
紙の加工の未来を開く



ご挨拶

商号　　　　東京紙器株式会社

所在地　　　〒352-0011　埼玉県新座市野火止 8-2-6

　　　　　　TEL:048-478-0393 FAX:048-477-0595

代表　　　　山田俊也

創業　　　　1948 年（昭和 23 年）12 月

事業内容　　紙加工（打抜き・筋押し・ミシン・レーザー）、付箋・シール・紙クリップの製造

　　　　　　オンデマンド印刷、シルク印刷

資本金　　　1,000 万円

従業員数　　30 名

主な取引先　株式会社講談社／株式会社ポーラ／株式会社 DNP アートコミュニケーションズ

　　　　　　アマゾンデータサービスジャパン株式会社／大日本印刷株式会社／

　　　　　　共同印刷株式会社／図書印刷株式会社／凸版印刷株式会社（敬称略／順不同）

取引銀行　　武蔵野銀行　朝霞支店／三菱東京 UFJ 銀行　新座志木支店

　　　　　　みずほ銀行　所沢支店

東京紙器株式会社は 50年以上の歴史を持つ、紙加工の専門の会社です。
これまで様々な紙の加工に携わり、いくつもの困難を乗り越えてきました。
その中で培ってきた知識と確かな技術が、われわれの自慢です。
打ち抜き加工って？　紙器業って？
知らない方も多いかもしれませんが、実は身近なところに隠れています。
複雑なカタチにカットされた雑誌の付録を見たことはありますか？
レース柄のように細かい加工が施された紙の作品。
文具店で売られているキャラクターのカタチをした付箋。
どれもみな東京紙器で加工されているかもしれません。

紙の加工に困ったら東京紙器へ。
どんなことでもお気軽にご相談下さい。

会社概要

紙の加工は、東京紙器へお任せください。

ロゴマークについて



サービス一覧

打抜き加工事業

これまで培ってきた紙加工に関わるノウハウから、様々なサービスをご提供できるよう
になりました。各サービスについて、詳しい情報をご紹介した専門サイトもご用意して
おります。どのような加工ができるのか、値段はどの程度なのかなど、より詳しい情報
をご覧いただけます。
サービス一覧になくても、お手伝いできることがあるかもしれません。どうぞお気軽に
お問合せください。

はがきサイズから、最大は菊倍版（1300×950）まで、あらゆる

サイズの用紙の打抜きが可能な設備を整えております。創業当初か

ら手掛けている最も得意とする加工です。

東京紙器の紙の加工事業のご紹介

付箋事業
四角から変形のものまで多様な付箋の製作に対応しています。様々

な印刷を入れることができます。会社のロゴ等を入れたオリジナル

付箋も製作可能です。

レーザー事業
絵画のようなデザインやレース柄のようなものまで、どんな形にでも

切ることができます。これまで多くのポップアップカードも手がけて

おります。設計から製作までお任せください。

シール・クリップ事業
多彩な印刷が可能なマスキングシールから、ファイバー紙をカットし

作成する紙クリップまで、販促物に効果的なステーショナリーのサー

ビスをご用意しております。



【 打抜き ( 型抜き ) 加工 】
型をつくり紙を特定のカタチやサイズに切り取る加工です。すべての打抜機に CCD カメラ
検知装置を装備しておりますので、印刷の反転・針とび・咥えとびなどの印刷トラブルに対
しても、出荷前に取り除く体制を整えております。

【 筋押し加工 】
折り曲げた紙の表面が引き伸ばされて紙の繊維が切れたり、印刷がはがれたりすることを
防ぐための加工です。

【 ミシン加工 】
ミシン加工には、大きく分けて、折りミシン、はがき切り取りミシン、マイクロミシン目加
工に分類されます。使用用途をお伝えいただければ適切なミシンピッチをご提案いたします。

打抜き・筋押し・ミシン加工はお任せください

打抜き加工事業

自動平盤打抜機打抜き ( 型抜き ) 加工

ミシン加工

くわ



数十万部の大ロットや 50 部からの小ロットなど、様々なご要望に対応できる体制を整えて
おります。四角いものやキャラクターの形になったもの、1枚ごとに絵柄の変わる付箋など、
豊富なラインナップがございます。付箋紙をさまざまな形に打抜いて作る、型抜き付箋は
大変人気があります。
弊社の型抜き付箋の最大の特長は、弊社付箋専用型を使うことによって型代が無料になる
ことです。また、抜き加工の専門会社として、紙の加工について高い技術とノウハウがあり
ます。その技術を付箋加工に活かし、オリジナリティーあふれた付箋をご提供いたします。

販促品やオリジナル商品として付箋はいかがでしょうか

付箋事業

付箋本舗 検索www.fusenhonpo.com

詳しい情報は特設サイト「付箋本舗 .COM」をご覧下さい。

断裁機

金型 型抜き加工

オリジナル付箋事例

オリジナル付箋事例



レーザーカットは従来の打ち抜き方式では再現できない、非常に精細な加工が可能です。
アーティストがデザインした、非常に繊細で美しい紙の作品に可能な限り近づけた、マルチ
プルの製作も手掛けています。
レーザーカットは型を必要とせず、イラストレーター等のデザインデータをもとに製作する
ため、小ロットから安価に対応可能です。最小 50 部からレーザーカットの加工を受けてい
ます。また、カットだけではなく、オンデマンド印刷を施すことにより、更にこだわった名刺、
DM、ディスプレイ、招待状なども製作可能です。ポップアップカードもお任せください。

レーザーカットで芸術的な作品も自由自在に

レーザー事業

PAPER ARTS 検索www.paper-arts.jp

詳しい情報は特設サイト「PAPER ARTS」をご覧下さい。

レーザーカット加工 蒼山日菜様 作品

HIROKO 様 作品ポップアップカード



ファイバー紙を自由な形にカットしたオリジナル紙クリップはいかがでしょうか。ファイバー
紙は、プラスチックのように硬く丈夫な素材でありながら、95％以上が天然繊維のエコ素
材です。紙クリップは、展示会のノベルティーや販促物として大変人気があります。厚みは
0.5～1mm までご用意しております。名入れも可能ですのでお気軽にお問合せください。

ノベルティー、販促物に効果的なファイバー紙製のクリップ

紙クリップ事業

マスキングテープの素材で、自由な形のオリジナルシールを作ってお楽しみいただけるよう
になりました。海外でも“WASHI SEAL（和紙シール）” という名前で注目されています。
マスキングシールの最大の特徴は、素材が薄く透ける和紙であるという点です。その特徴
を生かして、光を透過させる、重ねて貼るといった方法で、今までになかった新しい楽しみ
方が可能です。和紙のやさしい風合いを皆さまへお届けいたします。

印刷も形も自由自在に表現できるマスキングシール

マスキングシール事業

マスキングシール .com 検索www.maskingseal.com

詳しい情報は特設サイト「マスキングシール .com」をご覧下さい。
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東京紙器株式会社
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東京紙器株式会社
〒352-0011　埼玉県新座市野火止 8-2-6
TEL:048-478-0393 FAX:048-477-0595

東京紙器 検索

［ 紙の加工についてのご相談 ］
2015.11

沿革

機械設備

所在地

1948 年（昭和 23 年）12 月　資本金 140 万円を以て荒川区東日暮里 6-46-5 に東京紙器印刷株式会社創業
1957 年（昭和 32 年）　 4 月　印刷部門を分離、紙器専業となり商号を東京紙器株式会社と改称、
　　　　　　　　　　　　　　　資本金 240 万円に増額、代表取締役社長に山田一郎就任
1957 年（昭和 32 年）  9 月　株式会社 講談社、株式会社 学習研究社取引開始
1970 年（昭和 45 年）　5 月　工場近代化のため新座市に営業事務所、新工場建設
1989 年（平成　元年）　5 月　代表取締役社長に山田俊也就任
1995 年（平成　7 年）　4 月　資本金 1 千万円に増額
　　　　　　同　　　　　　　　本社を新座市へ移転
2006 年（平成 18 年）　4 月　レーザー加工事業開始
2008 年（平成 20 年）　4 月　付箋加工事業開始
2015 年（平成 27 年）　6 月　マスキングシール・紙クリップ加工事業開始

三和製作高速自動平盤打抜機／ SBL 高速自動平盤打抜機合計 5 台／

ヴィクトリア打抜機／油圧打抜機／断裁機／レーザー加工機／筋押し機／

手動打抜機／オンデマンド印刷機／付箋加工設備一式

☎ 048-478-0393

新座駅（JR 武蔵野線）
朝霞台駅（東武東上線）
志木駅（東武東上線）
各最寄り駅よりタクシー、
もしくはバスをご利用ください。
（新座駅より徒歩約 20 分（1.7km））

[ 新座駅より ] 現地でご確認ください
[ 朝霞台駅より ] 久留 22 東久留米行 または新座営業所行
[ 志木駅より ] ひばり 73 第二中学校経由 ひばりが丘駅北口行
バス停　新座警察署 下車

新座の「なみきの幼稚園」のそばと
言って住所と社名を告げてください。

最寄り駅 バスでお越しの方タクシーでお越しの方

www.tokyo-shiki .co.jp

[ 受付時間 ] 平日 9：00 ～18：00　
[ 休業日 ] 土日祝日、年末年始

ふるさと新座館
ふるさと新座館

新座郵便局


