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■会社概要

倫理17000認定

会 社 名　進和ラベル印刷株式会社
代 表 者　代表取締役社長　晋道　純一
所 在 地

創　　立　昭和 62年 4月
資 本 金　3,000 万円
従 業 員　59名　（2016 年 6月現在）

本社・工場　　　44名
庄内支店・工場　11名
東京支店　　　　　4名

取引銀行　山形銀行上山支店・きらやか銀行上山中央支店・
日本政策金融公庫山形支店・商工中金山形支店

昭和62年　  4月　山形市上町にて「有限会社 進和」創立
　（資本金700万円）

平成  6年　  8月　上山市蔵王の森にて「株式会社 進和」に組織変更
平成  6年　  8月　上山市蔵王の森工業団地にて新工場操業開始
平成  8年　  8月　鶴岡市に庄内営業所新設
平成11年　  4月　東京都千代田区に東京営業所新設
平成13年　  5月　「進和ラベル印刷 株式会社」に組織変更

　（資本金3,000万円に増資）
平成15年　10月　本社増築
平成15年　11月　東京都千代田区神田に東京営業所移転
平成16年　11月　ISO9001 認証取得
平成20年　  1月　東京都荒川区西日暮里に東京営業所移転
平成20年　  9月　倫理17000 認定
平成22年　11月　庄内支店・工場を酒田市に新設 及び

新工場操業開始
東京営業所を東京支店に組織変更

平成23年　10月　創業２５周年記念式典開催
平成25年　10月　本社工場増築
平成26年　  3月　東京都千代田区外神田に東京支店移転
平成26年　  9月　世界ラベルコンテスト ベスト・オブ・ザ・ベスト

レタープレス部門受賞

■沿　革

■ごあいさつ

代表取締役社長　晋道　純一

「小さな顔で、大きな力。」商品の顔と
いう使命を持つ「ラベルパワー」でお客
様の商品が輝きを放ち、そして売れ筋
商品となっていく。そのようなお役立ち
のできる企業を目指しております。その
ために当社は、デザイン・製版・印刷・
検査そして仕上げ加工と完全内製化を
実現しており、更にヒューマンスキルを
ベースにしたテクニカルスキルの高い
人づくりに日夜研鑽しているところでご
ざいます。
今、特に求められている品質管理には、
オペレーターの育成と最新の検査装置
を積極的に導入して対応しております。
お客様のニーズを上回る Q（品質）・
C（価格）・D（納期）を追求するラベル
づくりに全社員が一丸となり邁進してま
いりますので、今後とも、更なるご教示
を賜りますようお願い申しあげます。

■本社・工場
山形県上山市蔵王の森 10番地
TEL 023-672-7577　FAX 023-673-2019

■庄内支店・工場
山形県酒田市京田四丁目 9番地 5
TEL 0234-28-8155  FAX 0234-28-8156

■東京支店
東京都千代田区外神田二丁目 2-17
共同ビル万世 8階
TEL 03-6206-0635  FAX 03-6206-0637



Ⓡ

■経営理念

1. 優れた製品と信頼性の高いサービスを提供する

1. 倫理経営に徹する

1. 企業として地域社会に貢献し責任を果たす

1. 常に自己改革を図り心と感性を磨き高める

1. 社員に責任と権限と機会を与えそれを評価する

■経営方針

1. 利他の心をベースとした企業経営を実現する

1. 全社員が現状と目標を共有し、
　　ベクトルを合わせ創意工夫する

1.QCDを合わせ持つ多柱経営を展開する

1. 徹底した 5Sの実践による生産性向上を図る

1. 全社員が費用対効果を考え原価意識を高める

お客様の想いを
ラベルという「顔」に込めて

商品の第一印象を決定する顔、それがラベル
例えば食品のパッケージ、家庭用品や電化製品のシール
届けるのは、みなさまの真心が込められたメッセージ

みなさまの想いがより多くの人の喜びとなり
満ち足りた生活の源になりますように

ラベルの“伝える力”を大切にした製品づくりに取り組んでいます



上山市・酒田市の
見どころ・名産品

ラ・フランス／上山市

そば／上山市

蔵王（お釜）／上山市

干し柿／上山市

上山城／上山市さくらんぼ／上山市

日和山公園／酒田市

傘福／酒田市

山居倉庫／酒田市

かせ鳥／上山市
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★上山市
● 本社・工場

● 庄内支店・工場

● 山形市

● 新庄市

★酒田市

● 鶴岡市

● 米沢市
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営
業
・
企
画
提
案

商品の魅力を最大限に引き出す
さまざまな企画・提案を行います

お客様の想いと商品の魅力をキャッチし、
さまざまなアイデアを具体的な形にしてご提案。

お客様のニーズにあったラベルをプロデュースしていきます。
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どのようなラベルを
お求めですか？
・何に貼りますか？素材は何ですか？
・ラベル寸法・形状は？
・ラベルの色数は何色ですか？
・ラベルはどのような仕様ですか？
・ラベルはどのような環境下でどのくらいの
　期間貼りますか？
・写真・イラストは入りますか？
・ラベルに箔押し・ニス・PPラミネートを貼る
　必要はありますか？
・このほかに要求される機能はありますか？

パッケージや販促品などの
必要はありませんか？
・POP・ポスター・タペストリー・販促ツール等
・ラベルを貼る容器・袋 etc

営業部 課長  晋道 勇一

元気で明るい
“会社の顔”に！

私たちは会社の顔として、お客様と商談す
る際は、“元気に明るく、素直”をモットー
に、日々営業活動を行っております。
その為、常に提案型の営業を心がけ、お客
様のお役に立ちたいと思っております。

Ⓡ
Ⓡ
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デ
ザ
イ
ン
制
作
・
製
版

商品をより個性的に、
より魅力的にみせるデザインを提案します

経験豊富なデザイナーが、それぞれの得意分野の知識や技術を活かしながら、
素材、色、形状、機能等をトータル的にコーディネート。
いろいろな角度からデザインを組み立てプレゼンします。
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プリプレス工程の内製化で、次工程への流れがスムーズに。迅速・的確な対応が可能です。

デザインで
お客様の

笑顔がみたい！

私たち制作室は、お客様の商品に対する
想いやイメージをしっかりとカタチとして
表現するため、デザイナーというプロ意識
をもち、時代の流れを敏感に感じ取ってベ
ストなデザインをご提案します。デザイン
でお客様の笑顔が見たいから、私たちも
負けない笑顔でがんばっています。

マルチパーパス・
フラッドベッド
カラースキャナ

ポジフィルム・デザイン画・原稿
等を取り込みデジタルデータに
します。専用ソフト（FCIP）によ
り鮮明な画像を取り込むことが
でき、さらにデータ修正も容易
にできます。

データ取り込み

  レタープレス、フレキソ、
オフセット製版機

デジタルデータをもとに、樹脂
版やPS版に直接画像をレーザー
で焼き付けて現像します。従来
のフィルム製版に比べ、より精
度の高い現像が可能となりま
す。

フィルム出力

デジタルラベル

デジタルラベル印刷機は、印刷
時の版や抜型が不要で、パソコ
ンからダイレクトにデータを送
ることでラベルを作る事ができ
ます。小ロットのラベル対応や
サンプル作成等、さまざまな分
野で活躍します。

小ロット対応

制作室 主任  太田 岳秀

Ⓡ
Ⓡ

プリプレス
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印
刷
・
加
工

培われた印刷技術と最新の設備を導入し、
小ロットから大ロットまで対応いたします

多種多様な色・形、加工が可能なラベル・シールの世界。
ラベルの個性は商品の個性といえます。

最新の設備と高い技術力を駆使し、お客様が120％満足できる製品をお届けします。
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製造部 工場長  武田 博

たかがラベル、
されどラベル。

私たち製造部は、QCDS(品質、コスト、納
期、安心・安全)の向上を日々追求し、5S
活動の徹底により「ラベルひとつに心をこ
めて」お客様に満足して頂ける製品作り・
もの創りを常に探求しています。

“良い製品は 良い工場から”

Ⓡ
Ⓡ

本社工場

庄内工場



Shinwa Label Printing

11

製
品
検
査
・
品
質
保
証

ラベル1枚1枚の品質を大切に
徹底した検品体制で製品を一元管理
ラベルの仕上がりが完全なものになっているか、弊社では徹底した製品管理を実現。

入念な検査と丁寧な仕上げで、お客様が安心して
製品を使っていただけるよう、最善を尽くします。
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ロール検査機 製造スタッフ

RSSコード検証機

シート検査機

PTカッター

巻取梱包

目視検査

お客様のさまざまなニーズに合わせた包装・梱包仕上げなど、きめ細やかに
対応いたします。また、シート・ロール製品どちらにも最新のラベル検査設備
を保有し、各分野に合わせたハイスペックな全数検査業務を実現、品質保証に
も万全の体制を整えています。

Ⓡ
Ⓡ



受 賞 履 歴

世界ラベルコンテスト 9回受賞
国内では 最優秀賞 8回　審査員特別賞 2回

▼『世界ラベルコンテスト』とは？
世界ラベルコンテスト（WLAAC）は、1989年FINAT
のRon Spring氏の提唱により、ヨーロッパ（FINAT）、ア
メリカ（TLMI）、日本（JFLP）の３団体からなる世界大会で
す。最近ではニュージーランド、オーストラリアなどのラベ
ル印刷団体も参加し、各国で年１回行われるコンテストの
上位入賞作品を持ち寄り、27のカテゴリー別に最優秀賞・
審査員特別賞などを表彰しているコンペティションで、26
の競技部門で競われております。

Best of the Best
各部門の最優秀賞の中から印刷方式別で特に優れた５
作品に贈られる世界No.1の賞。

員 賞
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・
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５
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第25回世界ラベルコンテスト
Best of the Best
レタープレス（ワイン・スピリッツ）最優秀賞受賞
（平成25年9月23日ベルギー・ブリュッセルで開催） 第23回シール・ラベルコンテスト

経済産業省 商務情報政策局局長賞

第25回世界ラベルコンテスト
最優秀賞受賞
（平成25年9月23日ベルギー・ブリュッセルで開催）
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受 賞 歴 01

第24回全日本シール・ラベルコンテスト
優秀賞受賞
（平成26年10月24日南三陸町で開催）

第22回全日本シール・ラベルコンテスト
経済産業省商務情報政策局局長賞
（平成24年10月19日東京で開催）

第22回世界ラベルコンテスト
最優秀賞受賞
（平成22年9月22日シカゴで開催）

第20回全日本シール・ラベルコンテスト
優秀賞受賞
（平成22年10月16日横浜で開催）

第20回全日本シール・
ラベルコンテスト
全日本シール印刷
協同組合連合会会長賞受賞
（平成22年10月16日横浜で開催）

第21回世界ラベルコンテスト
最優秀賞受賞
（平成21年9月22日ベルギー・
ブリュッセルで開催）
第19回全日本シール・ラベルコンテスト
技術・特許委員会賞受賞
（平成21年10月16日名古屋で開催）

第20回全日本シール・ラベルコンテスト
優秀賞受賞
（平成22年10月16日横浜で開催）

第19回全日本シール・
ラベルコンテスト
全日本シール印刷
協同組合連合会会長賞受賞
（平成21年10月16日名古屋で開催）

第19回全日本シール・
ラベルコンテスト
優秀賞受賞
（平成21年10月16日名古屋で開催）

第23回世界ラベルコンテスト
レタープレス（ワイン・酒）最優秀賞受賞
（平成23年9月27日ベルギー・ブリュッセルで開催）
第21回全日本シール・ラベルコンテスト
経済産業省商務情報政策局局長賞受賞
（平成23年10月7日京都で開催）

Ⓡ
Ⓡ

第22回全日本シール・ラベルコンテスト
経済産業省商務情報政策局局長賞
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第18回全日本シール・ラベルコンテスト
優秀賞受賞
（平成20年10月10日東京で開催）

第18回全日本シール・
ラベルコンテスト
優秀賞受賞
（平成20年10月10日東京で開催）

第16回全日本シール・ラベルコンテスト
優秀賞受賞
（平成18年11月2日東京で開催）

第13回全日本シール・
ラベルコンテスト
協会会長賞受賞
（平成15年6月20日北海道で開催）

第12回全日本シール・ラベルコンテスト
審査員特別賞受賞
（平成14年6月7日京都で開催）

第11回全日本シール・ラベルコンテスト
経済産業大臣賞受賞
（平成13年4月13日東京で開催）

第13回世界ラベルコンテスト
最優秀賞受賞
（平成13年9月25日ベルギー・
ブリュッセルで開催）

第12回世界ラベルコンテスト
最優秀賞受賞
（平成12年9月14日シカゴで開催）

第15回世界ラベルコンテスト
最優秀賞受賞
（平成15年9月23日ベルギー・
ブリュッセルで開催）

第17回全日本シール・ラベルコンテスト
優秀賞受賞
（平成19年10月12日山形で開催）

第16回全日本シール・ラベルコンテスト
優秀賞受賞
（平成18年11月2日東京で開催）

第19回世界ラベルコンテスト
審査員特別賞受賞
（平成19年9月25日ベルギー・
ブリュッセルで開催）
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受 賞 歴 02



朝礼委員会

ラジオ体操委員会
５S委員会 親睦活動委員会

広報企画委員会

立哨活動

朝の清掃

社内ボウリング大会

社内報「SHINWA TIMES」

「ラジオ体操 第一！」

花の植えかえ

美化環境委員会

経営理念の唱和

社長あいさつ

週初めの握手

弊社では、毎日朝礼を必ず行っています。社長の訓示や職場の教養の
輪読、週初めの握手などを行い、社員間のコミュニケーションを図り心と
感性を磨き高めております。また、事故・ケガを防止することを目的とし、
ラジオ体操を指揮するラジオ体操委員会、花や樹木の管理、冬期間の除
雪などを行う美化環境委員会、仕事上のトラブルを未然に防止する活動
を行う５S委員会、社内行事などを企画する親睦活動委員会、ブログの運
営や社内報を発行する広報企画委員会など様々な委員会によって、より
良い会社づくりを目指しています。
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職場活性化を推進する委員会活動

Ⓡ
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