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企画・編集の目が生きた、
付加価値ある製品づくり。
私たちが心がけているのは、付加価値のある製品づくり。そのための「知
恵」、いわばソフトを担当しているのが企画・編集スタッフです。制作の
プロフェッショナルの視点で、お客様の要望にお応えするために必要な
企画アイデアや編集構成をご提案。一貫したコンセプトで制作チームを
統率し、企画・編集の目が行き届いた製品づくりを実現します。オーダー
して良かった、そう感じて頂ける、新鮮でオリジナリティーあるご提案を
常に目指しています。

伝えるチカラを強くする企画力があります。

お客様本位を徹底した
クリエイティブ姿勢。
すべてのクリエイティブは、お客様についてよく知ることから始まる。私
たちはそう考えています。そのためデザインチームは営業スタッフとコミュ
ニケーションを密にし、時にはお客様と直接打合わせて、ご意向を適確
に把握。ベストなツールづくりの検討と検証に生かしています。その結
果がお客様のイメージにピントの合った仕上がりにつながるのはもちろ
ん、それ以上にインパクトある提案を実現。お客様本位を徹底しながら、
より効果的なコミュニケーションツールづくりに挑戦しています。

バリエーション豊かなデザインワーク。
コミュニケーションを広げるあの手この手のツール制作、どうぞご相談
下さい。キャラクター提案や商品パッケージ、サイン ( 看板 )・ディスプ
レイのデザインなど「えっ、こんなアイテムまで？」というような、あらゆ
るモノづくりに幅広く対応。さまざまなコミュニケーション戦略をお手伝
いしています。手がけているのは、印刷メディアはお手のもののデザイン
スタッフ。その技術と経験を生かして、豊富なアイテムのデザインも自在
にご提案できます。

CREATIVECREATIVE

川口印刷工業プロファイル ｜❷

Adobeのデスクトップアプリでデータ作成

地域支援を目的に情報誌を発行

IGR 一戸駅舎内交流スペース ウィンドウ装飾

一貫体制の充実した
設備が揃う印刷工場。
本社工場には制作から納品まですべての工程を一貫して行える、
トータルな印刷設備を備えています。その規模は北東北随一。業
界でも最新鋭の設備を導入、デジタル化と多様化するお客様の
ニーズに対応しています。また、B2・B3 サイズのオフセット輪転機、
中綴り・無線各製本に対応する綴機など、一つの工程の中にも複
数の設備を幅広く整えており、多彩な製品バリエーションのオー
ダーにお応えできます。

多様なニーズに
合わせられる設備で応えます。

川口印刷工業プロファイル ｜❸

最新デジタルシステムで
サービス向上を実現。
印刷原稿を整えるプリプレス部門の制作環境は全てデジタル化。
デザイン・レイアウト作業を行う DTP（Desk Top Publishing）
システム、 校 正 済みデ ータから直 接 刷 版を出 力 する CTP

（Computer To Plate）システムなど、絶えず最新のデジタル設
備を導入し、安定した品質の製品をスピーディーにお届けできる
ように努めています。

大量生産、多品種少ロット
どちらも万全対応。
プレス（印刷）部門では、表裏一度にフルカラー印刷ができる両
面 8 色機、1 時間におよそ 3 万枚もの生産能力を持つオフセッ
ト輪転機などを導入し、納品のスピードアップをはかっています。
オフセット輪転機は B2 サイズのほか、要望の多い少ロットのチラ
シ生産に対応して B3 サイズも完備。大量生産、多品種少ロット、
どちらのニーズにもフレキシブルにお応えできるよう、設備をきめ
細やかに整えています。

TECHNOLOGYTECHNOLOGY

大型インクジェットプリンターでポスターやパネル、横断幕を出力

多品種小ロット、バリアブル印刷に適したオンデマンドプリンター

主力のUVカラー印刷機

B2サイズのチラシを印刷するオフセット輪転機
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デジタルメディア制作を
技術と企画の両輪でサポート。
販売促進、告知広告、キャンペーン・イベントなど様々な用途に合わせて、
Web サイトや動画、SNS など、お客様の課題解決に最適なデジタル
メディアをご提案いたします。デジタルを応用する知識と経験、広報誌・
パンフレット・雑誌などのコンテンツ制作で培ったノウハウを生かして、
ご要望にお応えしています。媒体特性を踏まえたコンテンツ設計と、見
やすく見ごたえのあるデジタルメディア制作で、お客様のプロモーショ
ンをサポートいたします。

アナログも  デジタルも
総合的なプロモーションツールをご提供します。

川口印刷工業プロファイル ｜❹

Webサイト構築をコーディネート。
「出かける」「買う」「調べる」など、あらゆるタイミングで検索すること
が当たり前となった今日。地域や企業などが、公式 Web サイト等を用
いて自ら情報を発信する姿勢は、欠かせないものとなっております。当
社は、印刷物の制作で培ったコンテンツ企画・編集・制作力を軸に、
サイト構築をコーディネートいたします。CMS の導入やＳＥＯ対策、ア
クセス解析など、設計・運用に関するアドバイスもお任せください。お
客様の想いを実現する、最適なプランをご提供いたします。

一つの素材データを
複数メディアにフル活用。
パンフレットやチラシから、Web サイトや SNS、動画などのデジタル
メディアに展開するような施策も、お任せください。紙製のパンフレッ
トに付加した QR コードから、音声付き PR 動画や AR コンテンツを
体験できたり、紙面では伝えきれない即時的な情報・詳細情報を掲載
している Web サイトや SNS アカウントに誘導したり。用意した写真や
記事などの素材データを、アナログにもデジタルにも展開して、イベン
トの訴求、地域や企業のブランディングを加速いたします。

DIGITALDIGITAL

二戸市観光協会　http://ninohe-kanko.com/

釜石市観光パンフレット

YouTube アプリを
ダウンロードして動
画を見てください。釜石市観光パンフレット

地域の活性化に寄与する情報誌
これまで当社が培ってきた情報編集能力を活かして地域の
魅力を発掘、見つめ直し、紙 ×デジタルで地域内外に情報
を発信しています。出版社とは違った情報加工発信者とい

マーケティングにも役立つ
地域密着メディアを展開しています。

川口印刷工業プロファイル ｜❺

地域をつなぐフリーペーパーとWebサイト
季刊誌 東北「道の駅」公式マガジン［みち・コ］は、利用者と地域の出
会いの場となっている「道の駅」での「発見」と「交流」を共有しながら、
東北各地の新しい魅力を発信し、地域の活性に貢献したいという願いを
込めて発行しています。
また Web サイト［まいにち・みちこ］は「道の駅」をはじめ、東北内外
で「東北を話題にしている」ひとたちが参加し、東北や地域をキーワー
ドとして誰かと誰かの価値が繋がるような仕組みとなっています。

USEFULUSEFUL

まいにち・みちこ　https://my-michi.com/

東北「道の駅」公式マガジン［おでかけ・みちこ］

地元旅行代理店と『rakra』がコラボした
ソムリエと行くテロワールを探す旅

大人のための北東北エリアマガジン
『rakra( ラ・クラ )』

本誌と連動した北東北各地発行の観光PR媒体

う印刷会社本来の役割を果たしながら、地域経済の活性化
を促しています。
また、印刷物製作という製造業的な立場から抜け出し、地
域活性化ビジネスの中心的役割を担う立場を意識し、各種
イベントを展開しています。

動画は
こちらから

東北「道の駅」公式マガジン［おでかけ・みちこ］
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まるで空を飛んでいるかのような映像。
今までにない視点から映し出すドローン映像はどこか新鮮で、心躍り
ます。そこには「もっと見たい」と思わせる ” チカラ ” が間違いなく存
在します。圧倒的な臨場感やリアリティ、まるで空を飛んでいるかのよ
うな映像を撮影できるのがドローン空撮の魅力のひとつです。DJI 社
製４K カメラ搭載機 INSPIRE により 4K 動画の録画および 16 メガピ
クセルの静止画の撮影が可能。国土交通省ドローン飛行日本全国包
括申請許可・承認を得ています。

文字や写真だけでは伝えきれない魅力や特徴を、
多様な映像表現により的確に伝えます。

川口印刷工業プロファイル ｜❻

ユーザーが自由に視点を動かせる映像。
360 度動画は視聴者の操作で動画の視点を動かすことができ、上下
左右好きな方向、好きな角度で対象物を見ることができます。撮影し
た側の視点ではなく、視聴者の視点で動画を見られるので、動画の中
に入り込むような没入感を味わえます。また、一度の再生では 360 度
全てのアングルを見ることはなかなかできないため、繰り返し視聴され
やすいといわれます。

より繊細にきめ細かく、より美しい映像。
デジタル映像技術が進化した 4K という世界は、これまで再現が難
しかった動画の色味や動きを可能にしました。風になびく木々の揺れ
や髪の毛の一本一本など、人間の眼で観るのと同じくらいに近づいて
きました。その魅力の秘密は解像度にあります。4K の画素数は、横
3840× 縦 2160。なんとフルハイビジョンの４倍の画素数ということに
なります。弊社では PANASONIC/4K カメラレコーダー及びドローン
用 Zenmuse/4K カメラにより撮影可能です。

時の経過をドラマチックに再現する映像。
タイムラプス映像。この映像は一味違います。タイムラプスは一定の間
隔で連続撮影した静止画を素材として作った映像。時間の経過を短縮
して映し出します。空の雲の動き、星空の動き、花のつぼみが開花す
る様子、何かの制作過程、日の出や日没、たくさんの車が通る道路な
どです。それらをタイムラプス映像にすることで、どんな変化が起こっ
ているのか伝わりやすくなり、さらに通常よりもアーティスティックな映
像になります。

MOVIEMOVIE

ドローン映像

360度動画（YouTube アプリで閲覧）

4K 映像

タイムラプス映像

個人情報保護マネジメントシステム
［プライバシーマーク］の付与認定企業。

情報化が急激に進展していく今日、情報の正しい使い方、あり方を考え、行動す
ることがよりよい共同社会を構築していく上で、極めて重要なことです。当社は、
個人情報においても個人情報の保護と適正な取り扱いが社会的債務であると認
識し、日本工業規格「JIS Q 15001 個人情報マネジメントシステム－要求事項」
に適合して、個人情報について適切な保護処置を講ずる体制を整備し、事業活
動をしています。

「いわて地球環境にやさしい事業所」として認定。
岩手県では、地球温暖化に配慮した取り組みを積極的に行っている事業所を認
定し、県民に広く公表することにより、地球温暖化対策の積極的な取組みを広げ
ていく活動を行っています。当社は、電力、重油、ガス、自動車燃料等のエネルギー
使用削減による二酸化炭素排出の抑制に向けた取組みの成果が認められ、二つ
星の認定を受けています。

信頼にお応えするための社内環境を
整備しています。

川口印刷工業プロファイル ｜❼

業務システムKIPSで顧客情報を共有。
売上、受注、生産の進捗状況を社内で共有するため、独自の業務システム・KIPS

（Kawaguchi Information Production System）を稼働、お客様へのサービ
ス向上をはかっています。情報の一元化により、正確な見積りがスピーディーに
提供できたり、生産状況のお問い合わせにも迅速にお答えできるなどのメリット
が生まれています。このような社内ネットワークを今後ますます充実させ、お客様
に喜ばれるソリューション営業に活用したいと考えています。

環境に配慮した生産材を使用
当社は、平成 19 年に FSC 森林認証（FSC-COC 認証）を取得しました。FSC
森林認証制度とは FSC(Forest Stewardship Council：森林管理協議会、本部・
ドイツ ) が運営する国際的な認証制度で、環境、社会、経済の観点から森林管
理が適正に行われているかどうかを審査・認証する仕組みです。FSC 森林認証
紙を使用した印刷物に FSC のロゴマークを表示することができ、違法伐採や管
理されていない森林の木材を使用している非認証製品との差別化を図ります。こ
れからも環境に配慮したベジタブルインキの使用と合わせ森林保全しいては環境
保護にも積極的に関わっていきます。
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本社・工場　〒020-0841 岩手県盛岡市羽場10地割1-2　TEL.019-632-2211　FAX.019-632-2217

東京支店・工場　〒116-0011 東京都荒川区西尾久7丁目58-2　TEL.03-3894-0101　FAX.03-3894-7991

仙台支店　〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目7-17　ベルザ仙台3F　TEL.022-712-9776　FAX.022-216-3646

八戸営業所　〒039-1169 青森県八戸市日計1丁目2-52　TEL.0178-20-4340　FAX.0178-20-4345

青森営業所　〒030-0812 青森県青森市堤町2丁目1-7　堤町ファーストスクエアビル6F-C　TEL.017-721-6520　FAX.017-775-3510

県南営業所　〒024-0093 岩手県北上市本石町2丁目1-37 　伊藤治ビル3F　TEL.0197-65-5515　FAX.0197-65-5516

本町営業所・工場　〒020-0015 岩手県盛岡市本町通2丁目13-8　TEL.019-623-3351　FAX.019-623-3353

秋田営業所　〒010-0951 秋田県秋田市山王6丁目11-7　TEL.018-883-0515　FAX.018-883-0516

ラ・クラ編集室　〒020-0841 岩手県盛岡市羽場10地割1-2　TEL.019-632-2211　FAX.019-632-2217

空から撮りたいをカタチにする川口印刷工業(株)の空撮業務。
印刷物用・動画用空撮をハイパフォーマンス、ローコストで実現します。




