。新感覚の塗り絵体験を
楽しめる印刷技術です。

フロッタージュ印刷
同社では100以上もの施工実績を持っています。自販機のような平
面はもちろん、オートバイのタンクのような湾曲したものにも対応
できます。（バイクのタンク1個6万円ほど）個人の依頼も受けます。

ラッピング広告～バス・自動販売機～
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実施時期 イベント名 商店街名（場所） 主な内容
6/16 北区ワンコイン市 北区商店街連合会 店頭にワンコインの目玉商品を配置

6/21～7/21 サマーセール 王子銀座商店街振興組合 セール、買物ラリー、
ウエットティッシュプレゼント

6/23～7/8 十条サマーセール
十条銀座商店街振興組合・
十条富士見銀座商店街振興組合・
十条仲通り商店会・十条中央商店街振興組合・
（十条地区商店街振興協議会）

抽選会

6/25～7/31 中元売り出し 桐ヶ丘商業協同組合 抽選会、かき氷プレゼント

6/25～7/8 庚申様の夏祭り 浮間庚申通り商店会 抽選会、スタンプラリー、
かき氷プレゼント

6/27～7/20 中元福引大売出し 東十条銀座商店街協同組合 抽選会、飲み物無料サービス

6/29～7/8 中元感謝セール 東十条商店街振興組合 抽選会、模擬店、
ポップコーンプレゼント

6/30～7/1 北マルシェ（赤羽公園） 北マルシェ実行委員会 区内名物料理、伝統工芸、大道芸など

7/1～7/26 中元大売出し及び道灌祭り 赤羽西口本通り商店会 抽選会、ゲーム、模擬店

7/1～7/31 しーちゃんの夏祭り 霜降銀座栄会 七夕装飾、抽選会、子供工作教室

7/2～7/14 中元うっぴーまつり 滝野川馬場商店会 抽選会

7/5～8/15 中元売り出し 西ヶ原霜降橋商店街 抽選会

7/22 第39回夜市場祭 滝野川市場通り商店街振興組合 模擬店、スイカ割りゲーム

7/23～8/5 七夕祭り 豊島中央通り商店街振興組合 七夕飾り、サンバパレード、
ちびっこ縁日、抽選会

7/28～7/29 エコ・キャンペーン2018第30回納涼盆踊り 赤羽スズラン通り商店街振興組合 盆踊り大会、模擬店

7/28～7/29 納涼大会 浮間銀座商店会 抽選会、和太鼓

8/20～8/21 第44回田端銀座盆踊り大会 田端銀座商店街振興組合 盆踊り、仮装大会

8/25 ふれあい通りの夜店大会2018 西ヶ原銀座商栄会 夜店、ゲーム、フリーマーケット、縁日

8/25～8/26 赤羽納涼フェスタ 赤羽一番街商店街振興組合 盆踊り、模擬店

9/1～9/2 第7回赤羽西口フェスティバル

赤羽西口本通り商店会・赤羽西口駅前商店会・
ビビオ店舗会・アピレ会・桐ヶ丘商業協同組合・
赤羽台団地商店会・赤羽八幡共栄商店会・
三岩通り商店会
（赤羽西口フェスティバル実行委員会）

抽選会、ミニライブ、模擬店、
スタンプラリー、お散歩マップ配布

9/1～9/2 北マルシェ（赤羽公園） 北マルシェ実行委員会 区内名物料理、伝統工芸、大道芸など

9/13～9/30 秋の味覚まつり 王子銀座商店街振興組合 お買物ラリー、模擬店、芋煮無料配布、
ゲーム、松茸抽選会、コンサート

9/15 感謝の宵まつり 滝野川銀座商店会 どじょうつかみ、抽選会、縁日、模擬店

9/15 北区ワンコイン市 北区商店街連合会 店頭にワンコインの目玉商品を配置

9/15～9/16 TOHOわくわく祭り 東豊名店街 コンサート、曲芸ショー、
子供向けアトラクション

■一般向け（10％プレミアム付）　販売日 6月30日（土）
どなたでもお一人2冊まで購入できます。

■高齢者向け（15％プレミアム付）　販売日 9月8日（土）
北区在住で65歳以上（昭和29年4月1日以前
生まれ）の方であれば、お一人1冊購入できます。
購入時に健康保険証、運転免許証など年齢が
確認できる証明書が必要です。

販売はいずれも午前10時から。
販売所は各商店街で、
のぼりが目印です。

日時：9月29日（土）
会場：荒川河川敷岩淵水門付近
詳しくは「北区花火会」ホーム
ページで発表いたします。
北区花火会実行委員会　http://www.hanabi-kita.com/

商店主がお店でプロの技やコツを教えてく
れる「まちゼミ」。子どもが参加できる講座、
夜間に行う講座もあります。詳しくは北区
ニュース7月20日号と同時に配布するまち
ゼミチラシをご覧ください。

北区は、江戸時代でも交通の要所であり、江戸の名残や名所が
各所に見られ、伝統工芸は今でも職人達の手によって受け継が
れています。そんな情緒溢れる北区の魅力を、めいっぱい詰め
込んだイベントが「北マルシェ」です。開催日など詳しくは「北
マルシェ」http://kita-marche.tokyo/で検索してください。

平成30年度  プレミアム付き商品券販売のご案内

北区花火会2018

今年も「まちゼミ」8月～9月中旬開催予定

人と人が繋がる地域連携マルシェ「北マルシェ」

※掲載されているイベント、内容、時期等は変更になる可能性があります。Event Schedule　イベントスケジュール
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産業振興課 商工係　TEL：03-5390-1235

北マルシェ実行委員会事務局
（まちづくり北株式会社内）TEL：03-5963-5415

問い合わせ先北区商店街連合会　TEL：03-5390-1200問い合わせ先

問い合わせ先

今年もやります！




