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代表取締役社長 宮原　和弘

印刷業界は変革が始まっています。多様化する情報化社会の中で、印刷業として担う役割
も大きく変化しているのが現状です。環境保護や情報セキュリティなど、企業の社会的責任
として、多くの要望に応えなければならなくなって参りました。
想像以上のスピードで激変する時代の中にあって、お客様の事業目的・目標を達成するた
めに何が必要か？を見極めて提供する必要があり、検討した結果、それが印刷物ではない
ケースも多くあることは容易に想定されます。当社としては、印刷の枠にとらわれない印刷
を超えるサービス（超印刷）を提供しなければならないと思っております。
活版印刷から始まりました弊社も、現在は商業印刷だけではなく、Web制作やWebシステ
ム構築、流通小売業に特化したコンサルティングチームやマーケティングチーム。そして今、
力を入れている「AI（人工知能）」を活用したサービスを拡充していっております。
今後とも安心して任せられる企業としてご愛顧頂ける様、更なる最善の経営努力を続けて
いくことをお約束いたします。

私たちの会社を動画でも
ご覧いただけます。

印刷を超えるサービスを目指す

めまぐるしく進化する情報社会の中、70年以上の間、私たちは佐賀からお客様の「想い」を伝える

お手伝いをしてきました。様 な々電子媒体が登場し、どんなに伝達手段が広がっても、情報発信の基盤

となるのはやはり、お客様の「想いをのせた声」です。私たちはどんな小さな声も聞き逃すことのない

よう、お客様に寄り添い、共に考えることで、本当に伝えたい「想い」を形にして届け続けて参りました。

これからも、お客様の様 な々「想い」にお応えできるよう、社員一人ひとりがさらに進化して参ります。

みなさまの「想い」を伝えるお手伝いを私たちにお任せください。

情報の価値を追求する
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営　業

― 一緒に仕事を進めていく中で、「場の雰囲気づくり」が上手だなとい
つも思うのですが、日々の営業活動において気をつけていることは
ありますか？
仕事を完結させるまでには多くの人の力を借りることになりますの
で、その点から考えると「人とのつながりを大事にしている」という
ことになると思います。お客様も含めた１つのチームとして、スムー
ズに仕事を進めていくには「仕事をしやすい雰囲気づくり」というの
は大切なものだと思っています。

― そういった考えは、初めから？
いえ、やっぱり色んな経験をさせてもらい、仕事を通じて身に付いた
ものだと思います。大変なことももちろんありますけど、お客様に育
てていただいたこと、良い仲間に恵まれたことというのは非常に大
きな部分を占めています。

― 確かに経験というのは大事な部分だとは思うのですが、そういった考
えを持てるというのは元々の性格や育ってきた環境から影響を受け
たということはないですか？
どうでしょうか。自分のことを話すのは難しいのですが、大学まで野
球をやっていまして、チームメイトに対する気遣いや仲間の大切さ
などは厳しく教えられてきましたから、そういったものが影響して
いるのかも知れません。

― 最後に、今後の目標を聞かせてください。
私ができることといっても限られていると思うんです。だから、今ま
でやってきたこと、仕事に関わっていただく方々に前向きに仕事に取
り組んでもらえる環境づくりというものをこれからも大切にしてい
きたいと思います。そして、お客様をはじめとする皆さんに「良い仕事
だったね。」と言っていただけるように努力していきたいと思います。

フクハクバトン

DCS本部 西日本営業部 DCS福岡

八戸 陽一郎

本社制作

― いつも感心させられるのですが、集中力すごいですよね（笑）
そうですかね（笑）集中力は「質」の問題だと思っていますし、集中力を
維持できるようには注意しています。「あいつダラダラ仕事してる」と
思われないか心配もしていますけどね（笑）

― そんなこと考えてたんですか（笑）同じ部署含めみんなその仕事ぶりに
信頼を置いてますよ？
そう思ってもらえてたら嬉しいですね。この仕事って周りの人たち
との信頼関係って大事なものだと思っているので、明日からまた頑
張れそうです。

― デザインする上で、気をつけている点を教えてください。
「意図的に」という部分は大事にしています。雰囲気だけで「かっこい
いから」とか「きれいだから」という部分も必要なんでしょうけど、私
はお客様が何を求めているのか。何を伝えたいのか。を常に意識して
「意図的なデザイン」をすることをいつも考えています。

― なるほど、意図的なデザイン。かっこいいですね！
かっこいいかどうかはわかりませんが（笑）意図のないデザインだと
単に自己満足のデザインになってしまいます。クライアントはかっ
こいいデザインではなく、最大の成果を引き出せるデザインを望ま
れています。その為には意図的なデザインというのはかなり重要な
部分になってきますね。

― 恐れいりました。今日はよく喋りましたね（笑）
はい。うまく乗せられました（笑）明日からまた寡黙に戻ります。

― 日本語がとても上手ですが、どこで勉強したのですか？
フエの外国語大学で学びました。日本語を学びたいと思った理由は日
本の文化に興味があったからです。

― どんな日本の文化に興味があったのですか？
一番は日本のアニメです（笑）

― 確かに（笑）日本のアニメはベトナムでも人気がありますね。
 　日本の仕事をする上で苦労していることはありますか？
漢字が難しいです。最初「地」と「他」は手書きの文字だと同じように
見えていました。
今は間違えやすい漢字はメモして色んなところに貼って間違えない
ようにしています。

― ベトナムの人は勉強熱心ですよね。
　 最後に将来の夢を聞かせてください。
将来は、日本へ行って色んな事を学びたいと思っています。

フクミミ社員

川口 大輔
DCS本部 企画制作部 メディアクリエイティブ課

生　産

― お仕事の中で難しいなと思うところはありますか？
印刷は単純な作業ではありません。気温や湿度管理はもちろん、イン
キ・紙・印刷機の状態によって製品の仕上がり方が変わってきます。
色々な判断が難しいのですが、ベストな選択を行いながら良い品質
で仕上げた時に達成感がありますね。

― 「仕上げる」とは？
普段私たちが取り扱っている印刷物には、お客様をはじめいろんな
人の思いが詰まっていると思うようになりました。いろんな人の思
いが伝わるような印刷物を仕上げることが私たちの仕事だと思って
いますので、責任感と遣り甲斐を持って仕事に取り組んでいます。

― なるほど！そういった気持ちで仕事に取り組んでくれるのなら、仕事
を依頼する方も安心して任せることができますね。
仕事を依頼してくださるお客様は「印刷物」がほしいのではなく「印
刷物」を通しての「成果」を望まれています。良品質な印刷物を安定し
て提供することでお客様に安心して頂けるように努めていきたいと
思っています。

― 最後に、今後の目標を聞かせてください。
ひとことで印刷工場と言っても色んな工程があります。その各工程
には多様なプロフェッショナルが専門的な知識と技術を駆使して
日々業務に取り組んでいます。私はひとつでも多くの知識と技術を
習得し、あらゆる場面で活躍できるようなオールラウンドプレイ
ヤーを目指しています。

宮原 崇
生産本部 生産部 枚葉係

オフショア制作

ホアン・グエン・タイン・トゥイ
フクハクダナンYoichiro Yae  Daisuke Kawaguchi Takashi　Miyahara Hoang Nguyen Thanh Thuy

フクハクの仕事は、バトンリレーのように進んでいきま
す。各部署の担当者が、次の担当者へバトンを渡す
前に、一度自分の仕事を振り返ります。お客様の想い
を正しく伝えるために、一人ひとりが責任と誇りを
持って自分の仕事に取り組んでいます。

2017年、ベトナム・ダナンにてDTP業務の
オフショア化を開始。2019年7月には
合弁会社のフクハクダナンを設立しました。

55Step
今後の改善策の
ご提案

66Step
お客様との強い
信頼関係

11Step
ヒアリング

22Step
現状分析
課題把握

33Step
解決策・販促ツールの
ご提案

44Step
販促効果の分析・
結果検証

フクハクの社員は、みんなフクミミを持っています。
お客様の、チームの大切な声を聞き逃すことがない耳です。

当社DTP制作の一部をベトナム・ダナンでオフショア化して3年。難易度の高い制作も請け
負い、当社にとっては欠かせない戦力です。今後は、さまざまなご依頼に対応すべく
映像編集やウェブサイト関連の制作、運営・管理など体制を強化してまいります。
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情報セキュリティ対策に取り組んでいます。

当社の自主規制は、物件を受注する際の基準となります。自主規制に該当する事項が含まれている場合は、物件をお断りする場合がござ
いますので、ご了承下さい。
　1. 著作権、肖像権や工業所有権、知的財産権を侵害する内容を含むもの。
　2. 許可なく法人名、個人名、商標、ロゴマーク等を含むもの。
　3. 紙幣・貨幣（外貨を含む）その他有価証券をコピーまたは含むもの。
　4. 社会の迷惑になる宗教または政治団体、政治結社、思想団体等の内容を含むもの。
　5. 暴力団、暴走族、ヤミ金融、18禁、その他、社会に悪影響を及ぼす内容を含むもの。
　6. 公序良俗に反したり、反社会的な表現の広告、誹謗中傷のおそれのある広告、あるいは迷信などに頼る非科学的な広告。
　7. その他、独占禁止法、景品表示法、関係告示、規約に反するもの。
　8. 著作物の判断・許可・管理は発注者の責任とし当社は一切、印刷内容の責任を負いません。
　※上記以外でも、当社が公序良俗に反するとみなした場合は、見積依頼や受注をお断り致します。

■情報セキュリティへの取り組み
当社はお客様から大切な情報をお預かりし、その情報を元に
様々な媒体へと加工する情報加工企業です。取り扱う情報
はすべて未発表のものばかりで、常に情報セキュリティ対策
については様々な管理策を全社員で取り組んでいます。

　指紋認証による入退室　　
登録された指紋でしか入場することができない
ドアシステムです。

　入場許可証の携帯
入場するエリア別・業種別に入場許可証を用意し、
不審者がいないか判断できるようにしています。

　個人情報の授受記録
作業内容と情報の授受を記録し、確実な作業、確実
な受け渡しを行います。

福博印刷の事業領域
D oma i n  I d e n t i t y

企 画 営 業

◎DCSとは、業態変革・事業企画を推進する
　福博印刷の営業ブランドです。

お客様にとって『最良の理解者であり、
最高のプロデューサーであること』を
モットーに、常に市場のニーズを捉え、
お客様に最善の販促支援を提案します。

Webビジネス

いまやインターネット抜きには販売促
進は語れなくなりました。進化し続ける
Webは、「魅せる」から「売れる」へ。戦
略的なWebサイトを構築し活用するこ
とで、お客様の“売れる仕組みづくり“を
支援します。

コンサルティング・マーケティング

クライアント様の業績改善を使命とする
コンサルティング・サービスを提供して
います。データ分析や統計のノウハウを
駆使し裏付けのあるコスト最適化・販売
力強化を通じて繁盛店への好循環づくり
をクライアント様と共に実現していきま
す。データを情報として有効活用できて
いますか?『流通ドット・ジェーピー』がご
支援いたします。

メディア戦略

私たちの販売促進はプリントメディア
だけに留まりません。TVやラジオなど
の電波媒体、各種イベントの実施、新聞
折込やポスティングなど、あらゆる媒体
を総合広告会社『アドブレーン九州』で
取り扱っています。

プリントメディア

私たちのアイデンティティである印刷部
門は、永年の経験に裏付けされた高度
な印刷技術に定評があります。高まる市
場ニーズにお応えすべく、データの有効
活用と生産設備の適正化を図っています。

１.能動的に学び、創意工夫をし、改善・努力を怠りません。
２.人として、互いの存在を尊重し、周りの人から尊敬されるような行動をします。
３.自分の損得より、より高い見地からお客様や周りの仲間のことを考えた行動をします。

社員心得三則

私たちは、どのような時代も全社員が、情報の価値を追求・創造することで、
地域社会・お客様・社員の物心両面の幸福が好循環するように、
永続的で豊かに繁栄する企業を目指します。

経営理念

情報の価値を追求する企業理念

社会貢献・地域貢献は私たちが果たすべき重要な責務のひとつです。

社会的な情報管理に関する意識の高まりを受け、県内の印刷業界でも、

いち早く情報セキュリティの標準規格を2005年5月に認証取得しました。 ISO27001認証取得・Pマーク付与認定

ブランディング
生活環境の変化に伴い、お客様の価値
観も変わり続けている近年、その流れ
に合わせ「お客様に常に選ばれ続ける
ブランド力」が企業に求められている
時代となりました。企業価値や魅力を最大
限に引き出し、継続的な成長を実現する
ため実践的なブランディングによる支援
を行っています。

■当社の自主規制について

中部プリンティングセンター
九州プリンティングセンター



〒849-0918 佐賀県佐賀市兵庫南4丁目22番40号
TEL 0952（24）2366（代）　FAX 0952（24）2520

本 社 所 在 地

役 員

オモテ

DCS福岡
〒812-0007 

TEL 092（437）2996
FAX 092（437）2997

福岡県福岡市博多区
東比恵2丁目20番25号
東比恵ビル2階

DCS東京

TEL 03（6721）5731
FAX 03（6721）5732

〒105-0003 
東京都港区
西新橋3-4-2
SSビル5階

DCS熊本

TEL 096（375）1115
FAX 096（375）1116

〒862-0971
熊本県熊本市中央区
大江4丁目21-16
サンエムビル2F

DCS中部

TEL 052（304）8890
FAX 052（304）8892

愛知県名古屋市港区砂美町158番地
〒455-0056

SAGA
FUKUOKA

KUMAMOTO

CHUBU
TOKYO

▪印刷／オフリン印刷・枚葉印刷・オンデマンド印刷（小ロット対応）・
　　　　ダイレクトメール（メイラー・宛名印字）

▪クリエイティブ／企画・ブランディング・デザイン・DTP・イベント運営

▪Web／ホームページ制作・Webショップ運営・流通コンサルティング・
　　　　携帯FPメール・Webシステム構築及び開発

▪マーケティング／SPプランニング・データ活用・リサーチ・ダイレクトマーケティング

▪AI／AI（人工知能）モデル構築・モデル作成（機械学習）・

　　　マゼランブロックス販売パートナー

▪エコ製品／エコ素材使用の印刷物・各種ツール制作

◇自社運営サイト…さがファンショッピング／さがファンブログ／うまか陶
◇デジタルハリウッドSTUDIO佐賀運営

事 業 内 容

5,000万円資 本 金

233名（令和2年11月現在）従 業 員 数

佐賀銀行、佐賀信用金庫、商工組合中央金庫、
三井住友銀行

主要取引銀行

官公庁関係、流通業全般、各種教育機関、
広告代理店 他

主 要 取 引 先

本 社 ・ 支 店

福博印刷株式会社 ＊ 会社概要

原　　健之
後藤　純江
吉田　早見

北村　　健

宮原　和弘
川﨑　　隆

水内　醇一
副島　浩嗣

吉村　鑑泰
田代　徹也
渕　　隆之

取　　　締　　　役（非常勤）
監　　　査　　　役
監　　　査　　　役

代 表 取 締 役 社 長
取締役常務執行役員（生産統括）

取 締 役 相 談 役（非常勤）
取締役常務執行役員（営業統括／企画制作部管掌）

執行役員西日本営業部長
執行役員東日本営業部長

執行役員生産部長

執行役員企画制作部長

監　　　査　　　役

2020.11

沿 革
昭和23年09月

昭和39年03月

昭和40年09月

平成06年01月

平成09年07月

平成10年03月

平成12年03月

平成13年09月

平成14年10月

平成17年06月

平成17年08月

平成19年04月

平成19年11月

平成25年07月

平成26年07月

平成28年05月

平成29年12月

平成30年01月

令和 元年07月

福博綜合印刷株式会社佐賀支店として佐賀市白山町に創立

福博綜合印刷より分離、独立。福博印刷株式会社へ社名変更

白山町から現在の兵庫南4丁目へ移転拡張

本社事務所建築完成移転

福岡市中央区赤坂にDCSJAPAN（福岡支店）を設置

資本金を4,000万円から5,000万円へ増資

DCSJAPANを福岡市博多区堅粕へ移転

DCSJAPANをDCS福岡へ変更すると共に博多区東比恵へ移転

東京都港区にDCS東京を設置

情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）認証取得

プライバシーマーク（JISQ15001）付与認定

九州プリティングセンター（多久市）本格稼働

熊本県熊本市にDCS熊本を設置

愛知県名古屋市にDCS中部を設置

中部プリンティングセンター本格稼働

デジタルハリウッドＳＴＵＤＩＯ佐賀 運営開始

ＡＩ（人工知能）事業化スタート

ＦＳＣ®／ＣoＣ認証取得

ベトナムにＦＵＫＵＨＡＫＵ ＤＡ ＮＡＮＧ
ＪＯＩＮＴ ＳＴＯＣＫ ＣＯＭＰＡＮＹを設立



生産拠点概要

九州プリンティングセンター生産設備概要

RIPサーバ……………XMF、EQUIOS
リモート校正システム…XMF Remote
CTP出力機……………PT-R8900Z（67版／時間）・PT-R8600N-Z（32版／時間）
大貼システム…………フラットランナー　2台（フラットワーカー含む）
大判色校正出力機……PX-F10000　2台（PRIMO JET）

◎プリプレス工程 [出力作業]

輪転機…BT半裁4×4オフセット輪転機　3台
　　　　（紙面検査装置付き［1台B2シーター付・デュープレックス仕様（2in1仕様）］）
　　　　AY全4×4オフセット輪転機（紙面検査装置付き［シーター付］）
枚葉機…H-UV菊全判8色刷（4×4） オフセット枚葉印刷機

　　　　四六全判4色 オフセット枚葉機
オンデマンド印刷機…PMP6500 2台（両面4×4刷）
　　　　　　　　　  Color1000Press （両面4×4刷・簡易中綴じ製本オプション）
孔版印刷機…孔版印刷機SD6680（片面 1色印刷［A3サイズ］）
宛名印字機…ヴァリアブルジェット（50m対応）600×300dpi
　　　　　　※防犯カメラ24時間録画によるセキュリティ完備

（　　　　　　　　　　　  ）学習機能付印刷機管理システム、分光式色調管理、自動見当調整装置、　　　　　
インライン品質検査、濃度管理装置

◎プレス工程 [印刷作業]

◎ポストプレス工程 [断裁・折り・加工など]
断裁機…4台
折機……ミニ折機（A3サイズ・2枚差しセンサー搭載）
　　　　B2裁サイズ（2枚差しセンサー搭載）
　　　　菊全折機　2台（2枚差しセンサー搭載）
　　　　全自動紙折機AF-762KL　2台
　　　　（2枚差しセンサー搭載［16P折・8P折・4P折専用機］）
丁合機…自動高速丁合貼込み機械（6鞍・紙面検査装置付き）
　　　　自動丁合機（2枚差しセンサー搭載）
製本機…中速自動無線機（WB-18C-2C設備一式）24鞍
　　　　（トライデント乱丁検査システム／Deneb三方断裁機）
　　　　中綴じ機（8鞍）表紙フィーダー付
　　　　（紙面検査・紙厚センサー・角折れ・三方断裁検査装置）
　　　　中綴じ機　6鞍　2台
　　　　（紙面検査・紙厚センサー・角折れ・三方断裁検査装置）
加工印刷機…ナンバリング・ミシン・トムソン加工（ナンバリング・ミシン同時加工機）
　　　　　　菊全 オフセット改造トムソン機（メーラートムソン加工・ミシン加工機）
メイラー…メイラー（ジャンプミシン付） 4枚／10枚羽／シャトルフィーダー付）
UV硬化型ニスコーティング機…17インチUVニスコーター（KDC-17KB）
                                         オートフィーダー（マットニス・クリアニス対応）

◎巻取り入出管理機械…巻取り入出管理システム（巻取りオート管理システム）

本社生産設備概要

Truepress Jet1600UVF

◎プレス工程 [印刷作業]

（　　　　　　　　　　　）ワイドフォーマットUVインクジェットシステム
幅：最大1,602mm　長さ：最大3,100ｍｍ　基材厚：最大50mm

◎ポストプレス工程 [断裁・加工など]
カッティングマシン／CF2-0912RC-S 5E
（幅：1,170mm　長さ：1,200mm　ハーフカット可）
ラミネーター／TITAN-110（加工幅：1,100mm　ホット＆コールド兼用

中部プリンティングセンター生産設備概要

RIPサーバ……………XMF
リモート校正システム…XMF Remote
CTP出力機……………LUXEL T-9800（36版／時間）
大判色校正出力機……PX-H10000（PRIMO JET）

◎プリプレス工程 [出力作業]

輪転機…BT半裁4×4オフセット輪転機（紙面検査装置付き［1台B2シーター付］）
　　　　AY全4×4オフセット輪転機（紙面検査装置付き［シーター付］）
枚葉機…A37 H-UV A全判4色刷 オフセット枚葉印刷機

◎プレス工程 [印刷作業]

◎ポストプレス工程 [断裁・折り・加工など]
断裁機…2台
折機……B半裁サイズ
　　　　菊全折機（2枚差しセンサー搭載）
製本機…中綴じ機（8鞍）表紙フィーダー付（紙面検査装置付き）

生 産 拠 点

中部プリンティングセンター
〒455-0056
愛知県名古屋市港区砂美町158番地
TEL 052（304）8883
FAX 052（304）8817

九州プリンティングセンター
〒846-0003
佐賀県多久市北多久町大字多久原306番地15
TEL 0952（76）2989（代）
FAX 0952（76）5529

ウラ

九州
プリンティング
センター

中部
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